
③優良業務（局長表彰） （会員名　五十音順）

会員名 業務名 整備局名 事務所名 ＪＶ

Ｈ３０鬼怒川上流ダム群貯水池堆砂測量
他業務

関東地方整備局 鬼怒川ダム統合管理事務所

平成３０年度姫川航空レーザ測量及び定
期横断測量業務

北陸地方整備局 高田河川国道事務所

（株）荒谷建設コンサルタント 太田川矢口第一流量観測外業務 中国地方整備局 太田川河川事務所

岩木川樹木管理計画検討業務 東北地方整備局 青森河川国道事務所

Ｈ３０宮ヶ瀬ダム管内水辺現地調査（底生
動物）業務

関東地方整備局
相模川水系広域ダム管理事
務所

平成３０年度神通川河床土砂動態把握に
関する検討業務

北陸地方整備局 富山河川国道事務所

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

平成３０年度大淀川水系砂防自然環境
調査業務

九州地方整備局 宮崎河川国道事務所

（株）ウエスコ
平成３０年度　土器川水辺現地調査（陸
上昆虫類等）業務

四国地方整備局 香川河川国道事務所

（株）ウヌマ地域総研 鳥海ダム付替道路予備修正設計業務 東北地方整備局 鳥海ダム工事事務所

（株）エイト日本技術開発 付替県道１３号橋他１橋詳細設計業務 近畿地方整備局 足羽川ダム工事事務所

摺上川ダム水辺現地調査（陸上昆虫類
等）業務

東北地方整備局 摺上川ダム管理所

Ｈ２９坂川護岸現況把握調査業務 関東地方整備局 江戸川河川事務所

（株）オリエンタルコンサルタンツ
平成３０年度　天竜川水系地獄谷砂防堰
堤詳細設計業務

中部地方整備局 天竜川上流河川事務所 ○

（株）開発工営社 豊平川河床低下対策検討業務 北海道開発局 札幌開発建設部

（一財）河川情報センター Ｈ３０鬼怒川・小貝川減災対策検討業務 関東地方整備局 下館河川事務所

（株）キタック
平成２９年度小赤沢地区砂防堰堤補強
等設計業務

北陸地方整備局 湯沢砂防事務所

平成３０年度球磨川水系流量観測外業
務

九州地方整備局 八代河川国道事務所

嘉瀬川水系陸上昆虫類調査業務 九州地方整備局 武雄河川事務所

平成３０年度　菊川・天竜川河川空間活
用方策検討業務

中部地方整備局 浜松河川国道事務所

平成２９年度大淀川水系水辺整備計画
検討業務

九州地方整備局 宮崎河川国道事務所

胆振海岸保全施設検討業務 北海道開発局 室蘭開発建設部

小川原湖水環境対策効果検討業務 東北地方整備局 高瀬川河川事務所

鳴瀬川総合開発基本計画検討業務 東北地方整備局 鳴瀬川総合開発工事事務所

Ｈ２９久慈川・那珂川堤防補強設計他業
務

関東地方整備局 常陸河川国道事務所

Ｈ３０土砂洪水氾濫対策（大谷川・男鹿川
流域）検討業務

関東地方整備局 日光砂防事務所

安房山観測所焼岳火山監視システム改
良検討業務

北陸地方整備局 松本砂防事務所

平成２９年度　木曽川水系河川整備検討
業務

中部地方整備局 木曽川上流河川事務所

三郷地区他築堤詳細設計業務 近畿地方整備局 大和川河川事務所

佐波川管内測量設計業務 中国地方整備局 山口河川国道事務所

平成２９年度　那賀川水系河道計画検討
業務

四国地方整備局 那賀川河川事務所

赤谷川流域河道計画検討業務 九州地方整備局 筑後川河川事務所

平成３０年度ダム統管管内橋梁点検業務 沖縄総合事務局 北部ダム統合管理事務所 ○

Ｈ３０関東地方水源地域施設管理検討業
務

関東地方整備局 河川部

平成３０年度　城原川ダム環境調査業務 九州地方整備局 武雄河川事務所 ○

（株）建設技術研究所

（一財）水源地環境センター

アジア航測（株）

いであ（株）

応用地質（株）

（株）九州開発エンジニヤリング

（株）建設環境研究所



耶馬渓ダム水質保全対策運用検討外業
務

九州地方整備局 山国川河川事務所

セントラルコンサルタント（株）
平成２９年度多摩川水系築堤護岸詳細
設計業務

関東地方整備局 京浜河川事務所

（株）大隆設計 神戸川流量観測業務 中国地方整備局 出雲河川事務所

（一財）ダム技術センター 足羽川ダム地質解析他業務 近畿地方整備局 足羽川ダム工事事務所 ○

雄物川下流河道整備検討業務 東北地方整備局 秋田河川国道事務所

Ｈ２９大杉山揚水機場詳細設計業務 関東地方整備局 常陸河川国道事務所

平成３０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

平成２９年度　設楽ダム廃棄岩運搬路詳
細設計業務

中部地方整備局 設楽ダム工事事務所

桂川嵐山地区景観分析業務 近畿地方整備局 淀川河川事務所

紀の川大堰耐震対策施工計画他策定業
務

近畿地方整備局 和歌山河川国道事務所

東京コンサルタンツ（株）
Ｈ２９中川六ツ木地区堤防等検討設計業
務

関東地方整備局 江戸川河川事務所

（株）ドーコン 常呂川事前防災行動計画検討外業務 北海道開発局 網走開発建設部 ○

西日本技術開発（株）
平成３０年度宮崎海岸モニタリング環境
調査業務

九州地方整備局 宮崎河川国道事務所

天塩川下流　河川空間利活用外検討業
務

北海道開発局 留萌開発建設部

成瀬ダムダムサイト周辺地質検討業務 東北地方整備局 成瀬ダム工事事務所

河道特性把握検討業務 東北地方整備局 東北技術事務所

Ｈ２９荒川贄川地区盛土設計業務 関東地方整備局 二瀬ダム管理所

Ｈ２９八ッ場ダム関連地域振興検討業務 関東地方整備局 八ッ場ダム工事事務所

Ｈ３０荒川第二・三調節池内水路施設検
討業務

関東地方整備局 荒川上流河川事務所

Ｈ３０新河岸川流域総合治水・水循環再
生検討業務

関東地方整備局 荒川下流河川事務所

Ｈ３０藤原・相俣ダム関連構造物耐震性
能照査検討業務

関東地方整備局 利根川ダム統合管理事務所

Ｈ３０渡良瀬第２調節池湿地再生調査検
討業務

関東地方整備局 利根川上流河川事務所

Ｈ２９五十里ダム貯水池運用検討業務 関東地方整備局 鬼怒川ダム統合管理事務所

平成２９・３０年度神通川水系河川整備計
画検討業務

北陸地方整備局 富山河川国道事務所

平成３０年度ＵＡＶによる砂防施設等点検
と緊急時対応の調査検討業務

北陸地方整備局 北陸技術事務所 ○

平成３０年度　大井川総合土砂管理計画
検討業務

中部地方整備局 静岡河川事務所

紀の川管内樋門開閉装置無動力化設計
業務

近畿地方整備局 和歌山河川国道事務所

平成３０年度　物部川・仁淀川外排水対
策検討業務

四国地方整備局 高知河川国道事務所

平成３０年度　城原川ダム環境調査業務 九州地方整備局 武雄河川事務所 ○

新庄管内土砂災害発生降雨解析検討業
務

東北地方整備局 新庄河川事務所

足羽川ダム通信設備設計業務 近畿地方整備局 足羽川ダム工事事務所

足羽川ダム地質解析他業務 近畿地方整備局 足羽川ダム工事事務所 ○

火山噴火緊急減災対策検討業務 東北地方整備局 岩手河川国道事務所

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 ○

日野川水系氾濫時対応計画検討業務 中国地方整備局 日野川河川事務所

平成２９年度　吉野川洪水時危機管理対
応検討業務

四国地方整備局 徳島河川国道事務所

北上川上流地形図等作成業務 東北地方整備局 岩手河川国道事務所

パシフィックコンサルタンツ（株）

（株）パスコ

（一財）水源地環境センター

（株）東京建設コンサルタント

日本工営（株）

（株）ニュージェック



平成３０年度　長良川下流部河川管理施
設等監理検討業務

中部地方整備局 木曽川下流河川事務所

木津川上流管内河川管理施設監理検討
業務

近畿地方整備局 木津川上流河川事務所

ホコタ設計コンサルタンツ（株） Ｈ３０年那珂川大野地区外測量業務 関東地方整備局 常陸河川国道事務所

（一財）北海道河川財団 破堤被害軽減実験計画検討業務 北海道開発局 帯広開発建設部

善川遊水地等詳細設計業務 東北地方整備局 北上川下流河川事務所

名張川黒田地区築堤予備設計他業務 近畿地方整備局 木津川上流河川事務所

Ｈ３０霞ヶ浦河川事務所管内河川管理施
設監理検討業務

関東地方整備局 霞ヶ浦河川事務所

Ｈ２９渡良瀬川中流築堤計画検討業務 関東地方整備局 渡良瀬川河川事務所

平成３０年度鬼ヶ城砂防堰堤補強対策検
討業務

北陸地方整備局 立山砂防事務所

平成３０年度　利賀トンネル修正設計業
務

北陸地方整備局 利賀ダム工事事務所

三篠川堤防予備設計外業務 中国地方整備局 太田川河川事務所

（株）パスコ

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）


