業 務 受 注 実 績
【平成３０年度】
発

注

先

件

名

TECRIS登録番号

堰堤維持の内 夕張シューパロダム気象環境調査業務

4033398737

深川道路事務所管内 道路構造物設計外一連業務

4033985945

一般国道238号 猿払村 浅茅野外防雪柵設計業務

4034486290

一般国道40号 豊富町 上サロベツ防雪施設設計業務

4034198411

一般国道238号 浜頓別町 浜猿防災事業計画資料作成業務

4034034887

北海道開発局 室蘭開発建設部

一般国道274号日高町三国の沢雪況調査業務

4035441599

北海道開発局 旭川開発建設部

一般国道239号 下川町 二の橋気象観測調査業務

4035441082

北海道開発局 留萌開発建設部

一般国道232号 初山別村 明里防雪柵設計外一連業務

4033797323

北海道開発局 函館開発建設部

八雲道路事務所管内 防雪対策設計業務

4035576784

北海道開発局 小樽開発建設部

一般国道5号 共和町 冬季状況調査業務

4035478250

渡島総合振興局 函館建設管理部

鈴岡今金停車場線（地交―１２２）工事防雪対策検討業務委託

4035351963

空知総合振興局 札幌建設管理部

美唄富良野線 地道債３３交安工事雪況調査

4035980393

石狩吹雪実験場における吹雪・吹きだまり調査業務

4035317823

防雪柵周辺における視程障害移動観測車による吹雪観測業務

4035986886

吹雪視程障害及び吹きだまり推定に関する分析業務

4035993107

融雪状況調査業務

4036465804

北海道開発局 札幌開発建設部

北海道開発局 稚内開発建設部

国立研究開発法人 土木研究所 寒地土木研究所

道路防雪林における気象等観測
首都圏を対象とする雪情報生成システム改良検討業務
低気圧性雪崩予測システムの改良
国立研究開発法人 防災科学技術研究所

低気圧性雪崩予測システムの試験運用・検証
吹雪および着雪予測モデルの表示システム改良
都市型着雪予測システム構築、試験運用支援
GIS情報生成のための積雪等データ集約作業
防雪壁の設置効果検証等に関する新幹線高架駅模型試作試験工事

公益財団法人 鉄道総合技術研究所

融雪災害危険度評価アプリケーションの構築作業
新幹線車両側引戸模型風洞試験作業

関西電力 株式会社

鉄塔倒壊事故雪崩被害検証、新鉄塔位置に対する影響調査

業 務 受 注 実 績
【平成２９年度】
発

注

先

北海道開発局 札幌開発建設部

件

名

TECRIS登録番号

堰堤維持の内 夕張シューパロダム気象環境調査業務

4029884493

稚内道路事務所管内 防雪施設設計外一連業務

4030783905

一般国道２３８号 浜頓別町 智福防雪柵設計外一連業務

4031558257

一般国道２３８号 浜頓別町 防雪対策資料作成業務

4032083162

北海道開発局 室蘭開発建設部

一般国道２７４号 日高町 三国の沢雪況調査業務

4031283142

北海道開発局 旭川開発建設部

北海道縦貫自動車道 士別剣淵名寄間 気象観測調査業務

4031793470

帯広広尾自動車道 大樹町 冬期気象調査外一連業務

4031283231

北海道横断自動車道 陸別町 冬期気象調査業務

4031666843

北海道開発局 留萌開発建設部

一般国道２３２号 天塩町 川口防雪柵設計業務

4030606025

北海道開発局 函館開発建設部

八雲道路事務所管内 防雪対策設計業務

4031082925

北海道開発局 釧路開発建設部

一般国道２４３号 弟子屈町 美幌峠雪崩予防柵設計業務

4031199307

北海道開発局 小樽開発建設部

一般国道５号 共和町外 冬期状況調査業務

4031731065

後志総合振興局 小樽建設管理部

古平神恵内線外（道単）局改（一般）工事調査設計

4030001433

渡島総合振興局 函館建設管理部

上磯厚沢部線外（地交）工事雪況調査委託外

4032427920

空知総合振興局 札幌建設管理部

文珠砂川線 地道債４１交安工事雪況調査設計委託

4031880587

石狩吹雪実験場における吹雪観測業務

4031806725

暴風雪や大雪の評価指標に関するデータ解析業務

4032418938

防雪柵周辺における移動気象観測業務

4032418945

北海道開発局 稚内開発建設部

北海道開発局 帯広開発建設部

国立研究開発法人 土木研究所 寒地土木研究所

防雪林における風向風速計設置および観測
国立研究開発法人 土木研究所

雪崩対策施設の設計条件に関する雪崩事例の数値計算
柵口地区インフラサウンド観測およびデータ整理

国立研究開発法人 防災科学技術研究所

首都圏を対象とする雪情報生成に関わる実証実験業務

秋田県仙北市

仙北市岩盤浴地安全対策検討調査業務委託
北海道江別市、石狩市、小樽市における現地風観測作業（その２）

公益財団法人 鉄道総合技術研究所

模擬高架橋における気象・積雪観測作業（その２）
北信越地方における強風発生時の周辺気象場の数値計算作業
気象データならびに雪の舞い上がり量データ分析作業

4031400247

業 務 受 注 実 績
【平成２８年度】
発

注

先

北海道開発局 札幌開発建設部

件

名

TECRIS登録番号

堰堤維持の内 夕張シューパロダム気象環境調査業務

4026300212

一般国道２３８号 浜頓別町 豊浜防雪対策設計業務

4027195911

稚内道路事務所管内 防雪施設設計外一連業務

4027841210

一般国道３８号 豊頃町 豊頃大橋防雪対策設計外一連業務

4027480719

北海道横断自動車道 陸別町 冬期気象調査業務

4027809118

北海道開発局 留萌開発建設部

一般国道２３２号 天塩町 川口防雪柵設計外一連業務

4027664940

北海道開発局 函館開発建設部

函館新外環状道路 函館市 防雪対策調査検討業務

4027762549

北海道開発局 釧路開発建設部

一般国道２４３号 弟子屈町 美幌峠雪崩予防柵設計業務

4027631943

北海道開発局 小樽開発建設部

一般国道５号 仁木町外 冬期状況調査業務

4028036973

後志総合振興局 小樽建設管理部

豊丘余市停車場線外 （道単）交通安全工事調査設計

4027132436

渡島総合振興局 函館建設管理部

上磯厚沢部線（地交－１３８）工事雪況調査委託

4028700934

空知総合振興局 札幌建設管理部

文珠砂川線 地道債１３６交安工事雪況調査

4029042417

石狩吹雪実験場における吹雪観測業務

4028383662

雪崩予防柵に発生する巻きだれ調査業務

4028363602

防雪柵における移動観測車による吹雪観測業務

4028789013

吹雪視程予測に関するデータ解析業務

4029003985

北海道開発局 稚内開発建設部
北海道開発局 帯広開発建設部

国立研究開発法人 土木研究所 寒地土木研究所

雄信内防雪林における気象等観測
国立研究開発法人 土木研究所

雪崩防護工の設計条件に関する雪崩事例の数値計算

国立研究開発法人 防災科学技術研究所

圧雪評価シミュレーション

国土交通省住宅局

積雪後の降雨の影響を考慮した積雪荷重の設定に資する検討

山梨県富士山科学研究所

過去の雪代発生時の気象データ収集およびH28年度気象観測データの整理業務委託

一般社団法人日本鉄道技術協会

北海道新幹線、新函館北斗・札幌間冬季対策における気象に関する検討
関西地区における強風・突風発生時の周辺気象場の数値計算作業
北海道江別市、石狩市、小樽市における現地風観測作業

公益財団法人 鉄道総合技術研究所

模擬高架橋における気象・積雪観測作業
大阪～糸魚川間着雪量分析作業
風速計データを用いたワイブル係数の算出作業

業 務 受 注 実 績
【平成２７年度】
発

注

先

北海道開発局 札幌開発建設部

件

名

TECRIS登録番号

夕張シューパロダム 気象環境調査業務

4022703639

北海道横断自動車道 陸別町 小利別防雪対策設計業務

4023493330

一般国道336号 広尾町 野塚防雪柵設計外一連業務

4023961511

北海道横断自動車道 陸別町 冬期気象調査業務

4024666184

一般国道241号 士幌町 防雪対策設計外一連業務

4024685461

一般国道236号 広尾町 野塚峠雪崩対策検討業務

4024845978

深川留萌自動車道 留萌市 雪況調査業務

4025319860

一般国道40号 幌延町 幌延防雪施設設計業務

4023583459

一般国道238号 猿払村 浅茅野防雪対策設計外一連業務

4024796367

一般国道40号 稚内市 防雪柵設計業務

4024774910

後志総合振興局 小樽建設管理部

豊丘余市停車場線外（道単）交安工事調査設計

4022757211

渡島総合振興局 函館建設管理部

３・３・７７空港通改良工事（単）雪況調査委託

4025529106

冬期道路の吹雪危険度評価手法検討業務

4024423581

石狩吹雪実験場における吹雪調査業務

4025098091

弟子屈吹雪観測サイトにおける吹雪観測業務

4025024288

吹雪シミュレーションプログラム修正業務

4025438811

（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構

北海道新幹線、新函館北斗・札幌間冬季気象状況検討2

4025897494

国立研究開発法人 土木研究所

雪崩防護工の設計条件に関する雪崩事例の数値計算・整理

北海道開発局 帯広開発建設部

北海道開発局 留萌開発建設部
北海道開発局 稚内開発建設部

国立研究開発法人 土木研究所 寒地土木研究所

国立研究開発法人 防災科学技術研究所

吹雪の数値モデルによる吹雪予測情報の表示システムの開発
三次元吹雪シミュレーションによる防雪柵周辺の吹雪・吹きだまり解析

国土交通省

平成27年度住宅市場整備等推進事業

山梨県富士山科学研究所

富士山気象観測業務委託
北海道新幹線の雪氷塊舞い上がり試験作業
敦賀・金沢・高田間気象データ分析作業

（公財）鉄道総合技術研究所

突風事例に関する情報収集および風速データ整理作業
アメダスデータを用いた積雪底面流出量計算作業（その２）
建築的手法による雪対策効果の検証シミュレーション作業 その２

業 務 受 注 実 績
【平成２６年度】
発

注

先

北海道開発局 札幌開発建設部

件

名

TECRIS登録番号

夕張シューパロダム 気象環境調査業務

4019467315

一般国道274号 日高町 上滝トンネル防雪対策設計外一連業務

4021170327

日高自動車道 新冠町 道路防雪対策設計業務

4021377520

一般国道230号 洞爺湖町 防雪対策検討外一連業務

4021416339

北海道開発局 釧路開発建設部

一般国道243号 弟子屈町 美幌峠法面対策調査設計業務

4019835120

北海道開発局 帯広開発建設部

北海道横断自動車道 陸別町 冬期気象調査検討業務

4021744741

北海道開発局 網走開発建設部

一般国道333号 遠軽町 生田原道路気象調査業務

4021437825

北海道開発局 稚内開発建設部

一般国道40号 豊富町外 新生防雪対策設計外一連業務

4020536078

渡島総合振興局 函館建設管理部

江差木古内線（Ｂ地－３６３）工事雪況調査委託

4021554643

吹雪シミュレーションプログラム改修業務

4021409570

防雪対策施設の防雪機能調査業務

4021373804

着雪および落氷雪に関する分析業務

4021365280

冬期道路の吹雪障害発生要因調査業務

4021638357

道路法面の除排雪工法に関する資料整理

4021661443

弟子屈吹雪観測サイトにおける吹雪観測業務

4021828253

融雪土砂災害に関わる積雪観測業務

4022235410

北海道開発局 室蘭開発建設部

（独）土木研究所 寒地土木研究所

（独）土木研究所

雪崩防護工の設計条件に関する雪崩事例の数値計算・整理

国土交通省

平成26年度住宅市場整備等推進事業

国立研究開発法人 防災科学技術研究所

北海道中標津における吹雪発生状況調査ならびに吹雪予測システムの表示システム開発
三次元吹雪シミュレーションによる実在地形上の吹雪・吹きだまり解析
北海道宗谷郡猿払村における現地風観測作業
突風事例に関する情報収集作業

（公財）鉄道総合技術研究所

気象モデルを用いた四国地域の数値計算作業
アメダスデータを用いた積雪底面流出量計算作業
北海道新幹線の着氷調査作業

業 務 受 注 実 績
【平成２５年度】
発

注

先

北海道開発局 札幌開発建設部

渡島総合振興局 函館建設管理部

北海道開発局 室蘭開発建設部

北海道開発局 稚内開発建設部
釧路総合振興局 釧路建設管理部

件

名

TECRIS登録番号

夕張シューパロダム 気象環境調査業務

4015123487

一般国道275号 深川市 多度志防雪柵設計外一連業務

4015621615

一般国道275号 北竜町 碧水防雪柵設計外一連業務

4015621475

一般国道453号 千歳市 支笏湖畔雪崩対策検討業務

4015706177

江差木古内線（Ｂ雪－816）工事雪崩対策設計委託

4017062270

有珠復旧事務所管内 道路防雪対策設計外一連業務

4015411184

着氷雪等状況把握外一連作業（有珠復旧事務所）

4017946091

白鳥北高架橋着雪状況把握作業（室蘭道路事務所）

4018417344

一般国道238号 猿払村 浅茅野防雪対策設計外一連業務

4015208538

一般国道40号 豊富町 上サロベツ防雪対策設計外一連業務

4015321774

知床公園羅臼線（A改-19-2）交付金工事（法面工）三者検討会業務委託その2
吹雪シミュレーションプログラム作成業務

4015975861

防雪対策施設の防雪機能調査業務

4016915681

冬期道路の吹雪障害発生要因調査業務

4017594979

着雪および落氷雪に関する調査業務

4018362788

（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構

北海道新幹線、新函館（仮称）・札幌間冬季気象状況検討

4016562413

（独）防災科学技術研究所雪氷防災研究センター

北海道中標津町における吹雪発生状況調査ならびに吹雪予測システムの表示システム開発

（独）土木研究所 寒地土木研究所

北海道宗谷郡猿払村における現地風観測作業
気象モデルＷＲＦを用いた北海道石狩地域の数値計算作業
（公財）鉄道総合技術研究所

気象モデルＷＲＦを用いた積雪調査時の気象状況再現作業
建築的手法による雪対策効果の検証シミュレーション作業
気象モデルＷＲＦデータ出力用ツール改修作業

（一財）北海道道路管理技術センター

道路の雪崩に関する調査検討業務

業 務 受 注 実 績
【平成２４年度】
発

注

先

北海道開発局 札幌開発建設部

北海道開発局 室蘭開発建設部

北海道開発局 網走開発建設部

北海道開発局 稚内開発建設部

渡島総合振興局 函館建設管理部

（独）土木研究所 寒地土木研究所

件

名

夕張シューパロダム 気象環境調査業務

4011507589

一般国道２７５号 浦臼町 晩生内道路防雪対策検討業務

4013245326

一般国道３７号 伊達市 防雪柵詳細設計業務

4011989812

一般国道２３６号 浦河町 天馬街道雪崩対策設計業務

4014313918

白鳥北高架橋着雪状況把握作業（室蘭道路事務所）

4013161852

一般国道３３３号 遠軽町 生田原道路気象調査業務

4013580528

一般国道４０号 豊富町 防雪施設詳細設計業務

4013245686

一般国道２３８号 猿払村 シネシンコ気象調査外一連業務

4013533345

一般国道２３８号 浜頓別町 智福防雪林設計外一連業務

4013840723

江差木古内線（A地－１６３）工事 雪崩柵設計委託

4013455319

道路防雪林の生育と植栽基盤に関する調査業務

4013311834

防雪対策施設の防雪機能調査業務

4013324446

冬期道路の吹雪障害発生要因調査業務

4013632881

着雪対策及び落氷雪に関する調査業務

4014054403

吹雪シミュレーションプログラムに関する整理業務

4014617424

気象モデルWRFを用いた北海道石狩地域および四国地域の数値計算作業
北海道内山間部および平野部の降雪分布測定作業
（公財）鉄道総合技術研究所

北海道石狩平野における積雪深および積雪水量測定作業
アメダスデータを用いたワイブル係数の算出作業
アメダスデータを用いた突風率の算出作業
気象モデルWRFデータ出力用ツール作成作業

一般財団法人 日本気象協会 首都圏支社

TECRIS登録番号

平成24年度 苫前町風力発電施設ビデオモニタリング調査業務

業 務 受 注 実 績
【平成２３年度】
発

注

先

北海道開発局 札幌開発建設部
北海道開発局 旭川開発建設部

北海道開発局 室蘭開発建設部

件

名

TECRIS登録番号

道央圏連絡道路 南幌町 中樹林道路防雪対策調査設計業務

4008650899

幌向川気象影響調査検討業務

4009615626

一般国道３９号 上川町 層雲峡防雪柵外詳細設計業務

4010192308

一般国道２７４号 日高町 日勝雪害対策調査設計業務

4009615648

日高自動車道 新冠町外 道路現況調査業務

4009938753

一般国道３７号 伊達市 気象観測（室蘭道路事務所）
北海道開発局 留萌開発建設部

羽幌道路事務所管内 雪害調査検討外一連業務

4010585003

北海道開発局 稚内開発建設部

一般国道２３８号 猿払村 シネシンコ気象調査検討外一連業務

4010192459

渡島総合振興局 函館建設管理部

茂辺地インター線（Ａ改－５）工事雪崩柵実施設計委託

4008258782

後志総合振興局 小樽建設管理部

岩内洞爺線交付金（雪寒）工事 構造物設計委託

4008676477

道路防雪林の生育状況に関する調査業務

4009144510

防雪対策施設の防雪機能調査業務

4009615737

雪崩予防柵の設計手法に関する調査業務

4010195947

着雪対策工の効果に関する調査業務

4010195865

冬期降雨と湿雪雪崩の発生に関する調査業務

4011287873

（独）土木研究所 寒地土木研究所

第一管区海上保安本部

函館（基）新設予定格納庫気流調査

（公財）鉄道総合技術研究所

北海道における雪崩発生事例調査および気象解析作業

一般財団法人 日本気象協会 首都圏支社

平成23年度苫前町風力発電施設ビデオモニタリング調査業務

業 務 受 注 実 績
【平成２２年度】
発

注

先

北海道開発局 札幌開発建設部

件

名

TECRIS登録番号

道央圏連絡道路 南幌町 中樹林道路防雪対策調査設計業務

4006430269

一般国道274号 日高町 日勝雪害対策調査設計業務

4006847363

室蘭新道資料収集整理作業（室蘭道路事務所）

4007895927

一般国道238号 猿払村 浅茅野防雪柵設計業務

4005823665

一般国道238号 猿払村 浜猿防災冬期気象調査外一連業務

4007110579

釧路総合振興局 釧路建設管理部

知床公園羅臼線 道路事業調査委託

4007126360

上川総合振興局 旭川建設管理部

（５３２）美深名寄線 交付金（雪寒）工事 雪況調査

4006337982

吹雪対策風洞実験補助業務

4004633835

道路吹雪対策マニュアルの改訂補助業務

4004943262

防雪対策施設の吹きだまり及び視程に関する調査業務

4007123974

北海道開発局 室蘭開発建設部

北海道開発局 稚内開発建設部

（独）土木研究所 寒地土木研究所

停止車両への吹きだまりの影響調査試験
（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構

北海道新幹線、吹雪による吹溜り予測解析他２

（独）北海道立総合研究機構

市営住宅の気流シミュレーション

（財）北海道河川防災研究センター

ＷＲＦによる再現計算・検証

4007740508

業 務 受 注 実 績
【平成２１年度】
発

注

先

件

名

TECRIS登録番号

道央圏連絡道路 南幌町 中樹林道路防雪対策調査設計外一連業務

4002391087

一般国道451号 新十津川町 青山雪崩対策設計外一連業務

3001068131

一般国道38号 芦別市 滝里防雪対策調査検討業務

4002774881

一般国道275号 沼田町 高穂防雪対策設計外一連業務

3001075076

一般国道275号 幌加内町 政和雪崩予防柵設計外一連業務

4001897579

北海道開発局 旭川開発建設部

一般国道39号 上川町 大学平防雪対策調査設計外一連業務

3001072900

北海道開発局 留萌開発建設部

深川留萌自動車道 留萌市 春日防雪対策設計業務

3001063178

北海道開発局 稚内開発建設部

一般国道238号 浜頓別町 豊牛防雪対策設計業務

3001071650

釧路土木現業所

知床公園羅臼線 災害防除工事 構造物設計委託

4003696034

道路吹雪対策マニュアルの改訂補助業務

4002006989

吹雪視程の評価手法に関する調査業務

4002562808

吹雪対策風洞実験補助業務

4002315562

道路案内標識の着雪に関する調査業務

4003150105

雪崩予防柵に作用する斜面積雪挙動に関する調査業務

4003588409

（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構

北海道新幹線 吹雪による吹き溜り予測解析他

4003765550

東北大学大学院工学研究科

都市・建築空間のリアルタイム降積雪シミュレータの開発

（社）北海道開発技術センター

雪寒対策施設設計要領検討業務（仮）

一般財団法人 日本気象協会 首都圏支社

環境省風力発電施設バードストライク防止実証業務の内野外鳥類調査作業補助等

北海道開発局 札幌開発建設部

（独）土木研究所 寒地土木研究所

