
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

高瀬川河川整備計画検討業務 東北地方整備局 高瀬川河川事務所

北上川ダム洪水予測システム改良業務 東北地方整備局 北上川ダム統合管理事務所

最上川上流河道分析評価等検討業務 東北地方整備局 山形河川国道事務所

R3富士川河川環境評価検討等業務 関東地方整備局 甲府河川国道事務所

R3渡良瀬川河川環境検討業務 関東地方整備局 渡良瀬川河川事務所

R3年度　豊川自然再生事業検討業務 中部地方整備局 豊橋河川事務所

R2年度　肝属川水系水辺現地調査（底生
動物）外業務

九州地方整備局 大隅河川国道事務所

（株）岩手パブリック 岩手河川国道事務所外技術審査業務 東北地方整備局 岩手河川国道事務所

（株）エコー R3利根川下流部自然再生検討業務 関東地方整備局 利根川下流河川事務所 ○

エヌシーイー（株）
R2年度　飯豊山系砂防事務所管内砂防
施設外設計（その２）業務

北陸地方整備局 飯豊山系砂防事務所

七ヶ宿ダム水辺現地調査（ダム湖環境基
図）業務

東北地方整備局 七ヶ宿ダム管理所

R2年度　甚之助谷地すべり地質調査業
務

北陸地方整備局 金沢河川国道事務所

R2年度　設楽ダム付替道路掘削土砂対
策検討業務

中部地方整備局 設楽ダム工事事務所

R3年度　太田川水系水辺現地調査（両爬
哺）業務

中国地方整備局 太田川河川事務所

R3年度　六角川水系地質解析業務 九州地方整備局 武雄河川事務所

R3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 ○

R2早川流域砂防施設設計業務 関東地方整備局 富士川砂防事務所

小丸川北山地区構造物設計業務 九州地方整備局 宮崎河川国道事務所

（株）開発工営社 幌岡導水門改良外設計業務 北海道開発局 帯広開発建設部

（一財）河川情報センター
河川水位予測のVR表示プロトタイプシス
テムの設計･構築業務

国土技術政策
総合研究所

河川研究部

R3年度　津留流量観測その他業務 九州地方整備局 緑川ダム管理所

R3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

R3下館河川事務所管内流況把握検討業
務

関東地方整備局 下館河川事務所

R2久慈川流域環境･河川整備方針検討
業務

関東地方整備局 久慈川緊急治水対策河川事務所

R3年度　江の川上流環境整備事業評価
検討業務

中国地方整備局 三次河川国道事務所

R3年度　大分川かわまちづくり計画検討
業務

九州地方整備局 大分河川国道事務所

留萌川･天塩川下流　鳥類等生息環境調
査外業務

北海道開発局 留萌開発建設部

R3ＡＩ技術活用ダム管理高度化検討業務 関東地方整備局 利根川ダム統合管理事務所 

R2久慈川緊急治水対策築堤詳細設計業
務

関東地方整備局 久慈川緊急治水対策河川事務所

R2都幾川管内築堤及び樋管改築設計業
務

関東地方整備局 荒川上流河川事務所

R2江戸川下流部分派施設整備検討業務 関東地方整備局 江戸川河川事務所

R2年度　多摩川下流部堤防整備検討設
計業務

関東地方整備局 京浜河川事務所

R2年度　常願寺川流域流木対策施設設
計業務

北陸地方整備局 立山砂防事務所

（株）建設環境研究所

（株）建設技術研究所

令和４年度優良工事・優良業務表彰を受けた会員企業
（直轄河川・ダム・砂防・海岸関係）

いであ（株）

応用地質（株）

（株）オリエンタルコンサルタンツ

（株）九州開発エンジニヤリング
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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

令和４年度優良工事・優良業務表彰を受けた会員企業
（直轄河川・ダム・砂防・海岸関係）

紀伊山系事業評価資料作成業務 近畿地方整備局 紀伊山系砂防事務所

R2年度　高梁川水系河川整備計画他検
討業務

中国地方整備局 岡山河川事務所

R2年度　岩瀬ダム再生ダムサイト周辺地
質解析業務

九州地方整備局 宮崎河川国道事務所

R2年度　岩瀬ダム再生貯水池周辺地質
検討業務

九州地方整備局 宮崎河川国道事務所

（一社）四国クリエイト協会 R3年度　仁淀川事業監理業務 四国地方整備局 高知河川国道事務所

四国建設コンサルタント（株）
R3年度　四万十川百笑地区外堤防強化
測量設計業務

四国地方整備局 中村河川国道事務所

（株）シビル設計 雄物川下流事業監理業務 東北地方整備局 秋田河川国道事務所 ○

（一財）水源地環境センター 三春ダム水質総合評価調査検討業務 東北地方整備局 三春ダム管理所 ○

（一財）ダム技術センター 鳥海ダム調査設計検討評価業務 東北地方整備局 鳥海ダム工事事務所

中央コンサルタンツ（株）
R3年度　加賀須野地区堤防詳細設計外
業務

四国地方整備局 徳島河川国道事務所

（一社）中部地域づくり協会
R2年度　新丸山ダム付替道路事業監理
業務

中部地方整備局 新丸山ダム工事事務所 ○

阿武隈川下流丸森地区防災拠点調査設
計業務

東北地方整備局 仙台河川国道事務所

R3年度　鶴見川事業評価検討業務 関東地方整備局 京浜河川事務所

R2年度　下新川海岸保全施設検討業務 北陸地方整備局 黒部河川事務所

R2年度　白川市街部築堤詳細設計及び
景観検討業務

九州地方整備局 熊本河川国道事務所

遠賀川水系河川整備計画検討業務 九州地方整備局 遠賀川河川事務所

R2年度　五ヶ瀬川水系治水処理計画検
討業務

九州地方整備局 延岡河川国道事務所

筑後川（杖立川）維持管理検討外業務 九州地方整備局 筑後川ダム統合管理事務所

（一社）東北地域づくり協会 雄物川下流事業監理業務 東北地方整備局 秋田河川国道事務所 ○

（株）ドーコン 常呂川河川整備計画検討外業務 北海道開発局 網走開発建設部

三春ダム水質総合評価調査検討業務 東北地方整備局 三春ダム管理所 ○

R3利根川下流部自然再生検討業務 関東地方整備局 利根川下流河川事務所 ○

立谷沢川流域濁沢地区観測調査 東北地方整備局 新庄河川事務所

R2荒川水系洪水予測システム改良検討
業務

関東地方整備局 河川部

R2都幾川管内築堤及び構造物設計（そ
の２）業務

関東地方整備局 荒川上流河川事務所

R2荒川調節池ＢＩＭ／ＣＩＭ活用支援業務 関東地方整備局 荒川調節池工事事務所

R3石岡トンネル地質調査業務 関東地方整備局 霞ヶ浦導水工事事務所

R3篠崎公園地区堤防整備検討設計業務 関東地方整備局 江戸川河川事務所

R3年度　石積砂防堰堤健全度評価及び
利活用方針検討業務

北陸地方整備局 神通川水系砂防事務所

R3年度　天竜川水系災害危機管理検討
業務

中部地方整備局 天竜川上流河川事務所 ○

姫路管内河川管理施設監理検討業務 近畿地方整備局 姫路河川国道事務所

木津川下流地区河川構造物耐震照査設
計業務

近畿地方整備局 淀川河川事務所

R2･3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 岡山河川国道事務所

（株）建設技術研究所

（株）東京建設コンサルタント

（株）日水コン

日本工営（株）

2



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

令和４年度優良工事・優良業務表彰を受けた会員企業
（直轄河川・ダム・砂防・海岸関係）

R3年度　四万十川橋陸閘検討業務 四国地方整備局 中村河川国道事務所

R3年度　防災情報の共有に関する検討
外業務

九州地方整備局 企画部

R2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

寒河江ダム総合点検等業務 東北地方整備局 最上川ダム統合管理事務所

R2年度　狩野川内水対策検討業務 中部地方整備局 沼津河川国道事務所

ダム関連施設設計業務 九州地方整備局 立野ダム工事事務所

旧北上川堤防整備施工監理業務 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 ○

摺上川ダム維持管理検討業務 東北地方整備局 摺上川ダム管理所

米代川水系環境整備事業評価検討業務 東北地方整備局 能代河川国道事務所

R1那珂川下境地先外樋管詳細設計業務 関東地方整備局 常陸河川国道事務所

熊野川災害防災計画資料作成業務 近畿地方整備局 紀南河川国道事務所

R3年度　持井地区樋門詳細設計外業務 四国地方整備局 那賀川河川事務所

（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

R3年度　多摩川中流部等堤防護岸検討
設計業務

関東地方整備局 京浜河川事務所

R2荒川第二・三調節池仕切堤詳細設計
他業務

関東地方整備局 荒川調節池工事事務所

R3肝属川水系シラス堤対策設計業務 九州地方整備局 大隅河川国道事務所

玉川ダム総合点検業務 東北地方整備局 玉川ダム管理所

成瀬ダム管理設備等設計業務 東北地方整備局 成瀬ダム工事事務所

R3利根導水路散気設備改良設計業務 関東地方整備局 霞ヶ浦導水工事事務所

R2･R3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

R3年度　木曽川上流排水作業準備計画
検討業務

中部地方整備局 木曽川上流河川事務所

R3年度　江の川･高津川事前防災行動計
画検討外業務

中国地方整備局 浜田河川国道事務所

八千代エンジニヤリング（株）

（株）ニュージェック

パシフィックコンサルタンツ（株）

三井共同建設コンサルタント（株）

日本工営（株）
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