
３．危機管理体制の整備に関する業務

（２）警戒避難体制の整備（地域防災力の向上）に関する業務

契約
年度

業務名 受託先 着手日 完了日

30 平成３０年度　雲仙・普賢岳大規模土砂災害危機管理計画検討業務
国土交通省　九州地方整備局
雲仙復興事務所

平成30年8月21日 平成31年2月28日

30 六甲砂防危機管理対応資料作成業務
国土交通省　近畿地方整備局
六甲砂防事務所

平成30年7月28日 平成31年1月31日

30 平成３０年度　天竜川水系災害危機管理検討業務
国土交通省　中部地方整備局
天竜川上流河川事務所

平成30年5月24日 平成31年2月28日

30 平成３０年度　越美山系大規模土砂災害危機管理対応検討業務
国土交通省　中部地方整備局
越美山系砂防事務所

平成30年4月24日 平成31年3月29日

30 平成３０年度大規模土砂災害に対する危機管理計画検討業務
国土交通省　北陸地方整備局
神通川水系砂防事務所

平成30年7月31日 平成31年3月15日

30 平成３０年度大規模土砂災害に対する地域防災力向上検討業務
国土交通省　北陸地方整備局
松本砂防事務所

平成30年4月19日 平成31年3月11日

30 Ｈ３０利根砂防大規模土砂災害危機管理対応他検討業務
国土交通省　関東地方整備局
利根川水系砂防事務所

平成30年4月24日 平成31年2月15日

30 新庄管内土砂災害危機管理検討業務
国土交通省　東北地方整備局
新庄河川事務所

平成30年4月26日 平成31年2月20日

29 六甲砂防危機管理対応連携業務
国土交通省　近畿地方整備局
六甲砂防事務所

平成29年8月25日 平成30年2月28日

29 平成２９年度大規模土砂災害に対する危機管理計画検討業務
国土交通省　北陸地方整備局
神通川水系砂防事務所

平成29年4月15日 平成30年3月30日

29 Ｈ２９富士川砂防危機管理対策等検討業務
国土交通省　関東地方整備局
富士川砂防事務所

平成29年7月14日 平成30年2月28日

29 新庄管内大規模土砂災害危機管理検討業務
国土交通省　東北地方整備局
新庄河川事務所

平成29年5月23日 平成30年3月29日

28 平成２８年度　四国山地砂防地域防災力向上検討業務(地域防災力向上）
国土交通省　四国地方整備局
四国山地砂防事務所

平成28年8月18日 平成29年3月31日

28 大規模土砂災害に対する地域防災力向上検討業務(地域防災力向上）
国土交通省　北陸地方整備局
松本砂防事務所

平成28年4月15日 平成29年3月23日

27 大規模土砂災害警戒避難支援策検討業務(地域防災力向上）
国土交通省　九州地方整備局
川辺川ダム砂防事務所

平成27年8月20日 平成28年3月18日

27 平成２７年度　四国山地砂防地域防災力向上検討業務(地域防災力向上）
国土交通省　四国地方整備局
四国山地砂防事務所

平成27年8月14日 平成28年3月18日



27 大規模土砂災害を想定した地域防災力向上検討業務(地域防災力向上）
国土交通省　北陸地方整備局
松本砂防事務所

平成27年9月8日 平成28年3月25日

27 平成２７年度立山砂防事務所大規模土砂災害危機管理計画検討業務(地域防災力向上）
国土交通省　北陸地方整備局
立山砂防事務所

平成27年7月2日 平成28年3月11日

27 大規模土砂災害危機管理計画検討業務(地域防災力向上）
国土交通省　東北地方整備局
新庄河川事務所

平成27年10月3日 平成28年3月18日

26 平成２６年度　四国山地砂防危機管理対応策検討業務(地域防災力向上）
国土交通省　四国地方整備局
四国山地砂防事務所

平成26年12月4日 平成27年3月27日

26 平成26年度　越美山系深層崩壊警戒避難区域検討業務(地域防災力向上）
国土交通省　中部地方整備局
越美山系砂防事務所

平成26年11月1日 平成27年3月20日

26 H26富士川砂防事務所危機管理等支援方策検討業務(地域防災力向上）
国土交通省　関東地方整備局
富士川砂防事務所

平成26年5月1日 平成27年1月29日

26 大規模土砂災害危機管理計画検討業務(地域防災力向上）
国土交通省　東北地方整備局
新庄河川事務所

平成26年8月1日 平成27年3月20日

25 大規模土砂災害に対する地域防災力向上検討業務(地域防災力向上）
国土交通省　北陸地方整備局
松本砂防事務所

平成25年8月8日 平成26年3月20日

25 H25富士川砂防事務所危機管理等支援方策検討業務(地域防災力向上）
国土交通省　関東地方整備局
富士川砂防事務所

平成25年8月21日 平成26年3月20日

24 平成24年度　天竜川上流域大規模土砂災害危機管理対応検討業務(地域防災力向上）
国土交通省　中部地方整備局
天竜川上流河川事務所

平成24年5月15日 平成25年3月22日

24 平成２４年度多治見砂防危機管理計画実施業務(地域防災力向上）
国土交通省　中部地方整備局
多治見砂防国道事務所

平成24年4月20日 平成25年3月25日

24 大規模土砂災害に対する地域防災力向上検討業務(地域防災力向上）
国土交通省　北陸地方整備局
松本砂防事務所

平成24年8月21日 平成25年3月25日

24 H24利根川上流域土砂災害応急対策検討業務(地域防災力向上）
国土交通省　関東地方整備局
利根川水系砂防事務所

平成24年6月19日 平成25年3月21日

23 H２３大規模土砂災害危機管理体制検討業務(地域防災力向上）
国土交通省　関東地方整備局
利根川水系砂防事務所

平成23年6月24日 平成24年3月23日

22 砂防事業等調査委託(地域防災力向上） 鹿児島県 平成22年7月13日 平成23年3月24日

22 平成22年度　四国山地砂防事務所災害対策検討業務委託(地域防災力向上）
国土交通省　四国地方整備局
四国山地砂防事務所

平成22年10月16日 平成23年3月25日

22 H22大規模土砂災害時危機管理体制検討業務(地域防災力向上）
国土交通省　関東地方整備局
利根川水系砂防事務所

平成22年8月20日 平成23年3月10日

21 砂防事業等調査委託（警戒避難体制の整備） 鹿児島県 平成21年8月13日 平成22年3月24日

21 平成21年度　四国山地砂防事務所災害対策検討業務委託（地域防災力向上）
国土交通省　四国地方整備局
四国山地砂防事務所

平成21年12月2日 平成22年3月26日



21
H21富士川砂防事務所防災関係機関の連携による土砂災害応急減災対策検討業務（地域防災力向
上）

国土交通省　関東地方整備局
富士川砂防事務所

平成21年10月6日 平成22年3月26日

21 H21関東地整管内における大規模土砂災害時の危機管理体制検討業務（地域防災力向上）
国土交通省　関東地方整備局
利根川水系砂防事務所

平成21年7月29日 平成22年3月26日

20 砂防事業等調査委託（警戒避難体制の整備） 鹿児島県 平成20年7月9日 平成21年3月24日

20
19年度　第20306-304号　土砂災害警戒区域管理システム高度利用検討業務（警戒避難体制の整
備）

福岡県 平成21年1月7日 平成21年3月25日

20 平成20年度　四国山地砂防事務所災害対策検討業務委託（地域防災力向上）
国土交通省　四国地方整備局
四国山地砂防事務所

平成20年9月6日 平成21年3月27日

20
H20富士川砂防事務所防災関係機関の連携による土砂災害応急減災対策検討業務（地域防災力向
上）

国土交通省　関東地方整備局
富士川砂防事務所

平成20年9月2日 平成21年3月31日

20 H20砂防危機管理に関する技術検討業務（地域防災力向上）
国土交通省　関東地方整備局
利根川水系砂防事務所

平成20年4月22日 平成21年3月27日

20 H20地域防災関係機関が連携した土砂災害応急減災対策検討業務（地域防災力向上）
国土交通省　関東地方整備局
日光砂防事務所

平成20年7月23日 平成21年3月25日

19 住民が豪雨時に必要とする土砂災害関連情報とその伝達方法に関する調査業務 京都大学 平成19年9月3日 平成19年12月20日

19 砂防事業等調査委託(1)（警戒避難体制の整備） 鹿児島県 平成19年9月19日 平成20年3月24日

19
基礎調査に伴う照査及び土砂災害警戒区域における警戒避難体制の検討業務委託　第５工区（警
戒避難体制の整備）

山口県 平成19年12月28日 平成20年9月30日

19 広島西部山系土砂災害危機管理研究業務（地域防災力向上）
国土交通省　中国地方整備局
太田川河川事務所

平成19年10月3日 平成20年3月25日

19 平成19年度　富士砂防危機管理計画策定業務（地域防災力向上）
国土交通省　中部地方整備局
富士砂防事務所

平成19年11月6日 平成20年3月26日

19 姫川流域（糸魚川地区）における地域防災力向上のための事業展開方策検討業務
国土交通省　北陸地方整備局
松本砂防事務所

平成19年8月1日 平成20年3月21日

19 平成19年度　大規模土砂災害危機管理計画検討業務（地域防災力向上）
国土交通省　関東地方整備局
富士川砂防事務所

平成19年9月13日 平成20年3月31日

19 砂防危機管理に関する検討業務（地域防災力向上）
国土交通省　関東地方整備局
利根川水系砂防事務所

平成19年6月28日 平成20年3月19日

19 H19　大規模土砂災害危機管理計画検討業務（地域防災力向上）
国土交通省　関東地方整備局
日光砂防事務所

平成19年8月7日 平成20年3月25日

19 平成19年度　土砂災害の警戒避難施策検討業務 国土交通省　河川局 平成20年1月29日 平成20年3月25日

18 起工20306ｰ301号　土砂災害警戒区域における警戒避難体制検討等業務 福岡県 平成18年6月27日 平成19年3月15日



18 基礎調査に係る照査等検討業務委託（警戒避難体制の整備） 山口県 平成18年11月22日 平成19年10月31日


