
４．砂防えん堤等の保全整備に関する業務

（２）施設の維持管理及び長寿命化に関する業務

契約
年度

業務名 受託先 着手日 完了日

30 平成２９年度　防災・安全交付金（総合流域防災）緊急改築（砂防）事業に伴う設計業務 長野県安曇野建設事務所 平成30年7月3日 平成31年1月31日

30 平成３０年度明治期等における立山カルデラ内砂防設備保存活用検討業務
国土交通省　北陸地方整備局
立山砂防事務所

平成30年4月14日 平成31年1月31日

29 平成２９年度　防災・安全交付金（砂防）事業に伴う調査業務 長野県松本建設事務所 平成29年8月9日 平成31年3月8日

29 平成２９年度　水無川土砂管理検討業務
国土交通省　九州地方整備局
雲仙復興事務所

平成29年8月25日 平成30年6月29日

29 管内除石管理計画検討業務
国土交通省　北陸地方整備局
松本砂防事務所

平成29年11月29日 平成30年9月28日

29 レッドゾーンの縮小・解除方策のためのワイヤーネット工に関する詳細検討業務 東亜グラウト工業（株） 平成29年5月1日 平成30年3月31日

29 松本砂防事務所における砂防設備補強設計検討業務
国土交通省　北陸地方整備局
松本砂防事務所

平成29年12月6日 平成30年3月20日

29 砂防堰堤水抜き暗渠からの土砂流出防止対策及び維持管理検討業務
国土交通省　北陸地方整備局
松本砂防事務所

平成29年9月22日 平成30年3月15日

29 平成２９年度立山砂防歴史的施設保存管理計画検討業務
国土交通省　北陸地方整備局
立山砂防事務所

平成29年7月8日 平成30年3月30日

29 Ｈ２９砂防施設の維持管理効果検討業務
国土交通省　関東地方整備局
富士川砂防事務所

平成29年12月2日 平成30年3月26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年度立山砂防歴史的施設維持管理計画検討業務
国土交通省　北陸地方整備局
立山砂防事務所

平成28年7月14日 平成29年6月30日

28 砂防関係施設点検技術検討業務
国土交通省　北陸地方整備局
湯沢砂防事務所

平成28年9月15日 平成30年1月26日

28
レッドゾーンの縮小・解除方策のためのスイス・ワイヤーネットダムの日本導入に関する検討業
務

東亜グラウト工業（株） 平成28年8月8日 平成29年3月31日

28 砂防堰堤水抜き暗渠からの土砂流出防止対策及び維持管理検討業務
国土交通省　北陸地方整備局
松本砂防事務所

平成28年7月29日 平成29年3月14日

28 Ｈ２８砂防施設の維持管理効果検討業務
国土交通省　関東地方整備局
富士川砂防事務所

平成28年12月17日 平成29年3月29日



28 湯沢砂防管内設備管理計画等検討業務
国土交通省　北陸地方整備局
湯沢砂防事務所

平成28年2月3日 平成28年7月28日

27 紀伊山地砂防事務所管内砂防設備等維持管理及び利活用計画調査業務
国土交通省　近畿地方整備局
紀伊山地砂防事務所

平成27年9月19日 平成28年3月25日

27 平成２７年度　多治見砂防管内砂防施設長寿命化計画検討業務
国土交通省　中部地方整備局
多治見砂防国道事務所

平成27年8月1日 平成28年3月11日

27 長寿命化計画（案）に基づいた施設改修方針検討業務
国土交通省　北陸地方整備局
松本砂防事務所

平成27年10月8日 平成28年3月11日

27 砂防施設長寿命化計画検討業務
国土交通省　北陸地方整備局
飯豊山系砂防事務所

平成27年10月31日 平成28年3月28日

27 平成27年度立山砂防事務所砂防施設長寿命化検討業務
国土交通省　北陸地方整備局
立山砂防事務所

平成27年9月17日 平成28年3月25日

27 平成２７年度本宮砂防堰堤維持管理計画検討業務
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31日 平成28年3月25日

27 湯沢砂防管内設備管理計画等検討業務
国土交通省　北陸地方整備局
湯沢砂防事務所

平成28年2月3日 平成28年7月28日

27 Ｈ２７砂防施設の維持管理効果検討業務
国土交通省　関東地方整備局
富士川砂防事務所

平成27年11月13日 平成28年3月25日

27 Ｈ２７富士川砂防長寿命化計画検討業務
国土交通省　関東地方整備局
富士川砂防事務所

平成27年10月22日 平成28年3月25日

27 平成２７年度　新庄管内砂防施設等維持管理検討業務
国土交通省　東北地方整備局
新庄河川事務所

平成27年8月26日 平成28年3月18日

27 平成27年度　砂防関係施設に関する点検及び維持管理検討業務
国土交通省　水管理・国土保
全局

平成27年8月6日 平成28年3月11日

26 平成２６年度　砂防施設長寿命化計画検討業務
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10月29日 平成27年3月25日

26 松本砂防管内砂防施設長寿命化計画検討業務
国土交通省　北陸地方整備局
松本砂防事務所

平成26年9月13日 平成27年3月20日

26 砂防設備長寿命化計画検討業務
国土交通省　北陸地方整備局
湯沢砂防事務所

平成26年9月5日 平成27年3月27日

26 H26富士川砂防長寿命化計画検討業務
国土交通省　関東地方整備局
富士川砂防事務所

平成26年10月15日 平成27年3月25日

26 新庄管内砂防施設等維持管理検討業務
国土交通省　東北地方整備局
新庄河川事務所

平成26年12月5日 平成27年3月20日

26 平成２６年度砂防設備等に関する点検ガイドライン検討業務
国土交通省水管理・国土保全
局

平成26年10月4日 平成27年3月10日

25 平成25年度　通常砂防事業に伴う砂防関係施設管理計画策定業務委託 長野県 平成25年9月27日 平成26年8月29日



25 平成２４年度　国補通常砂防事業に伴う調査業務委託 長野県松本建設事務所 平成25年4月15日 平成26年3月10日

25 鹿島川砂防林管理計画検討業務
国土交通省　北陸地方整備局
松本砂防事務所

平成25年9月13日 平成26年3月20日

25 平成25年度石積砂防堰堤機能確保対策計画検討業務
国土交通省　北陸地方整備局
湯沢砂防事務所

平成25年12月14日 平成26年3月27日

25 砂防設備健全度評価及び補強対策設計検討業務
国土交通省　北陸地方整備局
湯沢砂防事務所

平成25年11月2日 平成26年3月20日

25 H25利根砂防管内流木対策検討業務
国土交通省　関東地方整備局
利根川水系砂防事務所

平成25年11月26日 平成26年3月31日

24 平成２４年度庄内川水系砂防施設保全計画業務
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7月4日 平成25年8月30日

24 鹿島川砂防林管理計画検討業務
国土交通省　北陸地方整備局
松本砂防事務所

平成24年12月18日 平成25年3月15日

24 石積砂防堰堤長寿命化対策調査業務
国土交通省　北陸地方整備局
湯沢砂防事務所

平成24年10月10日 平成25年3月22日

24 H24深層崩壊土砂氾濫影響調査業務（砂防施設の管理）
国土交通省　関東地方整備局
富士川砂防事務所

平成24年10月25日 平成25年3月26日

23 亀の瀬地すべり防止施設更新計画策定業務
国土交通省　近畿地方整備局
大和川河川事務所

平成23年8月5日 平成24年3月30日

23 平成２３年度庄内川水系砂防施設保全計画業務
国土交通省　中部地方整備局
多治見砂防国道事務所

平成23年11月9日 平成24年3月26日

23 H２３富士川管内砂防施設機能強化検討業務
国土交通省　関東地方整備局
富士川砂防事務所

平成23年11月18日 平成24年3月26日

23 H２３利根砂防流域総合整備手法検討業務（砂防設備の管理）
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26日

23 H２３釜ツ沢砂防堰堤改築工事モニタリング業務（砂防設備の管理）
国土交通省　関東地方整備局
日光砂防事務所

平成23年7月8日 平成24年3月30日

22 砂防事業等調査委託（急傾斜地崩壊対策施設の維持管理） 鹿児島県 平成22年7月13日 平成23年3月24日

22 亀の瀬地すべり維持管理計画整備業務
国土交通省　近畿地方整備局
大和川河川事務所

平成22年8月24日 平成23年3月30日

22 平成22年度　砂防指定地及び砂防施設等管理手法検討業務
国土交通省　北陸地方整備局
阿賀野川河川事務所

平成23年1月19日 平成23年3月31日

22 大源太川第1号砂防堰堤漏水等対策検討業務
国土交通省　北陸地方整備局
湯沢砂防事務所

平成22年12月23日 平成23年3月25日

22 H22利根砂防砂防設備総合管理手法検討業務（施設の維持管理）
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25日



22 新庄河川事務所管内歴史的砂防施設調査検討業務（施設の維持管理）
国土交通省　東北地方整備局
新庄河川事務所

平成22年9月8日 平成23年2月10日

21 砂防事業等調査委託（急傾斜地崩壊対策施設の維持管理） 鹿児島県 平成21年8月13日 平成22年3月24日

21 雲仙岳砂防指定地内における砂防樹林帯整備計画検討業務（樹林）
国土交通省　九州地方整備局
雲仙復興事務所

平成21年6月27日 平成22年3月19日

21 平成21年度　四国山地砂防事務所管内施設管理検討業務委託（施設の維持管理）
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10月21日 平成22年3月25日

21 亀の瀬地すべり管理手法策定業務
国土交通省　近畿地方整備局
大和川河川事務所

平成21年10月6日 平成22年3月31日

21 H21利根川水系砂防事務所砂防設備の総合管理手法検討業務（施設の維持管理）
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6月5日 平成22年3月25日

21 Ｈ21釜ッ沢砂防堰堤補修詳細設計業務
国土交通省　関東地方整備局
日光砂防事務所

平成21年10月6日 平成22年3月31日

21 平成21年度　砂防関連施設の適切な管理計画に関する検討業務 国土交通省　河川局 平成21年7月7日 平成22年1月29日

20 平成20年度　鋼製砂防えん堤の維持管理に関する研究 砂防鋼構造物研究会 平成20年7月11日 平成21年6月30日

20 砂防事業等調査委託（急傾斜地崩壊対策施設の維持管理） 鹿児島県 平成20年7月9日 平成21年3月24日

20 雲仙普賢岳植生回復計画検討業務
国土交通省　九州地方整備局
雲仙復興事務所

平成20年8月29日 平成21年3月19日

20 平成20年度　四国山地砂防事務所管内施設管理検討業務委託（施設の維持管理）
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25日

20 平成20年度亀の瀬地すべり概成移管に伴う管理手法検討業務
国土交通省　近畿地方整備局
大和川河川事務所

平成20年9月3日 平成21年3月31日

20 砂防施設点検及び長寿命化検討業務
国土交通省　北陸地方整備局
神通川水系砂防事務所

平成21年3月20日 平成22年3月30日

20 湯沢砂防事務所管内老朽化えん堤補修対策検討業務委託
国土交通省　北陸地方整備局
湯沢砂防事務所

平成21年3月31日 平成22年3月19日

20 H20利根川水系砂防事務所砂防設備の総合管理手法検討業務
国土交通省　関東地方整備局
利根川水系砂防事務所

平成20年7月24日 平成21年3月19日

20 地すべり地管理手法検討業務
国土交通省　東北地方整備局
新庄河川事務所

平成20年8月26日 平成21年3月13日

20 平成20年度　砂防関連施設の適切な管理計画に関する検討業務 国土交通省　河川局 平成20年9月19日 平成21年3月19日

19 平成19年度　鋼製透過型砂防えん堤等の維持管理に関する研究 砂防鋼構造物研究会 平成19年11月2日 平成20年4月30日



19 平成19年度　国補通常砂防事業に伴う調査業務委託 長野県松本建設事務所 平成20年3月13日 平成21年2月20日

19 平成18年度　国補通常砂防事業に伴う調査業務委託 長野県松本建設事務所 平成19年10月31日 平成20年3月25日

19 雲仙普賢岳植生回復全体計画構築検討業務
国土交通省　九州地方整備局
雲仙復興事務所

平成19年8月11日 平成20年3月21日

19 平成19年度　四国山地砂防事務所管内施設管理検討業務委託
国土交通省　四国地方整備局
四国山地砂防事務所

平成19年11月23日 平成20年3月10日

19 歴史的砂防設備保存・活用検討業務
国土交通省　近畿地方整備局
六甲砂防事務所

平成19年10月16日 平成20年3月5日

19 平成19年度　亀の瀬地すべり概成移管に伴う管理手法検討業務
国土交通省　近畿地方整備局
大和川河川事務所

平成19年6月8日 平成20年3月31日

19
湯沢砂防事務所管内砂防設備の巡視点検手法及び安全管理等に関する検討業務委託（施設の維持
管理）

国土交通省　北陸地方整備局
湯沢砂防事務所

平成19年11月6日 平成20年3月14日

19 平成19年度　管内砂防指定地及び砂防施設の管理方策検討業務（施設の維持管理）
国土交通省　関東地方整備局
富士川砂防事務所

平成19年12月8日 平成20年3月31日

19 地域資源として砂防設備を活かすための総合管理手法の検討業務
国土交通省　関東地方整備局
利根川水系砂防事務所

平成19年11月6日 平成20年3月28日

19 地すべり地管理手法検討業務
国土交通省　東北地方整備局
新庄河川事務所

平成19年12月11日 平成20年3月14日


