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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 完了

諏訪建設事務所 地質調査 (有)エンジニヤエヌディー

現地踏査一式　機構解析一式

報告書作成一式

H30.4.4～H30.5.8 626.4 完了

伊那建設事務所 地質調査 北陽建設（株） 法面緊急調査 H30.5.11～H30.6.30 831.6 完了

伊那建設事務所 地質調査 北陽建設（株） 法面緊急調査 H30.4.13～H30.5.14 2,160.0 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・解析・設計 H30. 3.26～H30. 4.27 777.6 完了

飯田建設事務所 地質調査 (株)サクセン 現地踏査・報告書とりまとめ H30. 3.22～H30. 4.20 745.2 完了

飯田建設事務所 地質調査 (株)みすず綜合コンサルタント 地質調査・解析 H30. 6.12～H30. 7.12 842.4 完了

松本建設事務所 地質調査 (株)長野技研 橋梁調査・設計 H30.5.2～H30.12.25 6,642.0 完了

松本建設事務所 地質調査 綜合地質コンサルタント(株) 法面調査 H30.6.20～H30.7.31 291.6 完了

安曇野建設事務所 地質調査 日本綜合建設(株) 地表踏査、対策工法選定 H30.4.3～H30.5.18 2,246.4 完了

安曇野建設事務所 地質調査 日本綜合建設(株) 伸縮計設置、地質調査 H30.5.30～H30.12.10 11,944.8 完了

須坂建設事務所 地質調査 川崎地質（株）　長野営業所

現地調査、地質解析、対策工法

概略検討

H30.4.18～H30.5.31 896.4 完了

須坂建設事務所 地質調査 綜合地質コンサルタント(株)

現地踏査、地質調査・解析、復

旧工法検討

H30.5.22～H30.6.20 594.0 完了

北信建設事務所 地質調査 (株)日さく　長野営業所

地盤傾斜計監視ｼｽﾃﾑ設置、現

地踏査、復旧工法検討

H30.4.23～H30.10.31 2,440.8 完了

北信建設事務所 地質調査 北陽建設（株）

監視システム設置（伸縮計）、現

地踏査１式

H30.5.1～H30.10.31 2,235.6 完了

姫川砂防事務所 地質調査 国土防災技術(株)長野支店 地質調査 H30.4.10～H30.6.13 442.8 完了

姫川砂防事務所 地質調査 日本綜合建設(株) 地質調査 H30.4.3～H30.6.15 1,436.4 完了

土尻川砂防事務所 地質調査 (株)日さく　長野営業所 調査・解析 H30.4.4～H31.3.29 17,215.2 完了

土尻川砂防事務所 地質調査

(株)アサノ大成基礎エンジニア

リング北信越支社

調査 H30.5.10～H31.2.28 6,382.8 完了

松本地域振興局 地質調査 (株)サクセン 調査業務　一式 H30.5.24～H30.6.30 950.4 完了

松本地域振興局 地質調査 (有)エンジニヤエヌディ－ 地すべり調査 H30.5.30～H30.7.31 918.0 完了

上田建設事務所 地質調査 （株）日さく　長野営業所 地質調査　一式 H30.7.17～H30.9.4 4,050.0 完了

伊那建設事務所 地質調査 日本工営（株）長野事務所 法面調査　一式 H30.7.30～H30.9.21 449.3 完了

飯田建設事務所

下伊那南部

建設事務所

地質調査 国土防災技術(株)長野支店 調査・解析解析　1式 H30.9.6～H31.3.22 10,508.4 完了

木曽建設事務所 地質調査 北陽建設（株） 地質調査　一式 H30.7.13～H31.3.8 18,144.0 完了

長野建設事務所 地質調査

(株)アサノ大成基礎エンジニア

リング北信越支社

概略踏査 H30.7.6～H30.7.31 172.8 完了

長野建設事務所 地質調査 国土防災技術(株)長野支店 詳細踏査 H30.7.6～H30.9.20 972.0 完了

長野建設事務所 地質調査 北陽建設（株） 地すべり調査 H30.6.21～H31.3.29 15,163.2 完了
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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・解析 H30.7.18～H31.3.29 19,958.4 完了

土尻川砂防事務所 地質調査 (株)日さく　長野営業所 現地踏査 H30.8.1～H30.9.28 183.6 完了

土尻川砂防事務所 地質調査 総合地質コンサルタント(株) 地下空洞調査 H30.7.9～H30.9.10 1,544.4 完了

南信州地域振興局 地質調査 (有)エンジニヤエヌディ－ 地すべり調査 H30. 7. 9～H30. 8.31 993.6 完了

伊那建設事務所 地質調査 国土防災技術（株）長野支店 地すべり調査 H30.10..5～H31.3.25 22,096.8 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） 地すべり調査 H30.5.30～H31.3.22 1,501.2 完了

松本建設事務所

地質調査

測量・設計

(株)長野技研 地質調査・測量・設計業務一式 H30.10.15～H31.3.20 13,273.2 完了

安曇野建設事務所 地質調査 (株)日さく　長野営業所

土石流センサー監視システム設

置、測量、設計

H30.10.1～H31.3.31 5,637.6 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　１式

解析業務　１式

H30.8.15～H31.1.31 1,166.4 完了

北信建設事務所 地質調査 (株)みすず綜合コンサルタント 調査・設計 H30.10.17～H31.1.31 1,490.4 完了

伊那建設事務所 地質調査 日本工営(株)　長野事務所 地質調査　一式 H30.7.25～H30.12.28 8,499.6 完了

飯田建設事務所 地質調査 北陽建設（株） 地すべり調査 H30.9.7～H30.11.5 939.6 完了

飯田建設事務所 地質調査 (株)中部測地研究所 地すべり調査 H30.9.7～H30.11.5 939.6 完了

41 201,431.9
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