
A　長期動態観測 33期－34期 （１）

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

1 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R2年　6月～ 多段式傾斜計､水位計､伸

縮計､荷重計他Web
2 小石原川ダム地すべり観測設備設置等業務 水資源機構　朝倉総合事業所 国際航業(株) 自R2年　7月～ 多段式傾斜計等Web計測

3 令和2.3年度　国道220号線斜面動態観測外業務 宮崎河川国道事務所 日本地研（株） 自R2年　4月～ Web計測メンテナンス

4 阿蘇大橋地区斜面対策工事 熊本河川国道事務所 （株）熊谷組 自R2年　5月～ Web計測メンテナンス

5 平成31・32年度　芳ノ元A・B地区地すべり観測業務 宮崎河川国道事務所 応用地質（株） 自R2年　6月～ Web計測メンテナンス

6 東九州道（清武～北郷）芳ノ元地区改良（15工区）工事 宮崎河川国道事務所 （株）志多組 自R2年　4月～ 斜面観測

7 令和2年度九州地区土木保全技術業務佐賀管内のり面

動態観測調査業務武雄JC

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R2年　4月～ 伸縮計Web計測

8 令和2年度九州地区土木保全技術業務北九州管内吉志

地区のり面動態観測調査業務

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R2年　4月～ 伸縮計Web計測

9 令和2年度九州地区土木保全技術業務佐賀管内のり面

動態観測調査業務小城のり面

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R2年　4月～ 観測業務

10 令和2年度九州地区土木保全技術業務佐賀管内のり面

動態観測調査業務

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R2年　4月～ 斜面動態観測

11 一般国道251号道路災害防除工事（計測機器点検業務

委託）

島原振興局道路第1課 パシフィックコンサルタンツ

（株）

自R2年　6月～ GPS､傾斜計､伸縮計他

Web計測
12 東九州自動車道　末吉 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R2年　7月～

13 平成31年度単県　第37466-303号道路防災事業福岡早

良大野城線　地すべり動態観測業務委託

福岡県 川崎地質（株） 自R2年　7月～ アンカー荷重計Web計測

14 県道白木上辺春線外1路線道路災害復旧測量設計業務

委託

八女県土整備事務所 西日本測量設計（株） 自R2年　7月～ バラマキ型傾斜計､伸縮計

Web計測
15 玄海3/4号機　原安補設置準備工事のうち堀削土石盛立

工事の内

九州電力(株) 五洋建設（株） 自R2年　9月～ 傾斜計Web計測

16 令和元年度　港起債臼第5・2号港湾改修工事 臼杵土木事務所 日特建設（株） 自R2年　11月～ アンカー荷重計Web計測

17 佐世保道路 天神山トンネル 西日本高速道路（株） 安藤.間JV 自R2年　12月～ アンカー荷重計

18 山口大学　曙ブレーキ関連傾斜計設置 山口大学　工学部 山口大学　工学部 自R2年　6月～ 傾斜計計測

19 平成31･32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R2年　9月～ 計測機器メンテナンス

20 国道３号川内道路芹ヶ野地区法面処理工事 鹿児島国道事務所 林建設（株） 自R3年　2月～ アンカー荷重計半自動計

測

スペースエンジニアリング（株）



A　長期動態観測 （２）

21 九州地区土木保全技術業務佐賀管内のり面動態観測調

査業務武雄JC

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R3年　4月～ のり面動態観測

22 九州支社管内特定更新事業等に関する技術検討業務 西日本高速道路（株） 日本地研（株） 自R3年　7月～ のり面動態観測

23 令和2年度　県単維持　第1-2-8号 国道448号　本牧第2

地区　地すべり自動観測業務

宮崎県串間土木事務所 （株）エースコンサルタント 自R3年　4月～ のり面動態観測

24 令和2年度　県単維持　第1-2-7号 国道448号　磯平第3

地区　地すべり自動観測業務

宮崎県串間土木事務所 九州工営(株) 自R3年　4月～ のり面動態観測

25 令和2年度特補連砂第916-A豪　黒仁田（二）地区　地す

べり観測業務

宮崎県日南土木事務所 八千代エンジニアリング

(株)

自R3年　4月～ のり面動態観測

26 横瀬貯油所（２）土質等調査設計 日本地研（株） 自R3年　4月～

27 令和3年度　南波多地区道路施設観測業務 佐賀国道事務所 日鉄鉱コンサルタント

（株）

自R3年　4月～ のり面動態観測

28 令和2.3年度　国道220号線斜面動態観測外業務 宮崎河川国道事務所 日本地研（株） 自R3年　4月～ のり面動態観測

29 弘学館中学校・高等学校 法面動態観測 学校法人 松尾学園 弘学館中学校・高等

学校

日本地研（株） 自R3年　4月～ 多段式傾斜計機器メンテ

ナンス
30 令和3年度九州地区土木保全技術業務佐賀管内のり面

動態観測調査業務武雄JC

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R3年　4月～ のり面動態観測

31 令和3年度　九州地区土木保全技術業務　鹿児島管内の

り面動態観測調査業務

西日本高速道路（株） 日本地研（株） 自R3年　5月～ のり面動態観測　伸縮計等

32 令和3年度 九州支社管内特定更新事業等に関する技術

検討業務

西日本高速道路（株） NEXCO西日本コンサル

タンツ（株）

自R3年　5月～ 機器メンテナンス

33 一般国道２５１号道路災害防除工事 （計測機器点検業務

委託）

島原振興局道路第1課 パシフィックコンサルタン

ツ（株）

自R3年　5月～ 機器メンテナンス

34 令和2年度　葛平(2)地区治山工事（山腹工） 福岡筑後農林事務所 日本地研（株） 自R3年　6月～ のり面動態観測､伸縮計

35 小石原川ダム堤体斜面GNSS　計測監視等業務 水資源機構　朝倉総合事業所 国際航業(株) 自R3年　6月～ 機器メンテナンス

36 令和3年度 九州支社管内橋梁補修検討業務 内野山橋

補修検討

西日本高速道路（株） NEXCO西日本コンサル

タンツ（株）

自R3年　6月～ のり面動態観測､伸縮計

37 筑紫野三輪線地すべり調査機構解析（1工区）業務委託 福岡市役所西区地域整備部 日本地研（株） 自R3年　6月～ のり面動態観測､伸縮計

38 清田区美しが丘ほか1地区地下水位低下支援業務 札幌市役所 （株）復建技術コンサルタ

ント

自R3年　6月～ 沈下計

39 一般県道奥ノ平時津線道路改良工事(土工2工区) 長崎振興局 （株）寺尾工業 自R3年　6月～ アンカー荷重計Web計測

40 令和3年度　四家・内山地区地すべり観測業務 宮崎河川国道事務所 日本地研（株） 自R3年　7月～ 多段式傾斜計

スペースエンジニアリング（株）



A　長期動態観測 （３）

41 長崎自動車道(特定更新等)畑田地区のり面補強工事 西日本高速道路（株） 日本基礎技術 自R3年　9月～ アンカー荷重計半自動計

測
42 小石原川ダム堤体斜面GNSS 計測監視等業務　孔内傾

斜計メンテナンス

水資源機構　朝倉総合事業所 国際航業(株) 自R3年　9月～ 計測機器メンテナンス

43 小内海災害 宮崎河川国道事務所 日本地研（株） 自R3年　9月～ 地すべり後の伸縮計等Web

計測
44 令和2年度　港整交改第1-4号港湾改修工事 臼杵土木事務所 日特建設（株） 自R3年　9月～ アンカー荷重計Web計測

45 国道３号川内道路（薩摩川内都IC～串木野IC）法面処理

工事

鹿児島国道事務所 （株）三竹工業 自R3年　9月～ アンカー荷重計半自動計

測
46 令和2年度国道３号川内道路芹ヶ野地区法面処理工事 鹿児島国道事務所 （株）三竹工業 自R3年　10月～ アンカー荷重計半自動計

測
47 九州地区土木建設改築技術業務　九州支社管内トンネ

ル調査検討業務

西日本高速道路（株） NEXCO西日本コンサル

タンツ（株）

自R3年　11月～ 計測機器メンテナンス

48 令和３年度乙石川３１外砂防堰堤工事 筑後河川事務所 （株）久富組 自R3年　11月～ 土石流センサー

49 令和2年度 防安緊地防宇 第2-4号 災害防除工事 大分県 （株）高牟禮建設 自R3年　11月～ バラマキ型傾斜計Web計

測
50 令和2年度 佐世保道路 竹辺工事 西日本高速道路（株） ㈱フジタ・宅島建設㈱JV 自R3年　12月～ パイプひずみ計Web計測

51 熊本市宅地液状化防止事業（近見地区）⑥地区における

計測機設置及び地下水位観測等業務委託

熊本市役所 （株）アバンス 自R4年　1月～ 沈下計Web計測

52 令和３年度 九州地区土木保全技術業務大分自動車道の

り面観測業務

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R4年　1月～ バラマキ型傾斜計Web計

測
53 熊本市宅地液状化防止事業（近見地区）⑦地区における

計測機設置及び地下水位観測等業務委託

熊本市役所 八洲開発(株) 自R4年　3月～ 沈下計Web計測

54 令和3年度四家.内山地区地すべり観測業務 宮崎河川国道事務所 日本地研（株） 自R4年　3月～ 多段式傾斜計
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スペースエンジニアリング（株）


