
記

○交付式
： 平成３１年３月２７日（水）

受付　　１０：００～
交付式　１０：３０～

： 鹿児島国道事務所　５Ｆ会議室

○災害協定締結の決定業者数　のべ９８社（協定業者数９３社）

・測量・設計部門 ２３社

・地質調査部門 　８社

・土木部門 ４６社

・法面部門 　５社

・電気通信部門 　４社

・機械設備部門 　３社

・災害対策用機械部門 　９社 （土木部門との重複有り）

※詳細については別紙のとおり

【問い合わせ先】

　国土交通省鹿児島国道事務所 住　所：鹿児島市浜町２番５号

技術副所長　　　五反田　信幸（ごたんだ　のぶゆき）

防災情報課長　　内田　康之（うちだ　やすゆき）

電　話：０９９－２１６－３１１１（代表）ＦＡＸ：０９９－２１６－３８６７

（災害対策用機械部門との重複有り）

平 成 ３ １ 年 ３ 月 １ ８ 日
九 州 地 方 整 備 局
鹿 児 島 国 道 事 務 所

※取材を希望される方は、３月２５日（月）１７時までに、以下の問い合わせ先まで、お申し込
みください。

日 時

場 所

☆平成３１年度 災害時等の協力業者決定
～災害発生時等の迅速な対応を図るために～

鹿児島国道事務所では、災害発生時および災害の発生が予測される場合に
迅速な状況把握や円滑かつ的確な対応を行い、被害の拡大防止と被害施設
の早期復旧を図るために、災害時等に協力していただける業者を募集し、下記
のとおり「災害時協力者証」の交付式を開催しますのでお知らせします。



平成３１年３月２７日（水）　　１０：３０～
鹿児島国道事務所　５Ｆ会議室　

　

【測量・設計部門】 ２３社

【地質調査部門】 　８社

【土木部門】 ４６社 （災害対策用機械部門との重複有り）

 【法面部門】 　５社

【電気通信部門】 　４社

【機械設備部門】 　３社

【災害対策用機械部門】　９社 （土木部門との重複有り）

 

４． 決意表明
　

５．  閉　　　会

２． 挨　　　拶　　（鹿児島国道事務所長）
　

３． 「災害時協力者証」交付
　

平成３１年度「災害時協力者証」交付式

１． 開　　　会
 



協定業者　のべ９８社（協定業者数９３社）

測量・設計部門２３社 地質調査部門８社 土木部門４６社 電気通信部門４社

業者名 業者名 業者名

朝日開発コンサルタンツ
株式会社

株式会社 アーステクノ 阿久根建設 株式会社 株式会社 田島組 株式会社 川北電工

株式会社
アジア技術コンサルタンツ

川﨑技術開発 株式会社 株式会社 有迫組 株式会社 田代組 親栄電設 株式会社

鹿児島土木設計株式会社
基礎地盤コンサルタンツ
株式会社 鹿児島事務所

株式会社 岩田組
東亜道路工業 株式会社
鹿児島営業所

株式会社 大鹿電業

霧島エンジニアリング
株式会社

株式会社 日本ジオテック 株式会社 上東建設 南生建設 株式会社 株式会社 南電工

株式会社
建設技術コンサルタンツ

株式会社 日本地下技術 株式会社 植村組
日本道路 株式会社
鹿児島営業所

機械設備部門３社

建設情報コンサルタンツ
株式会社

日本地研株式会社 大川建設 株式会社
株式会社 ＮＩＰＰＯ
九州支店

業者名

株式会社
国土技術コンサルタンツ

株式会社 ホウセイ・技研
大林道路 株式会社
九州支店

株式会社 橋口組
旭防災設備 株式会社
九州支店

株式会社
サタコンサルタンツ

南日本地質調査 株式会社 株式会社 小田原建設 株式会社 春田建設
株式会社 荏原製作所
九州支社

三州技術コンサルタント
株式会社

法面部門５社

鹿島道路 株式会社
鹿児島営業所

福上産業 株式会社 株式会社 ミゾタ

有限会社
振興測量設計事務所

業者名 鎌田建設 株式会社 株式会社 福尚

災害対策用機械部門９社

株式会社
新日本技術コンサルタント

株式会社 カーネギー産業 株式会社 加覧組 福地建設 株式会社 業者名

新和技術コンサルタント
株式会社

株式会社 新栄 株式会社 久保技建 株式会社 藤田組 株式会社 有迫組

株式会社 大亜測量設計 林建設 株式会社 株式会社 久保工務店 外薗建設工業 株式会社 株式会社 鹿大丸

株式会社 大翔 株式会社 三竹工業 桑畑建設 株式会社 株式会社 前田組 株式会社 久保技建

株式会社 大進 株式会社 リーチ開発
建設サービス 株式会社
鹿児島営業所

松尾建設 株式会社
鹿児島支店

桑畑建設 株式会社

大福コンサルタント
株式会社

こうかき建設 株式会社 丸久建設 株式会社 コーアツ工業 株式会社

中央テクノ 株式会社 小牧建設 株式会社 丸福建設 株式会社 株式会社 フジタ 九州支店

株式会社 日峰測地 坂本建設 株式会社 株式会社 南日本運輸建設 株式会社 外薗運輸機工

株式会社 萩原技研 茂建設 株式会社 株式会社 森山（清）組 株式会社 森山（清)組

株式会社
久永コンサルタント

株式会社 島津建設 株式会社 森山肇組 株式会社 森山肇組

株式会社 丸建技術 末重建設 株式会社 ヤマグチ 株式会社

株式会社
みともコンサルタント

末吉建設 株式会社 米盛建設 株式会社

株式会社
南日本技術コンサルタンツ

世紀東急工業 株式会社
鹿児島営業所

株式会社 渡辺組

業者名


