
(地質コンサルタント業務）(地質コンサルタント業務）(地質コンサルタント業務）(地質コンサルタント業務） 平成30年3月31日現在

発注機関名 業務別 委　託　業　者　名 業　務　概　要 工　　期 委託額（千円） 備考

伊那建設事務所 地質調査 北陽建設(株） 地質調査・解析、監視装置設置 H29.3.15～H29.7.31 9,266.4 完了

諏訪建設事務所 地質調査 川崎地質(株)長野事務所

現地調査、伸縮計設置観測、

ボーリング調査1箇所

H29.6.28～H29.10.31 5,194.8 完了

飯田建設事務所 地質調査 (株)中部測地研究所 地質調査・解析 H29.3.23～H29.5.24 4,222.8 完了

飯田建設事務所 地質調査 北陽建設(株) 地質調査・解析 H29.3.21～H29.5.22 604.8 完了

飯田建設事務所 地質調査 (有)エンジニヤエヌディー 地質調査・解析 H29.4.21～H29.7.31 3,088.8 完了

飯田建設事務所

下伊那南部

建設事務所

地質調査 北陽建設(株) 地質調査・解析 H29.3.21～H29.6.30 10,199.6 完了

松本建設事務所 地質調査 日本綜合建設（株）

路面沈下に伴う土塊移動量の観

測・調査と原因究明

H29.5.10～H29.12.21 982.8 完了

松本建設事務所 地質調査 （株）みすず綜合コンサルタント

道路への落石に伴う崩落源調査

と浮き石処理の対策計画策定

H29.5.22～H29.7.31 766.8 完了

安曇野建設事務所 地質調査 国土防災技術（株）長野支店 地表調査、対策工法選定 H29.4.10～H29.5.19 972.0 完了

須坂建設事務所 地質調査 国土防災技術(株)長野支店

現地踏査、概略測量、地質調

査・解析、復旧工法検討

H29.6.2～H29.7.20 648.0 完了

北信建設事務所 地質調査 北陽建設(株）

現地調査　一式

土石流センサー　 ２箇所

監視カメラ　３箇所

H29.5.19～H29.11.30 19,850.4 完了

北信建設事務所 地質調査 国土防災技術(株)長野支店 警戒避難基準検討業務　一式 H29.5.31～H30.2.23 11,426.4 完了

北信建設事務所 地質調査 日本工営(株)長野事務所

監視装置設置

（振動センサー　１箇所）

H29.5.30～H30.2.28 19,591.2 完了

上田建設事務所 地質調査 日本綜合建設（株） 地すべり調査　１式 H29.5.11～H30.3.30 3,024.0 完了

諏訪建設事務所 地質調査 北陽建設(株）

地質調査　一式

現地測量　一式

擁壁工設計　一式

H29.7.11～H29.12.18 4,503.6 完了

伊那建設事務所 地質調査 北陽建設（株）伊那営業所

監視装置設置、伸縮計観測、地

質調査・解析

H29.3.15～H30.3.23 13,996.8 完了

飯田建設事務所 地質調査 国土防災技術(株)長野支店 地質調査 H29.8.21～H29.10.31 1,112.4 完了

松本建設事務所 地質調査 （株）土木管理総合試験所

トンネル内のスリップ原因の究明

（化学、物理、生物要因）

H29.8.24～H29.10.31 540.0 完了

千曲建設事務所 地質調査 北陽建設(株) 道路への落石に伴う崩落源調査 H29.8.31～H29.10.15 1,080.0 完了

長野建設事務所 地質調査 北陽建設(株) 監視カメラ設置、撤去　一式 H29.7.2～H29.12.31 777.6 完了

北信建設事務所 地質調査 綜合地質コンサルタント(株) 地質調査・解析 H29.6.23～H30.3.8 16,124.4 完了

北信建設事務所 地質調査 日本綜合建設（株） 現地踏査 H29.8.21～H29.10.31 399.6 完了

土尻川砂防事務所 地質調査 日本綜合建設（株）

地すべり現地踏査　一式

伸縮計設置観測　一式

H29.7.27～H30.3.28 16,880.4 完了

土尻川砂防事務所 地質調査 国土防災技術（株）長野支店

地すべり現地踏査　一式

伸縮計設置観測　一式

H29.8.20～H30.3.30 15,346.8 完了

佐久建設事務所 地質調査 国土防災技術（株）長野支店 地質調査・解析 H29.11.6～H29.12.27 1,998.0 完了

佐久建設事務所 地質調査 川崎地質(株)長野事務所 現地踏査・設計 H29.10.27～H30.2.9 4,843.8 完了

佐久建設事務所 地質調査 （株）サクセン 現地踏査 H29.10.27～H30.1.19 982.8 完了

上田建設事務所 地質調査 川崎地質(株)長野事務所 地質調査　一式 H29.10.23～H30.1.8 1,134.0 完了

伊那建設事務所 地質調査 国土防災技術（株）長野支店 斜面緊急調査 H29.10.13～H29.11.13 86.4 完了

平成２９年度　災害時における緊急調査の実施状況
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飯田建設事務所

下伊那南部

建設事務所

地質調査 (株)サクセン 地質調査 H29.10.19～H29.12.25 723.6 完了

奈良井川改良事務

所

地質調査 日本工営(株)長野事務所

地すべり調査・解析　１式

測量設計　１式

H29.10.26～H30.3.31 11,340.0 完了

安曇野建設事務所 地質調査 (株)土木管理総合試験所

地質調査　１式

土石流監視システム　１式

H29.10.23～H30.1.22 7,560.0 完了

安曇野建設事務所 地質調査 （有）エンジニヤエヌディー 地質調査　１式 H29.10.24～H29.11.13 1,393.2 完了

大町建設事務所 地質調査 （有）エンジニヤエヌディー 地質調査業務１式 H29.10.24～H29.11.16 594.0 完了

北信建設事務所 地質調査 国土防災技術（株）長野支店 地質調査・解析 H29.10.24～H30.1.19 3,034.8 完了

北信建設事務所 地質調査 （株）北信ボーリング 地質調査・解析 H29.10.23～H30.1.31 10,659.6 完了

北信建設事務所 地質調査 （株）日さく 長野営業所 現地踏査 H29.11.8～H30.1.31 831.6 完了

犀川砂防事務所 地質調査 日本綜合建設（株）松本支店

現地調査

伸縮計設置・観測

対策工法検討

H29.10.24～H30.2.28 5,929.2 完了

姫川砂防事務所 地質調査 北陽建設(株) 流域調査　一式 H29.11.6～H29.12.26 810.0 完了

姫川砂防事務所 地質調査 国土防災技術（株）長野支店

地すべり現地踏査　一式

観測　一式

H29.11.10～H30.3.20 2,019.6 完了

土尻川砂防事務所 地質調査 川崎地質（株）長野事務所

地形測量　一式

伸縮計等監視装置設置　一式

H29.10.30～H29.11.30 1,922.4 完了

土尻川砂防事務所 地質調査 （株）日さく　長野営業所

地形測量　一式

伸縮計観測　一式

H29.10.26～H30.3.28 2,559.6 完了

土尻川砂防事務所 地質調査

（株）アサノ大成基礎ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝ

ｸﾞ北信越支社

地表踏査　一式

移動杭設置･観測　一式

H29.10.23～H30.3.15 637.2 完了

北アルプス地域振興

局

地質調査 北陽建設(株） 地質調査・解析 H29.10.31～H30.3.20 5,432.4 完了

飯田建設事務所 地質調査 (株)長野技研　飯田事務所 地質調査 H30.3.6～H30.3.30 1,371.6 完了

飯田建設事務所

下伊那南部

建設事務所

地質調査 (株)サクセン 地質調査 H29.10.19～H29.12.25 723.6 完了

飯田建設事務所

下伊那南部

建設事務所

地質調査 (株)サクセン 地質調査・解析 H30.3.6～H30.3.27 745.2 完了

松本建設事務所 地質調査 (株)サクセン 地質調査　一式 H29.12.5～H30.3.25 3,086.6 完了

松本建設事務所 地質調査 日本綜合建設（株）松本支店

地質調査　１式

測量設計　１式

H29.10.24～H30.3.27 4,995.0 完了

松本建設事務所 地質調査 国土防災技術（株）長野支店 地質調査　１式 H29.11.10～H30.3.20 3,942.0 完了

長野建設事務所 地質調査 日本綜合建設（株） 崩落法面調査、対策検討 H29.9.29～H30.2.28 1,738.8 完了

長野建設事務所 地質調査 （株）日さく　長野営業所 現地調査・地質調査　一式 H29.10.26～H30.3.24 7,020.0 完了

長野建設事務所 地質調査 日本綜合建設（株）

現地調査　一式

地すべり観測　一式

H29.11.2～H30.1.30 302.0 完了

土尻川砂防事務所 地質調査

（株）アサノ大成基礎ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝ

ｸﾞ北信越支社

現地踏査　一式 H30.1.10～H30.2.23 982.8 完了

土尻川砂防事務所 地質調査 日本綜合建設（株）

調査ボーリング　一式

アンカー付法枠工詳細設計　一

式

H30.2.20～H30.3.28 12,970.8 完了

土尻川砂防事務所 地質調査 国土防災技術（株）長野支店

調査ボーリング･観測　一式

解析　一式･対策工詳細設計 一

式

H29.10.23～H30.3.30 18,716.4 完了

松本地域振興局 地質調査 (株)長野技研 地質調査・解析 H29.10.30～H30.5.31 13,127.4 実施中

57 294,814.8
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