
SH型貫入試験　業務実績 令和4年4月　現在

発注者 事業名 場所 試験点数 調査時期

鹿児島県鹿児島土木事務所 平成14年度砂防事業調査委託(花倉地区外) 鹿児島市・大隅町 45 平成14年12月

神奈川県県土整備部砂防海岸課 平成14年度衝撃力と崩壊土砂量を考慮した擁壁の設計手法検討業務 神奈川県内 48 平成15年1月

国土技術政策総合研究所 平成15年度大分県佐伯市長良がけ崩れ発生斜面の土層構造調査業務 大分県佐伯市長良 3 平成15年7月

国土技術政策総合研究所 平成15年度静岡市小坂赤坂地区がけ崩れによる崩壊地の土壌調査業務 静岡県静岡市小坂 16 平成15年7月

独立行政法人土木研究所 長野県池沢地区斜面の光ファイバ設置にかかる事前調査業務 長野県東筑摩郡生坂村 84 平成15年9月

神奈川県厚木土木事務所 平成15年度急傾斜地崩壊対策工事(県単)その2 神奈川県厚木市山際 8 平成15年11月

神奈川県厚木土木事務所 平成15年度急傾斜地崩壊対策工事(公共)その3 神奈川県厚木市山際 16 平成15年12月

神奈川県厚木土木事務所 平成15年度急傾斜地崩壊対策工事その2 神奈川県愛甲郡愛川町日向 4 平成15年12月

神奈川県厚木土木事務所 平成15年度急傾斜地崩壊対策工事(公共)その1 神奈川県厚木市戸室 9 平成15年12月

神奈川県厚木土木事務所 平成15年度急傾斜地崩壊対策工事(県単)その3 神奈川県海老名市押堀 18 平成16年3月

神奈川県横須賀土木事務所 平成16年度急傾斜地崩壊対策工事(公共) 神奈川県横須賀市鴨居 17 平成16年6月

神奈川県厚木土木事務所 平成16年度急傾斜地崩壊対策工事(公共)その4 神奈川県厚木市山際 19 平成16年6月

神奈川県厚木土木事務所 平成16年度急傾斜地崩壊対策工事(公共) 神奈川県厚木市山際 4 平成16年9月

国土技術政策総合研究所 平成16年度新潟県三島町逆谷のがけ崩れ発生斜面の土層構造調査業務 新潟県三島町逆谷 10 平成16年10月

神奈川県厚木土木事務所 平成16年度急傾斜地崩壊対策工事(公共)(その3) 神奈川県厚木市戸室 16 平成16年11月

長野県木曽建設事務所 平成16年度国補急傾斜地崩壊対策事業に伴う地質調査業務委託 長野県木曽郡上松町近所 20 平成16年12月

神奈川県横須賀土木事務所 平成16年度急傾斜地崩壊対策工事(その2) 神奈川県横須賀市岩戸一丁目 7 平成16年12月

神奈川県藤沢土木事務所 平成16年度急傾斜地崩壊対策工事公共(その2) 神奈川県鎌倉市常盤 24 平成17年1月

国土技術政策総合研究所 平成16年度神奈川県のがけ崩れ発生斜面の土層構造調査業務 神奈川県鎌倉市台・極楽寺・手広 30 平成17年2月

神奈川県平塚土木事務所 平成16年度急傾斜地崩壊対策工事(その2) 神奈川県中郡大磯町東小磯 9 平成17年3月

(財)砂防・地すべり技術センター 森林の流域保全効果評価に関する研究 熊本県水俣市 57 平成17年4月

神奈川県厚木土木事務所 平成17年度急傾斜地崩壊対策工事(公共)その1 神奈川県厚木市戸室 12 平成17年6月

神奈川県平塚土木事務所 平成17年度急傾斜地崩壊対策工事(その2) 急傾斜地計画調査工事(その3)合併 神奈川県秦野市千村 6 平成17年11月

長野県飯田建設事務所南部支所 平成17年度急傾斜地崩壊対策工事に伴う調査業務委託 長野県飯田市南信濃松島 8 平成17年11月

神奈川県横浜治水事務所 平成17年度急傾斜地崩壊対策工事(公共)105－1 神奈川県横浜市鶴見区上末吉 14 平成17年12月

静岡県静岡土木事務所 平成17年度　妙沢　県単砂防等調査(急傾斜)地質調査業務委託(崩壊深調査) 静岡県由比・静岡・御前崎 45 平成18年1月

静岡県下田土木事務所 平成17年度　上道部　県単砂防等調査(急傾斜)に伴う地質調査業務委託 静岡県賀茂郡松崎町・河津町 45 平成18年2月

愛知県新城設楽建設事務所
平成17年度 総合土砂災害対策事業費 砂防計画調査費
(急傾斜危険区域調査費)の内測量及び地質調査業務委託

愛知県新城市作手白鳥 19 平成18年3月

神奈川県藤沢土木事務所 平成18年度急傾斜地崩壊対策工事(委託)公共(その2) 神奈川県藤沢市片瀬一丁目 16 平成18年8月

神奈川県藤沢土木事務所 平成18年度急傾斜地崩壊対策工事(公共)委託(その2) 神奈川県藤沢市片瀬目白山 9 平成18年9月

静岡県御前崎土木事務所 平成18年度勝俣新戸急傾斜崩壊対策(一般・災関)工事地質調査業務委託 静岡県牧の原市勝俣 15 平成18年11月

愛知県新城設楽建設事務所 平成18年度急傾地崩壊対策工事の内地質調査業務委託 愛知県北設楽郡東栄町 12 平成18年11月

大分県臼杵土木事務所 急対委第2-4号深田地区地質調査委託 大分県臼杵市深田 37 平成18年11月

大分県臼杵土木事務所 急対委第3-4号北ノ川西地区地質調査委託 大分県臼杵市大字稲田 11 平成18年11月

大分県臼杵土木事務所 総流急対委第105-5号細枝地区地質調査委託 大分県臼杵市大字東谷 9 平成18年11月

大分県臼杵土木事務所 総流急対委第107-5号川内地区地質調査委託 大分県津久見市大字上青江地内 30 平成18年11月

大分県佐伯土木事務所 急対委第15-4号地下屋敷脇地区調査委託 大分県佐伯市鶴見大字有明浦 24 平成18年11月

大分県佐伯土木事務所 急対委第52-5号一ノ瀬地区調査委託 大分県佐伯市弥生大字床木 41 平成18年11月

大分県中津土木事務所 総流急対委第111-5号崩壊深調査委託(荒谷地区) 大分県中津市本耶馬渓町跡田 8 平成18年11月
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大分県中津土木事務所 急対委第27-5号柿坂地区調査委託 大分県中津市耶馬渓町大字柿坂 21 平成18年11月

大分県佐伯土木事務所 急対委第46-4号鷲谷地区調査委託 大分県佐伯市蒲江町大字蒲江浦地内 44 平成18年12月

大分県竹田土木事務所 急対委第20-5号栗元地区調査委託 大分県竹田市大字植木 23 平成18年12月

神奈川県厚木土木事務所 平成18年度急傾斜地崩壊対策工事(公共)地質調査委託その5 神奈川県厚木市山際 12 平成18年12月

大分県宇佐土木事務所 急対委第29-5号上内河野地区調査委託 大分県宇佐市安心院町上内河野地内 28 平成19年2月

大分県宇佐土木事務所 急対委第50-7号宝性山地区調査委託 大分県宇佐市院内町下船木 39 平成19年2月

大分県佐伯土木事務所 急対委第44-4号日の平地区調査委託 大分県佐伯市弥生大字門田地内 24 平成19年2月

大分県佐伯土木事務所 急対委第12-4号羽木地区調査委託 大分県佐伯市直川大字横川 26 平成19年2月

大分県中津土木事務所 急対委第27-6号柿坂地区調査委託 大分県中津市耶馬渓町大字柿坂 14 平成19年

大分県臼杵土木事務所 急対委第2-5号深田地区地質調査委託 大分県臼杵市深田 38 平成19年3月

大分県玖珠土木事務所 総流急対委第110-7号内河野地区調査委託 大分県玖珠郡玖珠町大字戸畑地内 21 平成19年3月

大分県佐伯土木事務所 急対委第10-4号江の尻地区調査委託 大分県佐伯市上浦大字最勝海浦 17 平成19年3月

近畿地方整備局　六甲砂防事務所 平成18年度　六甲山系グリーンベルト樹林調査業務 兵庫県神戸市東灘区渦森台、本山町北畑 21 平成19年3月

神奈川県平塚土木事務所 平成19年度急傾斜地崩壊対策工事 地質調査・設計委託(公共)その2 神奈川県秦野市渋沢 18 平成19年6月

千葉県葛南地域整備センター 平成19年度県単河川管理委託(地盤変状調査) 千葉県浦安市堀江地区 4 平成19年7月

静岡県沼津土木事務所 平成19年度上船原浜井場急傾斜地崩壊対策 静岡県伊豆市上船原 9 平成19年7月

国土交通省相武国道事務所 国道16号片倉地区法面対策調査設計 神奈川県相模原市片倉 5 平成19年9月

神奈川県葉山町 葉桜緑地崩壊対策調査委託 神奈川県三浦郡葉山町葉桜 4 平成19年9月

(財)砂防・地すべり技術センター 平成19年度SH型貫入試験 長野県岡谷市 40 平成19年10月

神奈川県横須賀三浦地域県政総合センター 平成19年度古都及び緑地保全工事地質調査委託県単(その4) 神奈川県鎌倉市極楽寺 12 平成19年10月

神奈川県平塚土木事務所 平成19年度急傾斜地崩壊対策工事設計委託(県単)その2 神奈川県平塚市南金目 9 平成19年10月

長野県安曇野建設事務所 平成19年度国補総合流域防災事業に伴う調査業務委託 長野県安曇野市光 26 平成19年10月

静岡県島田土木事務所 平成19年度(第19-S3015-01号)藤川照尾急傾斜地崩壊対策(公共関連‐大規模)工事に伴う地質調査業務委託 静岡県榛原郡川根本町元藤川 14 平成19年10月

静岡県島田土木事務所 平成19年度(第19-S3016-01号)水川上出急傾斜地崩壊対策(公共関連-大規模)工事に伴う地質調査業務委託 静岡県榛原郡川根本町水川 19 平成19年10月

大分県大分土木事務所 平成19年度急対委第3-3号調査委託 大分県大分市大字宮河内 34 平成19年10月

長野県諏訪地方事務所(林務課) 平成19年度治山事業業務委託第1号(調査業務委託) 長野県岡谷市字神場峠 16 平成19年11月

神奈川県横須賀市 市立うわまち病院南館脇法面復旧工事設計業務委託 神奈川県横須賀市上町 24 平成20年1月

神奈川県藤沢土木事務所 平成19年度急傾斜地崩壊対策工事(公共)委託その3土質調査委託 神奈川県藤沢市片瀬目白山 27 平成20年1月

長野県諏訪建設事務所 国補砂防激甚災害対策特別緊急事業に伴う土砂災害対策検討業務委託 長野県岡谷市湊小田井沢川 40 平成20年1月

大分県竹田土木事務所 平成19年度急対委第49-5号地質調査業務委託 大分県竹田市大字飛田川 50 平成20年1月

神奈川県横浜治水事務所 平成19年度急傾斜地崩壊対策工事地質調査委託(県単) 神奈川県横浜市栄区長沼町 13 平成20年2月

神奈川県川崎治水事務所 平成20年度公園整備工事地質調査業務委託 神奈川県川崎市宮前区 19 平成20年2月

愛媛県八幡浜地方局西予土木事務所 急砂第12-3号測の2(急)下ノ谷地区他 地質調査委託業務 愛媛県西予市明浜町 14 平成20年2月

愛媛県八幡浜地方局建設部 急砂第12-3号測の2(急)堂々地区他地質調査委託業務 愛媛県八幡浜市 5 平成20年2月

愛媛県久万高原土木事務所 急砂第8-5号測の3(急)尾貝地区調査設計委託業務 愛媛県上浮穴郡久万高原町 22 平成20年2月

森林農地開発センター　郡山建設事業所 19郡山　農用道1工区その１工事 福島県郡山市田村町他 230 平成20年2月

静岡県富士土木事務所 平成19年度(第19-S7415-01号)山本柿崎NO.2県単砂防等調査(急傾斜)工事に伴う地質調査業務委託 静岡県富士宮市山本 12 平成20年3月

愛媛県久万高原土木事務所 急砂第8-3号速の2(急)永久地区調査設計委託業務 愛媛県上浮穴郡久万高原町 16 平成20年4月

神奈川県横浜治水事務所 平成20年度急傾斜地崩壊対策工事設計業務委託(公共)B7-1 神奈川県横浜市金沢区釡利谷東 6 平成20年5月
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某機械製造会社 菊川加茂工業団地のり面調査 静岡県菊川市 20 平成20年5月

大分県別府土木事務所 平成20年度急対委第1-3号地質調査委託 大分県別府市大字浜脇 18 平成20年6月

神奈川県横浜治水事務所 平成20年度急傾斜地崩壊対策工事設計業務委託(公共)146-1(県単)49-1 神奈川県横浜市泉区新橋南 8 平成20年7月

静岡県御前崎市役所 あらさわふる里公園法面復旧測量設計調査業務委託 静岡県御前崎市朝比奈 11 平成20年7月

某道路関係機関 路床地盤ゆるみ調査 東京都品川区 12 平成20年8月

神奈川県川崎治水事務所 平成20年度急傾斜地崩壊対策工事地質調査委託(県単)62-1 神奈川県川崎市高津区千年 8 平成20年8月

山梨県甲府土木事務所 藤の木調査設計業務委託 山梨県甲斐市亀沢 18 平成20年8月

長野県諏訪建設事務所 平成20年度国補急傾斜地崩壊対策事業に伴う地質調査業務委託 長野県諏訪市富士見町落合神代 22 平成20年9月

神奈川県横須賀三浦地域県政総合センター 平成20年度古都及び緑地保全工事県単(その7)地質調査業務委託 神奈川県鎌倉市浄明寺一丁目地内 19 平成20年10月

福岡県豊前土木事務所 急傾斜地崩壊対策事業費　小谷地区地質調査委託 福岡県豊前市大字岩屋 18 平成20年10月

愛知県豊田加茂建設事務所 総合土砂災害対策事業の内地質調査業務委託 愛知県豊田市大平町地内 26 平成20年11月

某道路関係機関 構造物地盤ゆるみ調査 東京都品川区 12 平成20年12月

神奈川県厚木土木事務所 平成20年度急傾斜地崩壊対策工事県単(その2)地質調査業務委託 神奈川県愛甲郡愛川町田代地内 21 平成20年12月

神奈川県横須賀土木事務所 平成20年度急傾斜地崩壊対策工事(地質調査業務委託)(公共)(その2) 神奈川県横須賀市田浦泉町地内 6 平成20年12月

新潟県糸魚川地域振興局地域整備部 京ヶ峰地区1丁目　急傾斜地崩壊対策(公)地質調査委託 新潟県糸魚川市京ヶ峰一丁目 14 平成20年

神奈川県川崎治水事務所 平成20年度公園整備工事工事地質調査業務委託(県単)その6 神奈川県川崎市宮前区神木本町東高根 26 平成21年2月

神奈川県横須賀土木事務所 平成20年度急傾斜地崩壊対策工事(地質調査業務委託)(公共)(その2) 神奈川県横須賀市吉倉町一丁目地内 9 平成21年2月

神奈川県横須賀土木事務所 平成20年度急傾斜地崩壊対策工事(地質調査業務委託)(公共)(その1) 神奈川県逗子市小坪一丁目地内 17 平成21年2月

愛知県東三河建設事務所 急傾斜地崩壊対策工事(県単)の内測量・設計及び地質調査業務委託（東蜊蠣区域） 愛知県蒲郡市西浦町地内 7 平成21年2月

山口県萩土木事務所 平成20年度急傾斜地崩壊対策工事設計業務委託 山口県萩市中小畑 3 平成21年2月

神奈川県横須賀土木事務所 平成20年度急傾斜地崩壊対策工事(地質調査業務委託費)(公共)(その１) 神奈川県横須賀市西逸見町二丁目C地区 18 平成21年3月

神奈川県横須賀土木事務所 平成20年度急傾斜地崩壊対策工事(地質調査業務委託)(公共)(その3) 神奈川県三浦市南下浦町毘沙門地内　他 23 平成21年3月

神奈川県相模原土木事務所 平成20年度急傾斜地崩壊対策工事 公共(その1)設計業務委託 神奈川県相模原市津久井町根小屋地内 6 平成21年3月

中国地方整備局 太田川河川事務所 広島西部山系あさひが丘地区西部地形地質調査業務 広島県広島市安佐北区あさひが丘(西部) 86 平成21年4月

中国地方整備局 太田川河川事務所 広島西部山系あさひが丘地区東部地形地質調査業務 広島県広島市安佐北区あさひが丘(東部) 117 平成21年4月

神奈川県横須賀土木事務所 平成20年度急傾斜地崩壊対策工事（地質調査業務委託）（公共）（その１） 神奈川県横須賀市吉倉町二丁目地内 16 平成21年4月

神奈川県横須賀土木事務所 平成21年度急傾斜地崩壊対策工事（地質調査業務委託）（公共）（その１） 神奈川県逗子市久木一丁目地内 12 平成21年6月

神奈川県津久井土木事務所 都市公園整備工事　公共（その2）公園整備工事　県単（その5）牢屋の沢の法面工設計業務委託 神奈川県相模原市津久井町根小屋地内 15 平成21年7月

神奈川県津久井土木事務所 平成21年度急傾斜地崩壊対策工事（公共）地質調査業務委託 神奈川県相模原市津久井町根小屋地内 11 平成21年8月

神奈川県横浜治水事務所 平成21年度急傾斜地崩壊対策工事地質調査業務委託（公共）84-2 神奈川県横浜市南区永田東１丁目地内 9 平成21年8月

神奈川県横須賀三浦地域県政総合センター 平成21年度古都及び緑地保全工事　県単(その3)地質調査業務委託 神奈川県鎌倉市笛田六丁目地内 20 平成21年9月

北海道開発局 旭川開発建設部 石狩川砂防事業の内 砂防区域表層崩壊危険度評価検討業務 北海道上川郡上川町 600 平成21年9月

北海道開発局 石狩川開発建設部　 豊平川直轄砂防区内斜面表層崩壊危険度評価検討業務 北海道札幌市南区 500 平成21年9月

北海道開発局 室蘭開発建設部 平成21年度施行 沙流川上流総主別川及び貫気別川流域地形地質調査業務 北海道沙流郡平取町 1100 平成21年10月

北海道開発局 室蘭開発建設部 平成21年度施行 沙流川上流宿主別川流域地形地質調査業務 北海道沙流郡平取町 640 平成21年10月

北海道開発局 帯広開発建設部 十勝川直轄砂防事業の内砂防区域表層崩壊危険度評価検討業務 北海道十勝川流域 600 平成21年10月

神奈川県小田原土木事務所 平成21年度急傾斜地崩壊対策工事（公共）当初92号その2地質調査業務委託 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上地内 18 平成21年10月

中部地方整備局 沼津河川国道事務所 平成21年度狩野川砂防情報機器整備計画作成業務 静岡県伊豆市 650 平成21年10月

中国地方整備局 太田川河川事務所 広島西部山系東部地形地質調査業務 広島県広島市安佐南区緑ヶ丘地区 260 平成21年10月
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神奈川県横浜治水事務所 平成21年度 急傾斜地崩壊対策工事設計業務委託 (県単)69-1 神奈川県横浜市金沢区六浦5丁目地内 7 平成21年11月

中国四国農政局 那賀川(2期)農地防災事業北岸幹線水路(その7)工事 徳島県阿南市 - 平成21年11月

大分県玖珠土木事務所 平成21年度急対委第52-3号調査委託 大分県玖珠郡九重町大字湯坪 11 平成21年11月

愛知県新城設楽建設事務所 急傾斜地崩壊対策工事(県単)の内測量・設計及び地質調査業務 愛知県北設楽郡東栄町万場 6 平成21年11月

中部地方整備局 越美山系砂防事務所 平成21年度越美山系砂防崩壊地調査業務 岐阜県 160 平成21年12月

神奈川県横須賀土木事務所 平成21年度急傾斜地崩壊対策工事（地質調査業務委託）（県単）（その１） 神奈川県葉山町長柄 24 平成21年12月

神奈川県横須賀土木事務所 平成21年度通常砂防工事（地質調査業務委託）（公共）（その8） 神奈川県横須賀市長沢地区 36 平成21年12月

神奈川県横須賀土木事務所 平成21年度急傾斜地崩壊対策工事 （地質調査業務委託）（県単） 神奈川県横須賀市田浦一丁目 9 平成21年12月

神奈川県横須賀土木事務所 平成21年度急傾斜地崩壊対策工事 （地質調査業務委託）（公共） 神奈川県逗子市 11 平成21年12月

中国地方整備局 太田川河川事務所 広島西部山系西部地形地質調査業務 広島県広島市 300 平成21年12月

中国地方整備局 太田川河川事務所 広島西部山系南部地形地質調査業務 広島県大竹市 300 平成21年12月

中国地方整備局 太田川河川事務所 広島西部山系北部地形地質調査業務 広島県大竹市 500 平成21年12月

宮城県利府町 町道大日向放森線地質調査業務 宮城県利府町 14 平成21年12月

神奈川県横浜市 本郷町3丁目ガス山公園防災対策現況調査および予備設計業務委託 横浜市中区本郷町3丁目 6 平成22年1月

神奈川県横須賀土木事務所 平成21年度急傾斜地崩壊対策工事　（地質調査業務委託）（県単） 神奈川県三浦郡葉山町 26 平成22年1月

神奈川県横須賀土木事務所 平成21年度急傾斜地崩壊対策工事　（地質調査業務委託）（県単） 神奈川県逗子市 12 平成22年1月

関東地方整備局 日光砂防事務所 H21斜面崩壊危険度評価検討業務 栃木県日光市 300 平成22年1月

四国地方整備局 四国山地砂防事務所 平成21年度吉野川中流域表層崩壊危険箇所調査業務委託 徳島県 350 平成22年1月

四国地方整備局 四国山地砂防事務所 平成21年度重信川流域表層崩壊危険箇所調査業務委託 愛媛県 350 平成22年1月

四国地方整備局 四国山地砂防事務所 平成21年度吉野川上流域表層崩壊危険箇所調査業務委託 高知県 350 平成22年1月

静岡県沼津土木事務所 平成21年度守木山田NO.1県単砂防等調査(急傾斜)工事に伴う地質調査業務 静岡県伊豆の国市守木地内 13 平成22年1月

東北地方整備局 青森河川国道事務所 馬渕川河川管理施設ボーリング調査 青森県　馬淵川及び浅石川流域 45 平成22年2月

（独）土木研究所 簡易貫入試験業務 山口県防府市 50 平成22年2月

関東地方整備局 大宮国道事務所 平成21年度圏央道・上尾道路地質調査 埼玉県上尾市 13 平成22年2月

神奈川県厚木土木事務所 平成21年度緊急地方道整備工事　（地質調査業務委託）（県単） 神奈川県愛甲郡愛川町 9 平成22年2月

神奈川県厚木土木事務所 平成21年度緊急地方道整備工事　（地質調査業務委託）（県単） 神奈川県愛甲郡愛川町 7 平成22年2月

神奈川県小田原土木事務所 平成21年度急傾斜地崩壊対策工事　（地質調査業務委託）（県単） 神奈川県足柄下郡湯河原町 14 平成22年2月

神奈川県横須賀土木事務所 平成21年度急傾斜地崩壊対策工事　（地質調査業務委託）（県単） 神奈川県横須賀市公卿三丁目 15 平成22年2月

神奈川県横須賀土木事務所 平成21年度急傾斜地崩壊対策工事（地質調査業務委託）（公共）（その2） 神奈川県葉山町堀の内 10 平成22年2月

関東地方整備局 富士川砂防事務所 平成21年度表層崩壊発生リスク評価検討業務 富士川流域 500 平成22年2月

愛知県新城設楽建設事務所 急傾斜地崩壊対策工事の内地質調査業務委託 愛知県北設楽郡東栄町 10 平成22年2月

ＮＥＸＣＯ西日本　神戸管理事務所 平成21年度道路のり面緊急対策工事 兵庫県神戸市 14 平成22年3月

茨城県常陸大宮土木事務所大子工務所 県単道災防第21-54-383-0-51号法面調査設計業務委託 茨城県久慈郡大子町袋田 7 平成22年3月

神奈川県横須賀土木事務所 平成21年度急傾斜地崩壊対策工事　（地質調査業務委託）（県単） 神奈川県横須賀市逸見 21 平成22年3月

神奈川県横浜治水事務所 平成21年度急傾斜地崩壊対策工事　（地質調査業務委託）（県単） 神奈川県横浜市磯子区 5 平成22年3月

千葉県葛南地域整備センター 平成21年度県単河川改良工事（護岸補修工） 千葉県浦安市堀江五丁目 4 平成22年3月

某ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ ファミール南葉山西海岸通り共同住宅地質調査 神奈川県横須賀市秋谷地内 18 平成22年3月

神奈川県横浜市 富岡西三丁目公園地質調査業務委託 神奈川県横浜市金沢区富岡西3丁目 12 平成22年4月

山口県防府土木建築事務所 平成21年度遠ヶ崎東地区　急傾斜崩壊対策工事に伴う測量設計業務委託 山口県防府市遠ヶ崎東 14 平成22年5月

（独）土木研究所 簡易貫入試験業務 山口県防府市 50 平成22年5月

大分県佐伯土木事務所 平成22年度急対委第22-2号調査委託 大分県佐伯市大字鶴望 29 平成22年8月
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大分県臼杵土木事務所 平成22年度急対委第11-6-3号地質調査委託 大分県臼杵市大字深江 74 平成22年10月

神奈川県横浜川崎治水事務所 川崎治水ｾﾝﾀｰ 平成22年度急傾斜地崩壊対策工事 地質調査委託(県単)70-1 神奈川県川崎市麻生区下麻生二丁目 1 平成22年10月

関東農政局　両総農業水利事務所 栗山川総合機場吐水槽工事 千葉県山武郡横芝町 14 平成22年11月

千葉県鴨川市 平成22年度市道細野富川宮山線法面補修工事実施設計業務 千葉県鴨川市 6 平成22年11月

埼玉県行田県土整備事務所 平成22年度河川維持修繕工事（堤防変状地盤調査業務委託） 行田市皿尾地内外 3 平成22年12月

北海道開発局 石狩川開発建設部　 豊平川直轄砂防区内斜面深層崩壊箇所調査業務 北海道札幌市南区 100 平成22年12月

神奈川県横浜川崎治水事務所 川崎治水ｾﾝﾀｰ 平成22年度急傾斜地崩壊対策工事 地質調査委託(公共)90-2 神奈川県川崎市高津区久地四丁目 18 平成23年1月

東京都建設局西多摩建設事務所 道路災害防除工事に伴う地質調査(22西の11) 東京都西多摩郡奥多摩町 4 平成23年1月

国土交通省東北地方整備局 三陸国道事務所 侍浜地区地盤調査業務 岩手県久慈市侍浜町 45 平成23年2月

国土交通省東北地方整備局 三陸国道事務所 夏井地区地盤調査業務 岩手県久慈市夏井町 11 平成23年3月

神奈川県道路公社 平成22年度三浦縦貫道路ＰＡ土質調査業務委託 神奈川県横須賀市太田和 8 平成23年3月

岡山県備中県民局 単県河川工事（護岸詳細調査） 岡山県笠岡市入江 6 平成23年3月

国土交通省四国地方整備局 国道事務所 平成22年度四国横断自動車道測量設計（その3）業務委託 愛媛県宇和島市 11 平成23年3月

岩手県県南広域振興局土木部 一般国道284号真滝バイパス道路災害復旧地質調査修正設計業務委託 岩手県一関市滝沢字真滝地内 51 平成23年6月

独立行政法人都市再生機構首都圏ニュータウン本部 北竜台地区外擁壁基礎調査検討業務 茨城県龍ヶ崎市 38 平成23年7月

東京都千代田区 土木施設構造物詳細調査及び補修設計業務(第315号) 東京都千代田区 2 平成23年7月

神奈川県横浜川崎治水事務所 川崎治水ｾﾝﾀｰ 平成23年度急傾斜地崩壊対策工事 地質調査委託(公共)120-1 神奈川県川崎市高津区千年 24 平成23年7月

神奈川県横浜治水事務所 平成23年度急傾斜地崩壊対策工事地質調査業務委託(公共)117の1 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東３丁目 12 平成23年7月

神奈川県小田原土木事務所 平成23年度急傾斜地崩壊対策工事(公共)当初73号その1 地質調査業務委託 神奈川県足柄下郡真鶴町岩清水沢 15 平成23年7月

神奈川県平塚土木事務所 平成23年度 道路補修工事(県単) 神奈川県秦野市寺山 7 平成23年7月

新潟県上越振興局（林業） 上堀之内調査 新潟県妙高市 10 平成23年7月

岩手県広域地方振興局土木部 一般国道284号真滝バイパス道路災害復旧地質調査修正設計業務委託 岩手県一関市瀧沢 51 平成23年8月

独立行政法人都市再生機構首都圏ニュータウン本部 宇都宮テクノ地区地震に伴う被害調査設計（その1）業務 栃木県宇都宮市 2 平成23年8月

鹿島建設株式会社 （震）久慈備蓄津波被害緊急対策 岩手県久慈市夏井町閉伊の口 3 平成23年8月

神奈川県横須賀土木事務所 平成23年度急傾斜地崩壊対策工事(公共)その2(地質調査業務委託) 神奈川県横須賀市大滝町 18 平成23年8月

神奈川県横浜川崎治水事務所 川崎治水ｾﾝﾀｰ 平成23年度急傾斜地崩壊対策工事 地質調査委託(公共)117-1 神奈川県川崎市高津区新作3丁目 9 平成23年8月

神奈川県横浜治水事務所 平成23年度急傾斜地崩壊対策工事地質調査業務委託(県単)52の1 神奈川県横浜市青葉区奈良町 7 平成23年9月

千葉県安房農業事務所 平成23年度大崩地区地すべり詳細設計業務 千葉県鴨川市 6 平成23年11月

神奈川県横須賀土木事務所 平成23年度急傾斜地崩壊対策工事(公共)その2(地質調査業務委託) 神奈川県横須賀市 6 平成23年11月

神奈川県横浜川崎治水事務所 川崎治水ｾﾝﾀｰ 平成23年度 急傾斜地崩壊対策工事 地質調査委託(県単)66-1 神奈川県川崎市宮前区神木本町 12 平成23年11月

国土交通省近畿地方整備局 六甲砂防事務所 六甲山系地質・崩壊危険度調査業務 兵庫県西宮市越水 120 平成23年11月

財団法人岩手県土木技術振興協会 その他市道下原道下線他4路線道路災害復旧変更設計業務委託 一関市花泉町下原地内 12 平成23年12月

栃木県大田原土木事務所 地質・土質調査業務委託 大田原氏家線その32（快適道単） 栃木県大田原市 6 平成23年12月

神奈川県横浜川崎治水事務所 川崎治水ｾﾝﾀｰ 平成23年度 急傾斜地崩壊対策工事 地質調査委託(公共)123-2 神奈川県川崎市幸区北加瀬一丁目 23 平成23年12月

県政総合センター横須賀三浦地域県政総合ｾﾝﾀｰ 平成23年度 古都及び緑地保全工事 県単(その4) 地質調査業務委託 神奈川県鎌倉市 42 平成23年12月

国土交通省中国地方整備局 広島西部山系小規模崩壊対策型施設実施設計業務 広島県広島市安佐南区 57 平成23年12月

北海道財務局 平成23年度　小樽天神国崖保全工事調査設計業務 北海道小樽市天神3丁目 18 平成24年1月

埼玉県行田県土整備事務所 河川改修工事（地質・土質調査業務委託） 埼玉県行田市 7 平成24年1月

埼玉県さいたま市 指扇土地区画整理事業軟弱地盤対策業務 埼玉県さいたま市 13 平成24年1月

神奈川県横須賀土木事務所 平成23年度急傾斜地崩壊対策工事(公共)その1(地質調査業務委託) 神奈川県横須賀市鴨居 9 平成24年1月

神奈川県横須賀土木事務所 平成23年度急傾斜地崩壊対策工事(公共)その1(地質調査業務委託) 神奈川県横須賀市吉倉町 21 平成24年1月

神奈川県横浜川崎治水事務所 川崎治水ｾﾝﾀｰ 平成23年度急傾斜地崩壊対策工事 地質調査委託(公共)122-3 神奈川県川崎市宮前区神木本町 18 平成24年1月

国土交通省近畿地方整備局 中野地区他斜面対策設計業務 兵庫県神戸市灘区 30 平成24年1月

日鐵住金建材 台湾阿里山道路斜面対策工事に関する調査 台湾阿里山公路18号87Ｋ 12 平成24年1月

神奈川県横須賀土木事務所 平成23年度急傾斜地崩壊対策工事(公共)その3(地質調査業務委託) 神奈川県三浦郡葉山町長柄 18 平成24年2月
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SH型貫入試験　業務実績 令和4年4月　現在

発注者 事業名 場所 試験点数 調査時期

神奈川県横浜川崎治水事務所 川崎治水ｾﾝﾀｰ 平成23年度急傾斜地崩壊対策工事 地質調査委託(公共)121-3 神奈川県川崎市東生田 8 平成24年2月

神奈川県平塚土木事務所 平成23年度急傾斜地崩壊対策工事 地質調査業務委託(その2) 神奈川県平塚市土屋 12 平成24年2月

神奈川県厚木土木事務所 平成23年度急傾斜地崩壊対策工事 公共(その2)地質調査業務委託 神奈川県愛甲郡愛川町中津大塚下 13 平成24年2月

神奈川県厚木土木事務所 平成23年度急傾斜地崩壊対策工事 公共(その3)地質調査業務委託 神奈川県厚木市戸室4丁目 10 平成24年2月

山梨県峡南建設事務所 薬袋外調査設計業務委託 山梨県南巨摩郡早川町薬袋地内外 33 平成24年2月

千葉県成田市 擁壁調査委託（中台線） 千葉県成田市中台4丁目 6 平成24年2月

国土交通省関東地方整備局 国道51号防災工事 茨城県鹿嶋市清水 25 平成24年3月

東京都大田区 大森第六中学校地下壕地盤調査委託 東京都大田区 10 平成24年3月

兵庫県宝塚土木事務所 通常砂防第3015-1-Ｓ02号（砂）武庫川グリーンベルト光が丘（2）地区山腹斜面補強工詳細設計業務 兵庫県宝塚市光が丘 120 平成24年3月

三重県熊野建設事務所 平成23年度公共土木施設維管　第4-2分2008号　一般国道311号地質調査業務委託 三重県南牟婁郡　御浜町上野 7 平成24年4月

国土交通省関東地方整備局 東関道地質調査（7）23C8 茨城県鉾田市 3 平成24年4月

茨城県土浦土木事務所 23 県単上整 第23-72-083-0-084 号 地質調査業務委託 茨城県つくば市 11 平成24年4月

横浜市環境創造局 岡村公園拡張区域実施設計業務委託 横浜市磯子区岡村 7 平成24年6月

第一管区海上保安本部 平成24年度神威岬灯台道路改良改修工事調査等業務 北海道積丹郡積丹町神威岬 76 平成24年7月

国土交通省東北地方整備局 平成23年度宮古北地区地盤調査 岩手県宮古市千徳～田老字小林地内 12 平成24年8月

国土交通省東北地方整備局 平成23年度田老地区地盤調査 岩手県宮古市田老字小林～向新田地内 2 平成24年8月

新潟県魚沼振興局地域整備部 水頭川通常砂防地質調査 新潟県魚沼市 3 平成24年8月

神奈川県横浜川崎治水事務所 川崎治水ｾﾝﾀｰ 平成24年度急傾斜地崩壊対策工事 地質調査委託(県単)78-1 神奈川県川崎市麻生区王禅寺東5丁目 7 平成24年8月

神奈川県小田原土木事務所 平成23年度道路災害防除工事（県単）地質調査業務委託　当初15号その１ 神奈川県足柄下郡湯河原町 13 平成24年8月

横浜市道路局 （仮称）地盤調査 横浜市港北区小机 6 平成24年9月

さいたま市 地質調査業務(八幡下排水路) さいたま市 3 平成24年9月

日鐵住金建材（株） ＳＨ型貫入試験（瀬戸） 愛知県瀬戸市白岩町地内 2 平成24年9月

京急電鉄 (仮)六浦法面調査業務 神奈川県横浜市金沢区地内 6 平成24年10月

民間 簡易貫入試験調査業務 京都府 400 平成24年10月

民間 斜面安定度評価調査 福井県大飯郡おおい町 70 平成24年10月

神奈川県横須賀土木事務所 平成23年度急傾斜地崩壊対策工事（公共）その１（設計業務委託） 神奈川県横須賀市 10 平成24年11月

愛媛県中予地方局建設部 平成24年度単萬委第401号測の2萬翠荘 調査委託業務 愛媛県松山市 65 平成24年11月

神奈川県横須賀土木事務所 平成24年度急傾斜地崩壊対策工事 (公共)その1 (地質調査業務委託) 神奈川県横須賀市小矢部2丁目 12 平成24年11月

神奈川県横須賀土木事務所 平成24年度急傾斜地崩壊対策工事 (公共)その2 (地質調査業務委託) 神奈川県横須賀市鷹取2丁目 10 平成24年11月

岩手県宮古市 宮古市立千鶏小学校グラウンド擁壁復旧測量設計業務委託 岩手県宮古市重茂第１１地割 4 平成24年11月

福井県福井土木事務所 平成23年度急傾斜対策工事測量・地質・設計業務委託 福井県福井市下天下町 6 平成24年11月

国土交通省 土石流による流出土砂量等算出手法検討業務 新潟県南魚沼市滝谷 50 平成24年11月

日鐵住金建材 大津市ノンフレーム工法のり面調査 滋賀県大津市 8 平成24年11月

神奈川県横須賀土木事務所 平成24年度急傾斜地崩壊対策工事 (公共)その1 (地質調査業務委託) 神奈川県横須賀市長浦町3丁目 10 平成24年12月

神奈川県横須賀土木事務所 平成24年度急傾斜地崩壊対策工事 (県単)その2 (地質調査業務委託) 神奈川県横須賀市田浦町1丁目 6 平成24年12月

神奈川県横浜川崎治水事務所 川崎治水ｾﾝﾀｰ 平成24年度急傾斜地崩壊対策工事 地質調査委託(公共)104-2 神奈川県川崎市多摩区枡形6丁目 30 平成24年12月

京浜急行電鉄 追浜駅～京急田浦駅間法面調査工事 神奈川県横須賀市追浜1丁目 17 平成24年12月

栃木県大田原事務所 地質・土質調査業務委託 大田原氏家線その32（快適道単） 栃木県大田原市 4 平成24年12月

大分県豊後高田土木事務所 平成24年度単急対高委第4－3号調査委託 大分県豊後高田市荒尾 5 平成25年1月

宮城県気仙沼土木事務所 気仙沼港海岸 梶ヶ浦)護岸調査設計業務委託 宮城県気仙沼市梶ヶ浦 3 平成25年1月

千葉県香取土木事務所 県単橋梁修繕工事（十間川橋） 千葉県香取市粉名口 8 平成25年2月

神奈川県横須賀土木事務所 平成24年度急傾斜地崩壊対策工事 (公共)その3 (地質調査業務委託) 神奈川県逗子市小坪1丁目 11 平成25年2月

日鐵住金建材 伊豆大島斜面崩壊地源頭部調査 東京都伊豆大島 7 平成25年2月

（株）中部森林技術コンサルタンツ 治山実施設計（愛知県森林管理事務所　澄川ほか） 愛知県北設楽郡設楽町東納庫地内 4 平成25年2月

大分県佐伯土木事務所 平成24年度交社急対委第23－2号調査委託 大分県佐伯市大字狩生 29 平成25年3月

6/13
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神奈川県平塚土木事務所 平成24年度河川修繕工事 地質調査業務委託 県単(その2) 神奈川県平塚市南金目地先 1 平成25年3月

兵庫県朝来市 緊急防災事業 (詳細設計業務委託) 兵庫県朝来市 13 平成25年3月

民間(自動車教習所） 某自動車学校増築工事 (地質調査） 神奈川県厚木市及川 2 平成25年4月

岩手県田野畑村 平成24年度村道長嶺線道路測量調査設計業務委託 岩手県下閉伊郡田野畑村尾肝要 10 平成25年4月

岩手県九戸村 村道袖川山根線道路法面災害復旧測量調査設計業務 岩手県九戸郡九戸村伊保内 16 平成25年4月

宮城県 砂防施設改築調査 (設計業務委託) 宮城県大崎市 8 平成25年5月

横浜市南土木事務所 永田東地区工事に伴う地質調査（ＳＨ型貫入試験） 神奈川県横浜市南区永田東1丁目地内 2 平成25年6月

前田建設工業 花王川崎工業内　液状化対策工事 神奈川県川崎市川崎区浮島町1-2 28 平成25年7月

愛知県企業庁 内陸用地造成事業　豊田・岡崎地区中工区整地工事 愛知県豊田市下山田代町地内 6 平成25年7月

国土交通省東北地方整備局山形河川国道事務所 平成24年最上川上流堤防強化検討業務 山形県長井市 36 平成25年8月

福井県福井土木事務所 （県単）河川維持修繕工事調査設計業務委託 福井市 8 平成25年8月

神奈川県藤沢土木事務所 平成25年度 急傾斜地崩壊対策工事 地質調査業務委託 県単その1 神奈川県鎌倉市極楽寺3丁目地内 11 平成25年8月

国土交通省東北地方整備局北上川下流河川事務所 北上下流月浜築堤工事 宮城県石巻市北上町十三浜丸山 20 平成25年10月

ＪＲ東海 小田原保線所管内土木構造物改良工事（トンネル斜面対策その他） 神奈川県中郡二宮町地内 26 平成25年10月

岩手県久慈市 久慈市防災公園整備事業測量調査・基本設計業務委託 岩手県久慈市大崎 6 平成25年11月

埼玉県東松山県土整備事務所 道路環境整備工事（役務費） （一）西平小川線　比企郡小川町上古寺地内 8 平成25年11月

神奈川県横須賀土木事務所 平成24年度 急傾斜地崩壊対策工事 (公共)その3 (地質調査業務委託) 神奈川県三浦郡葉山町下山口地内 15 平成25年11月

神奈川県藤沢土木事務所 平成25年度 急傾斜地崩壊対策工事 地質調査業務委託 公共(その2) 神奈川県鎌倉市浄明寺2丁目地内 10 平成25年11月

延命寺 延命寺墓地法面調査 東京都板橋区志村2丁目地内 4 平成25年11月

群馬県庁 補助公共 社会資本総合整備（防災・安全）（(国道トンネル） 法面調査及び対策工設計業務委託 国道 405号 群馬県吾妻郡中之条町 3 平成25年12月

岩手県県北広域振興局二戸地域振興ｾﾝﾀｰ 平成25年度　道ノ上地区急傾斜地崩壊防止対策詳細設計（その2）業務委託 岩手県二戸市堀野字道ノ上地内 15 平成25年12月

茨城県土浦土木事務所 平成25年度　国補地道　第24-04-157-0-003号　道路災害防除工事 茨城県つくば市下大島 12 平成26年1月

茨城県土浦土木事務所 平成25年度　国補地道　第24-04-157-0-004号　道路災害防除工事 茨城県つくば市下大島 22 平成26年1月

茨城県土浦土木事務所 平成25年度　国補地道　第24-04-157-0-005号　道路災害防除工事 茨城県つくば市北条 10 平成26年1月

株式会社金盛園 黒川よこみね特別緑地保全地区斜面安定第3期整備工事 神奈川県川崎市麻生区はるひ野3丁目地内 2 平成26年1月

東京都東久留米市役所 平成25年度第44処理分区管渠築造工事 東京都東久留米市 7 平成26年1月

東京都水道局 多磨水道維持補修工事請負単価契約 東京都東久留米市中央町 3 平成26年1月

ＪＲ東日本 ＪＲ成田線香取～水郷間 災害復旧工事 千葉県香取市大倉地内他 13 平成26年1月

日鐵住金建材（株） ノンフレーム工法適用に関する地質調査 愛媛県 6 平成26年1月

神奈川県横浜川崎治水事務所川崎治水ｾﾝﾀｰ 平成25年度 急傾斜地崩壊対策工事 地質調査委託 （公共）103-5 神奈川県川崎市多摩区東生田2丁目地内 5 平成26年2月

神奈川県横須賀土木事務所 平成25年度 急傾斜地崩壊対策工事 （公共）その2 （地質調査業務委託） 神奈川県横須賀市汐入2丁目地内 7 平成26年2月

神奈川県横浜川崎治水事務所 平成25年度 急傾斜地崩壊対策工事 （県単）62-1･63-1合併工事に伴うＳＨ型貫入試験 神奈川県横浜市南区大岡2丁目地内 9 平成26年2月

鹿島神宮 国指定史跡鹿島神宮境内附郡家跡保存整備事業 御手洗池南側斜面の修復 茨城県鹿嶋市大字宮中地内 9 平成26年2月

神奈川県平塚土木事務所 平成25年度 急傾斜地崩壊対策工事 地質調査業務委託 県単(その2) 神奈川県平塚市万田地内 12 平成26年3月

東電 北麻生線No.25法面対策工事 茨城県行方市中根地内 9 平成26年3月

国土交通省北陸地方整備局羽越河川国道事務所 平成25年度日東道防雪柵設置工事 新潟県村上市下新保地内 3 平成26年5月

日鐵住金建材（株） ノンフレーム工法適用に関する地質調査 ブータン国 9 平成26年5月

千葉県葛南土木事務所 県単海岸整備委託｛空洞調査｝ 千葉県浦安市高洲町 70 平成26年6月

日鐵住金建材（株） ノンフレーム工法適用に関する地質調査 沖縄県 1 平成26年7月

静岡県浜松土木事務所 平成26年度　高林花ノ木　急傾斜地崩壊対策（公共・その他）に伴う地質調査業務委託 静岡県浜松市中区高林地内 11 平成26年7月

林野庁森林整備部計画課 平成26年度山地保全調査（海岸防災林現況調査）事業
宮城県仙台市・名取市・亘理市，岩手県
宮古市，福島県相馬市，愛知県田原市

15
平成26年7月

～9月

茨城県水戸土木事務所 26国補急傾斜地崩壊対策事業 第26-05-605-0-051号　地質調査業務委託 茨城県 19 平成26年8月

日鐵住金建材（株） ノンフレーム工法適用に関する地質調査 佐賀県 2 平成26年9月

神奈川県横須賀土木事務所 平成26年度　急傾斜地崩壊対策工事（公共）その1地質調査業務委託 神奈川県横須賀市浦賀6丁目地内 15 平成26年9月
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SH型貫入試験　業務実績 令和4年4月　現在

発注者 事業名 場所 試験点数 調査時期

岩手県県北広域振興局林務部 大湊地区海岸防災林造成工事 岩手県久慈市 4 平成26年9月

大分県 大分土木事務所 平成26年度単急対大委第4号調査委託 大分県大分市 12 平成26年10月

日鐵住金建材（株） ノンフレーム工法適用に関する地質調査 佐賀県 3 平成26年10月

日鐵住金建材（株） ノンフレーム工法適用に関する地質調査 山形県 2 平成26年10月

日鐵住金建材（株） ノンフレーム工法適用に関する地質調査 山形県 2 平成26年10月

日鐵住金建材（株） ノンフレーム工法適用に関する地質調査 大分県 2 平成26年11月

日鐵住金建材（株） ノンフレーム工法適用に関する地質調査 大分県 1 平成26年11月

岩手県久慈市 久慈市総合防災公園整備事業地質調査等業務委託 岩手県久慈市大崎 26 平成26年11月

岩手県沿岸広域振興局農林部 浪板地区海岸防災林造成工事 岩手県大槌市 4 平成26年11月

日鐵住金建材（株） ノンフレーム工法適用に関する地質調査 東京都 9 平成26年12月

茨城県龍ヶ崎工事事務所 茨城県龍ヶ崎市 5 平成26年12月

福井県池田町役場 わんぱくの森　地質調査 福井県今立郡池田町志津野 12 平成26年12月

大分県臼杵土木事務所 平成26年度　交防急対委第39－3号地質調査委託 大分県津久見市 55 平成26年12月

大分県佐伯土木事務所 平成26年度 交防急対委 第41-2号 調査委託 大分県佐伯市大字日向泊浦 26 平成26年12月

静岡県島田土木事務所 平成26年度姥ヶ谷急傾斜地崩壊対策（一般・大規模）{防災・安全交付金)工事に伴う地質調査業務委託 静岡県島田市阿知ヶ谷地内 20 平成26年12月

茨城県龍ヶ崎工事事務所 阿見町　地質調査・法面詳細設計業務委託 茨城県稲敷郡阿知町 3 平成27年1月

日鐵住金建材（株） ノンフレーム工法適用に関する地質調査 大分県 2 平成27年2月

日鐵住金建材（株） ノンフレーム工法適用に関する地質調査 東京都 9 平成27年2月

日鐵住金建材（株） ノンフレーム工法適用に関する地質調査 群馬県 9 平成27年2月

日鐵住金建材（株） ノンフレーム工法適用に関する地質調査 東京都 3 平成27年2月

日鐵住金建材（株） ノンフレーム工法適用に関する地質調査 神奈川県 4 平成27年2月

岩手県田野畑村 平成26年度村道長嶺線一般構造物設計業務委託 岩手県下閉伊郡田野畑村尾肝要地内 29 平成27年2月

静岡県島田土木事務所 小浜アハラ急傾斜地崩壊対策に伴う地質調査 静岡県焼津市小浜地内 11 平成27年2月

日鐵住金建材（株） ノンフレーム工法適用に関する地質調査 群馬県 3 平成27年3月

岩手県 大湊地区海岸防災林造成工事 岩手県久慈市大湊 8 平成27年3月

日鐵住金建材（株） ノンフレーム工法適用に関する地質調査 高知県 6 平成27年4月

日本緑化センター 陸前高田海岸防災林再生のための盛土試験地の土壌調査 岩手県陸前高田市 10 平成27年5月

(株)三祐コンサルタンツ 切土法面の地山評価のための調査 滋賀県東近江市 10 平成27年6月

ＤＴＳ飛騨水力発電㈱ 菅沼第一・第二水力発電所建設工事 岐阜県宮川町菅沼 4 平成27年7月

宮城県 津谷川河川災害復旧工事 宮城県気仙沼市 20 平成27年7月

国交省太田川河川事務所 広島西部山系上温品地区砂防堰堤予備詳細調査業務 広島県広島市中区 30 平成27年8月

宮城県気仙沼土木事務所 青野沢川河川災害復旧工事 宮城県気仙沼市唐桑町出山 11 平成27年8月

青森河川国道事務所 大長根地区地質調査 青森県上北郡東北町大字上野字大長根 3 平成27年9月

日本郵政(株) かんぽの宿有馬　本館北斜面地質調査業務委託 兵庫県神戸市 17 平成27年9月

福岡県筑紫野市 急傾斜地崩壊対策事業調査設計業務委託 福岡県筑紫野市 18 平成27年9月

静岡県島田土木事務所 H27　川原平急傾斜地崩壊対策地質調査業務委託 静岡県藤枝市瀬古地内 13 平成27年9月

静岡県島田土木事務所 切山急傾斜地崩壊対策地質地質業務委託 静岡県島田市切山 4 平成27年9月

日鐵住金建材 株式会社 平成26年度 治山激甚災害対策特別緊急事業 第34号工事 熊本県球磨郡相良村四浦 2 平成27年10月

山口県防府土木建築事務所 小河内地区自然災害防止（急傾斜）工事に伴う地質調査業務委託 山口県山口市仁保上郷字北河内地内 20 平成27年10月

国土交通省東北地方整備局浅瀬石川ダム管理所 浅瀬石川ダム法面設計業務 青森県 4 平成27年11月

日鐵住金建材（株） 林道川上１号線（１工区）SH簡易貫入試験 岡山県真庭市蒜山 2 平成27年11月

日鐵住金建材株式会社 西向治山測量設計業務 埼玉県飯能市上名栗地内 5 平成27年12月

日鐵住金建材株式会社 飯能SH貫入試験 埼玉県飯能市上名栗 6 平成27年12月

宮城県仙台市 市道赤石樽道線災害復旧調査 宮城県仙台市太白区坪沼 8 平成27年12月

静岡県浜松土木事務所 白須賀宿北Ａ県単砂防等調査 静岡県湖西市 6 平成27年12月
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静岡県浜松土木事務所 大久保県単砂防調査 静岡県湖西市 8 平成27年12月

西部建設 長柄造成工事 神奈川県羽山町長柄地内 8 平成27年12月

日鐵住金建材株式会社 城山治山事業　SH型貫入試験 東京都八王子市元八王子町 3 平成28年1月

コマツゼネラルサービス 平成27年度「6別荘地」防災点検業務 静岡県熱海市上多賀 4 平成28年1月

神奈川県横須賀土木事務所 急傾斜地崩壊対策工事 地質調査業務委託 神奈川県横須賀市久里浜地内 3 平成28年2月

九州地方整備局 ロックボルト工、法面保護工設計に関する調査 佐賀県 16 平成28年2月

国交省六甲砂防事務所 六甲山系水文・土砂動態解析調査業務 兵庫県神戸市灘区兵庫区 25 平成28年2月

三陸国道事務所 山田ＴＮ法面変状調査 岩手県下閉伊郡山田町 6 平成28年3月

日鐵住金建材株式会社 湯野上発電所斜面ＳＨ型貫入試験 福島県南会津郡下郷町 9 平成28年3月

岩手県田野畑村 平成27年度村道長嶺線高盛土箇所基礎地盤解析業務委託 岩手県下閉伊郡田野畑村尾肝要地内 9 平成28年3月

（一社）日本緑化センター 高田松原再生の植栽基盤試験区調査 岩手県陸前高田市小友 20 平成28年4月

神奈川県横須賀土木事務所 急傾斜地崩壊対策工事 地質調査業務委託 神奈川県横須賀市田浦2丁目地内 15 平成28年4月

富樫組 紅葉山坑口調査 北海道夕張市紅葉山 6 平成28年6月

福井県嶺南振興局小浜土木事務所 河川維持修繕工事　土質調査業務 福井県小浜市中井 8 平成28年6月

岩手県県北広域振興局林務部 岩手県大湊地区海岸防災林造成工事 岩手県大湊地区 11 平成28年7月

日鐵住金建材 真庭市SH貫入試験 真庭市 6 平成28年9月

国土交通省　中国地方整備局　太田川河川事務所 広島西部山系地質調査業務 広島市安佐北区内，佐伯区及び東区内 90 平成28年7.8月

（公財）岩手県土木技術振興協会） 岩手県立伊保内高等学校法面災害復旧測量設計業務 岩手県九戸村大字伊保内地内 2 平成28年10月

神奈川県平塚土木事務所 平成28年度 道路災害防除工事 県単（その７） 神奈川県秦野市寺山地内 11 平成28年10月

神奈川県厚木土木事務所東部ｾﾝﾀ- （厚土東委３５） 平成２８年度　急傾斜地崩壊対策工事　県単（その４）　地質調査業務委託　 神奈川県綾瀬市吉岡地内 9 平成28年11月

神奈川県藤沢土木事務所 藤土委72　平成27年度　急傾斜地崩壊対策工事　地質調査業務委託　公共（その１） 神奈川県鎌倉市植木地内 3 平成28年11月

民間（Ｓ電工） 某発電所リニューアル工事（ＳＨ型貫入試験） 埼玉県秩父市地内 8 平成28年11月

大分県宇佐木事務所 平成28年度単急対宇委第1-3号地質調査委託 大分県宇佐市大字麻生 8 平成28年11月

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング 東京外環自動車道　菅野地区土壌硬度調査 千葉県市川市 5 平成28年11月

新潟県村上地域振興局地域整備部 平成28年度南赤谷地区県単急傾斜地崩壊防止（一般）地質調査業務委託 新潟県岩船郡関川村大字南赤谷地内 8 平成28年12月

岩手県県南広域振興局一関土木センター 一般国道284号室根バイパス向山地区道路改良（その２）工事　地質調査 岩手県一関市室根町折壁向山地内 3 平成28年12月

(株)間瀬コンサルタント 平成28年度厳木ダム管内構造物補修等設計業務 佐賀県唐津市厳木町広瀬 7 平成28年12月

大分県佐伯土木事務所 平成28年度交防急対委第28-3号調査委託 大分県佐伯市大字海崎 53 平成29年1月

愛知県新城設楽建設事務所 緊急傾斜地穂位階対策工事の内地質調査業務委託 愛知県設楽郡豊根村 3 平成29年1月

神奈川県横須賀土木事務所
平成27年度　急傾斜地崩壊対策工事(公共)その4
平成28年度　急傾斜地崩壊対策工事(公共)その2 合併 地質調査業務委託

横須賀市佐島三丁目 地内 他 50 平成29年1月

大分県玖珠木事務所 平成28年度交防急対委第41-2号地質調査委託 大分県玖珠郡大字後野上 32 平成29年2月

日鐵住金建材 檜原村　SH貫入試験 東京都西多摩郡檜原村 5 平成29年2月

神奈川県厚木土木事務所東部センター 急傾斜地崩壊対策工事 地質調査業務委託 神奈川県海老名市杉久保北一丁目 6 平成29年2月

神奈川県横須賀土木事務所 急傾斜地崩壊対策工事 地質調査業務委託 神奈川県横須賀市佐野町ほか　3箇所 36 平成29年3月

神奈川県横須賀土木事務所 急傾斜地崩壊対策工事 地質調査業務委託 神奈川県逗子市山の根2丁目 11 平成29年3月

大分県佐伯土木事務所 平成28年度単急対佐委第1-3号調査委託 大分県佐伯市弥生大字小田 13 平成29年3月

神奈川県横須賀土木事務所
（横土３５０）平成２７年度　急傾斜地崩壊対策工事（公共）その４
平成２８年度　急傾斜地崩壊対策工事（公共）その２　合併　地質調査業務委託

神奈川県横須賀市佐島地内ほか 12 平成29年3月

神奈川県横須賀土木事務所
（横土３５３）平成２７年度　急傾斜地崩壊対策工事（公共）その４
平成２８年度　急傾斜地崩壊対策工事（公共）その２　合併　地質調査業務委託

神奈川県横須賀市東逸見地内 12 平成29年3月

神奈川県横須賀土木事務所 （横土３５６）平成２８年度　急傾斜地崩壊対策工事（公共）その１　地質調査業務委託 神奈川県逗子市山の根地内 11 平成29年3月

神奈川県横須賀土木事務所
（横土３５７）平成２７年度　急傾斜地崩壊対策工事（県単）その２
平成２８年度　急傾斜地崩壊対策工事（県単）その１　合併　地質調査業務委託

神奈川県三浦市松輪地内 4 平成29年3月
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SH型貫入試験　業務実績 令和4年4月　現在

発注者 事業名 場所 試験点数 調査時期

神奈川県横須賀土木事務所
（横土３６３）平成２７年度　急傾斜地崩壊対策工事（公共）その４
平成２８年度　急傾斜地崩壊対策工事（公共）その２　合併　地質調査業務委託

神奈川県横須賀市佐野地内ほか 32 平成29年3月

神奈川県横須賀土木事務所 （横土３７１）平成２８年度　急傾斜地崩壊対策工事（公共）その１　地質調査業務委託 神奈川県横須賀市田浦町地内 4 平成29年3月

神奈川県横須賀土木事務所 （横土３７５）平成２８年度　急傾斜地崩壊対策工事（公共）その２　地質調査業務委託 神奈川県逗子市久木4丁目地内 7 平成29年3月

神奈川県横須賀三浦地域県政総合ｾﾝﾀｰ 平成28年度　古都緑地等緊急防災対策工事　地質調査業務委託　県単（その３） 神奈川県鎌倉市大町地内 50 平成29年3月

神奈川県県西土木事務所 西土151　平成28年度　急傾斜地崩壊対策工事　地質調査委託　県単（その２） 神奈川県足柄上郡山北町地内 20 平成29年3月

神奈川県横須賀土木事務所 平成28年度　急傾斜地崩壊対策工事(公共) その1 地質調査業務委託 横須賀市田浦一丁目 地内 11 平成29年3月

愛知県新城設楽建設事務所 急傾斜地崩壊対策工事（県単）の内地質調査業務委託 愛知県設楽郡東栄町 6 平成29年5月

東京都世田谷区役所 世田谷区野毛2-21緑地整備工事 東京都世田谷区野毛地内 6 平成29年5月

神奈川県厚木土木事務所津久井治水センター 平成29年度　急傾斜地崩壊対策工事　県単（その１）地質調査業務委託 相模原市南区古淵四丁目地内 17 平成29年5月～9月

神奈川県厚木土木事務所津久井治水ｾﾝﾀｰ （厚土津２００８）平成２９年度　急傾斜地崩壊対策工事　県単（その１）　地質調査業務委託 神奈川県相模原市古淵地内 2 平成29年6月

神奈川県横須賀土木事務所 平成２８年度　急傾斜地崩壊対策工事（公共）その１　地質調査業務委託 葉山町堀内地内 15 平成29年6月～10月

神奈川県横須賀土木事務所
平成２８年度急傾斜地崩壊対策工事（県単）その２
平成２９年度急傾斜地崩壊対策工事（県単）その１　合併　地質調査業務委託

横須賀市長浦町三丁目地内 7 平成29年6月～10月

国交省中部地方建設局太田川河川事務所 広島西部山系地質調査業務 広島県廿日市 13 平成29年7月

神奈川県横須賀土木事務所 平成２９年度 急傾斜地崩壊対策工事（公共）その１　地質調査業務委託 横須賀市吉井一丁目　地内　他 2 平成29年7月～11月

神奈川県横須賀土木事務所 平成２９年度　道路災害防除工事（県単）その１　地質調査業務委託 三浦市南下浦町金田　地内 6 平成29年7月～10月

神奈川県横須賀土木事務所 （横土３１７）平成２８年度　急傾斜地崩壊対策工事（公共）その１　地質調査業務委託 神奈川県三浦郡葉山町地内 18 平成29年8月

神奈川県横須賀土木事務所
（横土３２３）平成２８年度　急傾斜地崩壊対策工事（県単）その２
平成２９年度　急傾斜地崩壊対策工事（県単）その１　合併　地質調査業務委託

神奈川県横須賀市長浦地内 7 平成29年8月

神奈川県横須賀土木事務所 （横土３２６）平成２９年度　急傾斜地崩壊対策工事（公共）その１　地質調査業務委託 神奈川県横須賀市吉井地内 4 平成29年8月

神奈川県藤沢土木事務所
平成28年度急傾斜地崩壊対策工事地質調査業務委託県単（その1）
平成29年度急傾斜地崩壊対策工事地質調査業務委託県単（その1）合併

鎌倉市大町五丁目地内外 11
平成29年8月～11

月

兵庫県神戸土木事務所 県がけ対策　下畑上口地区調査・設計業務 兵庫県神戸市 22 平成29年9月

静岡県静岡土木事務所 急傾斜地崩壊防止対策事業に伴う地質調査業務委託 静岡県静岡市葵区南沼上1丁目 10 平成29年9月

神奈川県横須賀土木事務所 （横土３３０）平成２９年度　道路災害防除工事（県単）その１　地質調査業務委託 神奈川県三浦市南下浦町地内 6 平成29年9月

神奈川県平塚土木事務所
（平土５１７）平成２８年度　防災砂防工事　県単（その２）
平成２９年度　防災砂防工事　県単（その３）合併　地質調査業務委託

神奈川県秦野市蓑毛地内 7 平成29年9月

滋賀県長浜工事事務所 平成29年度　第700-3号　菅浦地区単独通常砂防設計業務委託 滋賀県長浜市西浅井町菅浦 15 平成29年10月

神奈川県相模原市　市民局地区支援課 新たな火葬場整備に係わる地質調査等業務委託 神奈川県相模原市緑区青山字熊ノ平 8 平成29年10月

神奈川県藤沢土木事務所
藤土委７４　平成２８年度　急傾斜地崩壊対策工事　地質調査業務委託　県単（その１）
平成２９年度　急傾斜地崩壊対策工事　地質調査業務委託　県単（その１）合併

神奈川県鎌倉市材木座地内 12 平成29年10月

神奈川県横須賀土木事務所
平成２８年度　急傾斜地崩壊対策工事（公共）その１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２９
年度　急傾斜地崩壊対策工事（公共）その１ 合併　地質調査業務委託

横須賀市追浜町一丁目地内 12
平成29年10月
～平成30年3月

神奈川県横須賀土木事務所 平成２９年度　急傾斜地崩壊対策工事（公共）その１　地質調査業務委託 横須賀市西逸見町一丁目地内 8
平成29年10月
～平成30年3月

神奈川県横須賀土木事務所
平成２８年度　急傾斜地崩壊対策工事（公共）その１
平成２９年度　急傾斜地崩壊対策工事（公共）その２　合併　地質調査業務委託

横須賀市衣笠町地内 4
平成29年10月
～平成30年1月

兵庫県神戸土木事務所 県がけ対策　緑町地区調査・設計業務 兵庫県神戸市 11 平成29年11月

神奈川県横須賀土木事務所 平成２９年度急傾斜地崩壊対策工事（公共）その２ 地質調査業務委託 三浦市南下浦町毘沙門 地内 2
平成29年11月
～平成30年2月

神奈川県横須賀土木事務所
（横土３６４）平成２８年度　急傾斜地崩壊対策工事（公共）その１
平成２９年度　急傾斜地崩壊対策工事（公共）その１　合併　地質調査業務委託

神奈川県横須賀市追浜地内 12 平成29年12月

神奈川県横須賀土木事務所 （横土３６５）平成２９年度　急傾斜地崩壊対策工事（公共）その１　地質調査業務委託 神奈川県横須賀市逸見地内 8 平成29年12月
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神奈川県横須賀土木事務所
（横土３７７）平成２８年度　急傾斜地崩壊対策工事（公共）その１
平成２９年度　急傾斜地崩壊対策工事（公共）その２　合併　地質調査業務委託

神奈川県横須賀市衣笠地内 4 平成29年12月

国土交通省　東北地方整備局　東北技術事務所 平成29年度　東北東部地区河川管理施設点検調査業務 山形県鶴岡市文下上川原 3 平成29年12月

国土交通省　東北地方整備局　東北技術事務所 平成29年度　東北西部地区河川管理施設点検調査業務 岩手県一関市田村町三丁目ほか 8 平成29年12月

神奈川県県西土木事務所 平成２９年度　急傾斜地崩壊対策工事(県単)その２　地質調査業務委託 足柄上郡大井町高尾地内 15
平成29年12月
～平成30年3月

神奈川県横須賀土木事務所 平成２９年度　公園整備工事（県単）その１２　地質調査業務委託 横須賀市鴨居四丁目　地内 5
平成29年12月
～平成30年3月

神奈川県横須賀土木事務所 （横土３９１）平成２９年度　急傾斜地崩壊対策工事（公共）その２　地質調査業務委託 神奈川県三浦市南下浦町地内 2 平成30年1月

神奈川県県西土木事務所 西土１３４　平成２９年度　急傾斜地崩壊対策工事（県単）その２　地質調査業務委託 神奈川県足柄上郡大井町地内 15 平成30年2月

神奈川県横須賀土木事務所 （横土４０２）平成２９年度　公園整備工事（県単）その１２　地質調査業務委託 神奈川県横須賀市観音崎地内 5 平成30年2月

神奈川県横須賀土木事務所 平成２９年度　急傾斜地崩壊対策工事（ゼロ県債）その１　地質調査業務委託 横須賀市鶴が丘一丁目地内 2
平成30年2月

～平成30年5月

宇宙航空研究開発機構　 土層締め固め状態調査 神奈川県相模原中央区由野台 10 平成30年3月

神奈川県横須賀土木事務所 （横土４０９））平成２９年度　急傾斜地崩壊対策工事（ゼロ県債）その１地質調査業務委託 神奈川県横須賀市鶴ヶ丘地内 2 平成30年3月

大分県佐伯木事務所 平成29年度 単急対 佐委 第5-3号 調査委託 佐伯市大字日向泊浦 12 平成30年3月

国土技術政策総合研究所　土砂災害研究部　 土層区分を用いた崩壊土砂量の推定及び対策工の比較検討業務 和歌山県那智勝浦町・新宮市 18 平成30年3月

国交省東北地整湯沢河川国道事務所 平成29年度上院内地区地質調査業務 秋田県湯沢市上院内～横堀地内 3 平成29年10月～

竹中土木株式会社 成瀬ダムトクラ地区整備工事 秋田県雄勝郡東成瀬村椿川地先 17 平成29年10月～

某大学法人 大学内設備整備のための調査 山梨県 4 平成29年11月～

神奈川県横須賀土木事務所 平成29年度急傾斜地崩壊対策工事（公共）その2地質調査業務委託 三浦市南下浦町毘沙門 4 平成30年2月

神奈川県県西土木事務所 平成29年度急傾斜地崩壊対策工事（県単）その2地質調査業務委託 足柄下郡大井町 12 平成30年4月

（公財）岩手県土木技術振興協会） 林道八戸・川内線災害復旧工事測量調査設計業務委託 岩手県九戸郡軽米町字百目金地内 3 平成30年7月

神奈川県横浜川崎治水事務所　川崎治水センター 平成29年度急傾斜地崩壊対策工事地質調査業務委託（公共）29-1 川崎市高津区千年 15 平成30年7月

（公財）岩手県土木技術振興協会） 岩手県立久慈東高等学校法面災害復旧測量設計業務委託 岩手県久慈市門前第36地割10番地 2 平成30年9月

神奈川県県西土木事務所 平成30年度　急傾斜地崩壊対策工事（県単）その1地質調査業務委託 足柄上郡中井町井ノ口地内 21 平成30年9月

滋賀県長浜土木事務所 平成30年度　第700-1号杉野地区　単独通常砂防設計業務委託 滋賀県長浜市木之本町杉野 18 平成30年9月

神奈川県県西土木事務所 平成30年度　急傾斜地崩壊対策工事（県単）その１地質調査業務委託 足柄上郡中井町井ノ口地内 21 平成30年9月

日本郵政（株）宿泊事業部 かんぽの宿有馬　愛宕山公園隣接法面・東側市道境界法面地質調査業務 兵庫県神戸市 18 平成30年9月

民間（元発注姫路土木事務所） 姫路土木菅内　災害復旧調査・設計業務委託 兵庫県姫路市 4 平成30年9月

神奈川県横須賀土木事務所 平成30年度　急傾斜地崩壊対策工事（公共）その1地質調査業務委託 横須賀市小矢部1丁目地内 8 平成30年10月

横浜川崎治水事務所川崎治水センター 平成30年度　急傾斜地崩壊対策工事　地質調査委託（県単）76-1 川崎市麻生区岡上地内 4 平成30年10月

神奈川県県西土木事務所 平成30年度　急傾斜地崩壊対策工事（県単）その2　地質調査業務委託 神奈川県南足柄市向田地内 18 平成30年10月

舞鶴田中工務店 四所・東雲間災害応急復旧工事 京都府舞鶴市下東地内 8 平成30年10月

神奈川県横須賀土木事務所 平成30年度　急傾斜地崩壊対策工事（公共）その１地質調査業務委託 横須賀市小矢部一丁目地内 8 平成30年10月

（公財）鉄道総合技術研究所 地盤防災実験調査 東京都国立市 4 平成30年11月

神奈川県横浜川崎治水事務所　川崎治水センター 平成30年度急傾斜地崩壊対策工事地質調査委託（県単）74-1 川崎市多摩区長尾二丁目 10 平成30年11月

国交省近畿地方建設局紀伊山系砂防事務所 那智川流域表層崩壊発生機構整理分析業務 和歌山県那智勝浦市 100 平成30年11月

大分県佐臼杵土木事務所 平成30年度交防急対委第20-3号調査委託 大分県津久見市大字網代 43 平成30年12月

神奈川県横須賀土木事務所 平成29年度　急傾斜地崩壊対策工事（公共）その2　平成30年度　急傾斜地崩壊対策工事（公共）その1　合併　地質調査業務委託 神奈川県横須賀市東逸見2丁目地内 10 平成30年12月

神奈川県横須賀土木事務所 平成30年度急傾斜地崩壊対策工事（県単）その1地質調査業務委託 横須賀市西浦賀3丁目 3 平成30年12月

神奈川県横須賀土木事務所 平成30年度急傾斜地崩壊対策工事（公共）その1地質調査業務委託 横須賀市長瀬1丁目 6 平成30年12月

神奈川県横須賀土木 平成29・30年度急傾斜地崩壊対策工事（公共）その1合併地質調査業務委託 横須賀市鴨居・不入斗 8 平成30年12月

国交省近畿地方建設局福知山河川国道事務所 大峰山道路新町地区他地質調査業務 京都府京丹後市峰山町菅 6 平成30年12月

神奈川県横須賀土木事務所 平成30年度　急傾斜地崩壊対策工事（公共）その１　地質調査業務委託 神奈川県横須賀市長瀬1丁目地内 6 平成31年1月
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神奈川県横須賀土木事務所 平成29年度　急傾斜地崩壊対策工事（公共）その１　平成30年度　急傾斜地崩壊対策工事（公共）その1　合併　地質調査業務委託 神奈川県横須賀市不入斗3丁目地内 8 平成31年1月

神奈川県藤沢土木事務所 平成29年度　急傾斜地崩壊対策工事地質調査業務委託 県単(その2)　 神奈川県藤沢市片瀬山1丁目地内 4 平成31年1月

神奈川県藤沢土木事務所 平成30年度　急傾斜地崩壊対策工事地質調査業務委託 県単（その1） 神奈川県鎌倉市山ノ内地内 7 平成31年1月

宮城県気仙沼土木事務所 入谷法面調査測量設計外業務委託 宮城県本吉郡南三陸町入谷地内外 18 平成31年1月

神奈川県藤沢土木事務所 平成30年度急傾斜地崩壊対策工事（公共）その１合併地質調査業務委託 北鎌倉 15 平成31年1月

中日本高速道路株式会社 中央自動車道　大月管内コンクリート構造物補修工事(談合坂ＳＩＣ） 山梨県上野原市大野地内 6 平成31年2月

神奈川県横須賀土木事務所 平成30年度　道路補修工事（県単）その94　地質調査業務委託 神奈川県横須賀市ﾊｲﾗﾝﾄﾞ1丁目地内 9 平成31年3月

某建設コンサルタント 斜面の緩み範囲特定のための調査 千葉県松戸市 7 平成31年3月

福岡県筑紫野市 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業設計調査業務委託（陣尾地区） 福岡県筑紫野市 17 平成31年3月

福岡県筑紫野市 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業設計調査業務委託（原（h）地区） 福岡県筑紫野市 9 平成31年3月

西日本高速道路（株） 高知高速道路事務所管内法面補修工事 高知県南国市 1 令和元年 6月
神奈川県横須賀土木事務所 令和元年度　急傾斜地崩壊対策工事（公共）その１　地質調査業務委託 神奈川県横須賀市根岸町2丁目地内 6 令和元年年7月

松江土建（株） 上乃木宅地擁壁修繕業務 島根県松江市上乃木地内 2 令和元年8月
神奈川県横須賀土木事務所 令和元年度　急傾斜地崩壊対策工事（公共）その1　合併地質調査業務委託 神奈川県葉山町長柄地内 7 令和元年年9月

神奈川県横浜川崎治水事務所　 令和元年度　急傾斜地崩壊対策工事地質調査業務委託（県単）81-1 神奈川県川崎市宮前区神木本町1丁目地先 10 令和元年年9月

神奈川県横須賀土木事務所 平成３１年度　急傾斜地崩壊対策工事（公共）その１　地質調査委託 神奈川県横須賀市坂本町地内 7 令和元年 9月

神奈川県横須賀土木事務所 平成３０年度　急傾斜地崩壊対策工事（公共）その２　令和元年度　急傾斜地崩壊対策工事（公共）その１　合併　地質調査業務委託神奈川県横須賀市根岸地内 6 令和元年 9月

神奈川県横須賀土木事務所 令和元年度　急傾斜地崩壊対策工事（公共）その１　地質調査業務委託 神奈川県横須賀市根岸地内 4 令和元年 9月

神奈川県横須賀土木事務所 平成３０年度　急傾斜地崩壊対策工事（公共）その２　令和元年度　急傾斜地崩壊対策工事（公共）その１　合併　地質調査委託神奈川県横須賀市東逸見地内 9 令和元年 10月

神奈川県横須賀土木事務所 平成３０年度　急傾斜地崩壊対策工事（公共）その２　令和元年度　急傾斜地崩壊対策工事（公共）その１　合併　地質調査業務委託神奈川県葉山町長柄地内 5 令和元年 10月

神奈川県横須賀土木事務所 令和元年度　急傾斜地崩壊対策工事（公共）その１　地質調査業務委託 神奈川県逗子市桜山地内 11 令和元年 11月

神奈川県横須賀土木事務所 令和元年度　急傾斜地崩壊対策工事（公共）その１　地質調査業務委託 神奈川県横須賀市坂本町地内 5 令和元年 12月

神奈川県横浜川崎治水事務所　 令和元年度　急傾斜地崩壊対策工事（県単）89-2、1102地質調査業委託 神奈川県横浜市日吉5丁目地区・鶴見区1丁目地区8 令和元年年12月

福島県林業研究センター 海岸防災林の造成・管理技術に関する研究 福島県南相馬市鹿島区北海老地内 30 令和元年年12月

神奈川県横須賀土木事務所 令和元年度　急傾斜地崩壊対策工事（公共）その１　地質調査業務委託 神奈川県横須賀市佐原地内 7 令和2年 1月

神奈川県横須賀土木事務所 平成３０年度　急傾斜地崩壊対策工事（公共）その３　令和元年度　急傾斜地崩壊対策工事(公共)その２　合併　地質調査業務委託神奈川県横須賀市鴨居地内 6 令和2年 1月

神奈川県横須賀土木事務所 令和元年度　急傾斜地崩壊対策工事(公共)その１　地質調査業務委託 神奈川県横須賀市浦賀地内 8 令和2年 1月

東日本旅客鉄道（株） TC型省力化軌道の修繕方法（路盤改良） 東京都品川区 2 令和2年1月

林野庁 令和元年度海岸防災の保育管理のためのガイドライン策定調査 静岡県磐田市 8 令和2年2月

福島県林業研究センター 海岸防災林の造成・管理技術に関する研究 福島県南相馬市鹿島区北海老地内　楢葉町山田浜値内40 令和2年2月

神奈川県横須賀土木事務所 令和元年度　急傾斜地崩壊対策工事（公共）その１　地質調査業務委託 神奈川県横須賀市佐野地内 4 令和2年 2月

神奈川県横須賀土木事務所 令和元年度　急傾斜地崩壊対策工事（公共）その１　地質調査業務委託 神奈川県横須賀市衣笠地内 7m 令和2年 3月

神奈川県横須賀土木事務所 令和元年度　急傾斜地崩壊対策工事（公共）その１　地質調査業務委託 神奈川県三浦市南下浦町地内 6m 令和2年 3月

神奈川県横須賀土木事務所 令和元年度　急傾斜地崩壊対策工事（公共）その２　地質調査業務委託 神奈川県横須賀市岩戸地内 20m 令和2年 3月

神奈川県横須賀土木事務所 令和元年度　急傾斜地崩壊対策工事（県単）その１　地質調査業務委託 神奈川県横須賀市林地内 4 令和2年 3月

神奈川県藤沢土木事務所 平成30年度 急傾斜地施設改良工事 県単（その4） 急傾斜地崩壊対策工事 公共（その2） 急傾斜地崩壊対策工事 県単（その3）令和元年度 急傾斜地崩壊対策工事 公共（その1）地質調査業務委託　合併神奈川県鎌倉市植木地内 43m 令和2年 3月

神奈川県藤沢土木事務所 令和元年度　急傾斜地崩壊対策工事　公共（その１）地質調査業務委託 神奈川県鎌倉市岩瀬地内 16m 令和2年 3月

関東地方整備局高崎河川国道事務所 H31松井田地区防災工事 群馬県安中市松井田町地内 2 令和2年3月

群馬県 補助公共　災害関連緊急砂防事業強靭ワイヤーネット設置工事 群馬県吾妻郡嬬恋村 3 令和2年4月

岡山県新庄村 新庄村林業活性化ビジョン・アクションプラン作成に係る調査業務 岡山県新庄村内 4 令和2年7月

富士設計（国土交通省大分河川国道事務所）令和2年度 大分維持管内維持管理事業測量設計委託 大分県由布市湯布院町川西 1 令和2年8月

（株）NTTドコモ （仮称）法面災害復旧工事（氷取沢） 神奈川県横浜市磯子区 9 令和2年8月

国交省北陸地方整備局湯沢砂防事務所 湯沢砂防事務所管内表層崩壊発生危険度調査検討業務 長野県下内郡栄村、同下高井郡木島平村 15 令和2年8月

東京都住宅供給公社 コーシャハイム大蔵（第1期）建築及びその他工事 東京都世田谷区 8 令和2年9月

滋賀県長浜土木事務所 金居原地区単独通常砂防設計業務委託 滋賀県長浜市木之本町 12 令和2年9月
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大阪市立大学　地盤調査　 大阪市福島区三軒家木津川水門地盤調査 大阪市福島区三軒家木津川 2 令和2年9月

神奈川県横須賀土木事務所 令和元年度　急傾斜地崩壊対策工事（公共）その2　地質調査業務委託 横須賀市浦賀5丁目 8 令和2年10月

神奈川県川崎地水事務所 令和元年度　急傾斜地崩壊対策工事（県単）77-2　地質調査業務委託 神奈川県横浜市戸塚区矢部町 12 令和2年10月

神奈川県横須賀土木事務所 （横土３３６）令和２年度　急傾斜地崩壊対策工事（公共）その１　地質調査業務委託 神奈川県逗子市 11 令和2年10月

神奈川県横須賀土木事務所 （横土３３７）令和元年度　急傾斜地崩壊対策工事（公共）その２　令和２年度　急傾斜地崩壊対策工事（公共）その１　合併　地質調査業務委託 神奈川県横須賀市鴨居地内 11 令和2年10月

東日本旅客鉄道（株） 高尾・相模湖間61k650m付近（右）土留壁復旧工事（2期） 神奈川県相模原市 4 令和2年11月

国土交通省関東地方整備局利根川水系砂防事務所R1栢ヶ舞下流地区アンカー工事 群馬県藤岡市譲原 3 令和2年11月

神奈川県横須賀土木事務所 （横土３３５）令和元年度　急傾斜地崩壊対策工事（公共）その２　令和２年度　急傾斜地崩壊対策工事（公共）その１　合併　地質調査業務委託 神奈川県横須賀市浦賀地内 13 令和2年11月

神奈川県横須賀土木事務所 （横土３３８）令和２年度　急傾斜地崩壊対策工事（公共）その１　地質調査業務委託 神奈川県逗子市 8 令和2年11月

神奈川県横須賀土木事務所 （横土３５０）令和２年度　急傾斜地崩壊対策工事（公共）その２　地質調査業務委託 神奈川県横須賀市西浦賀地内 4 令和2年11月

神奈川県川崎地水事務所 令和元年度　急傾斜地崩壊対策工事（県単）90-1　地質調査業務委託 横浜市磯子区磯子三丁目 6 令和3年1月

神奈川県横須賀土木事務所 （横土３６８）令和元年度　急傾斜地崩壊対策工事（公共）その２　令和２年度　急傾斜地崩壊対策工事（公共）その１　合併　地質調査業務委託 神奈川県横須賀市野火地内 2 令和3年2月

神奈川県横須賀土木事務所 （横土３７６）令和２年度　急傾斜地崩壊対策工事（県単）その２　地質調査業務委託 神奈川県横須賀市大滝町地内 11 令和3年2月

神奈川県藤沢土木事務所 藤土委１１４　令和元年度　急傾斜地崩壊対策工事　公共（その１）地質調査業務委託 神奈川県鎌倉市浄明寺地内 23m 令和3年2月

独立行政法人都市再生機構 鶴見一丁目地区　宅地１街区外基盤整備工事 神奈川県横浜市鶴見区一丁目地内 4 令和3年3月

大分県臼杵土木事務所 令和2年度緊自急対臼委第4-3号調査委託 大分県津久見市大字上青江 8 令和3年3月

神奈川県藤沢土木事務所 藤土委１１２　平成３０年度　急傾斜地施設改良工事　県単（その４）　急傾斜地崩壊対策工事　公共（その２）　急傾斜地崩壊対策工事　県単（その３）　令和元年度　急傾
斜地崩壊対策工事　公共（その１）地質調査業務委託　合併 神奈川県鎌倉市植木地内 43m 令和3年3月

神奈川県藤沢土木事務所 藤土委１１３　令和元年度　急傾斜地崩壊対策工事　公共（その１）地質調査業務委託 神奈川県鎌倉市岩瀬地内 16m 令和3年3月

京王建設 （仮称）港区元麻布一丁目計画 東京都港区元麻布一丁目地内 8 令和3年4月

東高野山弥勒院医王寺 医王寺法面補強工事 栃木県鹿沼市北半田 4 令和3年7月

神奈川県　横浜川崎治水事務所 令和２年度　急傾斜地崩壊対策工事（県単）71-2地質調査業務委託 汲沢町五霊神社地区 6 令和3年7月

神奈川県　横須賀土木事務所 令和3年度 公園整備工事（県単）その2地質調査業務委託 横須賀市鴨居三丁目　地内 5 令和3年7月

神奈川県　横浜川崎治水事務所 令和2年度　急傾斜地崩壊対策工事（県単）その11　令和3年度　急傾斜地崩壊対策工事（県単）75-1　合併　地質調査業務委託 馬場町地区（横浜市磯子区馬場町9-8付近） 3 令和3年9月

神奈川県厚木土木事務所　津久井治水センター 令和２年度 急傾斜地崩壊対策工事 地質調査業務委託　公共（その２）県単（その３） 相模原市緑区根小屋　地内 6 令和3年9月

京急建設 はなことば追浜急傾斜地崩壊対策に伴う設計業務 神奈川県横須賀市追浜一丁目地内 6 令和3年11月

新潟県上越地域振興局 令和３年度　儀明川ダム地質解析業務（その4） 新潟県上越市大字向橋地内 50 令和3年11月

(株)NTTﾄﾞｺﾓ 能見台・氷取沢地区急傾斜地恒久対策工事(2次) 神奈川県横浜市磯子区氷取沢町地内 15 令和3年12月

令和3年度　山地保全調査業務委託事業 宮城県　日南市北郷町 5 令和4年1月

神奈川県横須賀土木事務所 令和２年度　急傾斜地崩壊対策工事（公共）その１地質調査業務委託 神奈川県三浦市初声町和田地内他 15箇所 令和4年1月

信越化学工業(株) 磯部工場 自然災害(地滑り)対策工事(第1期/全2期) 群馬県安中市磯部地内 5 令和4年2月

神奈川県藤沢土木事務所 令和２年度　急傾斜地崩壊対策工事（公共）その２地質調査業務委託 神奈川県藤沢市片瀬山一丁目地内 6 令和4年3月

大分県臼杵土木事務所 令和3年度　交防急対委第105号　調査委託 大分県臼杵市大字田尻 30m 令和4年3月

大分県佐伯土木事務所 令和3年度　交防急対委第240-3号　調査委託 大分県佐伯市大字上岡 74m 令和4年3月
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