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［記 者 発 表 資 料］

２０１９年度 災害時等の協力企業が決定しました
～災害発生時等における迅速な対応を図るために～

「目的」
国土交通省熊本河川国道事務所では、災害発生時および異常気象時における

迅速な状況把握や円滑かつ的確な災害復旧等を図るために、以下の９部門について、
別紙のとおり決定しました。

記

【協定部門】
（１）測量・設計部門 ：２１社
（２）地質調査部門 ：１３社
（３）流量検討・河道計画検討等部門 ： ５社
（４）航空写真撮影部門 ： ４社
（５）河川部門 ：２３社
（６）道路部門 ：２７社
（７）災害対策用機械部門 ：１０社（他部門との重複有り）
（８）機械設備関係部門 ：１０社
（９）光ケーブル関係部門 ： ２社

延べ１１５社
（重複がありますので、会社数は１０５社です）

この度、災害時等の協力企業が決定したことにより当事務所管内で発生する地震、
豪雨、降雪等による災害発生時等への即時対策が可能となりました。また、火山活
動による降灰対策支援や大規模災害時の県内市町村及び県外への広域的な支援が可
能となりました。

《問い合わせ先》
国土交通省 九州地方整備局 熊本河川国道事務所

ＴＥＬ：０９６－３８２－１１１１（代表）

技 術 副 所 長 中元 道男（内線：２０４）
なかもと み ち お

技 術 副 所 長 小林 秀典（内線：２０５）
こばやし ひでのり



２０１９年度災害時協力企業 １１５社（内重複企業１０社）

※順不同
【 測量・設計部門：２１社 】

(株) 熊本建設コンサルタント (株) 九州開発エンジニヤリング
(株) 水野建設コンサルタント (株) 興和測量設計
九州建設コンサルタント（株） (株) 建設プロジェクトセンター
(株) 河津測量設計 (株) シー・バス・プランニング
西日本測量設計 (株) (株) 有明測量開発社
旭測量設計 (株) (株) ワコー
(株) 新興測量設計 東和測量設計 (株)
(株) 大進コンサルタント (株) ヒライ・コンサルタント
(株) 十八測量設計 (株) 富友測量設計
(株) コンサルハマダ (株) アジアプランニング
(株) 中央技術コンサルタンツ

【 地質調査部門：１３社 】
(株) アバンス 日本地研 (株)
八洲開発 (株) 基礎地盤コンサルタンツ(株)熊本支店
(株) 中央土木コンサルタント (株) アイエステー
応用地質(株)九州支社 サンコーコンサルタント(株)南九州支社
(株) 三和地質コンサルタント 川崎地質 (株)
(株) 熊本総合技術コンサルタント 中央開発 (株)
肥後地質調査 (株)

【 流量検討・河道計画検討等部門：５社 】
（株）建設環境研究所 (株) 東京建設コンサルタント 西日本技術開発（株）
いであ（株） (株) 建設技術研究所

【 航空写真撮影部門：４社 】
（株）パスコ アジア航測（株） 国際航業（株） 朝日航洋（株）

【 河川部門：２３社 】
白川出張所 緑川下流出張所 緑川上流出張所

(株) 明興建設 (株) 中内土木 （株）杉本建設
（有）八十建設 (株) 雲仙建設 (株) 西村建設
（株）十五建設 昇建設（株） 明治建設 (株)
(株) 吉永産業 松本建設 (株) (株) 坂本建設
三州建設 (株) (株) 南州土木 (株) 吉本組
大政建設 (株) 岩永組 (株) (株) 尾上建設
(株) 増永組 (株) 橋口組
山本建設 (株) (株) 高村建設
五領建設 (株)

【 道路部門：２７社 】
阿蘇国道維持出張所 熊本維持出張所 山鹿維持出張所 八代維持出張所
(株) 杉本建設 諫山工業 (株) (株) 緒方建設 (株) 高野組
(株) 森工業 味岡建設 (株) (株) 熊野組 (株) 土井組
(株) 南陽建設 (株) 高橋建設 (株) 池田建設 (株) 藤永組
(株) 藤本建設工業 (株) 江川組 (株) 中川組 (株) 福岡建設
(株) 八方建設 光進建設 (株) 興亜建設工業 (株) (株) 松下組
（株）熊阿建設工業 三洲建設 (株) 丸昭建設 (株) (株) 中山建設

(株) 吉田企業 三和建設（株）
佐藤企業 (株)

【 災害対策用機械部門：１０社 】
(株) 中内土木 (株) 杉本建設 五領建設 (株) (株) 明興建設
(株) 十五建設 光進建設 (株) (株) 緒方建設 味岡建設 (株)
(株) 熊野組 (株) 八方建設



【 機械設備関係部門：１０社 】
(株) クボタ 九州支社 (株) ミゾタ (株) 荏原製作所 九州支店
(株) ニチゾウテック (株) IHI インフラ建設 九州支店
西田鉄工 (株) ニシダテクノサービス 豊国工業 (株) 九州支店
(株) エスエスエンジニア (株) 旭防災設備 (株) 九州支店

【 光ケーブル関係等部門：２社 】
(株) ゼクシオ (株) ケーネス 九州支店


