
発注者 工事名 業務内容 発注者 工事名 業務内容

東北防衛局 山田外(3)局舎新築等測量調査 測量 青森県 上尾太沢沈殿槽設置測量設計業務 測量･設計
塩釜港湾

空港整備事務所 仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区防波堤(南)水準測量 測量 青森県 委第16号情報化施工技術支援業務委託 調査業務

平川市 柏木町柳田広田橋橋梁補修設計業務 設計 東北防衛局 三沢飛行場周辺地区ほか1境界標建植業務 測量･調査

青森県 碇ケ関大鰐停車場線交通安全対策測量設計業務委託 測量･設計 東北防衛局 三沢（29）格納庫新設等測量調査 測量

弘前市 尾神橋橋梁補修設計業務 設計 東北防衛局 三沢（29）舗装改修等測量調査 測量

弘前市 令和3年度外崎4丁目地区排水路用地測量業務 測量

弘前市 令和3年度馬屋町2号線消流雪溝設計業務 設計 弘前市 茂森新町4号線測量・設計・地質調査業務 測量･設計・地質

弘前市 令和3年度弘前市身体障害者福祉センター測量業務 測量 弘前市 富田樹木線測量業務 測量

弘前市 令和3年度春日町地区排水路用地測量業務 測量 青森県 情報化施工技術普及支援調査業務委託 調査

弘前市 令和3年度準用河川腰巻川測量設計業務 測量･設計 東北防衛局 海自下北(27)土木その他工事監理業務 工事監理

弘前市 令和2年度向外瀬岩賀線用地測量調査業務 測量

弘前市 長坂町線消流雪溝設計業務 設計業務

東北防衛局 三沢(2)宿舎改修等測量調査 測量･調査 弘前市 乳井舘ノ沢2号線用地測量業務 用地測量

東北防衛局 王城寺原演習場周辺地区境界建植業務 測量 弘前市 雨天時放流水水質調査業務 水質調査

東北防衛局 陸上自衛隊仙台駐屯地外3施設測量等業務 測量･補償 東北防衛局 海自（26）局舎新設測量調査 測量

青森県 県営林道三ツ目内・高野新田線設計委託業務 設計 東北防衛局 三沢飛行場周辺地区ほか境界標建植業務 測量

青森県 引座川ストマネ委託第4号 設計 東北防衛局 大空（27）局舎新設測量調査 測量

青森県 本山抗廃水処理施設消石灰供給用橋梁補修設計等業務 測量･設計 鉄道運輸機構 北海道新幹線、28ｋ9.29ｋ1間排水路設計他 設計・他
塩釜港湾

空港整備事務所 仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区防波堤(南)水準測量 測量

弘前市 林道湯口線測量設計業務 測量･設計 弘前市 都市計画道路3・4・6号山道町樋の口町線測量業務 測量

弘前市 雨天時放流水水質調査業務 水質調査 弘前市 弥生いこいの広場隣接地構造物（集水塔）調査測量業務 測量

西目屋村 林道藤川3号線開設測量設計業務 測量･設計

弘前市 雨天時放流水水質調査業務 調査 西目屋村 第85号相馬常盤野線道路改築用地測量業務 測量

弘前市 鷹揚公園鷹丘橋架替工事実設計業務 設計 西目屋村 村道杉ケ沢4号線測量設計業務委託 測量･設計

弘前市 水道施設整備事業薬師堂地区測量設計業務 測量･設計 鉄道運輸機構 北海道新幹線0k6,28k9間線路諸標設計図作成 施工管理

弘前市 令和元年度　国吉館後線用地測量業務 測量

西目屋村 大秋地区側溝整備工事に伴う測量業務委託 測量 弘前市 雨天時放流水水質調査業務 水質調査

西目屋村 展望台公園周辺整備等実施設計業務 設計 弘前市 小比内門外線測量・設計業務 測量･設計

東北防衛局 三沢米軍(31)格納庫(0414)新設測量調査 測量 弘前市 相馬中学校地質調査業務 地質調査

東北防衛局 三沢飛行場周辺地区ほか2境界標建植業務 測量･設計 弘前市 神明橋境界確定業務 測量

東北防衛局 福島外(31)給水施設新設等測量 測量 西目屋村 村道杉ケ沢白沢線測量設計業務 測量･設計

東北防衛局 海自八戸外(31)排水設備撤去等測量調査 測量 東北防衛局 大空(障子山)(23)土木その他工事監理業務 工事監理業務

国土交通省 岩木川弘前地区図面作成等業務 設計 東北防衛局 陸上自衛隊秋田駐屯地秋田射撃場等施設測量業務 測量

青森県 尾太鉱山下3抗制御ケーブルルート選定設計業務 設計 東北防衛局 三沢外（25）庁舎新設等測量その他調査 測量・調査
塩釜港湾

空港整備事務所 仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区防波堤(南)水準測量 測量 東北防衛局 八戸外（25）公共下水接続等土木設計 設計

板柳町 地籍調査測量業務委託 測量 東北防衛局 加茂（25）給水施設新設測量その他調査 測量

東北防衛局 陸上自衛隊薬師山無線中継所施設測量業務 測量

弘前市 青山二丁目9号線ほか路線消流雪溝測量・設計 測量

弘前市 藤代分署庁舎建設用地地質調査業務 測量 東北防衛局 大空(障子山)(23)局舎新設等測量その他調査業務 測量・調査

弘前市 雨天時放流水水質調査業務 水質調査 東北防衛局 陸上自衛隊神町駐屯地汚水管敷地施設測量業務 測量

弘前市 小沢原ケ平線測量調査業務 測量 東北防衛局 三沢米軍(24)保安施設(0523)測量等調査業務 測量・調査

弘前市 前坂船山1号線測量業務 測量 西目屋村 平成24年度農地災害復旧測量業務 測量

平川市 平委第1号葛川橋河川協議資料作成業務 測量 西目屋村 西目屋村災害復旧測量業務 測量

青森県庁 上尾太沢導入管保護護岸設計等業務 設計 西目屋村 藤川・居森平農集排管路施設整備工事設計業務委託 設計

東北防衛局 三沢（30）隊庁舎新設測量調査 測量 西目屋村 平成24年度農地災害復旧印刷業務 印刷

東北防衛局 三沢飛行場周辺地区ほか1境界標建植業務 測量 西目屋村 西目屋村災害復旧設計業務 設計

東北防衛局 王城寺原演習場周辺地区境界標建植業務 測量 西目屋村 大秋浄水場測量調査業務委託 測量・調査

仙台管区気象台 むつ市関根浜津波観測点水準測量作業 測量 西目屋村 居森平農集排管路施設修正設計業務委託 設計

青森港湾 青森港本港地区用地測量 測量 平川市 尾崎稲元1号線測量設計業務 測量・調査

弘前市 平成24年度城東児童館地質調査業務 地質調査

弘前市 雨天時放流水水質調査業務 水質調査

平川市 平委第14号葛川橋梁補修設計業務 設計 鉄道運輸機構 北海道新幹線、基準点点検測量 測量

平川市 平委第22号平川農村婦人の家建設用地測量業務 測量 鉄道運輸機構 北海道新幹線、蓬田・外ヶ浜間基準点点検測量 測量

西目屋村 第104号エコタウン整備工事施工管理業務 施工管理 弘前市 平成23年度浜の町2号線境界確定業務 測量

平成27年度

平成26年度

平成25年度

平成23年度

平成28年度

平成29年度

元請業務実績

平成30年度

令和元年度

令和2年度

平成29年度令和3年度

平成24年度



発注者 工事名 業務内容 発注者 工事名 業務内容

弘前市 平成23年度文京小学校地質調査業務 地質調査

弘前市 平成23年度道路施設老朽化実態調査業務 道路調査

弘前市 平成23年度雨天時放流水水質調査業務 水質調査

弘前市 平成23年度相馬地区団第3分団消防屯所地質調査業務委託 地質調査

東北防衛局 枝本下北(23)構内道路等新設土木設計業務 設計

東北防衛局 多賀城(23)グラウンド改修等測量等調査業務 測量・調査

東北防衛局 仙台外(23)倉庫新設測量等調査業務 測量・調査

鉄道運輸機構 北海道新幹線、基準点点検測量業務 測量

鉄道運輸機構 北海道新幹線、蓬田・外ヶ浜間基準点点検測量業務 測量

平成23年度

元請業務実績


