
B　短期動態観測 33期－34期 （１）

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

1 県道北川内草野線　法面測量調査設計業務委託 八女県土整備事務所 西日本測量設計（株） 自R2年　4月～ のり面動態観測､伸縮計

2 平成31年度防国災防黒瀬工区 道路防災工事その1 宮崎県　日向土木事務所 （株）松澤組 自R2年　4月～ バラマキ型傾斜計

3 国道440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 九州工営(株) 自R2年　4月～ のり面動態観測､伸縮計等

4 赤谷川右支渓08砂防堰堤外工事 筑後川河川事務所 久富建設（株） 自R2年　4月～ 土石流ワイヤーセンサー

5 県道北川内草野線　法面測量調査設計業務委託 八女県土整備事務所 西日本測量設計（株） 自R2年　4月～ のり面動態観測､伸縮計等

6 熊本市宅地液状化防止事業（近見地区）４地区 熊本市都市建設局震災土木施設対策課 応用地質（株） 自R2年　4月～ 沈下計

7 長崎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　5月～ のり面動態観測

8 令和元年度九州支社管内特定更新事業に関する技術検

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R2年　5月～ 水位計等

9 令和2年度起工第50号地すべり対策事業南原地区地す

べり調査測量設計業務委託

八女県土整備事務所 日本地研（株） 自R2年　6月～ 水位計等

10 平榎（１）地区地すべり調査解析業務委託（Aブロック） 福岡県朝倉県土整備事務所 （株）日本インシーク 自R2年　6月～ のり面動態観測

11 平成31年度 補助第36079-301号 志井高羽台地すべり

調査業務委託

北九州県土整備事務所 日本地研（株） 自R2年　6月～ パイプひずみ計

12 松島地区清掃センター搬入道路動態観測調査業務 (株)ホープ建設コンサルタ

ント

自R2年　6月～ 伸縮計

13 令和2年土師川（赤谷川左支渓35）2号砂防堰堤外工事 朝倉県土整備事務所 (株)高山組 自R2年　6月～ 土石流ワイヤーセンサー

14 県道甘木吉井線法面調査業務委託 朝倉県土整備事務所 （株）ダイヤコンサルタント 自R2年　6月～ 伸縮計Web計測

15 寒水・古賀線道路災害復旧工事 朝倉県土整備事務所 ライト工業（株） 自R2年　6月～ パイプひずみ計 ､伸 縮計

Web計測
16 県道筑紫野三輪線地すべり観測業務委託 朝倉県土整備事務所 （株）ダイヤコンサルタント 自R2年　6月～ 伸縮計Web計測

17 (仮)大分管内 大分道 KP81.2 災害調査検討業務 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R2年　7月～ 伸縮計Web計測

18 令和2年7月豪雨に伴う国道210号応急対策地質調査業

務

宮崎河川国道事務所 応用地質（株） 自R2年　7月～ 伸縮計Web計測

19 （仮）大分管内　大分道　KP69.0 KP72.9災害調査検討業

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R2年　7月～ 伸縮計Web計測

20 令和元年度　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） 日本地研（株） 自R2年　8月～ 伸縮計Web計測

スペースエンジニアリング（株）



B　短期動態観測 （２）

21 令和2年度元狩倉日南線吉野方工区その２ 国土地質調査（株） 自R2年　8月～ のり面動態観測､伸縮計パ

イプひずみ計等
22 令和２年度林道槻木南線地質調査委託 多良木町　農林課 日本地研（株） 自R2年　10月～ のり面動態観測､伸縮計等

23 土師川（赤谷川左支渓35）砂防堰堤工事 筑後川河川事務所 （株）久保組 自R2年　8月～ 土石流ワイヤーセンサー

24 県道元狩倉日南線吉野方工区地質調査業務その１ 宮崎県 県土整備部 （株）共同技術コンサルタ

ント

自R2年　8月～ パイプひずみ計

25 令和２年度嘉瀬川ダム原石山法面対策工事 佐賀河川事務所 日本地研（株） 自R2年　10月～ バラマキ型傾斜計Web計

測
26 令和２年度　九州高速道路　久留米高速道路事務所管

内のり面防災対策工事

西日本高速道路（株） 日特建設（株） 自R3年　3月～ バラマキ型傾斜計Web計

測
27

28 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R3年　4月～ のり面動態観測､伸縮計等

29 R2豊局復旧第4号傾城地区治山工事 大分県豊肥復興局　農林基盤部 佐々木工業（株） 自R3年　4月～ のり面動態観測､伸縮計等

30 令和２年度 九州高速道路 久留米高速道路事務所管

内のり面防災対策工事

西日本高速道路（株） 日特建設（株） 自R3年　4月～ バラマキ型傾斜計

31 平榎（１）地区地すべり調査解析業務委託（Aブロック） 福岡県朝倉県土整備事務所 （株）日本インシーク 自R3年　5月～ 動態観測

32 令和２年度 主要県道美祢油谷線 単独道路改良（県道・

指定）工事に伴う調査設計業務委託 第２工区

山口県長門土木建築事務所 中電技術コンサルタント

(株)

自R3年　5月～ パイプひずみ計

33 令和２年度 長崎自動車道（特定更新等）東そのぎIC盛土

補強工事

西日本高速道路（株） 東興ジオテック（株） 自R3年　5月～ 水位計等

34 令和3年度 九州地区土木保全技術業務 長崎管内のり面

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R3年　5月～ のり面動態観測

35 国道219号球磨地区（その３）応急復旧工事 八代河川国道事務所 味岡建設（株） 自R3年　5月～ のり面動態観測､伸縮計等

36 災害復旧調査業務委託(みやま市山川町北関字露ノ久

保)

福岡県みやま市役所 日本地研（株） 自R3年　6月～ のり面動態観測､伸縮計､ひ

ずみ計等
37 令和2年補助第36079-303号 志井鷹羽台地区地すべり調

査業務委託

北九州県土整備事務所 日本地研（株） 自R3年　6月～ のり面動態観測

38 明神川単県砂防施設維持管理（豪雨）砂防堰堤土砂撤

去工事　他合併

熊本県土木部 （株）中山建設 自R3年　6月～ ワイヤーセンサー

39 県単第39132-301号上伍位軒地区地すべり調査業務 福岡県南筑後県土整備事務所 日本地研（株） 自R3年　6月～ パイプひずみ計

40 小椎尾梯線　道路災害復旧工事 広川町役場 （株）猪口建設 自R3年　6月～ のり面動態観測､伸縮計等

スペースエンジニアリング（株）



B　短期動態観測 （３）

41 黒川第一発電所復旧工事のうち 施工技術検討業務に伴

う詳細調査[3工区]

九州電力（株） （株）安藤・間 自R3年　6月～ パイプひずみ計

42 令和3年度　起工第50号　地すべり対策事業　八女地区

地すべり調査測量設計業務委託

八女県土整備事務所 日本地研（株） 自R3年　6月～ パイプひずみ計

43 県道甘木吉井線法面調査業務委託 朝倉県土整備事務所 （株）ダイヤコンサルタント 自R3年　8月～ のり面動態観測､伸縮計等

44 県道勝浦宗像線災害応急対策支援業務 福岡県 日本地研（株） 自R3年　8月～ のり面動態観測､伸縮計等

45 野上西地区法面災害復旧工事 大分河川国道事務所 梅林建設（株） 自R3年　9月～ のり面動態観測､伸縮計等

46 57号立野地区 （株）アバンス 自R3年　9月～ 傾斜計

47 主要地方道野母崎宿線道路災害防除工事（調査観測委

託）

平成地研(株) 自R3年　9月～ のり面動態観測

48 俵山・豊田道路八道地区地山動態観測機器設置業務 山口河川国道事務所 山口大学 自R3年　9月～ 傾斜計

49 県道白木上辺春線災害法面変状調査業務委託 福岡県 （株）西日本設計測量 自R3年　7月～ のり面動態観測､伸縮計等

50 福川河川改修に伴う検討業務委託(２工区) 広島県東部建設事務所 応用地質（株） 自R3年　11月～ 沈下計､伸縮計Web計測

51 白木谷地区地すべり機構解析業務委託 福岡県八女県土整備事務所 日鉄鉱コンサルタント（株） 自R3年　12月～ のり面動態観測

52 長崎県防空本部跡調査調査設計等業務委託 長崎県文化振興課 応用地質（株） 自R4年　1月～ 亀裂計

53 鹿野遊谷川地すべり観測業務 宮崎県 県土整備部 モール地研（株） 自R4年　2月～ のり面動態観測､伸縮計等

54 池上インター線池上インター橋橋梁下部工(P12,15)工事 熊本市役所 浅沼 上村ＪＶ 自R4年　3月～ 水位観測Web計測

55

56

57

58

59

60

スペースエンジニアリング（株）




