
A　長期動態観測 （１）

NO.                   工 事 名　 試 験 名                      発 注 者            元請業者         　        時　期   　         備  考

1 阿蘇大橋崩壊部Web計測 九州地方整備局　熊本河川国道事務
所

（株）アバンス 自H28年　4月～

2 玄海原子力発電所　免震重要棟設置工事のうち土
捨場準備工事

九州電力（株） 五洋建設（株） 自H28年　4月～

3 西九州自動車道　天神山トンネル 西日本高速道路（株） 西日本高速道路エンジニアリング九州（株）自H28年　4月～

4 平成28・29年度国道220号斜面動態観測業務 宮崎河川国道事務所 日本地研（株） 自H28年　5月～

5 大内原発電所調整池内護岸設置工事の内計測設備
設置

九州電力（株） オサシ・テクノス（株） 自H28年　5月～

6 平成29年度鏡洲地区地すべり観測業務 宮崎河川国道事務所 （株）ジオセンターエム 自H28年　5月～

7 平成２８年度防災地す第1-A号　黒荷田２地区地す
べり観測業務

宮崎県 応用地質（株） 自H28年　5月～

8 （仮称）夜峰山　伸縮計設置 阿蘇地域振興局土木部 （株）アバンス 自H28年　6月～

9 小石原川ダムサイト孔内傾斜計等設置業 水資源機構　朝倉総合事業所 国際航業(株) 自H28年　6月～

10 小石原川ダム本体建設工事 水資源機構　朝倉総合事業所 鹿島・竹中土木・三井住友特定建設工事共同企業体自H28年　6月～

11 平成28年 起工50号 八女地区地すべり調査設計業
務委託

筑後農林事務所 日本地研（株） 自H28年　6月～

12 平成28年度 災害設計調査第3007-7-213号国道443
号外28発生道路災害復旧(地質調査その1)委託

熊本県 （株）アバンス 自H28年　6月～

13 （仮称）汗入場地区斜面崩壊対策工事 大分県玖珠土木事務所 新日本緑地（株） 自H28年　6月～

14 平成28年度有明海沿岸道路大野島地区水文調査業
務

九州地方整備局 福岡国道事務所 日本地研（株） 自H28年　6月～

15 東九州自動車道（北郷～日南）大藤地区改良（７工
区）工事

宮崎河川国道事務所 龍南建設研（株） 自H28年　7月～

16 阿蘇高森線（２８号）地質調査 熊本県 （株）アバンス 自H28年　7月～

17 熊本地震関係阿蘇大橋地区斜面対策地質調査業務 熊本河川国道事務所 基礎地盤コンサルタンツ
（株）

自H28年　7月～

18 平成２８年度 治山施設計画調査事業 調査設計委託
業務 寺床

宮崎県 （株）国土地質調査事務
所

自H28年　8月～

19 東九州道(清武～北郷)芳ノ元A・B地区地すべり観測
業務

九州地方整備局　宮崎河川国道事務
所

応用地質（株） 自H28年　8月～

20 大分自動車道湯布院 西日本高速道路（株） 清水建設(株) 自H28年　9月～

スペースエンジニアリング（株）
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21 平成28年度　起工第013-00-01号　復旧治山事業
日南片（1）地区治山工事（山腹工）

朝倉農林事務所 (株)緑建産業 自H28年　9月～

22 平成28年度復旧治山事業　葛平(2)１工区治山工事
(山腹工)

八女県土整備事務所 (株)ニチボー 自H28年　9月～

23 五ヶ山原石山 福岡県五ヶ山ダム建設事務所 川崎地質（株） 自H28年　9月～

24 平成２８年度災害設計調査第3006-6-290号高野台
地区２８年発生災害復旧事業地質調査(その5)委託

熊本県 応用地質（株） 自H28年　9月～

25 主要地方道野母崎宿線道路改良工事（１工区） 長崎県土木事務所 （株）星野組 自H28年　10月～

26 地すべり対策事業 柏ノ木地区抑制工事(Ａ・Ｅブロッ
ク)

福岡県筑後農林事務所 武巳建設（株） 自H28年　11月～

27 平成28年度佐賀地区保全工事（トンネル補強工） 西日本高速道路（株） 西日本高速道路メンテ
ナンス九州（株）

自H28年　11月～

28 国道445号（下鶴）28年発生道路災害復旧（その１）
工事

熊本県 (株)ニシスイ 自H28年　11月～

29 平成28年度　長崎管内道路維持修繕測量設計業務 国土交通省　長崎河川国道事務所 （株）カミナガ 自H29年　1月～

30 平成28年度松浦地区地質調査業務調川2号ﾄﾝﾈﾙ終
点坑口地すべり調査

国土交通省　長崎河川国道事務所 基礎地盤コンサルタンツ
（株）

自H29年　1月～

31 庵崎貯油所（27）消防署新設造成工事 九州防衛局 （株）堀内組 自H29年　1月～

32 平成28年度　宮古伊良部農業水利事業仲原地下ダ
ム(箕済)工事

沖縄総合事務局農林水産部 （株）竹中土木 自H29年　2月～

33 平成29年度佐賀北部地区改築事業水文調査外業務 佐賀河川国道事務所 日本地研（株） 自H29年　4月～

34 玄海原子力発電所　免震重要棟設置工事のうち土
捨場準備工事

九州電力（株） 五洋建設（株） 自H29年　4月～

35 平成28年度起工第51号地すべり対策事業地すべり
調査測量設計業務委託

八女農林事務所 日本地研（株） 自H29年　4月～

36 平成28年度道改国委第2-33号調査委託 大分県中津土木事務所 応用地質（株） 自H29年　4月～

37 平成29年度芳ノ元C・D・E地区地すべり観測業務 宮崎河川国道事務所 （株）ダイヤコンサルタント自H29年　4月～

38 平成29年度九州地区土木建設改築技術業務佐賀管
内小城地区のり面調査検討業務

西日本高速道路（株） 西日本高速道路エンジニアリング九州（株）自H29年　4月～

39 平成29年度大分管内水文調査業務 三光本耶馬溪
道路

大分河川国道事務所 日本地研（株） 自H29年　4月～

40 H29年度天ヶ瀬地区道路防災法面計測外業務 大分河川国道事務所 西日本コンサルタント
（株）

自H29年　4月～

スペースエンジニアリング（株）
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41 通常砂防 第0811010-001号 村中川第一総合流域
防災 (通常砂防(指定)) 委託 (地すべり調査) (緊急経
済対策第4次)

佐賀県 佐賀土木事務所 河川課 （株）ダイヤコンサルタン
ト

自H29年　5月～

42 平成29年度 佐賀・大分管内トンネル測量調査検討
業務 天神山トンネル計測機器設置

西日本高速道路（株） 日本地研（株） 自H29年　5月～

43 平成29年度 高瀬地区地すべり対策工検討業務 佐賀国道事務所 唐津監督官詰所 応用地質（株） 自H29年　6月～

44 国道220号宮浦地区応急復旧地質調査・設計業務 宮崎河川国道事務所 日本地研（株） 自H29年　6月～

45 平成29年度浦島橋関連水文調査業務 九州地方整備局 福岡国道事務所 日本地研（株） 自H29年　7月～

46 平成29年度 九州支社管内トンネル 測量調査検討業
務

西日本高速道路（株） 西日本高速道路エンジ
ニアリング九州（株）

自H29年　7月～

47 平成29 年度防災地す第1-A--号 黒荷田２地区地す
べり観測業務

日南土木事務所 国際航業(株) 自H29年　7月～

48 平成29年度 補助 第22558-303号五ヶ山ダム原石山
法面観測・解析業務委託

川崎地質(株) 自H29年　7月～

49 平成29年度災害復旧阿蘇大橋地区頭部排土工事 九州地方整備局　熊本河川国道事務
所

(株)杉本建設 自H29年　7月～

50 西九州自動車道　天神山トンネル補強工事 西日本高速道路（株） 西日本高速道路エンジニアリング九州（株）自H29年　10月～

51 石坂4丁目地区治山工事（山腹工） 福岡農林事務所 日本地研（株） 自H29年　11月～

52 平成29年度災害委託第1-J号県道宮崎北郷線内平
地区地すべり調査解析業務

パシフィックコンサルタ
ンツ（株）

自H29年　12月～

53 大分自動車道（特定更新等）乙原トンネル（上り線）土
質調査検討業務

西日本高速道路（株） 西日本高速道路エンジニアリング九州（株）自H30年　1月～

54 平成29・30年度　鏡洲地区地すべり観測業務 宮崎河川国道事務所 基礎地盤コンサルタンツ
（株）

自H30年　3月～

55

56

57

58

59

60

スペースエンジニアリング（株）


