
2001 平成13年度

国指定史跡名越切通崩落対策検討調査解析等業務委託 神奈川県逗子市教育委員会

斐川中央工業団地造成に伴う試掘調査（磁気探査）業務 島根県斐川町教育委員会

四国縦貫自動車道建設に伴う埋蔵文化財調査（底なし田Ⅱ遺跡）石材分析業務委託 (財)愛媛県埋蔵文化財調査センター

真脇遺跡整備基本計画 石川県能都町(現能登町)教育委員会

権現坂埴輪窯跡群磁気探査委託業務 埼玉県江南町(現熊谷市)教育委員会

萩城跡（外堀地区）出土遺物蛍光Ｘ線分析業務 山口県埋蔵文化財センター

仙台城跡第1次発掘調査に伴う地下探査業務 宮城県仙台市教育委員会

埋蔵文化財包蔵地電気探査業務委託 福島県相馬市教育委員会

平成13年度妻北土地区画整理事業レーダー探査業務委託 宮崎県西都市教育委員会

出雲国府跡等地下レーダー探査業務 島根県教育庁

平成13年度史跡大塚山古墳物理探査業務委託 滋賀県野洲町(現野洲市)教育委員会

平成13年度原の辻遺跡地下レーダー探査委託業務 長崎県教育庁原の辻調査事務所

村内遺跡確認調査（田尻遺跡）に伴う地下レーダー探査委託 群馬県子持村(現渋川市)教育委員会

城址公園石垣及び濠調査業務委託 富山県富山市公園緑地課

H13年度国補宇津野・有瀬遺跡確認調査事業に伴う地下レーダー探査委託 群馬県子持村(現渋川市)教育委員会

塚廻り古墳群地下レーダー探査業務委託 群馬県太田市教育委員会

平成13年度老洞古窯群磁気探査業務委託 （財）岐阜市教育文化振興事業団

旧平沢寺地下レーダー探査業務委託 埼玉県嵐山町教育委員会

地特No.2土壌分析業務委託 福井県福井市文化財保護センター

文部科学省構内地下遺跡レーダ探査 文部科学省

2002 平成14年度

平成14年度国指定史跡名越切通崩落対策検討調査解析等業務委託 神奈川県逗子市教育委員会

花粉分析委託 愛知県小牧市教育委員会

風化防止剤の効果試験(栃原遺跡) 長野県北相木村教育委員会

武雄市文化会館地下探査（電磁探査） 佐賀大学

集成館遺跡調査 鹿児島大学

執行坂窯跡遺跡磁気探査 山形県羽黒町(現鶴岡市)教育委員会

金沢市観法寺地内確認調査に係る物理探査業務 （財）石川県埋蔵文化財センター

東禅寺･黒山遺跡発掘調査に係る分析業務 （財）山口県埋蔵文化財センター

平成14年度国庫補助事業村内遺跡確認調査（田尻遺跡）地下ﾚｰﾀﾞｰ探査業務 群馬県子持村(現渋川市)教育委員会

八ツ場ダム埋蔵文化財地下ﾚｰﾀﾞｰ探査 国土交通省八ツ場ダム工事事務所

久田山古墳群調査業務（比抵抗法電気探査） 京都府綾部市教育委員会

平城宮跡大極殿院跡物理探査 (独)奈良文化財研究所

塚廻り古墳群地下レーダー探査業務委託 群馬県太田市教育委員会

平成14年度　三次元電気探査による探査委託 沖縄県教育庁

国指定史跡「馬渡埴輪窯跡」磁気探査業務 (財)ひたちなか市文化･スポーツ振興公社

萩城跡出土豆板銀成分分析 山口県埋蔵文化財センター

幡羅遺跡範囲確認調査 埼玉県深谷市教育委員会

緊急地域雇用創出特別基金（文化財地図情報システム作成事業） 千葉県野田市教育委員会

平成14年度市内遺跡調査老洞窯跡磁気探査業務委託 (財)岐阜市教育文化振興事業団

2003平成15年度
史跡土塔内部確認調査 大阪府堺市教育委員会

万燈山古墳石室安定度調査業務 岡山県加茂町(現津山市)教育委員会

国指定史跡長柄桜山古墳群崩落対策基礎調査･整備基本構想策定業務委託 神奈川県逗子市教育委員会

国庫補助事業村内遺跡確認調査（黒井峯）地下レーダー探査業務 群馬県子持村(現渋川市)教育委員会

幡羅遺跡範囲確認調査 埼玉県深谷市教育委員会

加納城二の丸跡発掘調査レーダー探査業務委託 (財)岐阜市教育文化振興事業団

芭蕉塚古墳地下レーダー 京都府城陽市教育委員会

小牧野遺跡ボーリング調査業務委託 青森県青森市教育委員会

上白井伊熊遺跡地下レーダー探査業務 群馬県埋蔵文化財調査事業団

青谷上寺地遺跡北側範囲確認ボーリング調査 鳥取県埋蔵文化財センター

北の崎遺跡における地質調査業務 熊本県教育庁文化課

史跡武蔵国分寺跡（僧寺地区）事前遺構確認調査に伴う地下レーダ探査委託　 東京都国分寺市教育委員会

テクノプラザ２期開発事業に伴う埋蔵文化財確認調査業務委託 岐阜県各務原市教育委員会

斎尾廃寺跡遺跡調査（地下レーダ探査) 鳥取県東伯町(現琴浦町)教育委員会

平成15年度　三次元電気探査･弾性波探査による探査データ収集委託 沖縄県教育庁

バーミヤン遺跡地下探査業務 （独）文化財研究所

萩城跡（外堀地区）科学分析（土壌・ガラス分析）業務 山口県埋蔵文化財センター

国庫補助事業村内遺跡確認調査（上白井2022-1番地外）地下レーダー探査業務 群馬県子持村(現渋川市)教育委員会

国指定史跡名越切通崩落対策試験施工実施検討業務委託 神奈川県逗子市教育委員会

国指定史跡那須小川古墳群整備基本構想策定業務 栃木県小川町(現那珂川町)教育委員会

ＯＹＯ　文化財調査実績　 2001～2003年度



2004平成16年度

永安寺西古墳石室内熱赤外線温度測定業務委託 熊本県教育庁

富山福岡西山丘陵整備基本構想 富山県福岡町(現高岡市)教育委員会

国指定史跡名越切通整備基本計画策定補助業務委託 神奈川県逗子市教育委員会

国指定史跡名越切通保存対策工事施工管理業務委託 神奈川県逗子市教育委員会

稲沢市内遺跡発掘調査地下レーダ探査業務（尾張国分寺） 愛知県稲沢市教育委員会

史跡石垣山一夜城保全対策工事実施設計業務委託 神奈川県小田原市教育委員会

真脇遺跡史跡整備事業基本計画修正業務委託 石川県能登町教育委員会

北下遺跡遺構分布確認調査委託 千葉県市川市教育委員会

史跡武蔵国分寺跡事前遺構確認調査に伴う地下レーダ探査委託 東京都国分寺市教育委員会

県指定史跡鹿島76号古墳地下レーダ探査 委託業務 埼玉県川本町(現深谷市)教育委員会

物理探査業務委託(基地内遺跡ほか発掘調査）のうち磁気探査 沖縄県宜野湾市教育委員会

向羽黒山城外構跡 福島県会津本郷町(現会津美里町)教育委員会

2005平成17年度
垣ノ島A遺跡地下レーダ探査業務 北海道函館市教育委員会

稲沢市遺構分布調査尾張国分寺跡埋蔵文化財調査業務 愛知県稲沢市教育委員会

六十里越街道石畳探査事業委託 山形県村山総合支庁建設部

萩城跡遺跡分析(ガラスの蛍光X線分析) 山口県埋蔵文化財センター

平成17年度国指定史跡名越切通整備検討調査解析等業務 神奈川県逗子市教育委員会

麦島城における地下レーダ探査等業務 熊本県八代市教育委員会

仙台城清水門跡周辺地下探査業務委託 宮城県仙台市教育委員会

朝日遺跡自然科学分析 愛知県埋蔵文化財センター

白井城址本丸内地下レーダー探査委託 群馬県子持村(現渋川市)教育委員会

高住遺跡銅鐸探査 鳥取県鳥取市教育委員会

下右田遺跡遺構リン酸・カルシウム分析及び花粉分析 山口県埋蔵文化財センター

バーミヤン遺跡地下探査業務（2005年度） （独）文化財研究所

東明屋サイホン他併設水路地質調査（国史跡箕輪城址） 水資源機構群馬用水

17国補小田城跡地中レーダ探査業務委託 茨城県つくば市教育委員会

向羽黒山城跡外構え地区地中物理探査委託業務 福島県会津美里町教育委員会

重殿水源関連遺跡地下レーダー探査業務委託 群馬県太田市教育委員会

仙台城跡沢曲輪周辺電気探査業務委託 宮城県仙台市教育委員会

開法寺遺跡地下レーダ探査 香川県坂出市教育委員会

物理探査業務委託（基地内遺跡ほか発掘調査） 沖縄県宜野湾市教育委員会

2006平成18年度
史跡真脇遺跡整備基本設計業務委託 石川県能登町教育委員会

史跡萩城跡（外堀）発掘調査に係る土壌分析業務 山口県埋蔵文化財センター

平成18年度国指定史跡名越切通整備検討調査解析等業務 神奈川県逗子市教育委員会

国指定史跡名越切通整備実施計画業務委託 神奈川県逗子市教育委員会

巨勢川調整池東名遺跡保存対策検討業務 国土交通省佐賀河川総合開発工事

八幡山古郭東曲輪整備事業調査設計業務委託 神奈川県小田原市みどり公園課

青葉山公園本丸跡崖地崩落防止計画策定業務委託 宮城県仙台市建設局青葉公園整備室

18国補小田城跡地中レーダ探査業務委託 茨城県つくば市教育委員会

鶴見山古墳地下レーダー探査業務委託 福岡県八女市教育委員会

物理探査業務委託（基地内遺跡ほか発掘調査） 沖縄県宜野湾市教育委員会

岡富古川土地区画整理事業発掘調査に伴う自然科学分析 宮崎県延岡市教育委員会

史跡金山城跡整備工事－見附出丸北堀切岩盤調査－ 茂原建設株式会社

赤坂迎賓館(06)調査業務 国土交通省大臣官房官庁営繕部

「ジャワ島中部地震被災文化遺産の保存修復に係る調査協力」事業 文化遺産国際協力コンソーシアム

2007平成19年度
北牧沖田遺跡試掘調査　地下レーダー探査委託 群馬県渋川市教育委員会

平成19年度国指定史跡名越切通第1期整備実施設計業務委託 神奈川県逗子市教育委員会

平成19年度国営吉野ヶ里歴史公園園内測量及び設計業務 国土交通省九州地方整備局国営吉野ヶ里歴史公園事務所

真脇遺跡史跡整備事業　真脇川暗渠工事実施設計業務 石川県能登町教育委員会

上り熊遺跡Ⅰ地区発掘調査に係る土壌分析 山口県埋蔵文化財センター

「指定古墳等再編活用事業」に伴う、えびの市島内地下式横穴墓群地中レーダー探査業務 宮崎県教育委員会

白鳥塚古墳周辺古環境調査業務委託 愛知県名古屋市教育委員会

孫太夫山古墳地中レーダ探査業務 大阪府堺市教育委員会

埋蔵文化財発掘調査に係る古環境調査業務 熊本県教育庁

平成19年度物理探査業務委託（基地内遺跡ほか発掘調査） 沖縄県宜野湾市教育委員会

平成19年度真脇遺跡史跡整備事業　造成工事実施設計業務 石川県能登町教育委員会

吹屋糀屋遺跡試掘調査　地下レーダー探査委託 群馬県渋川市教育委員会

埋蔵文化財発掘調査に係る古環境調査業務(池上・高森古環境調査） 熊本県教育庁

グワショウ坊古墳地中レーダ探査 大阪府堺市教育委員会

ＯＹＯ　文化財調査実績　 2004～2007年度



2008平成20年度

平成20年度国指定史跡名越切通整備委員会補助業務委託 神奈川県逗子市教育委員会

史跡指定関係地中レーダ探査業務 大阪府堺市文化財課

安満遺跡地中探査業務委託 大阪府高槻市教育委員会

村国神社御旅所地中レーダー探査業務委託 ㈱ユニオン

平成20年度(都）沼津南一色線道路改良事業(埋蔵文化財発掘調査）に
伴う地中レーダー探査業務委託　　 静岡県沼津市教育委員会

大内氏館跡第34次調査地中レーダー探査 山口県山口市教育委員会

菖蒲崎貝塚周辺地質調査業務委託 秋田県由利本庄市教育委員会

隠居東窯跡遺構探査業務 (財)土岐市埋蔵文化財センター

平成20年度田村城跡地中レーダー探査業務委託 高知県南国市教育委員会
御廟表塚古墳・定の山古墳地中レーダ探査業務 大阪府堺市文化財課

平手町遺跡出土船形木棺樹種同定試験 愛知県名古屋市教育委員会

巨勢川調整池モニタリング調査整理検討業務 国土交通省佐賀河川総合開発工事

名勝観音院庭園保存修理事業に係る庭園斜面変状対策調査委託業務 観音院

平成20年度史跡小田原城跡八幡山古郭東曲輪整備工事監理業務委託 神奈川県小田原市教育委員会

2009平成21年度

行幸田寺後遺跡レーダー探査業務委託 群馬県渋川市教育委員会

安満遺跡地中探査業務 大阪府高槻市教育委員会

まんだら堂やぐら群囲い柵等設置工事施工監理等業務委託 神奈川県逗子市教育委員会

史跡闘鶏山古墳埋葬施設地中探査 大阪府高槻市教育委員会

舞鶴城公園地質解析業務委託 山梨県中北建設事務所

史跡乳岡古墳外地中レーダ探査業務 大阪府堺市文化財課

唐樋札場跡自然科学分析業務 山口県萩市教育委員会

殿村遺跡埋め戻しに係る遺構保存技術等検討業務委託 長野県松本市教育委員会

平成21年度国指定史跡名越切通強化撥水処理等業務委託 神奈川県逗子市教育委員会

黒浜貝塚物理探査及び科学分析業務委託 埼玉県蓮田市教育委員会
平成21年度公園整備工事 県単(その14) 御屋敷広場遺構探査業務 神奈川県津久井土木事務所

イドゥート石室GPR適応性確認調査 関西大学

市指定史跡「前原愛宕山古墳」レーダー探査業務 深谷市教育委員会

2010平成22年度

平成22年度国指定史跡水戸徳川家墓所保存整備事業事業監理等業務委託 財団法人水府明徳会

まんだら堂やぐら群囲い柵等設置工事施工監理等業務委託 神奈川県逗子市教育委員会

京免遺跡　Ａ・Ｂ地点　樹種同定委託一式 長野県東御市教育委員会

寺山南山古墳地中レーダ探査業務 大阪府堺市教育委員会

史跡箕輪城跡保存整備事業に伴うボーリング探査業務 群馬県高崎市教育委員会

史跡今城塚古墳地中探査 大阪府高槻市教育委員会

高槻城跡地中探査 大阪府高槻市教育委員会

小坪階段口整備工事施工監理等業務委託 神奈川県逗子市教育委員会

日本二十六聖人殉教地遺構地中レーダ探査業務委託 長崎県長崎市教育委員会

益田競馬場跡地内(窯跡)確認調査に係る物理探査業務委託 島根県益田市教育委員会

平成22年度公園整備工事　県単（その１７） 本城曲輪群遺構探査業務委託 厚木土木事務所津久井治水センター

2011平成23年度
平成23年度弘前城本丸石垣岩石鑑定業務 財）文化財建造物保存技術協会

平成23年度国指定史跡水戸德川家墓所保存整備事業事業監理等業務委託 公益財団法人　徳川ミュージアム

名勝三渓園白雲邸倉崖面崩落対策調査設計業務 財団法人　三溪園保勝会

国指定名越切通整備工事施工監理等業務委託 神奈川県逗子市教育委員会

平成23年度　大切岸岩盤状況調査及び安全対策工事実施設計等業務委託 神奈川県逗子市教育委員会

永明寺古墳遺構探査業務 埼玉県羽生市教育委員会

大内氏館跡第36次調査地中レーダー探査業務 山口県山口市教育委員会

旧慈光寺跡№63平場地中レーダー探査業務委託 埼玉県ときがわ町教育委員会

小倉城跡本郭地中レーダー探査業務委託 埼玉県ときがわ町教育委員会

2012平成24年度
城の山古墳地下レーダ探査委託 胎内市教育委員会

平成24年度名勝三溪園白雲邸倉崖面崩落対策工事設計監理業務 公益財団法人　三溪園保勝会

平成24年度国指定史跡名越切通大切岸安全対策工事施工監理等業務委託 逗子市教育委員会

国指定史跡朝夷奈切通崩落対策調査等業務 横浜市教育委員会

建長寺地下遺構探査 (開山堂・大華厳塔跡) 宗教法人　建長寺

中津居館跡地中レーダー探査業務 山口県岩国市教育委員会

花岡山・万日山遺跡群埋蔵文化財発掘調査に伴う地中レーダー探査業務 熊本県文化課

牛込見附石垣修繕工事に伴う現状変更届作成支援業務 前田建設工業㈱

旧慈光寺跡№126平場地中レーダー探査業務委託 埼玉県ときがわ町教育委員会

ＯＹＯ　文化財調査実績　 2008～2012年度



2013平成25年度

平成25年度名勝旧松波城庭園環境調査（気象観測・土壌含水比測定）業務 石川県能登町教育委員会

史跡朝夷奈切通崩落対策調査設計業務 神奈川県横浜市教育委員会

名勝三溪園崖面調査及び工事設計監理業務 公益財団法人　三溪園保勝会

平成25年度国指定史跡名越切通整備工事施工管理等業務委託 神奈川県逗子市教育委員会

平成25年度国指定史跡名越切通保存工事施工管理等業務委託 神奈川県逗子市教育委員会

平成25年度 史跡松前氏城跡福山城跡整備計画に伴う光善寺庭園遺構確認調査補助 株式会社シン技術コンサル

鶴子銀山関連遺跡ボーリング調査業務委託 新潟県佐渡市教育委員会

平成25年度西之谷遺跡金属製品地中探査業務 静岡県磐田市教育委員会

建長寺開山堂崖面崩落対策調査・地質調査及び検討業務 宗教法人　建長寺

城の山古墳外縁部地下レーダー探査業務委託 新潟県胎内市教育委員会
平成２５年度朝倉窯跡郡史跡内容確認調査業務委託 岐阜県岐阜市教育委員会

平成25年度　埋蔵文化財調査事業　常潤院跡地下レーダー探査委託 鹿児島県南さつま市教育委員会

萩反射炉壁内空隙探査業務 山口県萩市教育委員会

史跡朝夷奈切通崩落対策予備設計業務 神奈川県横浜市教育委員会

平成25年度松波城跡土壌物理試験業務 石川県能登町教育委員会

室内岩石試験 (吸水及び有効間隙率試験) 筑波大学

2014平成26年度

名勝三溪園南門崖面崩落対策工事設計監理業務 公益財団法人　三溪園保勝会

平成26年度　旧松波城庭園保存整備事業　気象観測等調査業務 石川県能登町教育委員会

平成26年度　旧松波城庭園保存整備事業　保存科学調査（地下水位観測・石材調査・土壌調査）業務 石川県能登町教育委員会

平成26年度国指定史跡名越切通まんだら堂やぐら群No.35、40やぐら保存工事施工管理等業務委託 神奈川県逗子市教育委員会

平成26年度国指定史跡名越切通大切岸整備工事施工監理等業務委託 神奈川県逗子市教育委員会

平成26年度史跡安満遺跡地中探査 大阪府高槻市教育委員会

建長寺開山堂崖面崩落対策設計・施工監理業務 宗教法人　建長寺

平成26年度朝倉窯跡群史跡内容確認調査業務委託 岐阜県岐阜市教育委員会

建長寺開山堂地下レーダー業務 宗教法人　建長寺

小隈窯跡レーダー探査及び磁気探査業務委託 福岡県筑前町教育委員会
日野江城跡地中レーダー探査業務委託 長崎県南島原市教育委員会

首羅山遺跡ボーリング調査業務委託 福岡県久山町教育委員会

市指定史跡「前原愛宕山古墳」レーダー探査業務 埼玉県深谷市教育委員会

熊本城跡レーダ探査業務委託 熊本県熊本市教育委員会

2015平成27年度

恵美須ヶ鼻造船所跡地下レーダ探査業務 山口県萩市教育委員会

熊本城石垣変位等調査業務委託 熊本県熊本市（熊本城調査研究センター）

平成27年度　国指定史跡名越切通No.23やぐら保存工事施工監理等業務委託 神奈川県逗子市教育委員会

平成27年度　国指定史跡名越切通まんだら堂やぐら群No.35やぐら天井部復元工
事設計業務委託

神奈川県逗子市教育委員会

国指定史跡唐御所横穴保存管理計画策定業務委託 栃木県那珂川町教育委員会

平成27年度　荒船風穴整備基本計画策定業務委託 群馬県下仁田町教育委員会

平成27年度　名勝旧松波城庭園気象観測等調査業務委託 石川県能登町教育委員会

平成27年度　旧松波城庭園調査業務委託 石川県能登町教育委員会

史跡朝夷奈切通（第6・7ブロック）崩落対策設計業務 神奈川県横浜市教育委員会

平成27年度史跡安満遺跡地中探査業務 大阪府高槻市教育委員会

特別名勝庭園の地中レーダ探査業務 一乗谷朝倉遺跡資料館

平成27年度史跡阿武山古墳地中探査業務 大阪府高槻市教育委員会

史跡二子塚古墳石室健全度調査業務委託 広島県福山市教育委員会

2016平成28年度
平成28年度　名勝旧松波城庭園気象観測等調査業務委託 石川県能登町教育委員会

平成28年度　国指定史跡荒船風穴基本設計業務委託 群馬県下仁田町教育委員会

平成28年度　国指定史跡名越切通まんだら堂やぐら群保存工事施工監理等業務委託 神奈川県逗子市教育委員会

唐沢山城跡地中レーダー探査業務委託 栃木県佐野市教育委員会

真福寺貝塚泥炭層総合調査業務委託 埼玉県さいたま市教育委員会

平成28年度　特別名勝一乗谷朝倉氏庭園地中レーダ探査業務委託 一乗谷朝倉遺跡資料館

建長寺同契院ボーリング調査業務 宗教法人　建長寺

平成28年度史跡安満遺跡地中探査業務 大阪府高槻市教育委員会

吉利支丹墓碑地中レーダ探査業務委託 長崎県南島原市教育委員会

駒籠楯跡遺構探査業務委託 山形県大石田町教育委員会

国史跡田熊石畑遺跡金属製埋蔵物調査業務委託 福岡県宗像市教育委員会

ＯＹＯ　文化財調査実績　 2013～2016年度



2017平成29年度

平成29年度名勝旧松波城庭園環境調査業務委託 石川県能登町

平成29年度国指定史跡名越切通まんだら堂やぐら群保存工事施工監理等業務委託 神奈川県逗子市

釜石製鉄所コークス炉地中レーダー探査 日鉄住金総研

中郷田向地内試掘調査に伴う地下レーダー探査業務委託 群馬県渋川市

片貝家ノ下遺跡地中レーダー探査業務委託 秋田県埋蔵文化財センター

梅ノ作瓦窯跡群範囲確認調査に係る磁気探査 いわき市教育文化事業団

安宅本城跡地下レーダ探査委託業務 和歌山県白浜町

安松田遺跡物理探査業務 大阪府

平成２９年度荒船風穴番舎周辺法面及び落石対策実施設計業務委託 群馬県下仁田町

平成２９年度荒船風穴番舎周辺法面及び落石対策施工管理業務委託 群馬県下仁田町

史跡埼玉古墳群保存活用計画策定業務委託 埼玉県立さきたま史跡の博物館

2018平成30年度
平成30年度国指定史跡名越切通まんだら堂やぐら群保存工事施工監理等業務 神奈川県逗子市

名古屋城石垣変位計測（試行）
名古屋城天守閣整備に伴う調査業務石垣詳細調査のうち地中レーダ探査業務

株式会社パスコ

平成30年度　名勝旧松波城庭園環境調査業務委託 石川県能登町

平成30年度　史跡埼玉古墳群保存活用計画策定業務 埼玉県立さきたま史跡の博物館

平成30年度　荒船風穴番舎遺構ゾーン実施設計業務 群馬県下仁田町

平成30年度　荒船風穴保存工事実施設計業務 群馬県下仁田町

尾張国分寺跡地下レーダー探査業務 愛知県稲沢市内遺跡発掘調査委員会

沼田城遺跡発掘調査に係る地中レーダー探査業務委託 群馬県沼田市

重要文化財建長寺昭堂地質調査 宗教法人　建長寺

秋芳洞内測量・秋芳洞内通路調査及び設計検討業務委託 山口県美祢市

加瀬台３号墳石室保存修理委託 神奈川県川崎市

片貝家ノ下遺跡地中レーダー探査業務委託 秋田県埋蔵文化財センター

30埋文第17号　新堀川地中レーダ探査委託業務 高知県埋蔵文化財センター

2019平成31年度・令和元年度
平成31年度国指定史跡名越切通まんだら堂やぐら群保存工事施工監理等業務 神奈川県逗子市

国指定名越切通誠行社脇斜面調査業務委託 神奈川県逗子市

盛岡城跡公園吹上坂石垣養生実施設計業務委託 岩手県盛岡市

橋野高炉跡石垣微動調査業務 岩手県釜石市

沼田城遺跡発掘調査に係る地中レーダー探査業務委託 群馬県沼田市

平成３１年度　真脇遺跡地下水位観測調査業務委託 石川県能登町

観音院庭園変状調査 ㈱空間文化開発機構

丸亀城石垣崩落復旧に伴う地質業務委託 鹿島建設株式会社

片貝家ノ下遺跡地中レーダー探査業務委託 秋田県埋蔵文化財センター

守山大塚古墳地中レーダー調査 長崎県雲仙市

令和元年度　東谷風穴電気探査業務委託 群馬県中之条町

熊本城本丸東側通路地下レーダ探査業務委託 熊本県熊本市

丸亀城三の丸地中レーダ探査業務委託 香川県丸亀市

琉球石灰岩の物性試験 文化庁

令和元年度旧松波城庭園歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業環境調査等業務
委託

石川県能登町

（2020年3月現在）

ＯＹＯ　文化財調査実績　 2017年度～


