
②局長表彰（業務） （五十音順）

会員名 名称 整備局名 事務所名 ＪＶ

阿武隈川下流・名取川航空写真撮影業
務

東北地方整備局 仙台河川国道事務所

H31神流川流域外土砂洪水氾濫対策検
討業務

関東地方整備局 利根川水系砂防事務所

乗鞍岳火山噴火緊急減災対策砂防計画
検討業務

北陸地方整備局 松本砂防事務所

木津川水系土砂動態検討業務 近畿地方整備局 紀伊山系砂防事務所

（株）荒谷建設コンサルタント 斐伊川水系水文観測業務 中国地方整備局 出雲河川事務所

水害に強いまちづくり事業検証等業務 東北地方整備局 北上川下流河川事務所

七ヶ宿ダム浸水想定図等作成・検討業務 東北地方整備局 七ヶ宿ダム管理所

H30利根川下流河道掘削検討業務 関東地方整備局 利根川下流河川事務所

H31年度　関川水辺現地調査（魚類・底生
動物）業務

北陸地方整備局 高田河川国道事務所

H31年度　中部地整管内多自然川づくり
評価手法検討業務

中部地方整備局 中部技術事務所

江の川下流河川整備計画他検討業務 中国地方整備局 浜田河川国道事務所

H31年度　土器川河床安定化対策外検討
業務

四国地方整備局 香川河川国道事務所

鳴瀬川水系水文調査 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 ○

桂川上流部水理特性調査業務 近畿地方整備局 淀川河川事務所

（株）エコー
R1年度　大淀川下流部河道管理検討業
務

九州地方整備局 宮崎河川国道事務所

応用地質（株） R1久慈川・那珂川河床材料調査業務 関東地方整備局 常陸河川国道事務所

H30富士川砂防管内砂防施設設計業務 関東地方整備局 富士川砂防事務所

H30年度　多治見砂防上松管内詳細設計
業務

中部地方整備局 多治見砂防国道事務所

（株）開発工営社 愛牛導水門詳細設計外業務 北海道開発局 帯広開発建設部

（株）九州開発エンジニヤリング
菊池川水系河川水辺の国勢調査（陸上
昆虫類等・底生動物）外業務

九州地方整備局 菊池川河川事務所

（株）共同技術コンサルタント
H31年度　五ヶ瀬川水系河川測量設計業
務

九州地方整備局 延岡河川国道事務所

阿武隈川上流荒川地区緊急調査業務 東北地方整備局 福島河川国道事務所

H31二瀬ダム水辺現地調査（底生動物・
ダム湖利用実態）業務

関東地方整備局 二瀬ダム管理所

H31年度　環境調査業務 北陸地方整備局 湯沢砂防事務所

足羽川ダム環境調査業務 近畿地方整備局 足羽川ダム工事事務所 ○

斐伊川水系水災害事前防災行動計画検
討業務

中国地方整備局 出雲河川事務所

奔美唄川３号樋門詳細設計外業務 北海道開発局 札幌開発建設部

阿武隈川上流福島地区緊急調査業務 東北地方整備局 福島河川国道事務所

鳴瀬川総合開発環境影響評価検討業務 東北地方整備局 鳴瀬川総合開発工事事務所 ○

H31利根川治水等検討業務 関東地方整備局 利根川ダム統合管理事務所

利根川水系洪水予測システム構築業務 関東地方整備局 関東地方整備局本局

H31年度　天竜川上流河川整備計画検討
業務

中部地方整備局 天竜川上流河川事務所

H30-31年度　肱川治水計画検討業務 四国地方整備局 大洲河川国道事務所

R1年度　牛津川内水範囲調査 九州地方整備局 武雄河川事務所

H31年度　赤谷川流域土砂動態観測検討
業務

九州地方整備局 筑後川河川事務所

アジア航測（株）

いであ（株）

（株）エイト日本技術開発

（株）オリエンタルコンサルタンツ

（株）建設環境研究所

（株）建設技術研究所



（株）建設マネジメント四国
H29-31年度　那賀川管内河川許認可審
査支援業務

四国地方整備局 那賀川河川事務所

（株）建設マネジメント北陸
H30･31年度　千曲川河川事務所積算技
術業務

北陸地方整備局 千曲川河川事務所

国際航業（株） 遠里小野東地区土壌調査業務 近畿地方整備局 大和川河川事務所

白川ダム・寒河江ダムフォローアップ検討
業務

東北地方整備局 最上川ダム統合管理事務所 ○

鳴瀬川総合開発環境影響評価検討業務 東北地方整備局 鳴瀬川総合開発工事事務所 ○

足羽川ダム環境調査業務 近畿地方整備局 足羽川ダム工事事務所 ○

相互技術（株）
R1台風第19号千曲川災害復旧検討(その
8)業務

北陸地方整備局 千曲川河川事務所

H30八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 ○

河道閉塞箇所(長殿・栗平)斜面監視観測
調査業務

近畿地方整備局 紀伊山系砂防事業所

山間地域におけるＵＡＶ等による自動巡
回・画像取得技術検討業務

近畿地方整備局 紀伊山系砂防事務所

土砂災害調査効率化ツール活用業務 中国地方整備局 河川部

H30年度　旭川水系河川事業効果検討業
務

中国地方整備局 岡山河川事務所

白川ダム・寒河江ダムフォローアップ検討
業務

東北地方整備局 最上川ダム統合管理事務所 ○

三春ダム浸水想定区域検討業務 東北地方整備局 三春ダム管理所

阿武隈川上流郡山上流地区緊急調査業
務

東北地方整備局 福島河川国道事務所

H31宮ヶ瀬ダム水質調査業務 関東地方整備局 相模川水系広域ダム管理事務所

H31排水機場の操作制御方法標準化に
関する調査業務

関東地方整備局 関東技術事務所

H31年度　宮崎海岸侵食対策効果・影響
分析及び対応検討業務

九州地方整備局 宮崎河川国道事務所

東京コンサルタンツ（株） 最上川上流樽川治水対策測量設計業務 東北地方整備局 山形河川国道事務所

月山ダム浸水想定区域等検討業務 東北地方整備局 月山ダム管理所

H31年度　沼津河川国道事務所危機管理
検討業務

中部地方整備局 沼津河川国道事務所

大滝ダム貯水池斜面挙動観測解析業務 近畿地方整備局 紀の川ダム統合管理事務所

H30年度　小田川付替河道計画検討業務 中国地方整備局 高梁川・小田川緊急治水対策河川事務所

H31年度　旧吉野川・今切川耐震対策実
施方策検討業務

四国地方整備局 徳島河川国道事務所

H31年度　赤谷川流域測量設計外（その
２）業務

九州地方整備局 筑後川河川事務所

（株）ニュージェック
飯豊山系砂防事務所管内降雨特性検討
業務

北陸地方整備局 飯豊山系砂防事務所 ○

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

阿武隈川上流二本松本宮地区緊急調査
業務

東北地方整備局 福島河川国道事務所

H31中堤改築（西小松川地区）詳細設計
業務

関東地方整備局 荒川下流河川事務所

加古川揖保川水災害対策資料作成業務 近畿地方整備局 姫路河川国道事務所

江の川上流氾濫時対応計画検討業務 中国地方整備局 三次河川国道事務所

H30年度　高梁川防災情報検討業務 中国地方整備局 岡山河川事務所

（一財）北海道河川財団 石狩川上流　河床低下対策検討外業務 北海道開発局 旭川開発建設部

鳴子ダム下流域浸水想定図等検討業務 東北地方整備局 鳴子ダム管理所

H30年度　多摩川水系築堤護岸等詳細設
計業務

関東地方整備局 京浜河川事務所

H30本新地先波浪対策施設設計業務 関東地方整備局 霞ヶ浦河川事務所

川内川管内堤防強化対策詳細設計等業
務

九州地方整備局 川内川河川事務所

三井共同建設コンサルタント（株）

（一財）水源地環境センター

中央開発（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

日本工営（株）

パシフィックコンサルタンツ（株）



厚真川水系チケッペ川外砂防設備検討
外業務

北海道開発局 室蘭開発建設部

H31荒川治水施設検討業務 関東地方整備局 荒川上流河川事務所

H30宮ヶ瀬ダム洪水浸水想定図作成他検
討業務

関東地方整備局 相模川水系広域ダム管理事務所

H30年度　木曽川上流護岸詳細設計業務 中部地方整備局 木曽川上流河川事務所

六甲砂防事務所土砂洪水氾濫対策検討
業務

近畿地方整備局 六甲砂防事務所

日野川久喜津地区河道掘削他設計業務 近畿地方整備局 福井河川国道事務所

大和川水系防災体制整備業務 近畿地方整備局 大和川河川事務所

木津川上流管内維持管理効率化手法と
りまとめ業務

近畿地方整備局 木津川上流河川事務所

グラウチング調査解析業務 九州地方整備局 立野ダム工事事務所

八千代エンジニヤリング（株）


