
(地質コンサルタント業務） 令和３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

佐久建設事務所 地質調査 （株）土木管理総合試験所 地質調査　一式 R2.4.15～R2.5.30 1,144.0 完了

上田建設事務所 地質調査 国土防災技術（株）長野支店 法面調査　一式 R2.5.1～R2.9.30 3,542.0 完了

伊那建設事務所 地質調査 国土防災技術（株）長野支店 地質調査　一式 R2.6.23～R2.9.30 2,101.0 完了

飯田建設事務所 地質調査 (株）北信ボーリング 地質調査　一式 R2.4.19～R2.6.19 704.0 完了

飯田建設事務所 地質調査 北陽建設㈱ 地質調査　一式 R2.4.2～R2.5.2 1,243.0 完了

飯田建設事務所 地質調査 北陽建設㈱ 地質調査　一式 R2.7.13～R3.1.29 9,845.0 完了

飯田建設事務所 地質調査 ㈱アンドー 地質調査　一式 R2.7.7～R2.12.14 20,086.0 完了

飯田建設事務所 地質調査 ㈱サクセン 地質調査　一式 R2.7.7～R2.11.30 6,468.0 完了

飯田建設事務所 地質調査 日本工営㈱ 長野営業所 地質調査　一式 R2.7.15～R3.1.29 51,216.0 完了

飯田建設事務所 地質調査 ㈲エンジニヤエヌディー 地質調査　一式 R2.7.13～R3.1.25 3,366.0 完了

飯田建設事務所 地質調査 ㈱村尾地研　長野営業所 地質調査　一式 R2.7.11～R2.9.30 2,458.5 完了

飯田建設事務所 地質調査 日本綜合建設㈱ 地質調査　一式 R2.7.18～R3.3.19 14,157.0 完了

飯田建設事務所 地質調査 北陽建設㈱ 地質調査　一式 R2.7.12～R2.12.28 770.0 完了

飯田建設事務所 地質調査 日本工営㈱ 長野営業所 地質調査　一式 R2.8.1～R2.10.29 990.0 完了

安曇野建設事務所 地質調査 北陽建設(株) 地質調査・解析　一式 R2.4.15～R2.10.30 5,632.0 完了

長野建設事務所 地質調査 川崎地質(株) 地質調査・解析　一式 R2.7.8～R2.12.08 4,851.0 完了

長野建設事務所 地質調査 (株)日さく　長野営業所 地質調査・解析　一式 R2.7.10～R2.9.10 3,421.0 完了

長野建設事務所 地質調査 (株)サクセン 地質調査・解析　一式 R2.7.22～R2.12.04 8,283.0 完了

長野建設事務所 地質調査 (株)サクセン 地質調査・解析　一式 R2.7.22～R2.12.04 451.0 完了

長野建設事務所 地質調査 日本工営(株) 崩壊斜面調査　一式 R2.4.7～R2.12.４ 10,527.0 完了

長野建設事務所 地質調査 川崎地質(株) 地表調査　一式 R2.7.8～R2.12.08 2,068.0 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　一式
擁壁補強設計　一式

R2.4.22～R3.3.22 11,572.0 完了

北信建設事務所 地質調査 北陽建設（株） 現地調査　一式 R2.5.12～R2.6.30 770.0 完了

北信建設事務所 地質調査 応用地質（株）長野営業所 現地調査　一式 R2.7.16～R3.1.30 2,288.0 完了

犀川砂防事務所 地質調査 北陽建設（株） 地すべり地表踏査 １式 R2.4.24～R2.7.30 638.0 完了

犀川砂防事務所 地質調査 北陽建設（株） 地すべり地表踏査 １式 R2.4.30～R2.9.30 1,276.0 完了

犀川砂防事務所 地質調査 国土防災技術（株）長野支店 地すべり地表踏査 １式 R2.7.9～R2.9.11 561.0 完了

犀川砂防事務所 地質調査 国土防災技術（株）長野支店 地すべり地表踏査 １式 R2.7.9～R2.10.30 2,695.0 完了

犀川砂防事務所 地質調査 北陽建設（株）
現地踏査 １式
土石流センサー設置　１式

R2.7.12～R3.3.30 3,597.0 完了

犀川砂防事務所 地質調査 （株）みすず綜合コンサルタント
地すべり地表踏査　１式
地形測量（UAVレーザー測量）
１式

R2.8.12～R2.11.30 4,147.0 完了
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土尻川砂防事務所 地質調査 綜合地質コンサルタント(株) 現地踏査・観測　一式 R2.4.17  ～R2.12.15 1,760.0 完了

土尻川砂防事務所 地質調査 川崎地質(株)長野事務所 地質調査・観測　一式 R2.7.8  ～R3.3.15 19,558.0 完了

土尻川砂防事務所 地質調査 川崎地質(株)長野事務所 地質調査・観測　一式 R2.7.8  ～R3.3.15 20,636.0 完了

土尻川砂防事務所 地質調査 日本綜合建設(株) 地質調査・観測　一式 R2.7.10  ～R3.3.26 16,126.0 完了

土尻川砂防事務所 地質調査 （有）エンジニヤエヌディー 地質調査・観測　一式 R2.7.7  ～R3.3.26 6,776.0 完了

土尻川砂防事務所
地すべり施

設調査
日本綜合建設(株) 地すべり施設変状調査　一式 R2.7.10  ～R2.12.25 4,554.0 完了

土尻川砂防事務所 地質調査 (株)北信ボーリング 地質調査・観測　一式 R2.7.22  ～R2.12.25 13,200.0 完了

長野地域振興局 地質調査 綜合地質コンサルタント(株)
伸縮計設置・観測・資料整理　一
式
地すべり防止工法の検討　一式

R2.7.30～R2.9.10 990.0 完了

長野地域振興局 地質調査 日本工営(株)長野営業所
現地踏査・現地踏査結果とりまと
め　一式
報告書作成　一式

R2.8.3～R2.9.30 979.0 完了

諏訪地域振興局 地質調査 (株)日さく　長野営業所 現地調査等　一式 R2.7.31～R2.9.30 500.0 完了

上伊那地域振興局 地質調査 国土防災技術（株）長野支店
土石流シミュレーション　一式
UAV写真測量　一式

R2.6.10～R3.1.29 9,581.0 完了

上伊那地域振興局 地質調査 日本綜合建設（株）松本支店
山腹工測量　一式
山腹工設計　一式

R2.7.13～R2.9.30 5,225.0 完了

上伊那地域振興局 地質調査 国土防災技術（株）長野支店
渓間工測量　一式
谷止工設計　一式

R2.7.16～R2.9.30 1,727.0 完了

上伊那地域振興局 地質調査 日本工営（株）長野事務所
山腹工測量　一式
山腹工設計　一式

R2.7.14～R2.9.30 4,774.0 完了

上伊那地域振興局 地質調査 国土防災技術（株）長野支店
地すべり現況調査　一式
地すべり解析　一式

R2.7.16～R2.9.30 3,058.0 完了

上伊那地域振興局 地質調査 （株）中部測地研究所
地すべり現況調査　一式
地すべり解析　一式

R2.7.17～R2.9.30 3,058.0 完了

上伊那地域振興局 地質調査 （株）内田測量
地すべり現況調査　一式
地すべり解析　一式

R2.8.3～R2.9.30 3,058.0 完了

松本地域振興局 地質調査 応用地質（株）長野営業所 落石調査　一式 R2.7.14～R2.10.30 990.0 完了

松本地域振興局 地質調査
（株）みずず綜合コンサルタント
長野営業所

地すべり調査　一式 R2.7.16～R3.3.19 16,170.0 完了

松本地域振興局 地質調査 国土防災技術（株）長野支店
地すべり調査、解析　一式
設計　一式

R2.7.16～R3.1.29 18,282.0 完了

北アルプス地域振
興局

地質調査 日本工営(株)長野事務所 地すべり調査　一式 Ｒ2.4.21～Ｒ2.8.31 3,542.0 完了

長野地域振興局 地質調査 北陽建設（株）
地すべり調査　一式
山腹測量　一式

R2.7.9～R2.10.6 15,000.0 完了

長野地域振興局 地質調査 （株）土木管理総合試験所
地すべり調査　一式
山腹測量　一式

R2.7.16～R2.10.13 7,000.0 完了

伊那建設事務所 地質調査 (株)中部測地研究所 地質調査　一式 R3.3.8～R3.3.26 825.0 完了

松本建設事務所 地質調査 (株)長野技研 地質調査・解析・設計　一式 R2.11.9～R3.3.19 9,823.0 完了

北信建設事務所 地質調査 北陽建設㈱
地質調査　一式
設計業務　一式

R2.11.11～R3.2.26 4,609.0 完了

犀川砂防事務所 地質調査 日本綜合建設（株） 地すべり地表踏査 １式 R2.10.8～R2.11.24 1,375.0 完了

犀川砂防事務所 地質調査 北陽建設（株） 地すべり調査　１式 R3.1.13～R3.3.25 5,148.0 完了

土尻川砂防事務所 地質調査 (株)北信ボーリング 地すべり地表踏査 １式 R2.12.22～ R3.3.10 495.0 完了

土尻川砂防事務所 地質調査 (株)日さく　長野営業所 地すべり地表踏査・観測　一式 R3.2.22～ R3.3.29 2,497.0 完了

60 382,183.5
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