実績紹介
(１)

波浪、流況観測調査、トレーサー追跡調査等

平成 22 年度
業務、調査内容

業 務 名
新潟海岸海浜安定効果調査

波浪観測

豊川環境調査

流況観測、水質調査

秋田港長周期波調査

波浪観測

東京湾新海面底質調査

底質採泥

有明海ナルトビエイ貝類調査

底生生物調査

壱岐島磁気探査

磁気探査

広島大田川底質調査

底質柱状採泥

備讃瀬戸流況調査

流況観測

指宿港波浪調査

波浪観測、砂層厚、底質採泥

関川波浪、トレーサー追跡観測調査

波浪観測、トレーサー追跡、底質採泥

松山港波浪観測調査

波浪観測

平成 23 年度
業務、調査内容

業 務 名
松山港波浪観測調査

波浪観測

指宿港海岸浸食対策検討調査

波浪観測、地下水位観測、水質調査

来島航路環境調査

波浪観測、航跡波追跡調査

新潟港海岸波浪等調査

波浪観測

金沢港静穏度調査

波浪観測

秋田港長周期波外調査

波浪観測

三河港泊地現況調査

波浪観測、流況観測、底質柱状採泥

平成 24 年度
業務、調査内容

業 務 名
石徹白集水路内流量計設置業務

流量計設置

八戸港現況調査

底質、ライン調査

女川湾周辺潮流観測業務

潮流調査

広田湾、唐丹湾柱状採泥調査業務

底質採泥

関川河口部波浪、流況観測業務

波浪、流況観測

新潟港海岸波浪等観測調査

波浪観測

名瀬港波浪観測業務

波浪観測

那覇港(浦添地区)ふ頭内擾乱対策調査業務

波浪観測

平成 25 年度
業務、調査内容

業 務 名
指宿港潮位観測

観測機器設置、撤去

利根川河口導流堤撤去検討に関する現地調査

波浪観測、流況観測、水質観測、ＲＯＶ海底観測

関川河道内波浪観測業務

観測機器設置、撤去

田子の浦波浪観測業務

波浪観測

広田湾他柱状採泥調査業務

柱状採泥

新潟港海岸(西海岸地区)波浪等観測調査における潜水業務

観測機器設置、点検、撤去

鹿島港波浪観測業務

観測機器設置、点検、撤去

大船渡流速計設置、点検、撤去

観測機器設置、点検、撤去

平成 26 年度
業務、調査内容

業 務 名
白水集水路流量計設置

観測機器設置、修理

三重保全二期地区 伊勢湾三期工区海女漁港等環境基盤整備事業測量業務委託

底質採泥

大黒谷ダム注水口内流速計設置業務

観測機器設置

金沢港海浜流に係る現地観測(波浪流況、風、曳航式)

波浪流況、風向風速観測

海浜地形測量および底質調査業務

底質採泥

田子の浦港波浪観測

波浪観測

名古屋港航跡波調査に係る波浪観測

波浪観測

仙台塩釜港水質底質調査

流況観測、底質採泥、水質調査

敦賀港波浪観測

波浪観測

鹿島港波浪観測

波浪観測

新潟港海岸(西海岸地区)波浪等観測調査における潜水業務

観測機器設置、点検、撤去

平成 27 年度
業務、調査内容

業 務 名
金沢港海浜流影響調査

風速、観測機器設置、撤去

金沢港底質調査

底質採泥

田子の浦港波浪観測

観測機器設置、撤去

遠賀川河口浸食対策検討業務

観測機器設置、撤去

遠賀川水位観測業務

観測機器設置、撤去

安房港波浪観測

観測機器設置、撤去

石垣港航跡波観測

観測機器設置、撤去

鳥取港八千代地区防波堤（第一）波浪観測

観測機器設置、撤去

大社漁港波浪観測

観測機器設置、撤去

和木波子海岸波浪、流況観測及び底質調査

観測機器設置、撤去

英虞湾底質改善効果調査

底質、底生生物調査

南北大東島波浪観測

観測機器設置、点検

平成 28 年度
業務、調査内容

業 務 名

沿岸域生物被害予察手法開発試験における流況観測及び水質連続観測業務 流速観測、水質連続観測

名古屋港航跡波調査に係る波浪観測

波浪観測

鳥取港千代区波浪観測

波浪観測

八戸港現況調査

ライン調査、底質調査

指宿海岸泉源把握調査

地下水位観測

平成２８年度南北大東島波浪観測

観測機器点検、撤去

熊野灘波浪計設置、点検、撤去及び深浅測量

観測機器設置、点検、撤去、深浅測量

師崎波浪調査

観測機器設置、撤去

石川海岸 波浪、流況、トレーサー調査

観測機器設置、撤去、トレーサー投入、回収

小シウド谷第一取水ダム流速計設置業務

観測機器設置

平成 29 年度
業務、調査内容

業 務 名
小シウド谷第一取水ダム流速計撤去業務

観測機器撤去

三瓶ダム 水質改善装置（ウェップシステム）設置業務

観測機器設置

久米島 水質改善装置（ウェップシステム）設置業務

観測機器設置、点検、撤去

二級河川船津川 外河川調査（流況観測）業務

観測機器設置、撤去

（白水）流速計撤去作業

観測機器撤去

知多LNG海象観測装置交換業務

観測機器点検

八代海自動観測ブイの回収、再設置業務

観測機器回収、再設置

三河湾調査 観測機器設置、撤去業務

観測機器設置、撤去

金沢港流況、底質調査

観測機器設置、点検、撤去、底質調査

平成 30 年度
業務、調査内容

業 務 名
秋田港波高計設置・撤去作業

観測機器設置、撤去

有明海のアサリ等の生産性向上実証事業

観測機器設置、回収

熊本県下益城郡美里町の船津ダム湖内での底質調査

底質調査
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藻場、潮間帯生物調査

白浜海岸波浪観測調査

波浪観測機材設置、点検、撤去、データ一次処理

平成30年度有明海特産魚介類生息環境調査に係る貧酸素改善効果調査業務 生物調査

三河湾生物調査等補助業務

採泥調査

第2次現地調査(海象調査・底質調査)の補助

底質調査

郡川調査

潜水調査

熊本港周辺干潟・浅場における底質試料等補助業務

底質採取

伊勢湾流速計設置

観測機器設置

平成30年度石垣島超水圧波高計設置業務

観測機材設置

平成30年度那覇港機材再設置業務

観測機器設置

新潟海岸波浪・流況観測

流況観測、波浪観測

仙台塩釜港水質底質調査

水質調査、底質調査

対馬波浪観測の補助

波浪観測

平成30年度平良港サンゴ移植補助

機器設置

下田港波浪観測の補助

波浪観測

八戸港八太郎地区流況外調査

波浪観測

指宿港海岸現場観測補助

観測機器設置

令和 元 年度
業務、調査内容

業 務 名
防波堤サンゴ調査他補助業務

機器設置・保守点検（潜水）

令和元年度水質調査補助業務その2

水質調査

舞鶴港・尼崎港ROV現地調査

施設調査

金沢港底質採取

底質採取

下新川海岸底質採取業務

底質採取

静岡県富士海岸海岸調査委託

底質調査

民間R1可児・美濃川合間木曽川橋りょう河床調査作業

測量補助

R01橋脚洗堀把握技術開発

河川河床調査

R1青森西北沖アセス現地その2

流況観測

日本橋川底質調査委託

底質採取

金沢港波高計メンテナンス及び企画提案

潜水調査

令和元年度防波堤周辺の環境調査補助業務

機器設置

令和元年度サンゴ幼生加入量調査器架台設置業務

機器設置

和歌山下津港波浪観測

波浪観測

那覇空港滑走路増設水質等環境監視調査業務

水質調査

那覇港調査補助

機器設置

田子の浦港波浪観測業務

波浪観測

福岡県内あさり調査業務

生物調査

令和元年度指宿港海岸養浜影響把握調査現場作業補助1回目(7-8月)観察 地下水位観測
令和元年度指宿港海岸養浜影響把握調査現場作業補助2回目(9-10月)観察

地下水位観測

令和元年度指宿港海岸養浜影響把握調査現場作業補助3回目(11-12月)観察 地下水位観測

有明海アサリ調査業務現場作業支援

潜水作業

新港川（ロ）川通常砂防工事（水質業務委託）

水質調査

海象観測装置点検業務（知多LNG)

波高計点検

令和元年度県営漁港整備事業（県単）新港地区静穏度調査業務委託 波高計点検

三河湾生物調査等補助業務

環境調査

タイラギ移植実験補助業務

潜水作業

平成31年度御前崎港港内波浪観測業務

観測機器点検、撤去

溶存硫化物発生制御に関する技術開発

底質採取

海岸調査委託

底質採取

平成31年度環境省請負業務における観測機器設置・維持管理・定期観測業務 観測機器維持管理作業（潜水）

平成31年度有明海のアサリ等の生産性向上実証事業

生物調査

三河湾周辺潮流調査

流速観測

新潟海岸波浪・流況観測業務

流況・波浪観測、データ処理

石川海岸波浪・流況観測業務

流況・波浪観測、データ処理

令和 2 年度
業務、調査内容

業 務 名
新潟海岸波浪・流況等観測

機器設置、回収、データ処理

つがる洋上

生物調査

令和２年度水温計回収業務

観測機器点検、撤去

令和２年度港整第6号新宮港港湾施設整備測量設計業務

潜水作業（波高計点検）

環境省定期浮泥・鉛直観測維持管理

底質採取

漁業影響調査

底質調査

海況観測テレメータブイ潜水作業

観測機器点検

R2海域における水中音響調査

水中音響計測機器設置・撤去

熊本県システム潜水業務委託

観測機器点検

令和2年度指宿港海岸養浜影響把握業務における観測機器設置撤去作業 機器設置、点検、撤去

新宮港港湾施設整備測量設計業務

潜水作業（波高計点検）

清水港波浪観測業務

機器設置、点検、撤去

令和2年度保倉川放水路波浪・流況観測、トレーサー調査

波浪・流況・トレーサー追跡調査

沖縄新港サンゴ採取および固定作業

サンゴ移植作業

（2） 港湾施設現況調査
平成 22 年度
業務、調査内容

業 務 名
撫養港海岸等海岸保全施設老朽化調査

陸上目視、海上目視、潜水目視、陽極消耗量、コア採取

佐島漁港水産物供給基盤機能保全計画策定業務

陸上目視、海上目視、潜水目視、肉厚測定、コア採取

家島漁港の機能保全計画策定に伴う現況調査業務

陸上目視、海上目視、潜水目視、コア採取

内浦漁港機能保全計画策定業務

陸上目視、海上目視、潜水目視、肉厚測定

アンゴラ国ナミベ港現況調査業務

潜水目視

銚子漁港水産物供給基盤機能保全計画策定業務

陸上目視、海上目視、潜水目視、肉厚測定、コア採取

大井川港改修（長寿命化計画）事業維持管理計画策定業務

陸上目視、海上目視、潜水目視、測量工

相馬港国有港湾施設現況調査

陸上目視、海上目視、潜水目視、測量工

大分県長洲漁港機能保全計画策定業務

陸上目視、海上目視、潜水目視、肉厚測定

高井神漁港水産物供給基盤機能保全計画業務

潜水目視、肉厚測定、コア採取

東京港防潮堤等保全点検調査業務

陸上目視、海上目視

平成 23 年度
業務、調査内容

業 務 名
那智勝浦漁港機能保全計画策定に伴う現況調査業務

陸上目視、海上目視、潜水目視、肉厚測定、コア採取

戸坂漁港沖防波堤現況調査

陸上目視、海上目視、潜水目視

釜石港被災状況現況調査

海上目視、潜水目視

石巻市雄勝漁港被災状況現況調査

海上目視、潜水目視

田辺漁港機能保全計画書作成業務

陸上目視、海上目視、潜水目視、肉厚測定、コア採取

大須漁港外災害査定設計書作成業務

潜水目視

館山港長寿命化計画策定業務

海上目視、潜水目視、肉厚測定

魚津港維持管理計画策定業務

陸上目視、海上目視、潜水目視、陽極消耗量、電位測定、
測量工

坊勢島漁港機能保全計画策定に伴う現況調査

陸上目視

箕島漁港外現況調査

陸上目視、海上目視、潜水目視、コア採取

下田原漁港外整備機能保全計画調査設計業務

潜水目視、肉厚測定

南三陸災害復旧潜水調査

潜水目視

薩摩川内港長寿命化計画策定業務

陸上目視、海上目視、潜水目視、肉厚測定

小湊漁港水産物供給基盤機能保全計画策定業務

陸上目視、海上目視、潜水目視、コア採取

飯岡漁港水産物供給基盤機能保全計画策定業務

海上目視、潜水目視、肉厚測定、コア採取

阿尾漁港機能保全計画策定業務

陸上目視、海上目視、潜水目視、肉厚測定、コア採取

若浦漁港機能保全計画策定業務

コア採取

神戸市水産物供給基盤機能保全計画策定業務

陸上目視、海上目視、潜水目視、肉厚測定

福江漁港外機能保全計画策定業務

潜水目視、肉厚測定

日立港区護岸健全度調査

潜水目視

千葉港袖ヶ浦北地区、南地区維持管理計画策定業務

陸上目視、海上目視、潜水目視、肉厚測定、電位測定

八幡浜港港湾施設維持管理計画策定業務

陸上目視、海上目視、潜水目視、肉厚測定電位測定、コア採取

平成 24 年度
業務、調査内容

業 務 名
モザンビーク国ナカラ港改修計画準備調査の現況調査業務

潜水目視

袋港湾施設整備調査設計業務

陸上目視、海上目視、潜水目視、肉厚測定、コア採取

津名港他維持管理計画策定業務

陸上目視、海上目視、潜水目視、肉厚測定、コア採取

相生港他海岸保全施設矢板護岸維持管理計画作成業務

陸上目視、海上目視、潜水目視、肉厚測定

河川矢板護岸長寿命化計画策定業務

陸上目視、海上目視、潜水目視、肉厚測定

魚津港港湾総合交付金維持管理計画策定委託業務

陸上目視、海上目視、潜水目視、肉厚測定

赤羽根漁港機能保全計画策定業務

陸上目視、海上目視、潜水目視、肉厚測定

福江漁港潜水詳細調査業務

潜水目視、肉厚測定

村松漁港機能保全計画書作成業務委託

潜水目視、肉厚測定

茨城県港湾施設維持管理計画書策定業務委託

海上目視、潜水目視、肉厚測定

飯岡漁港機能保全調査委託

潜水目視、肉厚測定

彦根港他維持管理計画書作成業務

陸上目視、海上目視、潜水目視

間瀬漁港機能保全計画策定業務委託

陸上目視、海上目視、潜水目視、肉厚測定

出雲崎漁港水産物供給基盤機能保全計画策定業務委託

陸上目視、海上目視、潜水目視

内海港港湾施設維持管理計画策定業務

陸上目視、海上目視

葛南港県単港湾管理業務

陸上目視、海上目視

天津漁港水産物供給基盤機能保全計画策定業務

陸上目視、海上目視、潜水目視、コア採取

葛南港県単港湾管理業務

陸上目視、海上目視

天津漁港水産物供給基盤機能保全計画策定業務

陸上目視、海上目視、潜水目視、コア採取

大阪港内岸壁補修設計に伴う現地調査

海上目視、潜水目視、肉厚測定

港湾維持管理計画策定業務 地方港湾泉港

海上目視、潜水目視、肉厚測定

相賀浦漁港機能保全計画書作成業務委託

潜水目視、肉厚測定

常陸那珂港区維持管理

潜水目視

平成 25 年度
業務、調査内容

業 務 名
名古屋港金城ふ頭(西)国有港湾施設現況調査

潜水目視、肉厚測定、陽極消耗量

名古屋港金城ふ頭(東)国有港湾施設現況調査

潜水目視、肉厚測定、陽極消耗量

下ノ加江港他１港長寿命化計画策定委託業務

陸上目視、海上目視、潜水目視、コア採取、桟橋下面

奈半利港長寿命化計画策定委託業務

陸上目視、海上目視、潜水目視、肉厚測定、コア採取

清水港富士見岸壁施設現況調査

潜水目視、肉厚測定、桟橋下面

炬口漁港及び鳥飼漁港の漁港施設に係る機能診断並びに機能保全計画策定業務委託 陸上目視、海上目視、潜水目視、肉厚測定

入野漁港機能保全計画作成業務に伴う潜水調査

潜水目視、肉厚測定、鉄筋腐食

新潟港(西地区)万代島ふ頭岸壁実施計画設計業務委託

潜水目視、肉厚測定、防舷材詳細

名古屋港空見ふ頭金城ふ頭維持管理調査

潜水目視、肉厚測定、陽極消耗量、コア採取

浜田港、江津港防災安全交付金維持管理計画策定業務

潜水目視、肉厚測定

両津港南埠頭詳細調査

潜水詳細目視、肉厚測定、鉄筋腐食

衣浦港港湾維持管理工事の内矢板肉厚測定業務

肉厚測定

八代港国有港湾現況調査業務

潜水目視、肉厚測定

平成 26 年度
業務、調査内容

業 務 名
両津港南埠頭岸壁 桟橋鋼材部腐食状況調査

潜水詳細目視、肉厚測定

和歌山下津港港湾施設設備(既存)設計業務

陸上目視、海上目視、潜水詳細目視、肉厚測定

佐島漁港2号岸壁機能保全調査設計

陸上目視、海上目視、潜水目視、肉厚測定

鈴鹿漁港実施設計の内現地調査

潜水目視、肉厚測定

肥前鹿島鋼材施設肉厚測定

肉厚測定

阿尾漁港整備(機能保全)調査設計業務

陸上目視、海上目視、潜水詳細目視、肉厚測定

長崎港航路計画調査

潜水目視、水深測量

新潟港(西港区)万代島石油桟橋実施設計委託

陸上目視、海上目視、潜水詳細目視、肉厚測定、コア採取、自然
電位測定、鉄筋腐食、シュミットハンマー試験

衣浦港西防波堤劣化状況調査

コア採取、鉄筋腐食

東幡豆港中央埠頭物揚場調査

陸上目視、海上目視、潜水目視、肉厚測定

衣浦ポートアイランド整備工事の内調査

コア採取、鉄筋腐食

廃棄物処理施設整備工事の内調査

コア採取、鉄筋腐食

新潟西港中央ふ頭岸壁北側現況調査

潜水詳細目視、肉厚測定、防舷材詳細

新潟西港中央ふ頭岸壁先端部現況調査

潜水詳細目視、肉厚測定、防舷材詳細

輪島港改修(統合補助)[物揚場(-4.0m)]

海上目視、肉厚測定、桟橋下面、シュミットハンマー試験

小樽港港湾施設現況調査業務

潜水詳細目視、肉厚測定

大原漁港水産物供給基盤機能保全計画策定委託

海上目視、潜水目視、肉厚測定、コア採取

両津港南埠頭4号岸壁(-7.5m)詳細調査業務

潜水詳細目視、肉厚測定、鉄筋腐食、コア採取

名古屋港ポートアイランド護岸等状況把握調査

潜水目視、鋼材腐食調査

伊良湖、三河港 港湾施設維持修繕工事内維持管理計画策定業務委託 陸上目視、海上目視、潜水目視、肉厚測定、電位測定

木曽川上流管内防災拠点詳細設計業務

潜水目視、肉厚測定

三河港改修工事(総合補助)の内調査及び設計業務委託

陸上目視、海上目視、潜水詳細目視、肉厚測定

相良港外社会資本整備総合交付金【効果促進事業】に伴う維持管理計画策定業務委託

陸上目視、海上目視、潜水目視

鹿島等沿岸地区現地調査診断及び保全計画策定業務委託

肉厚測定、コア採取

御前崎港社会資本整備総合交付金【効果促進事業】に伴う維持管理計画策定業務委託

陸上目視、海上目視、潜水目視

平成 27 年度
業務、調査内容

業 務 名
小湊漁港水産基盤機能保全計画策定業務

潜水目視、肉厚測定

日立港港湾施設維持管理計画策定業務

陸上目視

小浦漁港現地調査

陸上目視、海上目視、潜水目視

鹿島港維持管理計画策定業務

陸上目視

三河港維持管理計画策定業務

陸上目視、海上目視、潜水目視、肉厚測定、道路点検、踏査

海底ケーブル（日間賀島～篠島）張替工事におけるケーブル布設ルート測量調査 掘削、磁気探査

主要地方道富山魚津線県単独橋梁維持修繕角川橋調査補修詳細設計業務 潜水目視

揚水施設管理事業河北潟地区調査設計業務

肉厚測定、水中コア採取

関門周辺検潮所機能維持検討業務

潜水目視

壱岐地区漁港施設機能保全計画現地調査

陸上目視、潜水目視

赤羽根漁港修築工事（機能保全）の内測量設計業務

潜水目視

松下漁港機能保全計画策定業務

陸上目視、海上目視、潜水目視、詳細調査、鋼材調査

衣浦埠頭桟橋点検

下面目視、コア採取、鉄筋のかぶり調査、肉厚測定

平成 27 年度
業務、調査内容

業 務 名
(株)総合開発機構桟橋点検詳細調査

上部工目視、コア採取、腐食度（はつり）調査、肉厚測定

大地海岸保全施設点検調査にかかる現地調査

陸上目視、潜水目視、圧縮強度試験、コア採取、
はつり試験、水中レーダー探査

角川橋調査補修詳細設計業務委託

潜水目視、肉厚測定

阪南海岸岸和田地区外護岸現状調査

陸上目視、潜水目視、肉厚測定

倉舞港護岸鋼矢板補修設計委託業務

海上目視、潜水詳細目視、肉厚測定

赤羽根漁港設計業務の内潜水調査

潜水調査、肉厚測定

生月大橋、福島大橋（電気防食、被覆防食）点検業務

海上目視、潜水目視

大野川広域河川改修工事（設計）業務委託

潜水目視、肉厚測定

両津港南埠頭2号、３号岸壁詳細定期点検診断業務

陸上目視、海上目視、潜水目視、肉厚測定、陽極消耗量

大淀漁港機能保全計画策定業務

潜水目視、肉厚測定

舞阪漁港機能保全計画策定業務

陸上目視、海上目視、潜水目視、肉厚測定、陽極消耗量、
電位測定

鋼矢板補修工事地方港湾泉港の内電気防食工

陽極取付金具取付、アルミ陽極取付、電位測定装置取付

水産物供給基盤機能保全事業間崎漁港

陸上目視、海上目視、潜水目視

水産物供給基盤機能保全事業御座漁港

陸上目視、海上目視、潜水目視

女良漁港施設保全計画策定業務

潜水目視

藪田漁港施設保全計画策定業務

潜水目視

御領漁港水産基盤機能保全計画策定業務

潜水目視、肉厚測定、コア採取

壱岐地区漁港施設機能保全計画現地調査

陸上目視、海上目視

平成 28 年度
業務、調査内容

業 務 名
大瀬戸地区建設海岸長寿命化計画策定業務

陸上目視、潜水目視

三重県松阪市 維持管理計画策定の為の現地調査

海上目視、潜水目視

県単常整第28-71-001-0-055号 港湾施設一般定期点検補助

陸上目視、海上目視

方座浦漁港他機能保全

陸上目視、海上目視、潜水目視、肉厚測定

下ノ加江港調査委託

潜水目視

うわじま地区水産物供給基盤機能保全計画書作成業務

陸上目視、海上目視

平成２８年度江機委第１号 江漁港機能保全計画策定業務委託

陸上目視、海上目視、潜水目視、肉厚測定

下泊漁場機能保全計画作成委託

陸上目視、海上目視

田原ふ頭２号岸壁及び防波堤損傷部調査

水上潜水目視

（輪島）漁港施設機能保全計画策定委託

陸上目視、海上目視、潜水目視

（佐世保）水産物供給基盤機能保全調査計画書作成業務委託

陸上目視、海上目視、潜水目視

（敦賀）漁港施設機能保全計画策定委託

陸上目視、海上目視、潜水目視、肉厚測定

（浦底）平成２８年度水産物供給基盤機能保全事業保全計画作成業務委託 陸上目視、海上目視、潜水目視、コア採取

（日向）平成２８年度水産物供給基盤機能保全事業調査業務委託

潜水目視

若松港外海岸著寿命化計画策定業務

潜水目視、プレート設置

脇田漁港釣台付き遊歩道機能診断業務委託

陸上目視、海上目視、肉厚測定

県北地区建設海岸長寿命化計画策定業務委託（江上海岸）

陸上目視、海上目視、潜水目視

熊本港（夢咲島地区）防波堤（南）堤体挙動観測

海上目視挙動観測

海岸整備事業 奥田地区 調査、測量業務

配筋状態はつり調査

古座海岸海岸整備調査業務

潜水目視

高田地区海岸養浜工地形モニタリング調査業務委託

潜水目視

平成 28 年度
業務、調査内容

業 務 名
高田地区海岸養浜工地形モニタリング調査業務委託

潜水目視

平成２８年度下新川海岸保全（黒部地区）健全度評価検討業務

陸上海上目視、水中目視、肉厚陽極消耗量調査、電位測定

海岸緊急整備工事の内海岸保全施設長寿命化計画策定業務委託（佐久島） 陸上目視

（寺家）漁港施設機能保全計画策定業務

陸上目視、海上目視、潜水目視

16熊野川河道浚渫 王子ヶ浜清掃

潜水目視

（中部国際空港）施16-0101号護岸定期点検評価業務の内海上、潜水調査 海上目視、潜水目視
（西尾）平成２８年度漁港改築工事（機能保全1）の内設計及び測量業務委託 陸上目視、海上目視、潜水目視、肉厚測定

（甫母）水産物供給基盤機能保全事業

陸上目視、海上目視、潜水目視

（一色9平成２８年度漁港改修工事の内設計、調査及び積算資料作成業務委託 潜水肉厚測定

（昭和四日市石油）港湾法改訂に伴う維持管理計画書策定業務委託 調査監督補助

平成２８年度両津港北埠頭４号岸壁他詳細定期点検診断業務委託 陸上目視、海上目視、潜水目視
両津港南埠頭４号岸壁詳細定期点検診断業務委託

潜水目視

港湾改良工事 地方港湾泉港の内電気防食

陽極取付、電位測定装置取付

伊方地区水産物供給基盤機能保全事業計画作成業務委託

陸上目視

第二種漁港地御前漁港外漁港、海岸保全施設等点検業務委託

陸上目視、海上目視、潜水目視、肉厚測定、電位測定

港湾施設点検業務（飛鳥埠頭90.91.92号岸壁）

海上目視、潜水目視、肉厚測定、陽極消耗量調査、塩化物調査

平成２８年度地方港湾改修工事（交付金）の内測量調査及び設計業務委託 陸上目視、肉厚測定

石応漁港機能保全測量設計業務委託

陸上目視、海上目視、下面目視、鉄筋探査、潜水目視
ケレン目視、肉厚測定、コア採取

平成 29 年度
業務、調査内容

業 務 名
ｱﾝｺﾞﾗ国ナミベ港現況調査

潜水調査

名古屋港潜水、肉厚調査

潜水目視、肉厚測定

武豊火力底質採取潜水業務

潜水資料採取

伏木富山港（新湊地区）中野整備場護岸設計業務の内現地調査

潜水肉厚測定

一色漁港調査の内肉厚測定業務

潜水肉厚測定

狐崎漁港外水産基盤施設機能保全計画策定業務委託

陸上目視、海上目視、潜水目視

湯浅広港港湾施設整備設計業務

陸上目視、海上目視、潜水目視、肉厚測定、コア採取

三河港改修工事（統合補助）の内調査及び設計業務

肉厚測定、陽極消耗量調査

宮津市漁港機能保全計画策定業務

陸上目視、海上目視、潜水目視、肉厚測定

ｱﾝｺﾞﾗ国ナミベ港現況調査

潜水調査

庄川橋及び内川橋梁健全度調査及び洗堀調査

潜水目視

香良洲漁港燃油けい船岸機能保全対策設計等業務

肉厚測定

機能保全計画策定業務（常滑）

陸上目視、海上目視、潜水目視、肉厚測定

清水港港湾施設改良統合補助業務

陸上目視、潜水目視、肉厚測定

三重県本土地区（深谷漁港海岸）肉厚測定業務

潜水目視、肉厚測定、コア採取

石原地区余水吐、汚濁膜防止膜調査及び修繕設計業務

潜水目視

第１次現地調査（海象調査、底質調査）の補助（セントルシア）

潜水調査

手石港維持管理計画策定業務

陸上目視、海上目視、潜水目視

伊方地区漁港海岸保全施設長寿命化計画策定委託業務

陸上目視、海上目視

長橋菅生漁港機能保全計画策定業務

潜水目視

H29東京維持管理

目視外観調査

久礼港外1港湾長寿命化計画更新業務委託

潜水目視、肉厚測定

柏崎港県単港湾調査費西防波堤ほか詳細定期点検診断業務委託 陸上目視、海上目視、潜水目視、肉厚測定、陽極消耗量、コア採取

平成 30 年度
業務、調査内容

業 務 名
倉舞港港湾施設点検業務委託

陸上目視、海上目視、肉厚測定

尻屋港(船積3BC～6BC基礎)維持管理計画書策定及び調査費工事港湾施設初期点検工事

陸上目視、海上目視、技師派遣

磯浜港の機能保全現地調査

陸上目視、海上目視、潜水目視、肉厚測定

伊勢湾機能保全調査業務

施設劣化調査

八戸港維持第一工業港 腐食調査業務

潜水目視、肉厚測定

門司11～13号岸壁他詳細目視及び補修工法概略検討業務委託(30) 潜水目視
酒田港国有港湾施設維持管理計画書策定業務

潜水目視

頭島漁港平成30年度第4-2号公共漁港工事(潜水調査)

潜水目視、肉厚測定

宮津市海岸保全施設長寿命化計画策定業務 30宮海岸委第1号

陸上目視、海上目視、コア採取

下新川海岸調査委託

海上目視、水中目視、肉厚測定、電位測定、陽極消耗量、洗堀
量調査、底質採取、地形計測

新湊漁港水産物供給基盤機能保全陸揚桟橋補修設計委託業務

下面目視

千倉海岸保全施設点検作業及びデータ取りまとめ

陸上目視

平成30年度寺家漁港機能保全に伴う施設空洞化調査

陸上目視

品川区内防災船着場改修詳細設計委託

陸上目視、海上目視、潜水目視

淡路地区長寿命化計画策定業務農海岸第0042－9－S01号

陸上目視、水中目視、コア採取、はつり調査、
シュミットハンマー試験

福有橋橋梁定期点検業務(その2)

橋脚基礎部洗堀調査

平成30年度 清水港予防保全推進費(一般)に伴う新興津1号岸壁外一般定期点検業務委託

陸上目視、海上目視、電位測定

小本漁港の機能保全現地調査

陸上目視、海上目視、潜水目視、肉厚測定

飯坂製粉高石サイロ桟橋

海上目視、潜水目視、陽極消耗量調査

二色港二色地区外護岸維持管理計画策定委託

陸上目視、潜水目視、肉厚測定

机漁港の防砂堤保全工事に係る現地調査（潜水調査）

潜水目視

大明神海岸保全施設調査

陸上目視

小名浜港ケーソンヤード現況調査

潜水目視

平成30年度新潟港（東港区）港湾施設詳細点検業務委託

陸上目視、海上目視、潜水目視、肉厚測定、電位測定

大津川河川点検

陸上目視

槇尾川河川点検

陸上目視

寝屋川河川点検

陸上目視、海上目視、潜水目視、コア採取、肉厚測定、
塗装付着力測定

千葉港県単港湾管理委託

陸上目視、海上目視、潜水目視

大阪モノレール橋梁定期点検委託

潜水目視

令和 元 年度
業務、調査内容

業 務 名
女川町6漁港の機能保全計画の現地調査

陸上目視、海上目視、潜水目視

栄生漁港海岸保全施設長寿命化計画策定業務

陸上目視

福井市海岸保全施設長寿命化計画（その2）

陸上目視

宮崎漁港海岸保全施設長寿命化計画策定業務

陸上目視

令和元年度名古屋港ポートアイランド維持管理点検補助

陸上目視、海上目視、潜水目視

九十九里浜一次点検業務

技師派遣

知柄漁港修築工事（機能保全）の内設計及び測量業務委託

肉厚測定

甲斐田川管理計画

陸上目視

四日市港港湾施設維持管理計画（点検診断等）業務委託

海上目視、潜水目視、肉厚測定

常滑市漁港海岸長寿命化計画策定業務

陸上目視

令和元年度御前崎港予防保全維進費（一般）施設点検業務委託

潜水目視、肉厚測定

令和元年度伊豆諸島海岸保全維持管理現況調査業務の内、現況調査業務

陸上目視、海上目視、潜水目視

敦賀市老朽化対策緊急事業（防災・安全）海岸保全施設点検業務委託 陸上目視

名古屋港港湾施設現地調査

潜水目視

令和元年度安楽島漁港海岸外1漁港海岸長寿命化計画策定業務委託 海上目視、潜水目視、肉厚測定、コア採取

令和元年度田子の浦港予防保全維進費（一般）定期点検業務委託 陸上目視、海上目視
形原漁港機能保全計画書策定に伴う潜水等作業

陸上目視、海上目視、潜水目視

コスモ石油堺60桟橋維持管理計画書策定業務

潜水目視、ケレン目視、肉厚測定

中島漁港追加調査

海上目視

久慈港老朽化施設対策調査・設計業務委託

陸上目視、、海上目視、コア採取、はつり調査

北辰倉庫運輸㈱荷役桟橋現況調査

陸上目視、海上目視、潜水目視

タンカーバース一般定期点検

陸上目視、海上目視、潜水目視、肉厚測定、陽極消耗量、はつり調査

宇部三菱セメント姫路東SS維持管理調査

潜水目視

令和元年度磯浜漁港漁機委1号北防波堤Ⅱ補修実施設計業務委託 潜水目視
住友金属鉱山岸壁調査

海上目視、潜水目視、肉厚測定

海洋運輸㈱東港事業所岸壁維持管理計画岸壁一般点検調査

陸上目視、海上目視

舞鶴港第4埠頭補修工事に伴う事前調査

海上目視、潜水目視、肉厚測定、コア採取、はつり調査

午起・四日市護岸一般定期点検診断

陸上目視

清水港基本施設修繕袖師5号岸壁外定期点検業務委託

陸上目視、海上目視、潜水目視

滑川漁港機能増進機能保全計画

陸上目視、海上目視、潜水目視、肉厚測定

岩船港詳細定期点検

陸上目視、海上目視、潜水目視、肉厚測定

旧昭和SSにおける維持管理計画策定のための調査業務

潜水目視、肉厚測定、陽極消耗量

女良漁港設計業務

肉厚測定

令和元年度名古屋港ポートアイランド鋼材肉厚測定

肉厚測定

令和 2 年度
業務、調査内容

業 務 名
四日市市港港湾施設維持管理計画業務

陸上目視、

漁港施設機能保全計画策定業務 気仙沼

陸上目視

漁機委１号北防波堤Ⅱ補修実施設計業務委託

陸上目視

北辰倉庫運輸㈱荷役桟橋現況調査

陸上目視

久慈港老朽化施設対策調査・設計業務委託

陸上目視、海上目視、潜水目視

20年度タンカーバース一般定期点検

陸上目視

中島漁港および曲漁港 潜水調査

潜水調査

既存岸壁 一般定期点検の内陸上、海上、目視および電位測定

陸上目視、海上目視

泊・浦島漁港機能保全計画策定

陸上目視

港湾施設維持管理工事の内詳細点検業務委託

陸上目視、潜水調査

北浦漁港市振地区 古浦第３岸壁基本設計業務

潜水目視、肉厚測定

鮎川漁港沖防波堤機能保全詳細設計等業務委託

潜水目視

災害実施設計業務委託

潜水目視

浮桟橋点検業務（篠島、豊浜漁港）調査業務

潜水目視

20中日本グレーン桟橋改修2の内、岸壁調査

陸上目視

喜内瀬鍋串辻線道路橋りょう補助委託 橋梁定期点検

陸上目視

令和2年度名古屋港国有港湾施設維持管理点検調査補助

陸上目視、海上目視、潜水目視

大浦第一岸壁機能保全計画

電位測定

京浜港貸付国有港湾施設定期点検業務

海上目視

R２福井市海岸保全施設長寿命化計画

陸上目視、、海上目視

四日市港国有港湾施設点検調査補助業務

陸上目視、海上目視、潜水目視

飯田港県単港湾修繕工事業務委託

陸上目視、海上目視、潜水目視

一級河川西島川外河川維持管理計画作成委託

陸上目視、海上目視、潜水目視

令和２年度伊保田港海岸老朽化対策工事に伴う設計業務委託第３工区 潜水目視

中央防波堤内側埋立地北側護岸補修基本設計

海上目視、潜水目視、肉厚測定

閖上漁港南導流提潜水調査補助

陸上目視、海上目視

コスモ石油港湾点検業務

海上目視、潜水目視

令和2年度川崎市港湾施設維持管理計画実施委託

陸上目視、海上目視、潜水目視

横浜市金沢（幸浦）地区護岸維持管理点検

陸上目視、海上目視、潜水目視

石巻漁港水産基盤施設機能保全計画策定業務委託

陸上目視、海上目視、潜水目視

(3) 学術研究サポート
平成 22 年度
業 務 名

業務、調査内容

受注先
愛知県水産試験場

伊勢湾環境悪化域での観測機器設置、撤去

観測機器の設置、撤去

天竜川流況調査

流況観測ビデオ機材設置、撤去

相良海岸調査

流況観測機材設置、撤去

豊橋技術科学大学

干潟、浅場造成事業調査

底質柱状採泥

愛知県水産試験場

今切口流況調査

流況観測機材設置、撤去

豊橋技術科学大学

馬込川河口流況調査

流況観測機材設置、撤去

豊橋技術科学大学

東幡豆環境調査

底質柱状採泥

愛知県水産試験場

岩手県釜石港津波痕跡調査

津波痕跡遡上調査

東京大学

東京大学

平成 23 年度
業 務 名

業務、調査内容

受注先

三河湾底質調査

底質柱状採泥

愛知県水産試験場

今切口水質調査

水質調査

豊橋技術科学大学

指宿海岸波浪観測

波浪観測機材設置、撤去

中田島砂丘風況調査

大磯海岸汀線部波浪調査

風向、風速計撤去
流況観測機器設置、撤去、
底質柱状採泥
波浪観測機材設置、撤去

諏訪湖での底質、濁度調査

底質柱状採泥、採水

漁場環境調査

鹿児島大学
豊橋技術科学大学
愛知県水産試験場
東京大学
信州大学

平成 24 年度
業 務 名

業務、調査内容

受注先
信州大学

諏訪湖水質浄化に伴う底質、濁度調査

底質柱状採泥、採水

三河湾底質調査

採泥、採水業務

愛知県水産試験場

六条潟 色砂投入作業

トレーサー調査

豊橋技術科学大学

ビデオ観測資材取付業務

観測資材取付

豊橋技術科学大学

干潟域波浪観測業務

波浪観測

愛知県水産試験場

平成 25 年度
業 務 名

業務、調査内容

受注先
東京大学

天竜川測深調査

測深調査

干潟、浅場造成事業効果調査における潜水業務

底質柱状採泥、目視観測

愛知県水産試験場

御津ふ頭護岸水位計設置業務

験潮井戸設置

豊橋技術科学大学

岩手県久慈市玉の脇漁港波浪観測業務

観測機器の設置、点検、撤去

東京大学

平成 26 年度
業 務 名
広田湾他柱状採泥調査業務

業務、調査内容
底質柱状採泥

受注先
東海大学

女川湾及び志津川湾における海洋観測ブイの防食亜鉛の交換及び点検 ブイ交換、点検、撤去

東北大学

天竜川測深調査

測深調査

東京大学

沿岸域生物被害予察手法開発試験における試料採取業務

藻場調査、採泥

愛知県水産試験場

沿岸域生物被害予察手法開発試験における連続観測機器設置業務 観測機器設置、交換、撤去

愛知県水産試験場

あさりとさかな漁場総合設備事業における潜水業務

採泥、海底状況観察

愛知県水産試験場

六条潟測定機器設置における潜水作業

計測機器の設置、点検

豊橋技術科学大学

平成 26 年度
業 務 名
浜名湖(猪鼻湖)調査業務

業務、調査内容
計測機器の設置、点検、撤去

受注先
豊橋技術科学大学

平成 27 年度
業 務 名

業務、調査内容

航路泊地における溶存硫化合物発生抑制に関する技術開発のサンプリング 底質柱状採泥

女川湾、志津川湾の海洋観測ブイの回収業務

観測ブイの回収

受注先
(株)テツゲン
東北大学

沿岸域生物被害予察手法開発試験における連億観測機器設置、撤去 観測機器設置、探検、撤去

愛知県水産試験場

沿岸域生物被害予察手法開発試験における試料採取業務

分析試料の採取

愛知県水産試験場

あさりとさかな漁場総合整備事業における潜水業務

採泥、海底状況観察

愛知県水産試験場

干潟浅場機能回復実証事業海底土砂採取業務

採泥、海底状況観察

愛知県水産試験場

東北沿岸域における柱状底質資料採取調査

底質柱状採泥

東海大学

御津埠頭護岸水位計回収業務における潜水業務

計測機器回収

豊橋技術科学大学

六条潟測定機器点検における潜水作業

計測機器点検

豊橋技術科学大学

三河湾調査区域測器設置における潜水業務

計測機器設置

豊橋技術科学大学

平成 28 年度
業 務 名

業務、調査内容

受注先

あさりとさかな漁場総合整備事業における潜水業務

採泥、海底状況観察

愛知県水産試験場

沿岸域生物被害予察手法開発試験における試料採取業務

分析試料の採取

愛知県水産試験場

「平成２８年度九州海域における有害赤潮等発生監視と発生機構の
ブイの維持管理、定期観測業務
解明に係る八代海自動観測ブイの維持管理、定期観測業務
溶存硫化物発生抑制に関する技術開発

底質柱状採泥

西海区水産研究所
（株）テツゲン

平成 29 年度
業 務 名

業務、調査内容

溶存硫化物発生抑制に関する技術開発

底質柱状採泥

あさりとさかな漁場総合整備事業における潜水業務

採泥、海底状況観察

「平成２９年度九州海域における有害赤潮等発生監視と発生機構の
ブイの維持管理、定期観測業務
解明」に係る八代海自動観測ブイの維持管理、定期観測業務

受注先
（株）テツゲン
愛知県水産試験場
西海区水産研究所

平成 30 年度
業 務 名

業務、調査内容

「平成30年度九州海域における有害赤潮等発生監視と発生機構の
ブイの維持管理、定期観測業務
解明」に係る八代海自動観測ブイの維持管理、定期観測業務
溶存硫化物発生抑制に関する技術開発

底質柱状採泥

あさりとさかな漁場総合整備事業における潜水業務

採泥、海底状況観察

受注先
西海区水産研究所
（株）テツゲン
愛知県水産試験場

令和 元 年度
業 務 名

業務、調査内容

受注先

あさりとさかな漁場総合整備事業における潜水業務

採泥、海底状況観察

愛知県水産試験場

貝類増殖場造成事業における潜水業務

潜水調査

愛知県水産試験場

貝類増殖場造成事業における連続観測機器設置業務

潜水調査

愛知県水産試験場

貝類増殖場造成事業における海底地形精査業務

潜水調査

愛知県水産試験場

八代海自動観測ブイの維持管理、定期観測業務

ブイの維持管理、定期観測業務

西海区水産研究所

令和 ２ 年度
業 務 名

業務、調査内容

受注先

あさりとさかな漁場総合整備事業における潜水業務

採泥、海底状況観察

愛知県水産試験場

奄美庁舎側張施設修繕業務

潜水修繕業務

水産技術研究所

八代海自動観測ブイの維持管理、定期観測業務

ブイの維持管理、定期観測業務

水産技術研究所

溶存硫化物発生抑制に関する技術開発

底質柱状採泥

新宮波浪観測

波高計設置、点検、撤去、海底状況観察 (財)災害科学研究所

（株）テツゲン

（4） 土木工事
平成 25 年度
業務、調査内容

業 務 名
胆振海岸保全工事の内北吉原護岸改修工事

被覆ブロック据付

石狩湾新港-10m泊地浚渫工事、石狩湾新港北防波堤地盤改良

鋼矢板撤去

知来別導流堤防食工事

フック取付、陽極取付、電位測定端子取付

横山ダム貯水池土砂掘削工事

法面保護工(布製型枠)

圏央道椎塚清水地区他改良工事

法面保護工(布製型枠)

田子の浦港災害復旧工事

コンクリートブロック、消波ブロック撤去

矢作川渡合護岸補修工事

根固ブロック据付

平成 26 年度
業務、調査内容

業 務 名
新舞子矢田川 ブロック据付

ブロック据付

圏央道芝吉岡地区改良工事

法面保護工(布製型枠)

犀川ダムスクリーンのゴミ清掃作業

水中清掃

横山ダム塚土捨場法面補修工事 法覆護岸工(ファブリフォームマット) 法面保護工(布製型枠)

小樽マリーナ 公共桟橋改修工事

陽極取付

石狩LNG基地 桟橋鋼管杭被覆防蝕補修工事

被覆防蝕補修

市川市高谷川低地対策河川工事 布製型枠工(ファブリフォームマット) 河床保護工(布製型枠)

国見水系第1号隧道土砂除去

土砂除去

東北ドック鉄工第三台船台レール撤去工事

レール撤去

舞阪漁港船揚場堆積砂除去作業

堆積砂除去

神奈川県横須賀市追浜ファブリフォーム施工業務

河床保護工(布製型枠)

圏央道神崎成田地区改良工事

法面保護工(布製型枠)

矢作ダム川手護岸工事

ブロック据付

滋賀県長浜市早崎漁港他 水中清掃

水中清掃

平成 27 年度
業務、調査内容

業 務 名
木曽川河口ＡＤＣＰ撤去工事

ＡＤＣＰ撤去

主水大橋護床工事

川床石均し、コンバック型枠据付、汚濁防止膜設置、
コンバックコンクリート打設、水面仮設工事

平成 28 年度
業務、調査内容

業 務 名
復旧治山事業他土留工他工事

法面保護工(布製型枠)

圏央道坂東地区排水設備他工事

法面保護工(布製型枠)

平成28年瀬尻場砂場護岸防舷材補修工事

防舷材取付

平成 29 年度
業務、調査内容

業 務 名
漁港改修工事（機能保全）漁港施設維持管理合併工事（西幡豆）

削孔、岩石撤去

広域河川堀川浚渫工事（29須崎）

削孔、岩石撤去

香良洲漁港燃油けい船岸機能保全対策設計等業務

防舷材取付

IECソーラーNo.14発電所 水中アンカー敷設作業

アンカー敷設

五ケ所湾海苔養殖鋼材撤去他工事

鋼材切断

平成 30 年度
業 務 名

業務、調査内容

平成30年瀬尻場砂場護岸防舷材補修工事

防舷材取付

若津港物揚場鋼管杭補修設計業務

浚渫・肉厚測定

碧南市地震対策河川特別工事・緊急防災対策河川工事合併工事

水中捜索

増養殖研究所南勢庁舎海水取水管更新工事

取水管取付工事

碧南市地震対策河川特別工事・緊急防災対策河川工事合併工事

水中捜索

蒲郡市潜水士による取水施設の保守清掃

水中清掃

令和 元 年度
業務、調査内容

業 務 名
令和元年度外浦漁港第2防波堤設備工事

水中布製型枠工設置

橋りょう修繕工事（落合橋護岸復旧工）布製型枠工（ファブリフォームマット） 水中布製型枠工設置

総合治水対策特定河川工事（防災安全・緊急対策）（境川）

水中袋玉石撤去・設置

H30能登管内法面対策工事

陸上布製型枠工設置

総合治水対策特定河川工事（防災安全・緊急対策）（ICT活用工事） 水中袋玉石撤去・設置
師崎漁港沖マルチビームによるスパッド探索・回収作業

水中捜索・引き揚げ

18三河港岸壁本体底型枠設置・撤去工

コンクリート型枠設置・撤去

令和元年度河川修繕工事県単（その39）（その36）合併コンバック組み立て設置 水中コンバック設置

令和 ２ 年度
業務、調査内容

業 務 名
師崎マルチ測量・スパット確認回収作業

水中捜索・引き揚げ

総合治水対策特定河川工事（防災安全・緊急対策）（逢妻川）

水中袋玉石撤去・設置

総合治水対策特定河川工事（防災安全・緊急対策）（境川）

水中袋玉石撤去・設置

豊田ファブリフォーム陸上施工作業

陸上布製型枠工設置

秋田港・能代港洋上風力発電所工事

潜水作業

キオクシア四日市布製型枠工

布製型枠工

新濃尾（二期）地区新木津用水路法面保護等整備その１工事

布製型枠工

