
④優良業務（部長・事務所長表彰） （会員名　五十音順）

会員名 業務名 整備局名 事務所名 ＪＶ

朝日航洋（株） 森吉山ダム堆砂測量 東北地方整備局 能代河川国道事務所

Ｈ３０片品川流域流木処理方針検討業務 関東地方整備局 利根川水系砂防事務所

平成３０年度高原川流域河床変動計測
及び検討業務

北陸地方整備局 神通川水系砂防事務所

熊野川流域土砂動態検討業務 近畿地方整備局 紀伊山系砂防事務所

平成３０年度江の川上流流量観測業務 中国地方整備局 三次河川国道事務所

斐伊川外両生類・爬虫類・哺乳類調査業
務

中国地方整備局 出雲河川事務所

温井ダム貯水池内地形三次元測量業務 中国地方整備局 温井ダム管理所

高瀬川治水対策調査検討業務 東北地方整備局 高瀬川河川事務所

北上川上流河川改修事業評価検討業務 東北地方整備局 岩手河川国道事務所

最上川水系洪水予測システム構築業務 東北地方整備局 山形河川国道事務所

Ｈ３０利根川上流水辺現地調査（植物）業
務

関東地方整備局 利根川上流河川事務所

平成３０年度　天竜川水系流木対策設計
業務

中部地方整備局 天竜川上流河川事務所

平成３０年度　小渋ダム土砂バイパス環
境調査業務

中部地方整備局 天竜川ダム統合管理事務所

平成２９年度　設楽ダム希少魚類飼育繁
殖業務

中部地方整備局 設楽ダム工事事務所

平成２９年度　宮川河道計画検討業務 中部地方整備局 三重河川国道事務所

九頭竜川自然再生事業フォローアップ業
務

近畿地方整備局 福井河川国道事務所

熊野川維持管理計画業務 近畿地方整備局 紀南河川国道事務所

琵琶湖水陸移行帯モニタリング業務 近畿地方整備局 琵琶湖河川事務所

平成３０年度　四万十川環境管理基図作
成業務

四国地方整備局 中村河川国道事務所

平成３０年度北部ダム下流河川等環境調
査業務

沖縄総合事務局 北部ダム統合管理事務所

（株）ウエスコ
弥栄ダム水辺現地調査（両生類・爬虫
類・哺乳類）業務

中国地方整備局 弥栄ダム管理所

（株）ウヌマ地域総研
雄物川下流（秋田地区）平成 30 年 5 月
洪水痕跡調査

東北地方整備局 秋田河川国道事務所

浅瀬石川ダム水辺現地調査（陸上昆虫
類等）業務

東北地方整備局 岩木川ダム統合管理事務

七ヶ宿ダム水辺現地調査（陸上昆虫類）
業務

東北地方整備局 七ヶ宿ダム管理所

玉川ダム水辺現地調査（陸上昆虫類等）
業務

東北地方整備局 玉川ダム管理所

三春ダム水辺現地調査（陸上昆虫類）業
務

東北地方整備局 三春ダム管理所

平成３０年度佐波川水辺現地調査（魚
類・底生動物外）業務

中国地方整備局 山口河川国道事務所

平成３０年度京浜管内河川管理施設監
理検討業務

関東地方整備局 京浜河川事務所 ○

Ｈ３０甲府河川管理施設監理検討業務 関東地方整備局 甲府河川国道事務所 ○

（一財）河川情報センター
平成３０年度中国管内水文観測データ品
質照査検討業務

中国地方整備局 河川部

（一社）河川ポンプ施設技術協会 毛馬排水機場ポンプ設備診断他業務 近畿地方整備局 淀川河川事務所 ○

川崎地質（株） 雄物川下流芝野地区堤防強化検討業務 東北地方整備局 秋田河川国道事務所

（株）九州開発エンジニヤリング
平成３０年度白川・緑川堤防点検及び築
堤護岸設計業務

九州地方整備局 熊本河川国道事務所

九州建設コンサルタント（株） 番匠川河川整備計画検討業務 九州地方整備局 佐伯河川国道事務所

（株）近畿地域づくりセンター 円山川水文水質観測所維持管理業務 近畿地方整備局 豊岡河川国道事務所

アジア航測（株）

（株）荒谷建設コンサルタント

いであ（株）

応用地質（株）

（株）オリエンタルコンサルタンツ



鳥海ダム植物等調査 東北地方整備局 鳥海ダム工事事務所

田瀬ダム水質検討業務 東北地方整備局 北上川ダム統合管理事務所 ○

Ｈ３０北千葉導水路管理フォローアップ検
討業務

関東地方整備局 利根川下流河川事務所

Ｈ３０品木ダム安全性調査検討業務 関東地方整備局 品木ダム水質管理所

平成３０年度　小里川ダムフォローアップ
報告書作成業務

中部地方整備局 庄内川河川事務所

土師ダム定期検査資料作成業務 中国地方整備局 土師ダム管理所

平成３０年度筑後川矢部川環境検討調
査外業務

九州地方整備局 筑後川河川事務所

ウメボシ樋門詳細設計外業務 北海道開発局 札幌開発建設部

馬淵川整備計画等検討業務 東北地方整備局 青森河川国道事務所

米代川河川整備計画検討業務 東北地方整備局 能代河川国道事務所

銅山川流域ほか流木対策等検討業務 東北地方整備局 新庄河川事務所

阿武隈川上流河川環境整備検討業務 東北地方整備局 福島河川国道事務所

阿武隈川上流河川整備検討業務 東北地方整備局 福島河川国道事務所

北上川ダム堆砂対策検討業務 東北地方整備局 北上川ダム統合管理事務所 ○

最上川ダム統管機械設備改修設計業務 東北地方整備局 最上川ダム統合管理事務所

三春ダム放流警報設備設計業務 東北地方整備局 三春ダム管理所

Ｈ２９霞ヶ浦事業評価検討業務 関東地方整備局 霞ヶ浦河川事務所

Ｈ２９霞ヶ浦導水事業関連検討業務 関東地方整備局 霞ヶ浦導水工事事務所

Ｈ３０利根川上流管内河道解析検討業務 関東地方整備局 利根川上流河川事務所

平成２９年度　矢作ダム排砂施設水理模
型実験検討業務

中部地方整備局 矢作ダム管理所

淀川水系水利用検討業務 近畿地方整備局 河川部

近畿地方整備局管内洪水予測システム
構築業務

近畿地方整備局 河川部

水海川分水施設他設計業務 近畿地方整備局 足羽川ダム工事事務所

猪名川河道計画資料作成業務 近畿地方整備局 猪名川河川事務所

紀の川ダム治水効果検証業務 近畿地方整備局 紀の川ダム統合管理事務所

福井管内河川事業進捗点検他業務 近畿地方整備局 福井河川国道事務所

円山川河川管理施設監理検討業務 近畿地方整備局 豊岡河川国道事務所 ○

平成２９年度　重信川治水計画検討業務 四国地方整備局 松山河川国道事務所

平成３０年度　肱川河道管理計画外検討
業務

四国地方整備局 大洲河川国道事務所

平成３０年度　鹿野川ダム水質総合検討
業務

四国地方整備局 山鳥坂ダム工事事務所

平成３０年度　高知海岸保全技術検討業
務

四国地方整備局 高知河川国道事務所

平成３０年度　早明浦ダム濁水対策検討
業務

四国地方整備局 吉野川ダム統合管理事務所

平成２９・３０年度松浦川事業評価及び調
査検討業務

九州地方整備局 武雄河川事務所

湛水地斜面検討業務 九州地方整備局 立野ダム工事事務所

下筌ダム耐震性能照査検討業務 九州地方整備局 筑後川ダム統管 ○

（株）建設マネジメント北陸
平成２８・２９・３０年度大町ダム管理支援
業務

北陸地方整備局 大町ダム管理所

仙台湾沿岸深浅測量業務 東北地方整備局 仙台河川国道事務所

（株）建設技術研究所

国際航業（株）

（株）建設環境研究所



管内流木対策施設配置計画検討業務 北陸地方整備局 松本砂防事務所

平成３０年度　四国中部地区航空レーザ
計測業務

四国地方整備局 四国山地砂防事務所

（株）シーエム・エンジニアリング 平成３０年度岡山河川積算技術業務 中国地方整備局 岡山河川事務所 ○

（一社）四国クリエイト協会
平成３０年度　桑野川引堤事業関連資料
整理業務

四国地方整備局 那賀川河川事務所

四国建設コンサルタント（株）
平成２９ー３０年度　山鳥坂ダム工事用道
路外測量設計業務

四国地方整備局 山鳥坂ダム工事事務所

（株）シビル設計 成瀬ダム積算技術業務 東北地方整備局 成瀬ダム工事事務所 ○

成瀬ダム景観検討業務 東北地方整備局 成瀬ダム工事事務所 ○

北上川ダム堆砂対策検討業務 東北地方整備局 北上川ダム統合管理事務所 ○

田瀬ダム水質検討業務 東北地方整備局 北上川ダム統合管理事務所 ○

殿ダム定期検査資料作成業務 中国地方整備局 鳥取河川国道事務所

平成３０年度　中筋川ダム群連携利活用
外検討業務

四国地方整備局 中筋川総合開発工事事務所 ○

平成３０年度　木曽三川下流部水環境調
査業務

中部地方整備局 木曽川下流河川事務所

平成３０年度　天竜川上流用地関係資料
作成整理等業務

中部地方整備局 天竜川上流河川事務所

平成３０年度　鈴鹿川雲出川等築堤護岸
詳細設計業務

中部地方整備局 三重河川国道事務所

（一財）ダム技術センター 下筌ダム耐震性能照査検討業務 九州地方整備局 筑後川ダム統管 ○

中央開発（株） Ｈ２９八ッ場ダム代替地設計業務 関東地方整備局 八ッ場ダム工事事務所 ○

中央復建コンサルタンツ（株）
平成３０年度　吉野川水系環境事業評価
検討業務

四国地方整備局 徳島河川国道事務所

栗平川他砂防施設設計業務 近畿地方整備局 紀伊山系砂防事務所

芦田川父石地区河道検討外業務 中国地方整備局 福山河川国道事務所

太田川整備計画外検討業務 中国地方整備局 太田川河川事務所

（一社）中部地域づくり協会
平成３０年度　豊川河川管理施設等監理
検討業務

中部地方整備局 豊橋河川事務所

成瀬ダム景観検討業務 東北地方整備局 成瀬ダム工事事務所 ○

Ｈ３０鬼怒川・小貝川環境整備検討業務 関東地方整備局 下館河川事務所

平成２９年度　木曽川水系治水効果分析
検討業務

中部地方整備局 木曽川上流河川事務所

円山川河川整備効果資料とりまとめ業務 近畿地方整備局 豊岡河川国道事務所

猪名川事業推進地域連携調査業務 近畿地方整備局 猪名川河川事務所

馬路川排水機場他機械設備詳細設計業
務

近畿地方整備局 姫路河川国道事務所

鳴鹿大堰フォローアップ調査業務 近畿地方整備局 福井河川国道事務所

東京コンサルタンツ（株） Ｈ２９足立右岸地区他盛土設計検討業務 関東地方整備局 荒川下流河川事務所

北村遊水地事業計画検討業務 北海道開発局 札幌開発建設部

石狩川上流・天塩川上流　河川事業計画
検討業務

北海道開発局 旭川開発建設部

釧路湿原自然再生事業検討業務 北海道開発局 釧路開発建設部 ○

十勝川水系環境事業検討業務 北海道開発局 帯広開発建設部

中日本建設コンサルタント（株）
平成３０年度　新丸山ダム大西瑞浪線法
面設計業務

中部地方整備局 新丸山ダム工事事務所

西日本技術開発（株）
平成３０年度遠賀川水系水辺現地調査
（魚類）業務

九州地方整備局 遠賀川河川事務所

ニタコンサルタント（株） 平成３０年度　西井川箇所外測量業務 四国地方整備局 徳島河川国道事務所

（株）日水コン Ｈ３０荒川上流防災施設検討業務 関東地方整備局 荒川上流河川事務所

国際航業（株）

（一財）水源地環境センター

玉野総合コンサルタント（株）

中電技術コンサルタント（株）

（株）東京建設コンサルタント

（株）ドーコン



日鉄鉱コンサルタント（株）
平成３０年度遠賀川管内維持修繕測量
設計業務

九州地方整備局 遠賀川河川事務所

石狩放水路外被災箇所復旧工法検討業
務

北海道開発局 札幌開発建設部

厚真川水系日高幌内川斜面崩壊対策設
計外業務

北海道開発局 室蘭開発建設部

鳴瀬川総合開発基礎岩盤特性検討業務 東北地方整備局 鳴瀬川総合開発工事事務所 ○

Ｈ３０北千葉導水路モニタリング計画検討
業務

関東地方整備局 利根川下流河川事務所

清津川下流地区渓流保全工施設配置計
画検討及び水理模型実験業務

北陸地方整備局 湯沢砂防事務所

平成３０年度　由比地区地すべり対策施
設詳細設計業務

中部地方整備局 富士砂防事務所

足羽川ダム地すべり等対策詳細設計業
務

近畿地方整備局 足羽川ダム工事事務所

毛馬排水機場ポンプ設備診断他業務 近畿地方整備局 淀川河川事務所 ○

大滝ダム特定外来生物対策検討業務 近畿地方整備局 紀の川ダム統合管理事務所

大和川流域総合治水対策整備効果とり
まとめ業務

近畿地方整備局 大和川河川事務所

河川機械設備設計業務 近畿地方整備局 福井河川国道事務所

天ヶ瀬ダム再開発生物調査業務 近畿地方整備局 琵琶湖河川事務所

紀の川維持管理効率化・最適化とりまと
め等業務

近畿地方整備局 和歌山河川国道事務所

天ヶ瀬ダム再開発制御処理設備詳細設
計業務

近畿地方整備局 琵琶湖河川事務所

小田川堤防詳細設計外業務 中国地方整備局 岡山河川事務所

平成２９年度　重信川危機管理検討業務 四国地方整備局 松山河川国道事務所

平成３０年度　渡川水系排水作業準備計
画検討業務

四国地方整備局 中村河川国道事務所

平成３０年度　中筋川ダム群連携利活用
外検討業務

四国地方整備局 中筋川総合開発工事事務所 ○

平成３０年度　野村ダム漏水対策検討外
業務

四国地方整備局 野村ダム管理所

赤谷川流域測量設計外業務 九州地方整備局 筑後川河川事務所

遠賀川水系勝野地区築堤基礎地盤対策
検討及び実施設計業務

九州地方整備局 遠賀川河川事務所

長井ダム堤体モニタリング業務 東北地方整備局 最上川ダム統合管理事務所

Ｈ３０浅間山監視設備外設計業務 関東地方整備局 利根川水系砂防事務所

平成３０年度宇奈月ダム排砂計画検討業
務

北陸地方整備局 黒部河川事務所

淀川管内堤防質的整備照査とりまとめ他
業務

近畿地方整備局 淀川河川事務所 ○

由良川河川整備計画関係資料作成業務 近畿地方整備局 福知山河川国道事務所

最上川上流環境整備測量設計業務 東北地方整備局 山形河川国道事務所

最上川中流蔵岡地区浸水被害調査解析
等業務

東北地方整備局 新庄河川事務所

東北東部地区河川管理施設点検調査業
務

東北地方整備局 東北技術事務所

平成３０年度千曲川中流域自然再生検
討業務

北陸地方整備局 千曲川河川事務所

平成３０年度　天竜川上流河川管理施設
等監理検討業務

中部地方整備局 天竜川上流河川事務所

平成３０年度岡山三川河川管理施設監
理検討業務

中国地方整備局 岡山河川事務所

（株）パスク
平成２８年度～平成３０年度 鳴子ダム管
理支援業務

東北地方整備局 鳴子ダム管理所

Ｈ３０日光砂防管内砂防施設測量業務
（その１）

関東地方整備局 日光砂防事務所

平成３０年度　多治見砂防木曽川水系砂
防施設予備設計業務

中部地方整備局 多治見砂防国道事務所

野洲川定期縦横断測量業務 近畿地方整備局 琵琶湖河川事務所

日本工営（株）

（株）ニュージェック

パシフィックコンサルタンツ（株）

（株）パスコ



平成２８年度　長島ダム管理支援業務 中部地方整備局 長島ダム管理所

平成３０年度　越美山系砂防設計資料作
成業務

中部地方整備局 越美山系砂防事務所 ○

（株）フジタ
平成３０年度　たかたび護岸測量設計業
務

四国地方整備局 四国山地砂防事務所

豊国工業（株） 北上川ダム施設監理検討業務 東北地方整備局 北上川ダム統合管理事務所 ○

（一財）北海道河川財団 釧路湿原自然再生事業検討業務 北海道開発局 釧路開発建設部 ○

（株）北海道技術コンサルタント 当別地区自然環境調査検討業務 北海道開発局 札幌開発建設部

みちのくコンサルタント（株） 成瀬ダム積算技術業務 東北地方整備局 成瀬ダム工事事務所 ○

さみだれ大堰ゲート更新詳細設計等業務 東北地方整備局 酒田河川国道事務所

Ｈ３０根小屋地区樋管詳細設計他業務 関東地方整備局 高崎河川国道事務所

加古川下滝野地区樋門詳細設計業務 近畿地方整備局 姫路河川国道事務所

平成３０年度京浜河川管内洪水防災情
報検討業務

関東地方整備局 京浜河川事務所

平成３０年度関川水系治水対策海域影
響検討業務

北陸地方整備局 高田河川国道事務所

平成３０年度　風水害意識向上方策検討
業務

中部地方整備局 河川部

加古川平荘地区堰改築予備設計業務 近畿地方整備局 姫路河川国道事務所

河川維持管理技術向上に関する業務 近畿地方整備局 近畿技術事務所

天神川減災対策検討業務 中国地方整備局 倉吉河川国道事務所

平成３０年度　四国山地土砂洪水氾濫影
響評価手法検討業務

四国地方整備局 四国山地砂防事務所

平成２９年度　筑後川中流部河川整備検
討業務

九州地方整備局 筑後川河川事務所

平成２９年度六角川永野地区地質調査
解析及び法面安定性検討業務

九州地方整備局 武雄河川事務所

（一社）パブリックサービス

三井共同建設コンサルタント（株）

八千代エンジニヤリング（株）


