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令和４年４月１２日
九 州 地 方 整 備 局
大分河川国道事務所

令和４年度 国土交通省
大分河川国道事務所「災害協定締結式」を行います！

～ 災害発生時等における迅速な対応を図るために ～

国土交通省大分河川国道事務所では、直轄管理する一級河川及び一般国道等にお
いて、災害の発生もしくは発生が予測される場合、迅速な応急対策を行うために、
協力会社と災害時の協定を結んでいます。

今回、下記のとおり協力会社の代表による「災害協定締結式」を行いますので、
お知らせします。

記

■日 時 令和４年４月１５日（金）１０時３０分～１１時３０分
■場 所 Ｊ：ＣＯＭホルトホール大分 大会議室（３階）

■出席者 別紙のとおり
＜式次第＞ 開式

大分河川国道事務所長 挨拶
協定書・確認書調印（各部門の代表者）
協定締結業者代表 挨拶
閉式

■その他 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、やむを得ず
中止又は延期の可能性があることをご了承ください。
なお、会場ではマスクを着用していただき、発熱など
体調不良の場合の取材はご遠慮願います。

※豪雨、大規模地震などにより防災体制等に入った場合
は、中止することがあります。

【問い合わせ先】
国土交通省 九州地方整備局 大分河川国道事務所

電話：０９７－５４４－４１６７（代表）

・総括保全対策官 久賀 隆弘 （内線３０８）
く が たか ひろ

・道路管理第二課長 古原 正人 （内線４４１）
こ はら まさ と

http://www.qsr.mlit.go.jp/oita/◆事務所ホームページ
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別 紙

１１３社（うち重複業者１９社）※順不同令和４年度災害時協力業者

【 測量・設計・航空レーザ測量部門：２６社 】

・(株)冨士設計 ・(株)ダイヤコンサルタント 九州支社

・(株)パスコ 大分支店 ・(株)建設技術研究所 九州支社

・(株)テクノコンサルタント ・基礎地盤コンサルタンツ(株) 大分事務所

・(株)キョウワ ・九州建設コンサルタント(株)

・西日本コンサルタント(株) ・九建設計(株)

・協同エンジニアリング(株) ・東亜コンサルタント(株)

・東洋技術(株) ・八千代エンジニヤリング(株) 九州支店

・大洋測量設計(株) ・日進コンサルタント(株)

・応用地質(株) 九州事務所 ・松本技術コンサルタント(株)

・国際航業(株) 大分営業所 ・国土防災技術(株) 大分支店

・東洋測量設計(株) ・中日本航空(株) 福岡支店

・アジア航測(株) 福岡支店 ・ダイエーコンサルタント(株)

・公月測量設計(株) ・(株)建設コンサルタントサニー

【 地質調査部門：１２社 】

・(株)ソイルテック ・(株)ダイヤコンサルタント 九州支社

・応用地質(株) 九州事務所 ・基礎地盤コンサルタンツ(株) 大分事務所

・国土防災技術(株) 大分支店 ・タナベ環境工学(株)

・中央開発(株) 九州支社 ・日本地研 (株)

・(株)キョウワ ・明大工業(株)

・(株)サザンテック ・豊國建設(株)

【 河川部門：１１社 】 大分出張所、大野川出張所、ななせダム管内

・(株)菅組 ・(株)佐伯建設

・梅林建設(株) ・朝日工業(株)

・新成建設(株) ・(株)安部組

・利光建設工業(株) ・ＡＮＡＩ(株)

・柴田建設(株) ・後藤建設(株)

・(株)センコー企画

【 道路部門：３６社 】

日田国道維持出張所：７社

・(株)川浪組 ・(株)原田土木

・朝日工業(株) ・(株)谷組
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・河津建設(株) ・新成建設(株)

・(株)敷島組

大分維持出張所：１３社

・(株)安部組 ・(株)ＮＩＰＰＯ 大分統括事業所

・(株)平和建設 ・梅林建設(株)

・朝日工業(株) ・建設サービス(株) 大分営業所

・大林道路(株) 九州支店 ・明大工業(株)

・鹿島道路(株) 大分営業所 ・三浦国土建設(株)

・前田道路(株) 九州支店 ・日本道路(株) 大分営業所

・(株)友岡建設

中津維持出張所：１６社

・(株)末宗組 ・(株)川原建設

・(株)菅組 ・(株)小森建設

・(株)野村建設 ・(株)元吉建設工業

・佐々木工業(株) ・西日本土木(株)

・末宗建設(株) ・下村建設(株)

・日伸建設工業(株) ・平成建設(株)

・(株)上野建設 ・大聖工業(株)

・種村産業(株) ・笹原建設(株)

【 橋梁部門：３社 】

・川田建設(株) 九州支店

・三井住友建設鉄構エンジニアリング(株) 大分営業所

・松尾建設(株)

【 光ケーブル部門：２社 】

・(株)清電社 ・(株)オフィスコミニケーションサービス

【 機械設備部門：２３社 】

水門設備：４社

・(株)ミゾタ ・(株)丸島アクアシステム 九州支店

・(株)タカセ・エンジニアリング ・豊国工業(株) 九州支店

排水設備：５社

・(株)酉島製作所 九州支店 ・(株)ミゾタ

・(株)クボタ 九州支社 ・新菱工業(株) 九州営業所

・(株)日立インダストリアルプロダクツ 西部支店
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排水ポンプ車：２社

・(株)荏原製作所 九州支社 ・クボタ機工(株) 九州営業所

トンネル消火設備：２社

・エスエスエンジニア(株) ・(株)ダック技建

道路排水設備：２社

・エスエスエンジニア(株) ・(株)鶴見製作所 九州支店

災害対策車運搬：２社

・(株)タカセ・エンジニアリング ・建設サービス(株) 大分営業所

災害対策車類整備：１社

・建機整備(有)

遠隔操縦装置：１社

・(株)フジタ 九州支店

ななせダム：４社

・(株)ミゾタ ・(株)荏原製作所 九州支社

・西田鉄工(株) ・豊国工業(株) 九州支店

採石等の供給・運搬に関する協定：１社

・ 一社）日本採石協会大分県支部 大分県採石協同組合（

資材の運搬に関する協定：１社

・ 公社）大分県トラック協会（

防災対策に関する支援：１社

・九州防災エキスパート会 大分支部



令和４年度 国土交通省大分河川国道事務所「災害協定締結式」で取材される皆様へ

令和４年４月１２日

新型コロナウイルスの感染拡大予防に向けた対応について（お願い）

平素より国土交通行政に対するご理解とご協力に感謝申し上げます。

令和４年度の大分河川国道事務所「災害協定締結式」につきましては、現下の情勢に

鑑み、以下の点にご留意いただきますよう、お願い致します。

【ご入場の留意点】

□会場内への入場は最少人数でお願いします。

マスクの着用を徹底し、大声での会話はお控えください。□会場内では、

公共交通機関をご利用の際にはマスクの着用をお願い□会場までの移動時において、

します。

□ いただきますようお願いします。次のいずれかに該当する場合は、参加を自粛

・当日に 度以上の発熱がある、または平熱比１度超過の方37.5

・息苦しさ(呼吸困難)･強いだるさや､軽度であっても咳･咽頭痛などの症状のある方

・前２週間以内に発熱や感冒症状で受診や服薬等した方、ワクチン接種による副反

応等で、現在も体調がすぐれない方

・新型コロナウィルス感染症陽性者、濃厚接触者、濃厚接触者の疑いがある方

・政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域への渡航歴、

当該在住者との濃厚接触が 日以内にある方14

□手指の消毒にご協力ください。

取材される方についても、参加者全員の健康状態チェックシートを受付時に提出願□

います。発熱のある方の参加は、ご遠慮いただきますのでご了承ください。

□感染防止対策のため、お時間を確認のうえ、お越し頂きますようお願い致します。

（会場には控室等お待ちいただく場所はございません 。。）



令和４年度 国土交通省大分河川国道事務所「災害協定締結式」
参加者健康状態チェックシート 

（出発式参加前に代表が取りまとめて受付へ提出） 

以下のいずれかに該当する場合は、「災害協定締結式」参加は見合わせてください。 

□ 体に強いだるさ（倦怠感・悪寒等）はないですか？

□ 風邪のような症状（咳、鼻水、のどの痛み等）はないですか？

□ 普段と変わらず、臭覚、味覚はありますか？

□ 呼吸をするのに苦しくないですか？

□ 本日の体温：   .  ℃
□ 家族のなかで発熱や咳などの風邪症状、倦怠感、息苦しさ等の

症状がありませんか？

□ 新型コロナウイルス感染症の陽性と判明した方との濃厚接触

者ではありませんか？

□ 過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要

とされている国、地域等への渡航はありませんか？

□ 感染が発生した場合、必要に応じて氏名・連絡先等を保健所等

の公的機関へ提供することについて同意します。

所属団体名 

氏   名 


	20220412令和４年度大分河川国道事務所災害協定締結式を行います！（修正送付）
	20220412令和４年度大分河川国道事務所災害協定締結式を行います！(追加) 



