
社会資本整備に関わる実績一覧　

年度 業務名 発注者

'17 バス停集約実証実験に伴う調査検討業務 広島市（広島県）

'17 平成29年度仁摩地区道の駅樋門設計業務 大田市（島根県）

'17 市道西持田大田線測量調査設計業務 松江市（島根県）

'17 水陸両用機離発着場水上部測量調査設計業務委託 松江市（島根県）

'17 食の幸発信推進事業造成工事概算工事費算出業務 雲南市（島根県）

'17
（仮称）雲南市永井隆記念館及び市道永井記念館線整備事業敷地造成及び道路
詳細設計業務委託

雲南市（島根県）

'17 一般国道183号西原一丁目交差点解析および概略設計業務 広島市安佐南区（広島県）

'16 松江熊野線（新大橋）景観設計支援業務 島根県

'16 中海水上飛行機離発着施設調査設計業務 松江市（島根県）

'16 市道西持田大田線道路概略設計業務 松江市（島根県）

'16 仁摩道の駅地質調査業務 大田市（島根県）

'16-17 仁摩道の駅基本計画設計外業務 大田市（島根県）

'16 益田市「道の駅」基本構想策定業務 益田市（島根県）

'16 熊野町観光交流拠点整備計画策定業務 熊野町（広島県）

'15 浜田管内地域整備方針検討支援業務 島根県

'15 一般県道乃木停車場線（乃木駅工区）県単道路駐輪場等測量設計業務 島根県

'15 大田市道の駅整備検討支援業務 大田市（島根県）

'15 工業団地事業用地調査検討事業 安来市（島根県）

'15 中海水上飛行機場整備試験飛行に係る検討業務 松江市（島根県）

'15 松江市西持田住宅団地建設事業に伴う測量調査設計変更業務 民間企業（島根県）

'13-14 浜田管内地域整備方針作成支援業務 島根県

'12-14 堀川河川環境整備検討業務 島根県

'14 中山間地域道路整備計画業務 島根県

'14 城山北公園線　県単街路事業　ポケットパーク等詳細設計業務 島根県

'14 市道母衣南北線測量設計業務 松江市（島根県）

'14 市道秋鹿神社学校線測量調査設計業務 松江市（島根県）

'14 市道峰垣線測量調査設計業務 松江市（島根県）

'14 島根町LED案内表示塔移設工事に伴う調査設計業務 松江市（島根県）

'14 舟つきの松跡地造成工事に伴う周辺への影響評価検討業務 松江市（島根県）

'14 工業団地適地選定調査業務 安来市（島根県）

'14 雲南市観光誘導サイン計画策定業務 雲南市（島根県）

'14 仁摩地区「道の駅」整備構想（案）検討業務 大田市（島根県）

'12-13 浜田管内地域整備方針検討業務 浜田県土整備事務所（島根県）

'13 国道431号万原工区新世紀道路（改良）工事　道路計画合意形成支援業務 島根県

'13 野球グラウンド防球施設設置工事　構造設計業務 島根県

測量・調査・設計
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'13 中山間地域道路整備計画策定業務 島根県

'13 城山北公園線ポケットパーク等詳細設計 島根県

'13 市道西尾大井線測量調査設計業務 松江市（島根県）

'13 JR乃木駅周辺整備概略設計業務 松江市（島根県）

'13 市道母衣町大橋川線詳細設計業務 松江市（島根県）

'11-12 島根県緊急輸送道路ネットワーク見直し検討業務 島根県

'11-12 酒屋総合施設に関する調査検討業務 三次市（広島県）

'12 浜山公園施設利活用検討業務 島根県

'12 市道北田大橋線測量調査設計業務 松江市（島根県）

'12 JR玉造温泉駅前広場詳細設計業務 松江市（島根県）

'12 第２期大手前通り周辺地区都市再生整備計画作成業務 松江市（島根県）

'12 （一）江津港線　あけぼの通り概略設計業務 浜田県土整備事務所（島根県）

'11 地域道路整備計画作成支援業務 島根県

'10 浜田港長浜地区マリーナ整備構想策定業務 島根県

'10
国道485号（松江第五大橋道路）改築（改良）工事　道路付属物詳細設計業
務

島根県

'10 浜山公園野球場設備検討調査業務 島根県

'10 玉湯町東第7排水区他2排水区雨水流出解析業務委託 松江市（島根県）

'09 （都）揖屋馬潟線公共事業事前調査（交通量調査）業務委託 島根県

'09 島根県東部における道路利用環境整備検討業務委託 島根県

'09 出雲市駅前矢尾線自転車通行環境整備の効果検証業務 島根県

'09 宍道駅前広場整備設計業務委託 松江市（島根県）

'09 国道314号「道の駅北原工区」外構設計業務委託 雲南市（島根県）

'09 仁摩IC周辺道の駅地域振興施設基本構想策定業務 大田市（島根県）

'08
斐伊川（尾原ダム）尾原ダム湖周辺施設整備　ボート競技施設広場修正設計業
務委託

島根県

'08 市道湯町玉湯線外1線測量調査設計業務委託 松江市（島根県）

'08 松江国道管内交通量観測業務委託 中国地方整備局松江国道事務所（島根県）

'07 公共土木施設の維持管理のあり方に関する検討業務委託 島根県

'07 玉造地区基盤整備測量調査設計業務委託 松江市（島根県）

'07 竹矢町汚水管調査設計業務委託 松江市（島根県）

'07 松江市乃白北土地区画事業調査設計・申請業務 民間企業（島根県）

'06 国道道路改築（改良）工事高架下利用計画検討 島根県
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'13 サイクリングロード社会実験支援業務
奥出雲・雲南サイクリングロード社会実験
協議会

'13 東城まちなみ整備社会実験 東城まちなみ整備社会実験協議会（広島県）

'11 松江市交通社会実験 松江市（島根県）

'10 公共交通利用促進に向けた交通社会実験 松江市（島根県）

'09 公共交通優先のまちづくりに向けた交通社会実験 松江市（島根県）

'08 公平田本町商店街「アスティ本町」まるごと「道の駅」的利活用実験 平田本町商店街振興組合（島根県）

'08 津和野交通社会実験 津和野町（島根県）

'07 松江しんじ湖温泉地区社会実験準備調査業務 松江市（島根県）

'07 津和野町「通り名で道案内」社会実験実施業務 津和野町（島根県）

'07 ぐるっと美保関̃鉄と石文化を伝える歩行空間の創出実験業務
（特非）しまね歴史文化ネットワークもく
もく

'06 「にぎわいと活気」を取り戻す大社町社会実験 出雲市（島根県）

'13 国道431号　万原工区　道路計画合意形成支援業務 松江県土整備事務所（島根県）

'12 大橋川周辺まちづくり検討業務 松江市（島根県）

'17  H29飯南町COOL CHOICE 普及啓発支援業務委託 飯南町（島根県）

'17 神原企業団地造成事業　神原企業団地ＰＲパンフレット作成業務 雲南市（島根県）

'17 山陰道利用促進ティッシュ作成 島根県

'17 山陰道すごろくマップ作成 島根県

09-17 山陰道・松江道活用マップ作成業務 島根県東部利用促進協議会（島根県）

'14 「土木の日」普及啓発パネル作成業務 島根県

'13
「昭和58年災害から30年　豪雨災害に備える　『市民フォーラム』in浜田」
運営支援業務

浜田県土整備事務所（島根県）

'11 第24回全国なぎさシンポジウムin島根 企画・運営支援業務 島根県

'06 ETC利用促進広報運営業務 島根県東部高速道路推進協議会

社会実験

住民合意形成

広報活動支援
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'17 平成29年度原子力防災訓練における住民広報に関するアンケート調査委託 島根県

'16 地域公共交通再編に係るバス運行状況分析業務 広島市（広島県）

'14 山陰道仁摩・温泉津道路開通式会場設営 国土交通省　松江国道事務所

'11 松江鹿島美保関線 塩見縄手工区 交通安全対策評価業務 島根県

'11 島根県・広島県間における越境通勤可能性調査 島根県

'08 松江駅東地区 交通安全計画策定業務 島根県

'08 学園地区 交通安全計画策定業務委託 島根県

'08 交通安全計画マニュアル作成業務 島根県

'08 大山パークウェイまちめぐりナビ事業
大山パークウエイまちナビ協議会（鳥取
県）

その他


