
令 和 ２ 年 ４ 月 １ ０ 日
九 州 地 方 整 備 局
菊 池 川 河 川 事 務 所

記 者 発 表 資 料

「令和２年度 菊池川河川事務所管内における災害時等応急
対策に関する基本協定」締結について

〈概 要〉
菊池川河川事務所では 災害時における応急対策に関する協定を建設会社等 土、 （
、 、 、 ） 。木 機械設備 電気通信設備 コンサルタント等 と年度初めに締結しています
この協定は、災害等が発生した場合を想定し、迅速な被災状況の把握や円滑か

つ的確な災害対応を図るために、関係する企業と事前に協力体制を構築しておく
ために毎年締結しているものです。

、 。令和２年度も各分野において基本協定を締結しましたので お知らせ致します

記

１ 締結日 ： 令和２年４月１日付け

２ 基本協定締結企業（別紙一覧表参照）
・土木部門協定締結企業：１２社
・機械部門協定締結企業：８社
・光ケーブル関係等部門協定締結企業：１社
・測量・設計、地質調査、流量検討・河道計画検討、

航空写真撮影部門協定締結企業：２５社 合計４６社

【問い合わせ先】

国土交通省 九州地方整備局 菊池川河川事務所
技術副所長 橋口 幸生

石戸 善明工 務 課 長
ＴＥＬ 0968-44-2171（代表） ＦＡＸ 0968-44-4673



令和２年度　菊池川河川事務所管内における災害時等応急対策
（土木部門）に関する基本協定会社一覧表（１２社）

（株）トーカイ
〒861-1205

菊池市泗水町福本865-1

竜門ダム管理支所 （株）八方建設
〒861-1311

菊池市赤星2114-1

山鹿出張所管内

（株）皆本建設
〒861-0501

山鹿市山鹿８７７－１

（株）荒木建設
〒861-1315

菊池市木柑子1427

（株）八方建設
〒861-1311

菊池市赤星2114-1

（株）緒方建設
〒861-1324

菊池市野間口1097

（株）宝建設
〒861-0106

熊本市北区植木町豊田630-
1

（株）髙喜工業
〒861-0541

山鹿市鍋田1774-1

（有）古田建設
〒861-0522

山鹿市久原287-3

（株）池田建設
〒861-5401

玉名市天水町小天7371

(株)フチガミ
〒861-0552

山鹿市杉739-1

実施区間 会　社　名 住　所

玉名出張所管内

（株）中川組
〒865-0007

玉名市河崎793-3

（株）熊野組
〒865-0064

玉名市中１１８９番地



設 備 区 分 協定対象区域（施設） 会社名 住所

〒８１２－００１３

福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目10番35号

〒８６０－０８２４

熊本県熊本市中央区十禅寺一丁目4番12号

〒８４９－０９２１

佐賀県佐賀市高木瀬西6丁目9番1号

〒８１０－００１１

福岡県福岡市中央区高砂一丁目11番3号

〒８４９－０９１２

佐賀県佐賀市兵庫町大字瓦町1194-1

〒８１０－００１１

福岡県福岡市中央区高砂一丁目11番3号

〒８３９－０８０８

福岡県久留米市東合川新町１１－２８

〒８４９－０９１２

佐賀県佐賀市兵庫町大字瓦町1194-1

〒８６９－０１１３

熊本県玉名郡長洲町大字有明１番地

〒８１０－００１１

福岡県福岡市中央区高砂一丁目11番3号

〒８４０－０８４４

佐賀県佐賀市伊勢町15番１号

〒８１０－００１１

福岡県福岡市中央区高砂一丁目11番3号
津江導水路機械設備 （株）IHIインフラ建設　九州支店

（株）IHIインフラ建設　九州支店

豊国工業（株）　九州支店

樋門・樋管設備

山鹿出張所管内 （株）田中鉄工所

玉名出張所管内 (株)ニチゾウテック　九州事業部

竜門ダム設備

ダム放流設備 （株）IHIインフラ建設　九州支店

立門導水路機械設備 （株）ミゾタ

堰・水門設備

山鹿大堰 （株）IHIインフラ建設　九州支店

加恵堰 （株）田中鉄工所

寺田水門

菰入水門

令和２年度 災害時等応急対策（機械部門）に関する基本協定会社一覧表（８社）

排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備

玉名排水機場 （株）電業社機械製作所　九州支店

志々岐排水機場 飯塚電機工業（株）

江栗排水機場 （株）協和製作所



実施区間 会社名 住所

〒861-4202

熊本市南区城南町宮地１００２－１

令和２年度菊池川河川事務所管内における災害時等応急対策（光ケーブル関係等部
門）に関する基本協定の締結会社一覧表（１社）

㈱ゼクシオ
玉名出張所管理区間
山鹿出張所管理区間
竜門ダム管理区間



部門 会社名 住所

〒861-4108

熊本市南区幸田2-7-1

〒862-0918

熊本市東区花立5-5-87

〒861-8039

熊本市東区長嶺南6-20-70

〒862-0912

熊本市東区錦ケ丘33-17

〒861-2101

熊本市東区桜木4-1-58

〒862-0933

熊本市東区小峯2-6-26

〒861-4172

熊本市南区御幸笛田3-19-1

〒861-5501

熊本市北区改寄町2141-1

〒861-8010

熊本市北区弓削4-18-1-802号

〒862-0942

熊本市東区江津1-3-48

〒861-8030

熊本市東区小山町1674-5

〒862-0920

熊本市東区月出1-1-52

〒811-1302

福岡市南区井尻2-21-36

〒862-0954

熊本市中央区神水1-25-11

〒860-0833

熊本市中央区平成3-16-13

〒812-0894

福岡市博多区諸岡5-25-25

〒814-0103

福岡市城南区鳥飼 6-3-27

〒810-0041

福岡市中央区大名2-4-12

〒812-0016

福岡市博多区博多駅南2-12-3

〒870-0876

大分市大字三芳1238-1

〒810-0004

福岡市中央区渡辺通1-1-1

〒812-0055

福岡市東区東浜1-5-12

〒862-0954

熊本市中央区神水2-7-10神水中島ビル

〒860-0806

熊本市中央区花畑町12-1

〒862-0954

熊本市中央区神水1-24-6

〒860-0833

熊本市中央区平成3-16-13

西日本技術開発㈱

測量・設計

㈱建設プロジェクトセンター

日本地研㈱

㈱建設技術研究所　九州支社

㈱東京建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ　九州支社

協同エンジニアリング㈱
流量検討・

河道計画検討

いであ㈱　九州支店

㈱中央土木コンサルタント

八洲開発㈱

応用地質㈱　九州事務所

中央開発㈱　九州支社

地質調査

令和２年度 災害時等応急対策（測量・設計部門）（地質調査部門）（流量検討・河道計画検討
部門）（航空写真撮影部門）に関する基本協定会社一覧表（25社）

㈱有明測量開発社

東和測量設計㈱

西日本測量設計㈱

㈱九州開発エンジニヤリング

旭測量設計㈱

㈱水野建設コンサルタント

㈱パスコ　熊本支店

㈱ワコー

㈱興和測量設計

㈱アイエステー

基礎地盤コンサルタンツ㈱　熊本支店

㈱アイエステー

㈱アバンス

航空写真撮影

アジア航測㈱ 南九州支店

国際航業㈱　熊本営業所
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