
発注者 業務名 実施年度

秋田県平鹿地域振興局
平鹿管内災害復旧測量設計業務委託
(横手市大森町外)

平成29年度

秋田県北秋田地域振興局
排水樋管詳細設計業務委託
(下内川 大館市沼館)

平成28年度

秋田県仙北地域振興局
地形測量・護岸設計業務委託
(斉内川 大仙市太田町真木他)

平成27年度

秋田県仙北地域振興局
砂防堰堤詳細設計業務委託
(比内沢沢 仙北市西木町上桧木内)

平成26年度

発注者 業務名 実施年度

秋田県仙北地域振興局
道路詳細修正設計業務委託
(国道105号 仙北市西木町)

平成29年度

湯沢市
市道弁天線測量・道路詳細設計・調査業務委託
(秋田県湯沢市杉沢字森道上地内外)

平成28年度

秋田県雄勝地域振興局
県道道路補修事業(雪寒)雪崩防止施設詳細設計業務委託
(国道398号 湯沢市字沼ノ岱山)

平成27年度

大仙市
毘沙門川原線交差点予備設計業務委託
(大仙市太田町太田字惣行地内)

平成26年度

発注者 業務名 実施年度

由利本荘市
市道水無線(真人橋)橋梁詳細設計業務委託
(由利本荘市鳥海町上笹子地内 )

平成29年度

横手市
平成28年度油川5号橋補修設計業務委託
(横手市大雄字東中島地内)

平成28年度

由利本荘市
本荘公園連絡橋撤去詳細設計業務委託
(由利本荘市 本荘公園)

平成27年度

発注者 業務名 実施年度

能代市
道の駅ふたつい整備事業管理運営支援業務委託
(能代市二ツ井町地内)

平成29年度

大仙市
岩瀬・湯野沢地区集団移転先比較検討業務委託
(大仙市管内)

平成28年度

秋田県建設部
都市計画指導調査(基礎調査)業務委託
(能代都市計画区域 能代市)

平成27年度

業 務 実 績
track　record

建設コンサルタント 実績一覧　　　　　　　　　　　　１／２

河川・砂防部門

道路部門

鋼構造及びｺﾝｸﾘｰﾄ部門

都市計画及び地方計画部門

http://www.shibata-k.co.jp
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発注者 業務名 実施年度

湯沢市
公共下水道(湯沢処理区)下水道管渠測量・実施設計・地質調査業務委託
(湯沢市杉沢地内外)

平成29年度

東京都立川市
多摩川上流処理区立川第3処理分区汚水枝線及び上水第2排水区雨水枝線実施設計委託
(立川市上砂町5丁目地先)

平成28年度

能代山本広域市町村圏組合
中央衛生処理場下水道工事実施設計業務委託
(能代市字海詠坂ほか地内)

平成27年度

発注者 業務名 実施年度

秋田県雄勝地域振興局
深堀地区農業水利施設保全合理化業務委託
(湯沢市深堀地区外)

平成29年度

秋田県平鹿地域振興局
秋田第4(平鹿)地区震災対策農業水利施設整備業務委託
(横手市平鹿町ほか)

平成28年度

湯沢市
東福寺地区基盤整備促進事業基礎調査設計業務委託
(湯沢市駒形町字東福寺山根地内外)

平成27年度

秋田県平鹿地域振興局
皆瀬(1)地区基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ業務委託
(横手市十文字町源太左馬)

平成26年度

発注者 業務名 実施年度

秋田県平鹿地域振興局
北ノ沢線林業専用道整備業務委託
(横手市雄物川町大沢他)

平成29年度

秋田県雄勝地域振興局
宇津野飯沢線林業専用道整備業務委託RH1209B820
(雄勝郡羽後町田沢字宇津野地内)

平成28年度

秋田県仙北地域振興局
椒沢地区予防治山(通常)業務委託
(大仙市大沢郷宿字椒沢地内)

平成27年度

発注者 業務名 実施年度

市町村橋梁等
長寿命化連絡協議会

道路橋定期点検業務委託
(能代市、藤里町、八峰町全域)

平成29年度

秋田県由利地域振興局
土砂災害防止法に基づく基礎調査業務委託
(由利地域振興局管内 )

平成29年度

秋田県平鹿地域振興局
砂防関係施設点検業務委託
(沼山沢川ほか 横手市(平鹿地域振興局管内)その1)

平成28年度

湯沢市
上ノ宿橋外橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託
(秋田県湯沢市関口地内外)

平成27年度

業 務 実 績
track　record

建設コンサルタント 実績一覧　　　　　　　　　　　　２／２

森林土木部門

調査・点検部門

上・下水道部門

農業土木部門

http://www.shibata-k.co.jp

TEL.0183-73-7171

PDF  07 track record(2/6 )



発注者 業務名 実施年度

国土交通省
湯沢河川国道事務所

横堀道路（下院内大槻沢地区外）用地調査等業務
(湯沢市下院内字大槻沢外地内)

平成29年度

国土交通省
岩手河川国道事務所

第三遊水地用地調査等業務
(岩手県一関市舞川字下谷起地内外)

平成29年度

国土交通省
成瀬ダム工事事務所

成瀬ダム(トクラ地区)用地調査等業務
(秋田県雄勝郡東成瀬村椿川字トクラ地内)

平成28年度

国土交通省
鳥海ダム工事事務所

鳥海ダム貯水池(天配地区)用地調査等業務
(由利本荘市鳥海町百宅字天配、清水沢、滝ノ上地内)

平成27年度

発注者 業務名 実施年度

宮城県
気仙沼地方振興事務所

気仙沼漁港魚市場前地区外防潮堤工事に係る土地評価業務委託
(気仙沼漁港 気仙沼市魚市場前地内)

平成29年度

宮城県
東部土木事務所

風越Ⅱ道路改良工事収用裁決申請用資料作成業務委託
((主)石巻鮎川線　石巻市渡波地内)

平成28年度

宮城県
東部土木事務所

小網倉浜復興道路工事収用裁決申請用資料作成業務委託
((主)石巻鮎川線　石巻市小網倉浜地内外)

平成27年度

発注者 業務名 実施年度

国土交通省
鳥海ダム工事事務所

鳥海ダム(奥山地区)用地調査等業務
(由利本荘市鳥海町百宅字奥山地内)

平成29年度

国土交通省
能代河川国道事務所

二ツ井今泉道路物件等再算定等業務
(秋田県能代市二ツ井町小繋地内)

平成28年度

湯沢市
都市計画道路新開地線建物等調査算定業務委託
(湯沢市表町二丁目地内)

平成27年度

国土交通省
能代河川国道事務所

大曲歩道用地調査等業務
(秋田県山本郡三種町鵜川地内)

平成26年度

発注者 業務名 実施年度

国土交通省
青森河川国道事務所

鰺ヶ沢道路(越水屏風山地区外)用地調査等業務
(青森県つがる市木造越水屏風山地内外)

平成29年度

国土交通省
能代河川国道事務所

二ツ井今泉道路物件等再算定等業務
(秋田県能代市二ツ井町小繋地内)

平成28年度

秋田県由利地域振興局
建物等調査積算業務委託
(停車場栄町線 由利本荘市裏尾崎町地内)

平成26年度

機械工作物部門

業 務 実 績
track　record

補償コンサルタント 実績一覧　　　　　　　　　　　　１／２

土地調査部門

土地評価部門

物件部門

http://www.shibata-k.co.jp
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PDF  08 track record(3/6 )



発注者 業務名 実施年度

国土交通省
秋田河川国道事務所

新波築堤(清水木地区)用地調査等業務
(秋田県秋田市雄和新波字清水木地内)

平成29年度

秋田県秋田地域振興局
建物等調査積算業務委託
(秋田天王線 秋田市旭南地区外)

平成28年度

大館市
御成町南地区土地区画整理事業補償調査算定業務その3
(大館市御成町三丁目地内)

平成27年度

防衛省
東北防衛局

平成26年度三沢飛行場周辺移転対象物件(建物等･土地)調査業務その１
(青森県三沢市)

平成26年度

発注者 業務名 実施年度

秋田県警察本部
横手警察署改築事業工損事前調査業務委託
(横手市安田字越廻地内)

平成29年度

大曲仙北広域市町村圏組合
消防本部・大曲消防署新庁舎建設事業工損事前調査業務委託(1工区)
(大仙市大曲栄町地内)

平成28年度

秋田県秋田地域振興局
五里合地区農地集積加速化基盤整備業務委託
(五里合地区 男鹿市五里合)

平成27年度

秋田県山本地域振興局
下田平地区農地集積加速化基盤整備業務委託
(能代市二ツ井町麻生字下田平)

平成25年度

発注者 業務名 実施年度

秋田県鹿角地域振興局
公共堰堤改良事業保安林解除申請書類作成業務委託
(砂子沢川(砂子沢ダム) 鹿角郡小坂町荒谷外2字小滝外6国有林地内)

平成29年度

国土交通省
山形河川国道事務所

東北中央自動車道(東根～尾花沢)裁決申請図書作成等業務
(山形県東根市大字羽入地内外)

平成28年度

能代市
道の駅ふたつい整備事業事業認定申請図書作成業務委託
(能代市二ツ井町小繋字泉、恋の沢地内)

平成27年度

国土交通省
青森河川国道事務所

天間林道路事業認定申請図書(事前相談用資料)作成業務
(青森県上北郡七戸町字野崎揚地北～七戸町字後平地内)

平成26年度

業 務 実 績
track　record

補償コンサルタント 実績一覧　　　　　　　　　　　　２／２

営業・特殊補償部門

事業損失部門

補償関連部門

http://www.shibata-k.co.jp

TEL.0183-73-7171
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発注者 業務名 実施年度

国土交通省
成瀬ダム工事事務所

成瀬ダム林道付替測量
(秋田県雄勝郡東成瀬村字椿川地内)

平成29年度

秋田県雄勝地域振興局
県単砂防事業(砂防・自然防止債)地形測量業務委託
(焼間沢 湯沢市高松字上地)

平成29年度

秋田県雄勝地域振興局
平成29年度地すべり対策事業動態観測(GPS測量)業務委託
(谷地地区 東成瀬村谷地)

平成29年度

湯沢市
平成28年度皆瀬地区地籍調査業務委託(第2号)
(皆瀬第4計画区 皆瀬第5計画区 皆瀬第6計画区)

平成28年度

国土交通省
湯沢河川国道事務所

雄物川十文字管内流量観測業務
(湯沢河川国道事務所管内)

平成28年度

国土交通省
鳥海ダム工事事務所

鳥海ダム大亦地区湛水線測量
(秋田県由利本荘市鳥海町百宅地内)

平成28年度

秋田県平鹿地域振興局
平鹿高口地区農地集積加速化基盤整備業務委託
(横手市平鹿町下吉田)

平成28年度

横手市
平成28年度地籍調査事業地籍測量等業務委託(増田地区)
(横手市増田町増田の一部、増田町亀田の一部)

平成28年度

国土交通省
湯沢河川国道事務所

雄物川上流流量観測業務
(湯沢河川国道事務所管内)

平成27年度

国土交通省
能代河川国道事務所

切石地区測量業務
(秋田県能代市二ツ井町駒形～二ツ井町切石地内)

平成27年度

秋田県鹿角地域振興局
県単道路改築事業空中写真測量数値図化業務委託
(国道103号 鹿角市十和田大湯字中滝)

平成27年度

東日本高速道路株式会社
秋田自動車道 横手北スマートインターチェンジ土取場測量
(自)秋田県横手市赤坂字郷士館 至)秋田県横手市赤坂字郷士館)

平成27年度

国土交通省
仙台河川国道事務所

阿武隈川定期横断測量業務
(阿武隈川下流域)

平成26年度

国土交通省
鳥海ダム工事事務所

鳥海ダム鳥海地区下流河川測量
(秋田県由利本荘市矢島町～鳥海町)

平成26年度

国土交通省
秋田河川国道事務所

小砂川地区路線測量業務
(秋田県にかほ市象潟町小砂川～秋田県にかほ市象潟町川袋地内)

平成25年度

湯沢雄勝広域市町村圏組合
平成24年度湯沢雄勝広域市町村圏組合熱回収施設整備事業測量業務委託
(秋田県湯沢市字中崎地内他)

平成24年度

業 務 実 績
track　record

測量 実績一覧

http://www.shibata-k.co.jp
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発注者 業務名 実施年度

湯沢雄勝広域市町村圏組合
新消防庁舎建設用地地質調査業務委託
(秋田県湯沢市表町三丁目地内）

平成29年度

秋田県観光文化スポーツ部
県・市連携文化施設整備事業西側敷地地質調査業務委託
(秋田市千秋明徳町)

平成29年度

秋田県雄勝地域振興局
秋田第4(雄勝)地区震災対策農業水利施設整備業務委託
(秋田第4(雄勝) 湯沢市、雄勝郡羽後町管内)

平成28年度

秋田県産業労働部
北秋田大野台工業団地地質調査業務委託
(北秋田大野台工業団地 北秋田市上杉字金沢)

平成28年度

秋田県雄勝地域振興局
火山砂防事業地質調査業務委託
(寺田川 湯沢市小野)

平成27年度

発注者 業務名 実施年度

湯沢雄勝広域市町村圏組合
平成29年度湯沢雄勝ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ地下水位観測業務委託
(秋田県湯沢市字中崎地内)

平成29年度

湯沢雄勝広域市町村圏組合
平成29年度湯沢雄勝ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ井戸調査業務委託
(秋田県湯沢市関口字川前117番地外)

平成29年度

湯沢雄勝広域市町村圏組合
平成28年度湯沢雄勝広域市町村圏組合熱回収施設整備事業地下水位観測業務委託
(秋田県湯沢市字中崎地内)

平成28年度

湯沢雄勝広域市町村圏組合
平成28年度湯沢雄勝広域市町村圏組合熱回収施設整備事業井戸調査業務委託
(秋田県湯沢市関口字川前117番地外)

平成28年度

能代市
既設水利影響調査業務委託
(能代市二ツ井町小繋地内)

平成28年度

発注者 業務名 実施年度

大館市
市道大町山館線空洞詳細調査業務
(大館市字大町地内)

平成29年度

湯沢市
市道下新田下ノ岱線外道路のり面・土工構造物等点検調査業務委託
(秋田県湯沢市高松字下新田地内外)

平成29年度

秋田県仙北地域振興局
道路・河川調査設計等業務委託
(国道105号他 大仙市南外他)

平成28年度

業 務 実 績
track　record

地質調査 実績一覧

地質調査

地下水調査

環境調査／点検業務

http://www.shibata-k.co.jp
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