《 ■名古屋支店関係の主な業務経歴 》
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完成年月

◎ 地質調査・建設コンサルタント・測量
岐阜県大垣土木事務所
愛知県新城設楽建設事務所
中部地方整備局 岐阜国道事務所
中部地方整備局 設楽ダム工事事務所
愛知県新城設楽建設事務所
三重県 鈴鹿建設事務所
三重県 津建設事務所
岐阜県高山土木事務所
岐阜県 恵那土木事務所
愛知県 新城設楽建設事務所
愛知県 尾張建設事務所
三重県 志摩建設事務所
中部地方整備局 三重河川国道事務所
愛知県新城設楽建設事務所
三重県 松阪農林事務所
岐阜県 高山土木事務所
三重県 明和町役場
岐阜県 岐阜土木事務所
岡崎市役所
中部地方整備局 設楽ダム工事事務所
岐阜県東部広域水道事務所
三重県 尾鷲建設事務所
岐阜県 恵那土木事務所
三重県 南伊勢町役場
三重県 伊勢農林水産事務所
国立大学法人 名古屋工業大学
愛知県豊田加茂建設事務所
三重県 鳥羽市役所
岐阜県 岐阜土木事務所
三重県 松阪農林事務所
名古屋市財政局
愛知県 豊田加茂建設事務所
愛知県 尾張建設事務所
愛知県 新城設楽建設事務所
三重県 県土整備部 営繕課
中部地方整備局 紀勢国道事務所
愛知県 豊田加茂建設事務所
岐阜県 郡上土木事務所
岐阜県 恵那土木事務所
愛知県 新城設楽建設事務所
愛知県 西三河建設事務所
中部地表整備局 紀勢国道事務所
名古屋市 上下水道局
岐阜県 大垣土木事務所
三重県 尾鷲農林水産事務所
岐阜県 岐阜土木事務所
設楽町役場
名古屋港管理組合
愛知県 尾張建設事務所

公共 防災・安全交付金（通常砂防事業）委託
道路災害防除工事の内防災カルテによる点検業務委託
平成30年度 東海環状（養老から県境）養老地区地質調査
平成30年度 説楽ダム左岸地質調査業務
総合流域防災事業（防災・安全）（重点）の内地質調査業務委託
一級河川芥川河川改修（３号橋地質調査）業務委託
一級水系雲出川水系こも谷川砂防（地質調査）業務委託
県単 道路新設改良(一般)(ゼロ県債)(国)361号下之向(地質調査)
公共 社会資本整備総合交付金(広域連携・改築)他(翌債)地質調査
道路災害防除工事（防災・安全）の内防災カルテによる点検業務委
床上浸水対策特別緊急工事の内地質調査業務委託
二級河川鳥羽川内川(鳥羽川内ﾀﾞﾑ)国補治水ﾀﾞﾑ建設地質調査業務委
平成29年度 三重河川地質調査業務
通常砂防工事（防災・安全）の内地質調査業務委託
白石池地区 県営ため池等整備事業地質調査業務委託
県単 道路新設改良(一般)(国)361号下之向（地質調査）
町道上御糸北1号線 地質調査業務委託
県単 道路新設改良【ゼロ県債】(国)256号 地質調査
下水道管渠地質調査業務
平成28年度 設楽ダム傾斜変動計測業務
大容量送水管整備事業 坂本支線（4工区）地質調査業務委託
九鬼2地区 急傾斜地崩壊防止（地質調査）業務委託
県単 道路新設改良 中津川田立線 上鐘 地質調査 委託
南伊勢町2次避難所災害トイレ・耐震性貯水槽地質調査業務委託
宮川左岸地区 高度水利機能確保基盤整備事業地質調査その3
名古屋工業大学(狭間)国際学生寮(仮称)整備事業地盤調査業務
道路改良工事の内地質調査業務委託（その２）
市道桜ヶ丘支線4号線地質調査業務委託
県単砂防調査 御望 雨量・水位等観測調査業務
三雲用水地区 ため池等整備事業（河川応急）地質調査業務委託
船頭場公園地質調査委託
緊急急傾斜地崩壊対策工事の内地質調査業務委託
道路災害防除工事(交付金)の内設計､測量及び地質調査業務委託
道路災害防除工事の内防災カルテによる点検業務委託(H25補正)
県営総合競技場陸上競技場ﾒｲﾝｽﾀﾝﾄﾞ建築に伴う地質調査業務委託
平成26年度 東紀州南部地質調査業務
道路改良工事の内地質調査業務委託（その3）（平松BP）
公共 防災・安全交付金（雪寒）

新川西部流域下水道事業 管きょ布設工事の内 地質調査業務委託（24-1）
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取水井築造工事
南栄給水所第１水源掘替工事
防火用井戸設置工事
小泉公園さく井工事
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公共地すべり対策事業工事
公共地すべり対策事業工事
第 4201 号 復旧治山工事
工第 1 号 公共急傾斜地崩壊対策事業工事
地すべり対策工事（渓流）（2号工）
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公共 防災・安全社会資本整備総合交付金(通常砂防事業)地質調査委託

道路災害防止工事の内地質調査業務委託
道路改良工事（交付金）の内地質調査業務委託（その2）
平成25年度 東紀州南部地質調査業務
中川区広川町付近ほか地質調査業務委託
公共 防災・安全社会資本整備総合交付金（通常砂防事業）
三木浦漁港 県営地域水産物供給基盤整備事業 地質調査業務委託
県単 砂防調査 御望 雨量・水位等観測調査業務
地質調査業務委託（24-10）
ガーデンふ頭防潮壁土質調査

◎ さく井工事
豊 田 市
豊 橋 市
三水工業（株）
（株）吉川組

◎ とび土工工事
岐阜県 多治見土木事務所
岐阜県 多治見土木事務所
岐阜県 中濃地域農山村整備事務所
岐阜県 岐阜建設事務所
愛知県 新城土木事務所

（Ｐ－３）

株式会社

キンキ地質センター

