
発注機関 地質調査の⽬的 業務名 業務場所 請負⾦額
（千円）

熊本市 建築物の計画 出⽔南中学校校舎増築に伴う地質調査業務委託 熊本市中央区出⽔7丁⽬ 2,200

⼭都町 建築物の計画 総合体育館建設予定地地質調査業務 ⼭都町下市 8,894

宇城地域振興局 農道盛⼟の動態観測 宇⼟北部３期地区農道整備事業（基幹農道）第１号業務委託 宇⼟市住吉町 1,529

天草地域振興局 国道の災害防除 国道３８９号防災安全交付⾦（災害防除）地質調査その３委託 天草市天草町下⽥北 8,964

熊本市 宅地の災害復旧 宅地耐震化推進事業（拡充）地質調査業務委託（その５） 熊本市島崎5丁⽬ほか 4,242

国⼟交通省⼋代河川国道事務所 河川の改修 平成３０年度球磨川⽔系地質調査業務 芦北町告ほか 14,212

国⼟交通省熊本河川国道事務所 国道の路線計画 平成３０年度滝室坂道路地質調査（⾺場地区）業務 阿蘇市⼀の宮町坂梨 19,828

阿蘇地域振興局 地すべりの対策（災害復旧） ⾼野台地すべり激甚災害対策特別緊急（地質調査）委託 南阿蘇村河陽 8,691

熊本県農林⽔産部 農業施設（ダム）の災害復旧 ⼤切畑地区単県農地等災害復旧事業（過年）第３１号業務委託 ⻄原村⼩森 13,549

上益城地域振興局 国道の施設修繕 国道２１８号外単県道路施設修繕（ＣＢＲ調査）委託 ⼭都町⻑崎・下⾺場 522

⼋代市 下⽔道の路線計画 宮地町汚⽔管築造⼯事に伴う地質調査業務委託（その３） ⼋代市宮地町 7,032

阿蘇地域振興局 地すべりの対策（災害復旧） ⾼野台災害関連緊急地すべり対策（地質調査）委託 南阿蘇村河陽 5,367

菊池地域振興局 県道の道路改築 住吉熊本線広域連携交付⾦（道路改築）地質調査委託 合志市上庄 5,923

熊本市 ⽂化財の災害復旧 国指定重要⽂化財熊本城南東櫓群ほか２棟周辺地質調査業務委託 熊本市本丸及び⼆の丸 19,772

くまもと地下⽔財団 地盤試料の採取 地下地質調査（⼟壌）に伴う地質調査業務委託 菊池市旭志 1,501

宇城市 市道の道路改築 駅⻄線（仮称）地質調査業務委託 宇城市不知⽕町⾼良 3,546

阿蘇地域振興局 農業⽤ダムの災害復旧 ⼤切畑地区単県災害査定設計委託第１９号業務委託 ⻄原村⼩森 21,461

⽟名地域振興局 県道の橋梁補修 荒尾⻑洲線防災安全交付⾦（橋梁補修）蛎原橋地質調査委託 荒尾市⾼浜 2,903

芦北地域振興局 県道の道路改良 深川津奈⽊線単県道路改良（地質調査）委託 津奈⽊町染⽵ 5,635

⼋代地域振興局 海岸堤防の災害復旧 県南地区県営農地等災害復旧事業（調査）Ｈ２８補正第６号業務委託 ⼋代市郡築⼗番町 9,338

阿蘇地域振興局 砂防堰堤の計画（災害復旧） ２８年発⽣災害復旧事業設計調査（⾞帰川２地質調査）委託 阿蘇市⾞帰 10,954

熊本市 下⽔道の路線計画 都市計画事業⿃場汚⽔幹線枝線外枝線地質調査業務委託（第６４０７号） 熊本市富合町⼩岩瀬ほか 9,129

阿蘇地域振興局 砂防堰堤の計画（災害復旧） ２８年発⽣災害復旧事業設計調査（⼀⾥⼭川地質調査）委託 阿蘇市的⽯ 6,923

上益城地域振興局 農業⽤ため池の計画 上野地区障害防⽌事業第３号業務委託 御船町⽥代 1,350

熊本市 公園の地盤変状 ⼩⼭中野⻄公園陥没に伴う地質調査緊急業務委託 熊本市⼩⼭5丁⽬ 952

阿蘇地域振興局 県道の災害復旧 ２８年発⽣（別府⼀の宮線）道路災害復旧事業地質調査委託 阿蘇市⼀の宮町⼿野ほか 8,244

宇城地域振興局 県道の道路改良 郡浦網⽥線単県道路改良（地質調査）委託 宇城市三⾓町郡浦 1,700

⼋代地域振興局 地震後のため池点検 ⼋代管内地区農業⽤ため池緊急点検事業第１号業務委託 ⼋代市⼆⾒下⼤野町ほか 11,004

⼭都町 町道の災害復旧 ⽩⼩野鶴越線②道路災害地質調査業務委託 ⼭都町津留 3,819

熊本市 市道の災害復旧 市道下南部町第７号線地質調査緊急業務委託 熊本市下南部1丁⽬ 1,404

熊本市 市道の災害復旧 市道⽯原２丁⽬御領６丁⽬第１号線（神園橋）地質調査業務委託 熊本市御領7丁⽬ほか 6,804

⼋代地域振興局 地すべりの対策 箱⽯単県地すべり対策（地質調査）委託 ⼋代市東陽町⼩浦 2,964

熊本⼟⽊事務所 河川の災害復旧 ⽩川河川激甚災害対策特別緊急（地下⽔観測その３）委託 熊本市上南部4丁⽬ほか 3,996

熊本市 下⽔道の地震対策 下⽔道総合地震対策基礎調査（地質調査）業務（その９）委託（第２７３３号） 熊本市貢町ほか 17,852

阿蘇地域振興局 県道の道路改築 内牧坂梨線防災・安全交付⾦（改築）地質調査（その２）委託他合併 阿蘇市⼀の宮町⼿野 4,434

天草市 市道の道路改築 諏訪⻑野線地質調査業務委託 新和町⼩宮地 1,754

芦北地域振興局 県道の道路改築 芦北坂本線防災・安全交付⾦（改築）（地質調査）委託他合併 芦北町宮浦 3,173

宇城地域振興局 県道の道路改良 釈迦院川単県⾃然債河川改良（地質調査）委託 美⾥町中 2,868

上益城地域振興局 県道の道路改築 柿原⼊佐線防災・安全交付⾦（地質調査）委託 ⼭都町下名連⽯ 4,598

阿蘇地域振興局 県道の道路改築 内牧坂梨線防災・安全交付⾦（改築）中園川橋地質調査委託他合併 阿蘇市⼀の宮町⼿野 4,646

菊池地域振興局 県道の道路改良 旭志⿅本線単県道路改良（ＣＢＲ調査）委託 菊池市七城町清⽔ 330

熊本⼟⽊事務所 河川の災害復旧 ⽩川河川激甚災害対策特別緊急（地質調査その８）委託 熊本市東区上南部1丁⽬ほか 9,024

熊本⼟⽊事務所 河川の災害復旧 ⽩川河川激甚災害対策特別緊急（地下⽔観測その２）委託 熊本市下南部1丁⽬ほか 11,476

⼋代地域振興局 地すべりの対策 箱⽯単県地すべり対策（地質調査）委託 ⼋代市東陽町⼩浦 2,395

菊池地域振興局 農業⽤⽔路トンネルの計画 津留井⼿地区農地防災事業調査計画第２号業務委託 ⼭⿅市⿅北町芋⽣ 2,831

⿅本地域振興局 県道の道路改良 竈⾨菰⽥⼭⿅線単県道路改良（地質調査）委託他合併 ⼭⿅市椿井 3,423

⽟名地域振興局 県道の道路改築 熊本⽟名線防災・安全交付⾦（改築）地質調査委託 ⽟名市天⽔町⼩天 1,665

⽟名地域振興局 県道の道路改築 ⽟名⼋⼥線防災安全交付⾦（交通安全）地質調査委託他合併 ⽟名市⽯貫 2,181

熊本市 下⽔道の地震対策 下⽔道総合地震対策基礎調査（地質調査）業務（その２）委託（第２６３２号） 熊本市世安町ほか 9,693

阿蘇地域振興局 砂防堰堤の災害復旧 ⼋反⽥川砂防激甚災害対策特別緊急（地質調査）委託 阿蘇市⼀の宮町⾺場 3,061

菊池地域振興局 県道の道路改築 原植⽊線防災・安全交付⾦（地質調査）委託 菊池市旭志伊坂 5,127

天草地域振興局 農業⽤ため池の改修 天草中央北地区中⼭間地域総合整備事業第４号業務委託 天草市五和町城河原 7,358

熊本⼟⽊事務所 河川の治⽔対策 ⽩川流域治⽔対策河川（社会資本）（地質調査その４）委託 熊本市⿊髪7丁⽬ほか 10,899

芦北地域振興局 港湾の津波等対策 芦北管内単県港湾津波・⾼潮対策調査費（地質調査）委託他合併 芦北町⼥島 2,114

上益城地域振興局 農業⽤⽔路の改修 七滝地区農業農村整備調査計画（単県実計）第１号業務委託 御船町⽥代 5,235

菊池地域振興局 農業⽤ため池の震災対策 熊本県北地区（菊池）震災対策農業⽔利施設整備事業（調査点検）第１号業務委託 菊池市旭志ほか 16,076

上益城地域振興局 農業⽤⽔路の改修 ⾼⽥堰地区経営体育成基盤整備事業（２４補正）第１０号業務委託 嘉島町下仲間 1,644

宇城地域振興局 農道の道路改築 宇⼟北部３期地区農道整備事業（基幹農道）第１号業務委託他合併 宇⼟市住吉町 4,543

熊本市 市道の道路改築 ⼀般県道託⿇北部線（吉原⼯区）地質調査業務委託 熊本市⽯原町ほか 4,158

球磨地域振興局 農業⽤ため池の震災対策 県南地区（球磨）震災対策農業⽔利施設整備事業第２号業務委託 相良村深⽔ほか 10,366


