
紀伊丹生川ダム予算使用実績内訳書（１００万円以上の契約業務）
【平成１２年度】

ＮＯ， 契　　約　　件　　名 最終契約金額 契約の相手方 契約年月日 完了年月日 備　　考
1 河川情報提供業務 1,493,100 （財）河川情報センター 平成12年4月3日 平成13年3月31日
2 平成１２年度水文資料等整理作業 4,515,000 （社）近畿建設協会　和歌山支所 平成12年4月3日 平成13年3月30日
3 平成１２年度紀伊丹生川流量観測作業 3,286,500 藤平測量（株） 平成12年4月3日 平成13年3月30日
4 平成１２年度水文観測所保守点検作業 2,257,500 （社）近畿建設協会　和歌山支所 平成12年4月3日 平成13年3月30日
5 平成１２年度紀伊丹生川採水分析作業 10,185,000 和建技術（株） 平成12年4月10日 平成13年3月30日
6 平成１２年度紀伊丹生川ダム環境調査（鳥類調査）業務 81,648,000 （財）ダム水源地環境整備センター 平成12年5月9日 平成13年3月30日
7 平成１２年度紀伊丹生川ダム通信「Ｄｕｅｔ（ﾃﾞﾞｭｴｯﾄ）」作成業務 7,284,900 （株）廣済堂 平成12年6月27日 平成13年3月26日
8 平成１２年度紀伊丹生川ダム環境影響評価資料解析業務 39,984,000 （財）ダム水源地環境整備センター 平成12年7月14日 平成13年3月9日
9 平成１２年度紀伊丹生川ダム地質調査業務 46,095,000 応用地質（株）　和歌山支店 平成12年7月25日 平成13年3月19日
10 平成１２年度紀伊丹生川ダムホームページ作成業務 4,935,000 （株）エム・シー・アンド・ピー 平成12年8月7日 平成13年1月26日
11 平成１２年度紀伊丹生川ダム環境基本事項検討業務　※  4,560,000 （株）建設技術研究所　大阪支社 平成12年9月22日 平成12年12月20日 ※全体額
12 平成１２年度紀伊丹生川河川縦横断測量（その１）作業 3,601,500 （株）センダイ工部ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 平成12年11月17日 平成13年1月26日 7,560,000
13 平成１２年度紀伊丹生川河川縦横断測量（その２）作業 3,727,500 （株）キワコンサルタント 平成12年11月17日 平成13年1月26日 他項予算を
14 平成１２年度紀伊丹生川河川縦横断測量（その３）作業 4,063,500 藤平測量（株） 平成12年11月16日 平成13年1月25日 含む。
15 平成１２年度紀伊丹生川河川縦横断測量（その４）作業 1,659,000 ワコウコンサルタント（株） 平成12年11月17日 平成12年12月27日
16 平成１２年度紀伊丹生川ダム流域内振動・騒音測定作業 1,522,500 和建技術（株） 平成12年11月17日 平成12年12月15日
17 平成１２年度紀伊丹生川ダム流域空中写真図化作業 8,400,000 アジア航測（株） 平成12年2月1日 平成13年3月23日
18 平成１２年度紀伊丹生川ダム風向風速観測装置設置工事 10,237,500 （株）サンコー販売本部 平成13年2月16日 平成13年3月19日
19 平成１２年度紀伊丹生川景観資源調査業務 9,450,000 （株）パスコ和歌山支店 平成13年2月20日 平成13年3月19日
20 平成１２年度紀伊丹生川ダム河川域生態調査業務 6,930,000 （株）建設環境研究所 平成13年2月22日 平成13年3月23日
21 平成１２年度紀伊丹生川河川標識設置作業 3,360,000 岡田産業（株） 平成13年3月7日 平成13年3月30日
22 平成１２年度橋本市生活再建対策業務 1,000,000 橋本市長 平成12年10月4日 平成13年3月16日
23 平成１２年度九度山町生活再建対策業務 1,558,010 九度山町長 平成12年9月7日 平成12年11月14日
24 平成１２年度紀伊丹生川ダム調査事務所庁舎借上 9,471,420 （有）粉徳 平成12年4月3日 平成13年3月31日
25 平成１２年度紀伊丹生川ダム調査事務所車両管理等業務 14,709,296 大新東（株） 平成12年4月3日 平成13年3月31日
26 端末装置賃貸借 2,233,980 日本電子計算機（株） 平成12年4月3日 平成13年3月31日
※100万円以上の契約業務について取りまとめています。100万円未満の契約等を含む予算使用実績内訳については紀伊丹生川ダム調査事務所にて閲覧可能です。



紀伊丹生川ダム予算使用実績内訳書（１００万円以上の契約業務）
【平成１１年度】

ＮＯ， 契　　約　　件　　名 最終契約金額 契約の相手方 契約年月日 完了年月日 備　　　考

1 証拠書類編纂等業務 4,200,000 （社）近畿建設協会　和歌山支所 平成11年4月1日 平成12年3月31日
2 河川情報提供業務 1,918,980 （財）河川情報センタ－ 平成11年4月1日 平成12年3月31日
3 平成１１年度水文資料等整理作業 4,515,000 （社）近畿建設協会　和歌山支所 平成11年4月1日 平成12年3月31日
4 平成１１年度水文観測所保守点検作業 2,331,000 （社）近畿建設協会　和歌山支所 平成11年4月5日 平成12年3月31日
5 平成１１年度紀伊丹生川流量観測作業 3,832,500  藤平測量（株） 平成11年4月9日 平成12年3月30日
6 平成１１年度紀伊丹生川採水分析作業 10,342,500  和建技術（株） 平成11年4月9日 平成12年3月30日
7 平成１１年度紀伊丹生川ダム地下水観測作業 1,680,000  紀和測量設計（株） 平成11年4月12日 平成12年3月31日
8 平成１１年度紀伊丹生川ダム下流河川定期横断測量業務 2,677,500  紀和測量設計（株） 平成11年5月18日 平成11年6月17日
9 平成１１年度紀伊丹生川ダム下流河川定期横断測量（その２）業務 3,045,000 （株）センダイ工部コンサルタント 平成11年5月18日 平成11年6月17日
10 平成１１年度流送土砂調査業務 7,350,000  三井共同建設コンサルタント（株） 関西支社 平成11年5月19日 平成11年11月15日
11 平成１１年度紀伊丹生川ダム動植物標本管理システム検討業務 15,151,500 （株）パスコ　大阪支社 平成11年6月4日 平成12年3月15日
12 平成１１年度紀伊丹生川流域地形デ－タ作成業務 4,200,000  アジア航測（株）　大阪支店 平成11年7月2日 平成11年9月27日
13 平成１１年度紀伊丹生川ダム資料整理作業 8,820,000 （社）近畿建設協会　和歌山支所 平成11年9月20日 平成12年3月10日
14 安田島水位観測機器設置作業 3,937,500 （株）サンコ－ 橋本営業所 平成11年10月13日 平成11年11月22日
15 平成１１年度紀伊丹生川景観資源調査業務 5,250,000 （株）パスコ　和歌山支店 平成12年1月14日 平成12年3月30日
16 平成１１年度紀伊丹生川ダム環境調査（鳥類調査）業務 12,600,000 （株）パスコ　和歌山支店 平成12年1月19日 平成12年3月30日
17 平成１１年度紀伊丹生川ダム環境影響評価検討業務 9,975,000 （財）ダム水源地環境整備センター 平成12年2月17日 平成12年3月30日
18 机外４点購入 1,349,103 三和ビジネス（株） 平成12年3月24日 平成12年3月30日
19 平成１１年度橋本市生活再建対策業務 1,060,000 橋本市長 平成11年10月7日 平成12年3月17日
20 平成１１年度九度山町生活再建対策業務 1,533,000 九度山町長 平成11年9月30日 平成12年3月17日
21 平成１１年度紀伊丹生川ダム調査事務所庁舎借上 9,471,420 （有）粉徳 平成11年4月1日 平成12年3月31日
22 平成１１年度橋本宿舎借上 1,560,312 菱田産業（株） 平成11年4月1日 平成12年3月31日
23 平成１１年度紀伊丹生川ダム調査事務所車両管理等業務 13,102,999 建設サービス（株） 平成11年4月1日 平成12年3月31日
24 端末装置賃貸借 3,519,180 日本電子計算機（株） 平成11年4月1日 平成12年3月31日

※100万円以上の契約業務について取りまとめています。100万円未満の契約等を含む予算使用実績内訳については紀伊丹生川ダム調査事務所にて閲覧可能です。



紀伊丹生川ダム予算使用実績内訳書（１００万円以上の契約業務）
【平成１０年度】

ＮＯ， 契　　約　　件　　名 最終契約金額 契約の相手方 契約年月日 完了年月日 備　　　考

1 証拠書類編纂等業務 4,200,000 （社）近畿建設協会　和歌山支所 平成10年4月1日 平成11年3月31日
2 河川情報提供業務 1,997,100 （財）河川情報センター 平成10年4月1日 平成11年3月31日
3 平成１０年度水文資料等整理作業 4,410,000 （社）近畿建設協会　和歌山支所 平成10年4月1日 平成11年3月31日
4 平成１０年度紀伊丹生川流量観測作業 6,720,000  藤平測量（株） 平成10年4月9日 平成11年3月25日
5 平成１０年度紀伊丹生川ダム地下水観測作業 1,732,500  紀和測量設計（株） 平成10年4月10日 平成11年3月30日
6 平成１０年度紀伊丹生川採水分析作業 9,912,000  和建技術（株） 平成10年4月10日 平成11年3月26日
7 平成１０年度水文観測所保守点検作業 2,593,500 （社）近畿建設協会　和歌山支所 平成10年4月16日 平成11年3月23日
8 紀伊丹生川ダムパンフレット印刷 3,914,242 （株）じんのう 平成10年5月26日 平成10年6月17日
9 ダム事業審議委員会パンフレット配布 1,766,205 （株）和歌山朝日ｵﾘｺﾐ･ｾﾝﾀｰ 平成10年6月15日 平成10年6月21日
10 平成１０年度紀伊丹生川ダム昆虫等調査業務 30,240,000  東レエンジニアリング（株） 平成10年7月8日 平成11年3月10日
11 平成１０年度紀伊丹生川流域地形データ作成業務 3,202,500  アジア航測（株）大阪支店 平成10年10月2日 平成10年11月20日
12 紀伊丹生川ダム建設事業について（回答集）冊子印刷 2,520,000 （株）じんのう 平成10年10月20日 平成10年10月28日
13 第７回ダム建設事業審議委員会資料印刷 2,868,600 （株）じんのう 平成10年12月14日 平成11年1月24日
14 平成１０年度紀伊丹生川ダム建設事業審議委員会提出資料整理業務 6,615,000 （株）建設技術研究所 大阪支社 平成11年2月9日 平成11年3月20日
15 平成１０年度紀伊丹生川ダム資料整理作業 7,140,000 （社）近畿建設協会　和歌山支所 平成11年3月4日 平成11年3月30日
16 丹生川測水所観測機器設置作業 3,465,000 （株）拓 和  大阪支店 平成11年3月11日 平成11年3月25日
17 平成１０年度台風７号洪水痕跡流量検討業務 3,885,000  和建技術（株） 平成11年3月15日 平成11年3月30日
18 平成１０年度橋本市生活再建対策業務 1,700,000 橋本市長 平成10年9月29日 平成11年2月24日
19 平成１０年度九度山町生活再建対策業務 1,449,000 九度山町長 平成10年9月1日 平成10年11月12日
20 平成１０年度紀伊丹生川ダム調査事務所庁舎借上 9,471,420 （有）粉徳 平成10年4月1日 平成11年3月31日
21 平成１０年度橋本宿舎借上 1,497,312 菱田産業（株） 平成10年4月1日 平成11年3月31日
22 平成１０年度紀伊丹生川ダム調査事務所車両管理等業務 13,995,787 建設サービス（株） 平成10年4月1日 平成11年3月31日
23 電子複写機賃貸借 1,808,100 富士ゼロックス（株）大阪営業事業部長 平成10年4月1日 平成11年3月31日
24 端末装置賃貸借 3,889,620 日本電子計算機（株） 平成10年4月1日 平成11年3月31日

※100万円以上の契約業務について取りまとめています。100万円未満の契約等を含む予算使用実績内訳については紀伊丹生川ダム調査事務所にて閲覧可能です。



紀伊丹生川ダム予算使用実績内訳書（１００万円以上の契約業務）
【平成９年度】

ＮＯ， 契　　約　　件　　名 最終契約金額 契約の相手方 契約年月日 完了年月日 備　　　考

1 証拠書類編纂等業務 4,095,000 （社）近畿建設協会　和歌山支所 平成9年4月1日 平成10年3月31日
2 河川情報提供業務 2,123,100 （財）河川情報センター 平成9年4月1日 平成10年3月31日
3 平成９年度　水文資料等整理作業 4,063,500 （社）近畿建設協会　和歌山支所 平成9年4月1日 平成10年3月31日
4 平成９年度　紀伊丹生川流量観測作業 4,410,000 藤平測量（株） 平成9年4月10日 平成10年3月26日
5 平成９年度　紀伊丹生川ダム地下水観測作業 1,785,000 紀和測量設計（株） 平成9年4月11日 平成10年3月26日
6 平成９年度　紀伊丹生川採水分析作業 14,122,500 和建技術（株） 平成9年4月15日 平成10年3月25日
7 平成９年度　紀伊丹生川ダム植物調査業務 26,775,000 東レエンジニアリング（株） 平成9年4月15日 平成10年3月25日
8 平成９年度　水文観測所保守点検作業 2,625,000 （社）近畿建設協会　和歌山支所 平成9年4月15日 平成10年3月31日
9 平成９年度　紀伊丹生川河川利用実態調査作業 2,992,500 和建技術（株） 平成9年7月17日 平成9年11月20日
10 平成９年度　紀伊丹生川ダム環境調査検討業務 4,200,000 （財）河川環境管理財団　大阪研究所 平成9年7月22日 平成10年3月20日
11 平成９年度　紀伊丹生川ダム貯水池水質予測検討業務 21,525,000 （財）ダム水源地環境整備センター 平成9年8月29日 平成10年2月20日
12 平成９年度　紀伊丹生川ダム治水・利水計画検討業務※ 19,425,000 （株）建設技術研究所　大阪支社 平成9年10月16日 平成10年1月30日 ※全体額
13 紀伊丹生川ダム基本計画取りまとめ業務 26,250,000 日本工営（株）　大阪支店 平成9年10月17日 平成10年2月25日 19,950,000
14 平成９年度　紀伊丹生川ダム利水計画検討業務 7,560,000 （株）建設技術研究所　大阪支社 平成10年1月23日 平成10年3月20日 他項予算を含む。
15 電話応答装置製作設置作業 2,310,000 （株）サンコー　橋本営業所 平成10年2月19日 平成10年3月30日
16 平成９年度ダム湖周辺環境整備提案資料検討業務 3,885,000 近畿技術コンサルタンツ（株） 平成10年2月24日 平成10年3月30日
17 事業冊子（紀伊丹生川ダム建設事業について）印刷 3,465,000 （株）じんのう 平成10年3月9日 平成10年3月25日
18 平成９年度橋本市生活再建対策業務 1,700,000 橋本市長 平成9年9月25日 平成9年11月26日
19 平成９年度九度山町生活再建対策業務 1,458,000 九度山町長 平成9年9月3日 平成9年11月14日
20 平成９年度紀伊丹生川ダム調査事務所庁舎借上 4,735,710 （有）粉徳 平成9年9月11日 平成10年3月31日
21 平成９年度橋本宿舎借上 1,497,312 菱田産業（株） 平成9年4月1日 平成10年3月31日
22 平成９年度紀伊丹生川ダム調査事務所車両管理等業務 14,776,788 建設サービス（株） 平成9年4月1日 平成10年3月31日
23 電子複写機賃貸借 1,401,120 富士ゼロックス（株）大阪営業事業部長 平成9年4月1日 平成10年3月31日

※100万円以上の契約業務について取りまとめています。100万円未満の契約等を含む予算使用実績内訳については紀伊丹生川ダム調査事務所にて閲覧可能です。



紀伊丹生川ダム予算使用実績内訳書（１００万円以上の契約業務）
【平成８年度】

ＮＯ， 契　　約　　件　　名 最終契約金額 契約の相手方 契約年月日 完了年月日 備　　　考

1 証拠書類編纂等業務 3,759,500 （社）近畿建設協会　和歌山支所 平成8年4月1日 平成9年3月31日
2 河川情報提供業務 2,124,684 （財）河川情報センター 平成8年4月1日 平成9年3月31日
3 平成８年度紀伊丹生川ダム地下水観測作業 1,596,500 紀和測量設計（株） 平成8年4月25日 平成9年3月28日
4 平成８年度紀伊丹生川流量観測作業 18,334,000 藤平測量（株） 平成8年4月26日 平成9年3月30日
5 連絡車（ワゴン４×４Ｇ）１台交換 2,804,372 和歌山トヨタ自動車（株）紀北営業所 平成8年6月19日 平成8年7月18日
6 平成８年度紀伊丹生川ダム環境調査作業（騒音・振動調査） 1,957,000 （株）センダイ工部コンサルタント 平成8年8月23日 平成9年3月20日
7 平成８年度紀伊丹生川ダム環境影響評価準備書（案）作成業務 9,888,000 東レエンジニアリング（株） 平成8年8月23日 平成9年3月20日
8 平成８年度紀伊丹生川ダム植物調査業務 9,579,000 東レエンジニアリング（株） 平成8年9月13日 平成9年2月20日
9 平成８年度紀伊丹生川ダム貯水池水質予測検討業務 19,570,000 （財）ダム水源地環境整備センター 平成8年9月27日 平成9年3月31日
10 平成８年度紀伊丹生川ダム環境調査検討業務 4,326,000 （財）河川環境管理財団大阪研究所 平成8年12月20日 平成9年3月20日
11 （紀伊丹生川ダム調査事務所）庁内ＬＡＮ設備設置工事 2,060,000 日本電気（株）　関西支社 平成8年12月24日 平成9年3月31日
12 平成８年度紀伊丹生川ダム基本計画書作成業務 25,750,000 日本工営（株）　大阪支店 平成9年2月7日 平成9年3月28日
13 平成８年度紀伊丹生川ダム洪水調節計画検討業務 7,119,000 （株）建設技術研究所　大阪支社 平成9年3月6日 平成9年3月28日 ※全体額
14 平成８年度橋本市生活再建対策業務 1,700,000 橋本市長 平成8年9月2日 平成9年1月20日 7,519,000
15 平成８年度九度山町生活再建対策業務 1,425,000 九度山町長 平成8年9月17日 平成8年11月12日 他項予算を含む。
16 平成８年度紀伊丹生川ダム調査事務所庁舎借上 1,326,614 橋本市土地開発公社 平成8年4月1日 平成9年3月31日
17 平成８年度橋本宿舎借上 1,497,312 菱田産業（株） 平成8年4月1日 平成9年3月31日
18 平成８年度紀伊丹生川ダム調査事務所車両管理等業務 14,342,735 建設サービス（株） 平成8年4月1日 平成9年3月31日

※100万円以上の契約業務について取りまとめています。100万円未満の契約等を含む予算使用実績内訳については紀伊丹生川ダム調査事務所にて閲覧可能です。



紀伊丹生川ダム予算使用実績内訳書（１００万円以上の契約業務）
【平成７年度】

ＮＯ， 契　　約　　件　　名 最終契約金額 契約の相手方 契約年月日 完了年月日 備　　　考

1 平成７年度水文資料等整理作業 3,131,200 （社）近畿建設協会　和歌山支所 平成7年4月3日 平成8年3月31日
2 河川情報提供業務 2,150,022 （財）河川情報センター 平成7年4月3日 平成8年3月31日
3 証拠書類編纂等業務 3,605,000 （社）近畿建設協会　和歌山支所 平成7年4月3日 平成8年3月31日
4 平成７年度紀伊丹生川ダム地下水観測作業 1,493,500 紀和測量設計（株） 平成7年5月15日 平成8年3月30日
5 平成７年度紀伊丹生川流量観測作業 13,122,200 藤平測量（株） 平成7年5月22日 平成8年3月30日
6 丹生川観測所電話応答装置１式購入 1,215,400 （株）サンコー 平成7年7月31日 平成7年9月7日
7 平成７年度紀伊丹生川ダム試掘横坑調査（その１）工事 48,204,000 （株）森田組 平成7年9月6日 平成8年3月30日
8 紀伊丹生川ダム土捨場概略検討業務 7,622,000 近畿技術コンサルタンツ（株） 平成7年9月28日 平成8年2月29日
9 紀伊丹生川ダム環境影響調査とりまとめ業務 8,034,000 （財）河川環境管理財団 平成7年9月28日 平成8年3月11日
10 小型乗用車（２，０００ｃｃ箱型）１台交換 2,749,429 和歌山トヨタ自動車（株）紀北営業所 平成8年2月8日 平成8年3月18日
11 平成７年度紀伊丹生川ダム・ダム型式比較設計（その３）業務 33,784,000 日本工営（株）大阪支店 平成8年2月9日 平成8年3月29日
12 紀の川中流域環境調査業務　※ 606,000 （財）河川環境管理財団大阪研究所 平成8年2月21日 平成8年3月29日 ※全体額
13 平成７年度橋本市生活再建対策業務 1,700,000 橋本市長 平成7年10月5日 平成8年2月16日 15,450,000
14 平成７年度九度山町生活再建対策業務 1,428,000 九度山町長 平成7年9月18日 平成7年11月10日 他目予算を含む。
15 平成７年度紀伊丹生川ダム調査事務所庁舎借上 1,326,614 橋本市土地開発公社 平成7年4月3日 平成8年3月31日
16 平成７年度橋本宿舎借上 1,497,312 菱田産業（株） 平成7年4月3日 平成8年3月31日
17 平成７年度紀伊丹生川ダム調査事務所車両管理等業務 12,598,043 建設サービス（株） 平成7年4月3日 平成8年3月31日
18 電子計算機賃貸借 1,260,720 日本電気リース（株）関西支社 平成7年4月3日 平成8年3月31日



紀伊丹生川ダム予算使用実績内訳書（１００万円以上の契約業務）
【平成６年度】

ＮＯ， 契　　約　　件　　名 最終契約金額 契約の相手方 契約年月日 完了年月日 備　　　考

1 平成６年度水文資料等整理作業 3,244,500 （社）近畿建設協会　和歌山支所 平成6年4月1日 平成7年3月31日
2 河川情報提供業務 2,171,652 （財）河川情報センター 平成6年4月1日 平成7年3月31日
3 平成６年度紀伊丹生川流量観測作業 11,978,900 藤平測量（株） 平成6年5月30日 平成7年3月30日
4 平成６年度紀伊丹生川ダム環境調査業務 41,200,000 （株）パスコ　大阪支社 平成6年7月14日 平成7年3月30日
5 平成６年度紀伊丹生川ダム地下水観測作業 1,184,500 紀和測量設計（株） 平成6年8月4日 平成7年3月30日
6 証拠書類編纂等業務 1,720,100 （社）近畿建設協会　和歌山支所 平成6年9月30日 平成7年3月31日
7 紀伊丹生川ダム・ダム型式比較設計業務 24,926,000 日本工営（株）大阪支店 平成6年10月3日 平成7年3月30日
8 平成６年度紀伊丹生川ダム・ダム型式比較設計（その２）業務 16,068,000 日本工営（株）大阪支店 平成6年12月15日 平成7年3月30日
9 紀伊丹生川ダム無害流量その他検討業務 9,785,000 （株）建設技術研究所大阪支社 平成7年2月10日 平成7年3月30日
10 平成６年度橋本市生活再建対策業務 1,700,000 橋本市長 平成7年1月17日 平成7年3月10日
11 平成６年度九度山町生活再建対策業務 1,368,000 九度山町長 平成6年10月3日 平成6年11月12日
12 平成６年度紀伊丹生川ダム調査事務所 1,296,950 橋本市土地開発公社 平成6年4月1日 平成7年3月31日
13 平成６年度紀伊丹生川ダム調査事務所車両管理等業務 13,217,673 建設サービス（株） 平成6年4月1日 平成7年3月31日



紀伊丹生川ダム予算使用実績内訳書（１００万円以上の契約業務）
【平成５年度】

ＮＯ， 契　　約　　件　　名 最終契約金額 契約の相手方 契約年月日 完了年月日 備　　　考

1 平成５年度水文資料等整理作業 3,172,400 （社）近畿建設協会和歌山支所 平成5年4月1日 平成6年3月31日
2 平成５年度紀伊丹生川ダム地下水観測作業 1,411,100 紀和測量設計（株） 平成5年4月21日 平成6年3月30日
3 平成５年度紀伊丹生川ダム流量観測作業 10,928,300 藤平測量（株） 平成5年4月20日 平成6年3月30日
4 平成５年度紀伊丹生川ダム地質調査作業 24,411,000 （株）日本建設技術社 平成5年6月30日 平成5年10月8日
5 紀伊丹生川ダム下流河川縦横断測量作業 4,542,300 紀和測量設計（株） 平成5年8月16日 平成5年10月15日
6 紀伊丹生川ダム下流河川縦横断測量（その２）作業 4,212,700 （株）センダイ工部コンサルタント 平成5年8月17日 平成5年11月15日
7 平成５年度紀伊丹生川ダム濁水対策工検討業務 10,197,000 （株）建設技術研究所大阪支社 平成5年10月14日 平成6年3月30日
8 紀伊丹生川ダム施工計画検討（その３）業務 8,446,000 日本工営（株）大阪支店 平成5年10月14日 平成6年3月30日
9 平成５年度紀伊丹生川ダム地表地質踏査業務 15,450,000 応用地質（株）関西事業本部 平成6年2月7日 平成6年3月30日
10 平成５年度紀伊丹生川ダム洪水調節計画検討業務 4,944,000 （株）建設技術研究所大阪支社 平成6年2月17日 平成6年3月30日
11 平成５年度紀伊丹生川ダム計画関連資料作成業務 7,313,000 日本工営（株）大阪支店 平成6年2月24日 平成6年3月30日
12 平成５年度紀伊丹生川ダム試掘横坑調査工事 24,308,000 （株）森田組 平成6年2月24日 平成6年8月22日 ※翌年度へ繰越
13 平成５年度紀伊丹生川ダム地質調査（その２）作業 25,132,000 応用地質（株）関西事業本部 平成6年3月29日 平成6年7月7日 　　　〃
14 平成５年度紀伊丹生川ダム試掘横坑調査（その２）工事 24,720,000 （株）森田組 平成6年3月24日 平成6年8月22日 　　　〃
15 平成５年度橋本市生活再建対策業務 1,700,000 橋本市長 平成5年11月17日 平成6年3月25日
16 平成５年度九度山町生活再建対策業務 1,096,000 九度山町長 平成5年10月1日 平成5年11月16日
17 平成５年度紀伊丹生川ダム調査事務所庁舎借上 1,296,950 橋本市土地開発公社 平成5年4月1日 平成6年3月31日
18 平成５年度橋本宿舎借上 1,497,312 菱田産業（株） 平成5年4月1日 平成6年3月31日
19 平成５年度紀伊丹生川ダム調査事務所車両管理等業務 14,490,792 建設サービス（株） 平成5年4月1日 平成6年3月31日
20 端末装置賃貸借 3,474,396 日本電子計算機（株） 平成5年4月1日 平成6年3月31日



紀伊丹生川ダム予算使用実績内訳書（１００万円以上の契約業務）
【平成４年度】

ＮＯ， 契　　約　　件　　名 最終契約金額 契約の相手方 契約年月日 完了年月日 備　　　考

1 平成４年度水文資料等整理作業 2,657,400 （社）近畿建設協会　和歌山支所 平成4年4月9日 平成5年3月31日
2 平成４年度紀伊丹生川ダム地下水観測作業 1,205,100 紀和測量設計（株） 平成4年4月9日 平成5年3月30日
3 平成４年度紀伊丹生川ダム流量観測作業 10,021,900 藤平測量（株） 平成4年4月17日 平成5年3月30日
4 平成４年度紀伊丹生川ダム基準点測量作業 3,862,500 関西航測（株） 平成4年5月6日 平成4年10月23日
5 平成４年度紀伊丹生川ダム環境調査業務 29,870,000 （株）パスコ大阪支社 平成4年5月6日 平成5年3月31日
6 平成４年度紀伊丹生川ダム地質調査作業 20,548,500 応用地質（株）関西事業本部 平成4年7月29日 平成4年11月6日
7 平成４年度紀伊丹生川ダム地質調査（その２）作業 21,609,400 （株）日本建設技術社 平成4年9月8日 平成4年12月17日
8 倉庫新築その他工事 3,914,000 （株）藤平組 平成4年9月16日 平成4年11月15日
9 紀伊丹生川ダム原石山候補地選定業務 9,270,000 サンコーコンサルタント（株） 平成4年10月1日 平成5年3月20日
10 紀伊丹生川ダム地形測量作業 23,175,000 関西航測（株） 平成4年12月25日 平成5年3月30日
11 平成４年度紀伊丹生川ダム地質調査（その３）作業 24,514,000 応用地質（株）関西事業本部 平成5年2月19日 平成5年5月30日 ※翌年度へ繰越
12 平成４年度紀伊丹生川ダム地質解析検討業務 2,678,000 応用地質（株）関西事業本部 平成5年3月2日 平成5年3月31日
13 紀伊丹生川ダム施工計画検討（その２）業務 3,708,000 日本工営（株）大阪支店 平成5年3月2日 平成5年3月31日
14 小型トラック（和歌山５７）１台購入 2,004,279 （株）スズキ自販和歌山　かつらぎ営業所 平成5年3月2日 平成5年3月31日
15 平成４年度橋本市生活再建対策業務 1,700,000 橋本市長 平成4年12月14日 平成5年3月8日
16 平成４年度紀伊丹生川ダム調査事務所庁舎借上 1,296,950 橋本市土地開発公社 平成4年4月9日 平成5年3月31日
17 平成４年度橋本宿舎借上 1,497,312 菱田産業（株） 平成4年4月9日 平成5年3月31日
18 平成４年度紀伊丹生川ダム調査事務所車両管理等業務 12,693,041 建設サービス（株） 平成4年4月9日 平成5年3月31日
19 端末装置賃貸借 1,587,024 日本電子計算機（株） 平成4年4月9日 平成5年3月31日



紀伊丹生川ダム予算使用実績内訳書（１００万円以上の契約業務）
【平成３年度】

ＮＯ， 契　　約　　件　　名 最終契約金額 契約の相手方 契約年月日 完了年月日 備　　　考

1 平成３年度紀伊丹生川流量観測作業 8,600,500 藤平測量（株） 平成3年4月25日 平成4年3月30日
2 平成３年度紀伊丹生川ダム地下水観測作業 1,936,400 紀和測量設計（株） 平成3年6月14日 平成4年3月31日
3 平成３年度紀伊丹生川ダム環境調査業務 13,204,600 （株）パスコ大阪支社 平成3年6月17日 平成4年3月30日
4 平成３年度紀伊丹生川ダム地質調査作業 17,767,500 （株）日本建設技術社 平成3年7月10日 平成3年9月27日
5 平成３年度紀伊丹生川ダム地質調査（その２）作業 42,745,000 応用地質（株）関西事業本部 平成3年8月8日 平成3年11月26日
6 紀伊丹生川ダム調査事務所コアー収納庫及びその他工事 6,540,500 （株）森本組 平成3年8月9日 平成3年10月18日
7 紀伊丹生川ダム水質自動計測装置設置 7,364,500 （株）サンコー橋本営業所 平成3年9月26日 平成3年10月26日
8 平成３年度紀伊丹生川ダム周辺環境整備基本構想検討業務 7,519,000 （株）アイ・エヌ・エー 平成3年11月14日 平成4年3月19日
9 平成３年度紀伊丹生川ダム地質解析検討業務 7,725,000 応用地質（株）関西事業本部 平成3年11月14日 平成4年2月21日
10 平成３年度紀伊丹生川ダム施工計画検討業務 5,459,000 日本工営（株）大阪支店 平成3年11月15日 平成4年2月21日
11 平成３年度紀伊丹生川ダム基準点測量作業 1,030,000 関西航測（株） 平成4年2月7日 平成4年3月20日
12 平成３年度橋本市生活再建対策業務 1,502,326 橋本市長 平成4年1月13日 平成4年3月18日
13 平成３度九度山町生活再建対策業務（その２） 1,013,489 九度山町長 平成3年12月18日 平成4年1月31日
14 平成３年度紀伊丹生川ダム調査事務所庁舎借上 1,293,350 橋本市土地開発公社 平成3年4月11日 平成4年3月31日
15 平成３年度橋本宿舎借上 1,468,800 菱田産業（株） 平成3年4月11日 平成4年3月31日
16 平成３年度紀伊丹生川ダム調査事務所車両管理等業務 11,607,405 建設サービス（株） 平成3年4月11日 平成4年3月31日



紀伊丹生川ダム予算使用実績内訳書（１００万円以上の契約業務）
【平成２年度】

ＮＯ， 契　　約　　件　　名 最終契約金額 契約の相手方 契約年月日 完了年月日 備　　　考

1 平成２年度水文資料等整理作業 2,111,500 （社）近畿建設協会　和歌山支所 平成2年4月4日 平成3年3月31日
2 河川情報提供業務 1,596,500 （財）河川情報センター 平成2年4月4日 平成3年3月31日
3 平成２年度紀伊丹生川流量観測作業 5,788,600 藤平測量（株） 平成2年5月16日 平成3年3月30日
4 平成２年度紀伊丹生川ダム地質調査作業 43,157,000 応用地質（株）関西事業本部 平成2年7月12日 平成3年1月18日
5 平成２年度紀伊丹生川河川利用実態調査作業 1,442,000 和建技術（株） 平成2年8月6日 平成2年10月31日
6 平成２年度紀伊丹生川沿川交通量調査作業 2,008,500 紀和測量設計（株） 平成2年8月20日 平成2年10月25日
7 平成２年度紀伊丹生川ダム環境調査業務 6,283,000 新日本気象海洋（株） 平成2年8月22日 平成3年3月20日
8 平成２年度紀の川治水計画検討業務※ 2,223,000 （株）建設技術研究所　大阪支社 平成2年9月29日 平成3年2月28日 ※全体額
9 平成２年度紀伊丹生川ダム関連基礎調査作業 2,420,500 紀和測量設計（株） 平成2年9月29日 平成2年12月20日 4,223,000
10 平成２年度紀伊丹生川ダム関連道路概略検討業務 15,862,000 （株）建設技術研究所　大阪支社 平成2年9月29日 平成3年2月28日 他項予算含む。
11 平成２年度台風１９号洪水痕跡調査作業 1,802,500 藤平測量（株） 平成2年10月2日 平成2年10月22日
12 平成２年度紀伊丹生川ダムパンフレット作成作業 1,854,000 アジア航測（株）大阪支店 平成2年10月3日 平成2年11月2日
13 平成２年度土木の日フロアー展示品作成業務 7,210,000 （株）高島テクノロジーセンター 平成2年10月19日 平成2年11月19日
14 平成２年度紀伊丹生川ダムパンフレット作成業務 4,738,000 （株）高島テクノロジーセンター 平成2年10月30日 平成2年11月29日
15 紀伊丹生川ダム調査事務所庁舎新築基本設計業務 2,626,500 （株）匠研 平成2年12月12日 平成3年1月11日
16 平成２年度紀伊丹生川ダム図化及び編纂作業 5,459,000 関西航測（株） 平成3年1月10日 平成3年3月20日
17 平成２年度紀伊丹生川ダム地質調査（その２）作業 19,158,000 応用地質（株）関西事業本部 平成3年2月12日 平成3年3月30日
18 平成２年度紀伊丹生川ダム地質調査（その３）作業 19,570,000 （株）日本建設技術社 平成3年3月19日 平成3年6月17日 ※翌年度へ繰越
19 平成２年度紀伊丹生川ダム調査事務所庁舎借上 1,145,030 橋本市土地開発公社 平成2年4月4日 平成3年3月31日
20 平成２年度橋本宿舎借上 1,468,800 菱田産業（株） 平成2年4月4日 平成3年3月31日
21 平成２年度紀伊丹生川ダム調査事務所車両管理等業務 5,365,978 建設サービス（株） 平成2年4月4日 平成3年3月31日



紀伊丹生川ダム予算使用実績内訳書（１００万円以上の契約業務）
【平成元年度】

ＮＯ， 契　　約　　件　　名 最終契約金額 契約の相手方 契約年月日 完了年月日 備　　　考

1 小型トラック（５人乗り２，０００ｃｃ）１台購入 1,967,300 日産プリンス和歌山販売（株） 平成1年7月3日 平成1年8月2日
2 紀伊丹生川ダム借上事務所模様替工事 3,090,000 （株）森本組 平成1年7月18日 平成1年8月17日
3 デｲジタル模写電送装置（ＬＢＰ式送受兼用型）１台　外１点 2,039,400 松下電器産業（株）システム営業本部近畿支店 平成1年8月1日 平成1年8月21日
4 釦電話装置（８２４型）１台　外１点 2,502,900 増尾電設（株） 平成1年8月3日 平成1年8月23日
5 紀伊丹生川ダムカラーモザイク作成作業 1,545,000 アジア航測（株）　大阪支店 平成1年8月14日 平成1年9月13日
6 紀伊丹生川ダム周辺施設概略検討業務 20,600,000 国際航業（株）　和歌山営業所 平成1年9月29日 平成2年2月27日
7 平成元年度紀伊丹生川流量観測作業 2,472,000 藤平測量（株） 平成1年9月29日 平成2年3月30日
8 紀伊丹生川ダム発電計画等検討業務 13,081,000 日本工営（株）　大阪支店 平成2年3月1日 平成2年3月31日
9 平成元年度橋本宿舎借上 1,101,600 菱田産業（株） 平成1年6月30日 平成2年3月31日
10 平成元年度紀伊丹生川ダム調査事務所車両管理等業務 4,018,320 建設サービス（株） 平成1年6月1日 平成2年3月31日


