
④部長・事務所長表彰（業務） （五十音順）

会員名 名称 整備局名 事務所名 ＪＶ

阿武隈川上流航空測量業務 東北地方整備局 福島河川国道事務所

R1高崎管内航空レーザ測量業務 関東地方整備局 高崎河川国道事務所

H31年度　矢作川流域圏地域連携業務 中部地方整備局 豊橋河川事務所

H30年度　浜松管内防災点検業務 中部地方整備局 浜松河川国道事務所

（株）東コンサルタント
阿武隈川上流本宮地区洪水痕跡調査業
務

東北地方整備局 福島河川国道事務所

阿武隈川上流郡山下流地区緊急調査業
務

東北地方整備局 福島河川国道事務所

H31富士川水系河川環境情報整理検討
業務

関東地方整備局 甲府河川国道事務所

H30年度　多治見砂防妻木管内詳細設計
業務

中部地方整備局 多治見砂防国道事務所

H31年度　駿河蒲原海岸生態系調査業務 中部地方整備局 静岡河川事務所

H31年度　設楽ダム希少魚類生息調査業
務

中部地方整備局 設楽ダム工事事務所

H31年度　新丸山ダム環境モニタリング調
査業務

中部地方整備局 新丸山ダム工事事務所

紀の川ダム統管管内河川水辺の国勢調
査等業務

近畿地方整備局 紀の川ダム統合管理事務所

広島西部山系飯室上畠地区砂防堰堤修
正設計業務

中国地方整備局 広島西部山系砂防事務所

皆生海岸施設改良他検討業務 中国地方整備局 日野川河川事務所

H30年度　森山堤防設計外業務 四国地方整備局 高知河川国道事務所

H30年度　肝属川水系水辺現地調査（河
川環境基図作成）業務

九州地方整備局 大隅河川国道事務所

大分川ダム周辺環境調査業務 九州地方整備局 大分河川国道事務所

H31年度　北部ダム生態系保全調査業務 沖縄総合事務局 北部ダム統合管理事務所

H31年度　芦田川水辺現地調査（鳥類）業
務

中国地方整備局 福山河川国道事務所

H31年度　物部川・仁淀川魚類外調査業
務

四国地方整備局 高知河川国道事務所

H31年度　宮崎管内環境調査外業務 九州地方整備局 宮崎河川国道事務所

（株）エイト日本技術開発
H30年度　富士山北麓砂防施設詳細設計
業務

中部地方整備局 富士砂防事務所

エヌシーイー（株）
H30年度　湯沢砂防事務所管内設計（そ
の３）業務

北陸地方整備局 湯沢砂防事務所

阿武隈川下流被災原因調査・分析業務 東北地方整備局 仙台河川国道事務所

鳴瀬川水系水辺現地調査（底生動物） 東北地方整備局 北上川下流河川事務所

成瀬ダム地すべり観測等業務 東北地方整備局 成瀬ダム工事事務所

玉川ダム周辺地すべり調査解析業務 東北地方整備局 玉川ダム管理所

胆沢ダム外自然環境調査 東北地方整備局 北上川ダム統合管理事務所

最上川水系ダム水辺現地調査（鳥類等）
業務

東北地方整備局 最上川ダム統合管理事務所

H31年度　横瀬川ダム貯水池法面管理外
業務

四国地方整備局 渡川ダム統合管理事務所

H31年度　大渡ダム斜面観測業務 四国地方整備局 大渡ダム管理所

R1年度　鹿野川ダム湖斜面地質調査業
務

四国地方整備局 山鳥坂ダム工事事務所

H30年度　肱川管内地質調査業務 四国地方整備局 大洲河川国道事務所

六角川水系堤防外調査計画設計 九州地方整備局 武雄河川事務所

アジア航測（株）

いであ（株）

（株）ウエスコ

応用地質（株）



H31下館管内築堤護岸修正設計（その１）
業務

関東地方整備局 下館河川事務所 ○

R1外郭放水路広報施設等検討業務 関東地方整備局 江戸川河川事務所

麻生津地区樋門詳細設計他業務 近畿地方整備局 和歌山河川国道事務所

H31年度　旧吉野川堤防耐震検討外業務 四国地方整備局 徳島河川国道事務所

H31年度　矢部川北浦樋管詳細設計外業
務

九州地方整備局 筑後川河川事務所

天塩川上流　河川構造物調査設計業務 北海道開発局 旭川開発建設部

無加川河床低下対策検討外業務 北海道開発局 網走開発建設部

（一財）河川情報センター
H30年度　四国管内洪水予測システム構
築業務

四国地方整備局 河川部 ○

関東建設マネジメント（株） 八ッ場ダム試験湛水管理支援業務 関東地方整備局 利根川ダム統合管理事務所

（株）九州開発エンジニヤリング
H30年度　球磨川堤防点検及び調査設計
業務

九州地方整備局 八代河川国道事務所

（一社）九州地域づくり協会
R1年度　川内川河川事務所管内河川管
理施設監理検討業務

九州地方整備局 川内川河川事務所 ○

（株）協和コンサルタンツ H31水源地域活性化対策推進検討業務 関東地方整備局 鬼怒川ダム統合管理事務所

由良川水文観測所維持管理等業務 近畿地方整備局 福知山河川国道事務所

熊野川水文観測所維持管理他業務 近畿地方整備局 紀南河川国道事務所

釜房ダム水辺現地調査（底生動物・ダム
湖利用実態調査）業務

東北地方整備局 釜房ダム管理所

雄物川上流十文字管内河川管理施設監
理検討業務

東北地方整備局 湯沢河川国道事務所 ○

小川原湖水環境調査検討業務 東北地方整備局 高瀬川河川事務所

H31年度　多摩川魚類遡上等調査業務 関東地方整備局 京浜河川事務所

H31荒川上流管内生態系調査検討業務 関東地方整備局 荒川上流河川事務所

H31鬼怒川・小貝川水辺現地調査（魚類・
空間利用実態）業務

関東地方整備局 下館河川事務所

H31年度　三国川ダム水辺現地調査（両
生類等）及び下流河川環境調査業務

北陸地方整備局 三国川ダム管理所

H31年度　美和ダム・小渋ダム管理フォ
ローアップ検討業務

中部地方整備局 天竜川ダム統合管理事務所

H31年度　設楽ダム環境監視調査業務 中部地方整備局 設楽ダム工事事務所

大和川環境特性調査業務 近畿地方整備局 大和川河川事務所

管内河川水質現況等とりまとめ業務 近畿地方整備局 近畿技術事務所

日野川水辺現地調査（魚類・空間利用実
態調査）業務

中国地方整備局 日野川河川事務所

八田原ダム水質環境保全対策外検討業
務

中国地方整備局 八田原ダム管理所 ○

H31年度　吉野川環境調査業務 四国地方整備局 吉野川ダム統合管理所

厚真川水系日高幌内川水理模型実験検
討外業務

北海道開発局 室蘭開発建設部

網走湖青潮発生解析検討業務 北海道開発局 網走開発建設部

赤川河道計画等検討業務 東北地方整備局 酒田河川国道事務所

浅瀬石川ダム総合点検業務 東北地方整備局 岩木川ダム統合管理事務所

雄物川下流向野陸閘詳細設計業務 東北地方整備局 秋田河川国道事務所

H30･31鬼怒川・小貝川水理解析検討業
務

関東地方整備局 下館河川事務所

H31烏川・神流川減災対策検討業務 関東地方整備局 高崎河川国道事務所

円山川災害対策支援システム改良業務 近畿地方整備局 豊岡河川国道事務所

大和川河川整備効果他とりまとめ業務 近畿地方整備局 大和川河川事務所

（株）近畿地域づくりセンター

（株）建設環境研究所

（株）建設技術研究所

（株）オリエンタルコンサルタンツ

（株）開発工営社



淀川下流環境保全調査業務 近畿地方整備局 淀川河川事務所

紀の川ダム治水効果検討業務 近畿地方整備局 紀の川ダム統合管理事務所

H30年度　四国管内洪水予測システム構
築業務

四国地方整備局 河川部 ○

H30年度　那賀川水系洪水処理方策検討
業務

四国地方整備局 那賀川河川事務所

R1年度　鹿野川ダム運用計画検討業務 四国地方整備局 山鳥坂ダム工事事務所

H31年度　吉野川堤防浸透リスク評価検
討業務

四国地方整備局 徳島河川国道事務所

H30･H31年度　白川管内利水関連施設
調査検討業務

九州地方整備局 熊本河川国道事務所

H30年度　大野川河道安定化対策工法検
討業務

九州地方整備局 大分河川国道事務所

H31江戸川管内防災施設等検討業務 関東地方整備局 江戸川河川事務所

R1年度　下新川海岸（黒部地区）深浅測
量業務

北陸地方整備局 黒部河川事務所

（株）ジェーエステック
H31下館管内築堤護岸修正設計（その１）
業務

関東地方整備局 下館河川事務所 ○

（一財）水源地環境センター
H30-31那珂川魚類迷入防止対策検討業
務

関東地方整備局 霞ヶ浦導水工事事務所 ○

中央開発（株） H30東泉沢・大堀沢西流域地質調査業務 関東地方整備局 利根川水系砂防事務所

H31年度　浜松河川管理施設等監理検討
業務

中部地方整備局 浜松河川国道事務所 ○

H31年度　柚木箇所樋門設計外業務 四国地方整備局 大洲河川国道事務所

H31年度　中部地整管内流量観測高度化
検討業務

中部地方整備局 中部技術事務所

大規模土砂災害ＩＣＴ等利活用調査業務 近畿地方整備局 近畿技術事務所

太田川高水計画外検討業務 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
H31年度　浜松河川管理施設等監理検討
業務

中部地方整備局 浜松河川国道事務所 ○

馬淵大堰魚道遡上調査検討業務 東北地方整備局 青森河川国道事務所

玉川ダム下流域浸水想定等検討業務 東北地方整備局 玉川ダム管理所

H31八斗島総合観測及び河床状況調査
検討業務

関東地方整備局 利根川上流河川事務所

H31年度　矢作ダム下流域浸水想定図検
討業務

中部地方整備局 矢作ダム管理所

大滝ダム洪水予測システム検討業務 近畿地方整備局 紀の川ダム統合管理事務所

塔の島地区河川改修計画取りまとめ業
務

近畿地方整備局 淀川河川事務所

温井ダム下流河川浸水想定区域検討他
業務

中国地方整備局 温井ダム管理所

H30年度　球磨川水系治水計画検討等業
務

九州地方整備局 八代河川国道事務所

H31年度　遠賀川水系危機管理検討業務 九州地方整備局 遠賀川河川事務所

H31年度　花月川河道設計検討外業務 九州地方整備局 筑後川河川事務所

H30年度　嘉瀬川水系低水管理検討業務 九州地方整備局 佐賀河川事務所

H30･31年度　六角川水系総合治水対策
検討業務

九州地方整備局 武雄河川事務所

H30年度　本明川水系治水計画検討業務 九州地方整備局 長崎河川国道事務所

耶馬渓ダム緊急対策（放流警報装置 配
置計画等）検討業務

九州地方整備局 山国川河川事務所

鶴田ダム洪水対応強化等検討業務 九州地方整備局 鶴田ダム管理所

H31年度　緑川ダム防災対策検討業務 九州地方整備局 緑川ダム管理所

北上川上流樋門無動力他設計業務 東北地方整備局 岩手河川国道事務所

H30年度　高原川流域砂防施設設計その
２業務

北陸地方整備局 神通川水系砂防事務所

（株）東京建設コンサルタント

東京コンサルタンツ（株）

（株）建設技術研究所

国際航業（株）

中央コンサルタンツ（株）

中電技術コンサルタント（株）



（株）日水コン 茨戸川水環境改善運用検討業務 北海道開発局 札幌開発建設部

千歳川築堤盛土安定解析外業務 北海道開発局 札幌開発建設部

河道掘削手法検討業務 東北地方整備局 東北技術事務所

北上川下流管内堰制御設備設計業務 東北地方整備局 北上川下流河川事務所

丸森町内川流域の砂防施設調査設計 東北地方整備局 仙台河川国道事務所

成瀬ダムダムサイト左岸地質検討業務 東北地方整備局 成瀬ダム工事事務所

H31八ッ場ダム工事事務所管内地質調査
（その１）

関東地方整備局 八ッ場ダム工事事務所

H31利根砂防設備等調査業務 関東地方整備局 利根川水系砂防事務所

H31年度　越美山系砂防事業効果整理検
討業務

中部地方整備局 越美山系砂防事務所

H30年度　設楽ダム地質解析業務 中部地方整備局 設楽ダム工事事務所

R1年度　天竜川水系大規模土砂災害監
視システム検討業務

中部地方整備局 天竜川上流河川事務所

R1年度　鈴鹿川地質調査業務 中部地方整備局 三重河川国道事務所

H30年度　木曽三川下流部自然再生計画
検討業務

中部地方整備局 木曽川下流河川事務所

姫路管内樋門等耐震性能照査業務 近畿地方整備局 姫路河川国道事務所

大滝ダム挙動観測業務 近畿地方整備局 紀の川ダム統合管理事務所

H31年度　野村ダム貯水池周辺地質検討
業務

四国地方整備局 肱川ダム統合管理事務所

H30年度　行川支川砂防堰堤測量設計業
務

四国地方整備局 四国山地砂防事務所

R1年度　遠賀川管内樋管統廃合検討業
務

九州地方整備局 遠賀川河川事務所

H31年度　サンゴ礁海岸の保全・形成促
進に関する調査検討業務

沖縄総合事務局 開発建設部 ○

大滝ダム等堤体観測挙動解析業務 近畿地方整備局 紀の川ダム統合管理事務所

加古川事業進捗資料等作成業務 近畿地方整備局 姫路河川国道事務所

H30年度　大淀川水系ダム群再生検討業
務

九州地方整備局 宮崎河川国道事務所

北上川下流管内河口部堤防復旧施工監
理設計業務

東北地方整備局 北上川下流河川事務所 ○

米代川河道管理検討業務 東北地方整備局 能代河川国道事務所

名取川河川計画検討業務 東北地方整備局 仙台河川国道事務所

H30-31那珂川魚類迷入防止対策検討業
務

関東地方整備局 霞ヶ浦導水工事事務所 ○

H30年度　西湘海岸施設整備手法等検討
業務

関東地方整備局 京浜河川事務所

H31年度　雲出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

表層崩壊発生危険斜面抽出手法調査業
務

近畿地方整備局 紀伊山系砂防事務所

R1宮城県内水質・底質分析業務 東北地方整備局 東北技術事務所

R1阿武隈川上流水質分析業務 東北地方整備局 福島河川国道事務所

（株）ピーエムコンサルタント 福井河川関係調査設計資料整理業務 近畿地方整備局 福井河川国道事務所

（株）北海道技術コンサルタント 千歳川遊水地維持管理検討外業務 北海道開発局 札幌開発建設部　千歳川河川事務所

北上川下流管内（石巻地区）工事監督支
援業務

東北地方整備局 北上川下流河川事務所 ○

北上川・鳴瀬川堰管理支援業務 東北地方整備局 北上川下流河川事務所

阿武隈川上流伊達地区緊急調査業務 東北地方整備局 福島河川国道事務所

最上川中流畑地区揚水施設等詳細設計
業務

東北地方整備局 新庄河川事務所

みちのくコンサルタント（株）

三井共同建設コンサルタント（株）

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）パスク



H30高田排水樋管詳細設計業務 関東地方整備局 利根川下流河川事務所

H30年度　東九州道渓流対策検討設計業
務

九州地方整備局 宮崎河川国道事務所 ○

牛津川右岸堤防外設計 九州地方整備局 武雄河川事務所

十勝川水系排水計画検討業務 北海道開発局 帯広開発建設部その他

月山ダム堤体観測監視業務 東北地方整備局 月山ダム管理所

津軽ダム堤体挙動評価業務 東北地方整備局 岩木川ダム統合管理事務所

H30新潟海岸保全施設検討外業務 北陸地方整備局 信濃川下流河川事務所

H30年度　庄内川総合排水計画検討業務 中部地方整備局 庄内川河川事務所

川内川水系治水施設概略検討業務 九州地方整備局 川内川河川事務所

H30年度　緑川管内河川防災拠点整備計
画検討業務

九州地方整備局 熊本河川国道事務所

（公財）リバーフロント研究所
R1年度　生態学的な観点から河川特性
の評価に関する調査検討業務

中部地方整備局 河川部

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）


