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１．日 時    令和４年３月１５日（火） １４時００分より１６時００分まで 

 

２．場 所    中部地方整備局（丸の内庁舎）（Ｗｅｂ形式） 

          （住所：〒460-8517 名古屋市中区丸の内二丁目１番 36号） 

３．議事概要 

         第二部会、第四部会共通 

・ 令和４年度（第１／四半期）の発注予定案件 

・ 評価基準等の見直し（案） 

 

４．関係資料  別添のとおり 

 

５．問い合わせ先  

国土交通省中部地方整備局  港湾空港部  品質確保室 

          技術審査官  堀池 昌生（ほりいけ まさたか） 

品質確保室長 森角 信三（もりかく しんぞう） 

          TEL：052-209-6331、FAX：052-209-6333            

以 上 

令和３年度第２回総合評価審査委員会 
第二部会・第四部会を開催しました 

中部地方整備局では、総合評価審査委員会第二部会・第四部会を開催し、令和４年度第１／四半期に発注

する工事及び業務に関して、技術提案の審査、評価内容等が中立かつ公正なものとなるよう学識経験者等で

構成された中部地方整備局総合評価審査委員会にて審議を行いました。 

また、工事及び業務において、令和４年４月１日以降に公告等する発注案件から適用する予定の「評価基

準等の見直し」についても審議を行い、上記審議と併せて了承されました。 

  審議の内容について、以下のとおり公表いたします。 

 
 
 
 
 
 



 

【中部地方整備局総合評価審査委員会 第二部会及び第四部会 委員名簿】 

 

 

 委 員  加藤  茂(かとう  しげる)    豊橋技術科学大学   教授   

 

 委 員  北野 利一(きたの としかず)    名古屋工業大学   教授  

 

委 員  小林 智尚(こばやし ともなお)   岐阜大学     教授   

 

委 員  水谷 法美(みずたに のりみ)   名古屋大学大学院  教授   

 

                                             （五十音順） 



　令和４年度（第１／四半期）工事の発注予定案件 案件数は公告日を基準

審議済み
第１／四半期予定
今回審議案件数

一般競争
（WTO）

3 0

一般競争 3 3

小計 6 3

施工能力評価型（Ⅰ型）
（施工計画重視型）

一般競争 2 0

施工能力評価型（Ⅰ型） 一般競争 2 4

施工能力評価型（Ⅱ型） 一般競争 2 10

12 17

　令和４年度（第１／四半期）業務の発注予定案件 案件数は公告日を基準

審議済み
第１／四半期予定
今回審議案件数

0 0

2 12

17 15

11 20

30 47

令和４年度（第１／四半期）の発注予定案件審議数

＜第二部会＞

＜第四部会＞

総合評価落札方式（標準型）

総合評価落札方式（簡易型）

令和４年度

総合評価種別

技術提案評価型（Ｓ型）

契約方式

合計

合計

令和４年度

契約方式別

プロポーザル方式（WTO)

プロポーザル方式（簡易公募型）



総合評価落札方式の評価基準の見直し（案）について

令和４年４月１日以降に公告する工事より適用



１．企業の能力等の基準見直しについて
・「地元作業船の活用」の評価について ・・・・・ 1

・「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度」に伴う、
「企業の施工実績」の評価基準の見直し ・・・・・ 3

２．技術者の能力等の基準見直しについて
・「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度」に伴う、

「技術者の施工実績」の評価基準の見直し ・・・・・ 5

・「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度」に伴う、
「技術者の表彰」の評価基準の見直し ・・・・・ 6

・「特例監理技術者及び監理技術者補佐」の施工実績の評価 ・・・・・ 8

総合評価落札方式の評価基準の見直しについて



１．企業の能力等の基準見直しについて

1

方針 「地元作業船の活用｣の評価について

大規模災害時の航路啓開・応急復旧作業を担う作業船の保有・維持を促進するため、地域の安全・安心を

担う地元企業が所有する船舶を当該工事に使用する場合に評価する｢地元作業船の評価｣を追加する。

現行基準 新基準

特になし
・地元企業が所有する船舶を当該工種の作業日数の

50%以上に使用する場合について評価する。

※地元企業が所有する船舶とは、地元企業が100％

自社保有の船舶の他、親会社が50%以上の株式を

保有している子会社100%所有の船舶又は親会社

と共有で100％所有する船舶、もしくはファイナ

ンスリース船舶を指す。

【評価対象船舶】

グラブ浚渫船、バックホウ浚渫船、旋回起重機船、

固定起重機船、クレーン付台船

・元請け、下請け企業に関わらず加点評価する。

・作業船の保有者を確認する資料として、｢登記簿｣の

写しを求めるものとする。

※本評価は企業の能力等「作業船の保有等」に換え

て評価を実施する。

ＷＴＯ、チャレンジ型以外の当局指定の工事に適用

※当局指定の工事
技術提案評価型S型による「港湾土木工事（A等級対象工事）」

「港湾等しゅんせつ工事（A等級対象工事）」において、主作業
船を使用する工事より選定。



１．企業の能力等の基準見直しについて

2

新規追加

◆「地元作業船の活用」の評価表

（注１）地元企業とは、愛知県・三重県で施工する工事は愛知県又は三重県に本社・本店を有している企業、
静岡県で施工する工事は静岡県内に本社・本店を有している企業とする。

※本評価は、企業の能力等「作業船の保有等」に換えて評価を実施する。

（注２）環境性能を満足する作業船とは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（昭和45年法律第136号）」
第19条の3に基づく「窒素酸化物の放出量に係る放出基準」（平成22年改正）を満足していることとする。

（注３）「環境性能」と「新造」の重複した評価はしない。

（注４）平成22年改正前の「窒素酸化物の放出量に係る放出基準」を満足している作業船の申請については、配点に
０．５を乗じた値を評価対象の加算点とする。

（注５）加点期間は、作業船に設置されたクレーン原動機や主発電機等の「全ての原動機製造後（新品取替）」について
は原動機製造後（新品取替）15年、「中古船の買収」については建造後15年とする。

（注６）平成22年7月以降に自ら「新造」したものを対象とし、加点期間は新造後15年とする。

評価基準

地元企業の所有する作業船を使用 1.0点

使用なし 0.0点

全ての原動機が環境性能を満足 1.0点

いずれかの原動機が環境性能を満足していない 0.0点

地元企業が自ら新造し、かつ作業船の財産を所有
し環境性能を満足する

1.5点

新造なし 0.0点

作業船の新造（注２）（注３）（注
６）

1.5点

地元作業船の活用

評価項目 配点

地元企業が所有する作業船をそ
れぞれ指定（｢別記条件書｣に記
載）している当該工種の作業日
数の50%以上に使用（注１）

1.0点

上記項目(当該工事に使用する
地元企業が所有する作業船）で
評価した作業船の環境性能（注
２）（注３）（注４）（注５）

1.0点

※受注者の責により、申請した地元作業船を当該工種の作業日数の50%以上に使用できなかった場合、工事成績評定点か
ら３点減点とする。受注者の責によらない場合は、この限りではない。



１．企業の能力等の基準見直しについて

◆「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰者」の評価について

国内の技術者の今後の海外進出や国内外の技術者の相互活用を促進するため、海外インフラプロジェクトに

従事した本邦企業その他法人の技術者の実績を認定し、特に優秀な者については表彰する「海外インフラプロ

ジェクト技術者認定・表彰制度」が令和２年度より創設された。

3

申
請
企
業
等

国⼟交通省
(本省）

評価委員会で
合同審議

実績認定

大臣表彰

表彰
応募認定

申請

認定証

⇒国内の⼯事・業務
でも評価が可能

※コリンズ・テクリスに登録が可能

総合評価落札⽅式
（技術者（認定・表彰）の評価）

技術者認定・表彰の評価フロー

※海外実績の
「⼤⾂表彰、
奨励賞」を申請表彰状

（⽇英併記）

※海外実績の
「コリンズ・テクリス番号」
もしくは、
「認定証」を申請

○建設業の海外進出、技術者の国内外の流動性を⾼める必要。
○⼀⽅、直轄⼯事（業務）等で実績評価の際に⽤いるデータベース（コリンズ・テクリス）への登録には、発注者の確認（サイン）が必要である
ことから海外の実績登録が進んでおらず、当該実績が国内公共⼯事（業務）の調達において評価されない。
○国内の公共事業において、海外⼯事（業務）等の実績を評価する仕組みが必要。

○今後の海外進出や国内外の技術者の流動化を促進するため、海外インフラプロジェクトに従事した本邦企業の技術者の実績を認定し、特に優秀
な者については表彰する制度を創設するとともに、本認定・表彰の結果を国内⼯事・業務の⼊札時に評価する。

⽬ 的

背 景

「実績」→○

「表彰」→○

「実績」→○

「成績」→×

企業の能⼒等 技術者の能⼒等

「成績」→×

「表彰」→×



方針 「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度」に伴う、

「企業の施工実績」の評価基準の見直し

本認定・表彰制度により、認定された海外実績を国内工事の実績と同様に評価する。

「海外実績認定」されたものについて、その海外実績を「企業の施工実績」の『対象』とする。

現行基準 新基準

全工事に適用

4

・記載なし ・「海外実績認定」され、「直轄工事等で実績評価の

際に用いるデータベース（コリンズ）に登録された

もの」もしくは「国土交通省が発行する海外認定・

表彰制度の認定証の写し及び当該工事の内容につい

て確認出来る日本語で記載された資料」が提出され

、同種工事として適合した海外の工事実績を、国内

工事の実績と同様に

「企業の施工実績」の『対象』とする。

１．企業の能力等の基準見直しについて



方針 「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度」に伴う、

「技術者の施工実績」の評価基準の見直し

本認定・表彰制度により、認定された海外実績を国内工事の実績と同様に評価する。

「海外実績認定」されたものについて、その海外実績を「技術者の施工実績」の『対象』とする。

現行基準 新基準

全工事に適用

5

・「海外実績認定」され、「直轄工事等で実績評価の

際に用いるデータベース（コリンズ）に登録された

もの」もしくは「国土交通省が発行する海外認定・

表彰制度の認定証の写し及び当該工事の内容につい

て確認出来る日本語で記載された資料」が提出され

、同種工事として適合した海外の工事実績を、国内

工事の実績と同様に

「技術者の施工実績」の『対象』とする。

・記載なし

２．技術者の能力等の基準見直しについて



6

方針 「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度」に伴う、

「技術者の表彰」の評価基準の見直し

本認定・表彰制度により、認定された海外実績を国内工事の実績と同様に評価する。

「技術者の表彰」において、「海外インフラプロジェクト技術者表彰」を受けた実績を評価する。

現行基準 新基準

ＷＴＯ、チャレンジ型以外の工事に適用

・中部地方整備局（港湾空港関係）の

「当該工種の優良工事技術者表彰」、

「当該工種の海外インフラプロジェクト技術者表彰」

の（過去3年間）の実績

・優良工事技術者表彰、または 「海外インフラ

プロジェクト優秀技術者国土交通大臣賞」

の表彰ありの場合 １点

・「海外インフラプロジェクト優秀技術者国土

交通大臣奨励賞」の表彰ありの場合 ０．５点

・表彰なしの場合 ０点

・中部地方整備局（港湾空港関係）の

「当該工種の優良工事技術者表彰」の

（過去3年間）の実績

・優良工事技術者表彰ありの場合 １点

・表彰なしの場合 ０点

※「海外インフラプロジェクト技術者表彰」の評価対象は、
港湾、空港分野で当該工種の表彰をされたものとする。

２．技術者の能力等の基準見直しについて



7

※「海外インフラプロジェクト技術者表彰」を表彰項目
の評価基準に追加

評価基準

表彰あり 1.0点

表彰なし 0.0点

評価項目 配点

表彰
中部地方整備局(港湾空港関係)の当該工種
の優良工事技術者表彰[過去３年間]

1.0点

見直し前

※「中部地方整備局（港湾空港関係）」とは、中部地方整備局（港湾空港部）、清水港湾事務所、名古屋港湾事務所、
三河港湾事務所、四日市港湾事務所、名古屋港湾空港技術調査事務所を指す。

◆「技術者の表彰」の評価表

評価基準

優良工事技術者表彰、または 海外イン
フラプロジェクト優秀技術者国土交通
大臣賞の表彰あり

1.0点

海外インフラプロジェクト優秀技術者
国土交通大臣奨励賞の表彰あり

0.5点

表彰なし 0.0点

評価項目 配点

表彰

中部地方整備局(港湾空港関係)の当該工種
の優良工事技術者表彰、又は当該工種の
海外インフラプロジェクト技術者表彰[過去
３年間]

1.0点

見直し後

※「中部地方整備局（港湾空港関係）」とは、中部地方整備局（港湾空港部）、清水港湾事務所、名古屋港湾事務所、
三河港湾事務所、四日市港湾事務所、名古屋港湾空港技術調査事務所を指す。

※「海外インフラプロジェクト技術者表彰」の評価対象は、港湾、空港分野で当該工種の表彰をされたものとする。

２．技術者の能力等の基準見直しについて



8

方針 特例監理技術者及び監理技術者補佐の施工実績の評価

建設業法第２６条第３項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者（以下、「特例監理技術者」とい

う。）及び監理技術者の職務を補佐する者（以下、「監理技術者補佐」という。）の施工実績の評価を追加す

る。

現行基準 新基準

・過去15年間に完成・引渡しが完了した同種工事の
実績（JVの出資比率は20%以上）

・より同種性の高い工事において、監理（主任）技術
者あるいは現場代理人として従事

2.5点（3点）
・より同種性の高い工事において、担当技術者として

従事、または、同種性が認められる工事において、
監理（主任）技術者あるいは現場代理人として従事

1点（1点）
・同種性が認められる工事において、担当技術者とし

て従事
0点（0点）

※（ ）内はチャレンジ型の配点

・過去15年間に完成・引渡しが完了した同種工事の
実績（JVの出資比率は20%以上）

・より同種性の高い工事において、監理（主任）技術
者、特例監理技術者あるいは現場代理人として従事

2.5点（3点）
・より同種性の高い工事において、監理技術者補佐あ

るいは担当技術者として従事、または、同種性が認
められる工事において、監理（主任）技術者、特例
監理技術者あるいは現場代理人として従事

1点（1点）
・同種性が認められる工事において、監理技術者補佐

あるいは担当技術者として従事
0点（0点）

※（ ）内はチャレンジ型の配点

ＷＴＯ（段階選抜を除く）以外の全工事に適用

２．技術者の能力等の基準見直しについて
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２．技術者の能力等の基準見直しについて

※WTOの場合は評価項目としない。（段階選抜対象工事を除く。）
※（）内はチャレンジ型の配点

評価項目 評価基準 配点

経験
過去15年間に完成・引渡しが完了した
同種工事の実績
(JVは出資比率20%以上)

より同種性の高い工事において、監理（主任）
技術者あるいは現場代理人として従事

2.5点(3.0点)

より同種性の高い工事において、担当技術者
として従事、または、同種性が認められる工事
において、監理（主任）技術者あるいは現場代
理人として従事

1.0点(1.0点)

同種性が認められる工事において、担当技術
者として従事

0.0点(0.0点)

評価項目 評価基準 配点

経験
過去15年間に完成・引渡しが完了した
同種工事の実績
(JVは出資比率20%以上)

より同種性の高い工事において、監理（主任）
技術者、特例監理技術者あるいは現場代理人
として従事

2.5点(3.0点)

より同種性の高い工事において、監理技術者
補佐あるいは担当技術者として従事、または、
同種性が認められる工事において、監理（主
任）技術者、特例監理技術者あるいは現場代
理人として従事

1.0点(1.0点)

同種性が認められる工事において、監理技術
者補佐あるいは担当技術者として従事

0.0点(0.0点)

◆「技術者の施工実績」の評価表

見直し前

見直し後

※「特例監理技術者及び監理技術者補佐」を評価基準に追加

※WTOの場合は評価項目としない。（段階選抜対象工事を除く。）
※（）内はチャレンジ型の配点





評価基準の見直し（案）について

令和４年４月１日以降に公告（公示）する業務より適用



１．「海外インフラプロジェクト技術者認定･表彰制度」に係る評価について

・・・・・ P１

２．「災害活動への表彰」に係る評価について ・・・・・ P５

３．優良表彰における評価点の見直しについて ・・・・・ P６

４．請負業務成績平均点における評価点の見直しについて
・・・・・ P９

目 次



○建設業の海外進出、技術者の国内外の流動性を高める必要。
○一方、直轄工事（業務）等で実績評価の際に用いるデータベース（コリンズ・テクリス）への登録には、発注者の確認（サイン）が必要である
ことから海外の実績登録が進んでおらず、当該実績が国内公共工事（業務）の調達において評価されない。
○国内の公共事業において、海外工事（業務）等の実績を評価する仕組みが必要。

目 的
○今後の海外進出や国内外の技術者の流動化を促進するため、海外インフラプロジェクトに従事した本邦企業の技術者の実績を認定し、特に優秀
な者については表彰する制度を創設するとともに、本認定・表彰の結果を国内工事・業務の入札時に評価する。

背 景

申
請
企
業
等

国土交通省
(本省)

評価委員会で
合同審議

実績認定

大臣表彰

表彰
応募認定

申請

認定証

⇒国内の工事・業務
でも評価が可能

※コリンズ・テクリスに登録が可能

「表彰」→○
・加点評価あり
（大臣表彰または

奨励賞）

プロポーザル方式及び総合評価落札方式
（技術者（認定・表彰）の評価）

技術者認定・表彰の評価フロー

※海外実績の
「大臣表彰、
奨励賞」を申請

「実績」→○
・参加資格あり

（同種または類似
の実績）

企業の実績の有無 予定管理技術者の
実績・専門技術力等

「成績」→×
・加点評価なし

「表彰」→×
・加点評価なし表彰状

（日英併記）
1

「成績」→×
・加点評価なし

「実績」→○
・加点評価あり

（同種または類似
の実績）

◆国内の技術者の今後の海外進出や国内外の技術者の相互活用を促進するため、海外インフラプロジェクトに従事し

た本邦企業その他法人の技術者の実績を認定し、特に優秀な者については表彰する「海外インフラプロジェクト技術者

認定・表彰制度」が令和２年度より創設された。

※海外実績の
「コリンズ・テクリス番号」
もしくは、
「認定証」を申請

１．「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度」に係る評価について(1)



現行基準 新基準

全業務（プロポーザル方式及び総合評価落札方式）に適用

2

・過去１０年間に受注した同種又は類似業務の実績

ただし、全地方整備局、国土技術政策総合研究所及び沖

縄総合事務局発注業務（いずれも港湾空港関係）の請負業

務成績評定表の評定点が６０点未満の場合は実績として認

めない。

・過去１０年間に受注した同種又は類似業務の実績

ただし、全地方整備局、国土技術政策総合研究所及び沖

縄総合事務局発注業務（いずれも港湾空港関係）の請負業

務成績評定表の評定点が６０点未満の場合は実績として認

めない。

なお、「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制

度」（以下「海外認定・表彰制度」という。）により港湾

空港関係の実績として認定・表彰され、「直轄業務等で実

績評価の際に用いるデータベース（テクリス）に登録され

たもの」、もしくは「国土交通省が発行する海外認定・表

彰制度の認定証の写し及び当該業務の内容について確認出

来る日本語で記載された資料」の提出があり、同種・類似

業務として適合していれば実績として認める。

◆「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度」により認定・表彰された業務について、その海外実績

を「企業の実績の有無」の『実績対象』とする。

１．「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度」に係る評価について(2)



◆「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度」により認定・表彰された業務について、その海外実績

を「予定管理技術者の実績の有無」の『実績及び評価対象』とする。

現行基準 新基準

全業務（プロポーザル方式及び総合評価落札方式）に適用

・過去１０年間に従事した同種又は類似業務の実績

ただし、業務実績は技術者として従事した実績であれば、従

事した際の立場（出向又は派遣）は、問わないが、照査技術者

として従事した実績は除く。

全地方整備局、国土技術政策総合研究所及び沖縄総合事務局

発注業務（いずれも港湾空港関係）の請負業務成績評定表の評

定点が６０点未満の場合は実績として認めない。

・過去１０年間に従事した同種又は類似業務の実績

ただし、業務実績は技術者として従事した実績であれば、従

事した際の立場（出向又は派遣）は、問わないが、照査技術者

として従事した実績は除く。

全地方整備局、国土技術政策総合研究所及び沖縄総合事務局

発注業務（いずれも港湾空港関係）の請負業務成績評定表の評

定点が６０点未満の場合は実績として認めない。

なお、「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度」

（以下「海外認定・表彰制度」という。）により港湾空港関係

の実績として認定・表彰され、「直轄業務等で実績評価の際に

用いるデータベース（テクリス）に登録されたもの」、もしく

は「国土交通省が発行する海外認定・表彰制度の認定証の写し

及び当該業務の内容について確認出来る日本語で記載された資

料」の提出があり、同種・類似業務として適合していれば実績

として認める。

3

１．「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度」に係る評価について(3)



現行基準 新基準

全業務（プロポーザル方式及び総合評価落札方式）に適用

・中部地方整備局（港湾空港関係）発注の過去３年間の（建設コンサルタ

ント等業務又は測量・調査業務）の優良業務技術者表彰および担当した業

務の優良業務表彰の有無。

ただし、担当した業務は管理技術者、担当技術者の別は問わないが、照

査技術者として従事した業務は除く。

＜評価順位＞

① 優良業務技術者の局長表彰の実績がある。
② 優良業務技術者の部長表彰又は事務所長表彰の実績が

ある。
③ 担当した業務の優良業務の局長表彰の実績がある。
④ 担当した業務の優良業務の部長表彰又は事務所長表

彰の実績がある。

実績がない場合は加点しない。

・中部地方整備局（港湾空港関係）発注の過去３年間の（建設コンサルタ

ント等業務又は測量・調査業務）の優良業務技術者表彰および担当した業

務の優良業務表彰の有無。

ただし、担当した業務は管理技術者、担当技術者の別は問わないが、照

査技術者として従事した業務は除く。

なお、「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度」（以下「海

外認定・表彰制度」という。）により港湾空港関係の実績として、認定・

表彰され、「直轄業務等で実績評価の際に用いるデータベース （テクリ

ス）に登録されたもの」、もしくは「国土交通省が発行する海外認定・表

彰制度の認定証の写し及び当該業務の内容について確認出来る日本語で記

載された資料」の提出があり、かつ「海外インフラプロジェクト優秀技術

者国土交通省大臣賞」又は「海外インフラプロジェクト優秀技術者国土交

通大臣奨励賞」の表彰がされている場合は、評価の対象とする。

＜評価順位＞

① 優良業務技術者の局長表彰の実績がある又は海外インフラプロ
ジェクト優秀技術者国土交通省大臣賞の実績がある。

② 優良業務技術者の部長表彰又は事務所長表彰の実績がある、
海外インフラプロジェクト優秀技術者国土交通大臣奨励賞の実績
がある。

③ 担当した業務の優良業務の局長表彰の実績がある。
④ 担当した業務の優良業務の部長表彰又は事務所長表彰の実績が

ある。
実績がない場合は加点しない。

4

◆「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度」により認定・表彰された業務について、その海外実績

を「予定管理技術者の専門技術力」の『評価対象』とする。

１．「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度」に係る評価について１．「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度」に係る評価について(4)



現行基準 新基準

全業務（プロポーザル方式及び総合評価落札方式）に適用

<第二部会>資料－２

・中部地方整備局（港湾空港関係）発注の過去３年間の

（建設コンサルタント等業務又は測量・調査業務）の優良業務

技術者表彰および担当した業務の優良業務表彰の有無。

ただし、担当した業務は管理技術者、担当技術者の別は問わ

ないが、照査技術者として従事した業務は除く。

＜評価順位＞

① 優良業務技術者の局長表彰の実績がある。
② 優良業務技術者の部長表彰又は事務所長表彰の実績が

ある。
③ 担当した業務の優良業務の局長表彰の実績がある。
④ 担当した業務の優良業務の部長表彰又は事務所長表

彰の実績がある。

実績がない場合は加点しない。

・中部地方整備局（港湾空港関係）発注の過去３年間の

（建設コンサルタント等業務又は測量・調査業務）の優良業務

技術者表彰および担当した業務の優良業務表彰の有無。

ただし、担当した業務は管理技術者、担当技術者の別は問わ

ないが、照査技術者として従事した業務は除く。

中部地方整備局（港湾空港関係）の災害協定等に基づく災害

活動実績（建設コンサルタント等業務又は測量・調査業務）に

係る表彰（感謝状）の有無。なお、公告日前１年以内に受賞し

たものに限る。

＜評価順位＞

① 優良業務技術者の局長表彰の実績がある又は海外インフラ
プロジェクト優秀技術者国土交通省大臣賞の実績がある。

② 優良業務技術者の部長表彰又は事務所長表彰の実績がある、
海外インフラプロジェクト優秀技術者国土交通省奨励賞の実績
がある。

③ 担当した業務の優良業務の局長表彰の実績がある又は
災害活動実績に係る局長表彰（感謝状）の実績がある。

④ 担当した業務の優良業務の部長表彰、事務所長表彰の実績が
ある又は災害活動実績に係る事務所長表彰（感謝状）の実績が
ある。

実績がない場合は加点しない。

２．「災害活動への表彰」に係る評価について

5

◆発災時において、港湾施設の被災状況の把握、その後の応急復旧及び本復旧の設計などを迅速に推進するため、

災害協定等に基づく相互協力体制の充実強化を図るべく、総合評価落札方式において災害活動への表彰（感謝状）に

係る加点評価を行う。

◆「中部地方整備局（港湾空港関係）の災害協定等に基づく、災害活動実績に係る表彰（感謝状）」を受けた企業・技術

者においては、その表彰実績を「予定管理技術者の専門技術力」の『評価対象』とする。



３．優良表彰における評価点の見直しについて(1)

◆優良表彰評価（配点）が大きな割合を占めているため、表彰実績のない若手技術者が不利とならないよう表彰の
評価点（配点）を見直す。
◆現行基準の優良表彰の配点を最大「10点」満点→「６点」まで引き下げ、業務成績の配点と併せて評価点（配点）
の見直しを行う。

現行基準 新基準

全業務（プロポーザル方式及び総合評価落札方式）に適用

・中部地方整備局（港湾空港関係）発注の過去３年間の

（建設コンサルタント等業務又は測量・調査業務）の優良業務

技術者表彰および担当した業務の優良業務表彰の有無。

ただし、担当した業務は管理技術者、担当技術者の別は問わ

ないが、照査技術者として従事した業務は除く。

・中部地方整備局（港湾空港関係）発注の過去３年間の

（建設コンサルタント等業務又は測量・調査業務）の優良業務

技術者表彰および担当した業務の優良業務表彰の有無。

ただし、担当した業務は管理技術者、担当技術者の別は問わ

ないが、照査技術者として従事した業務は除く。

中部地方整備局（港湾空港関係）の災害協定等に基づく災害

活動実績（建設コンサルタント等業務又は測量・調査業務）に

係る表彰（感謝状）の有無。なお、公告日前１年以内に受賞し

たものに限る。

＜評価順位＞（ ）はチャレンジ型

① 優良業務技術者の局長表彰の実績がある。 10点（5点）

② 優良業務技術者の部長表彰又は事務所長
表彰の実績がある。 ８点（４点）

③ 担当した業務の優良業務の局長表彰の実
績がある。 ６点（３点）

④ 担当した業務の優良業務の部長表彰又は
事務所長表彰の実績がある。 4点（２点）

実績がない場合は加点しない。

＜評価順位＞（ ）はチャレンジ型

① 優良業務技術者の局長表彰の実績がある又は海外インフラ
プロジェクト優秀技術者国土交通省大臣賞の実績がある。

６点（３点）
② 優良業務技術者の部長表彰又は事務所長表彰の実績がある、

海外インフラプロジェクト優秀技術者国土交通省奨励賞の実績
がある。 ４点（２点）

③ 担当した業務の優良業務の局長表彰の実績がある又は
災害活動実績に係る局長表彰（感謝状）の実績がある。２点（１点）

④ 担当した業務の優良業務の部長表彰、事務所長表彰の実績が
ある又は災害活動実績に係る事務所長表彰（感謝状）の実績が
ある。 １点（０．５点）

実績がない場合は加点しない。 6



１

評 価 項 目

簡易型（価格：技術＝１：１） 標準型（ 価格：技術＝１：２） 標準型（ 価格：技術＝１：３）

測量・調査（1千万円以下）
測量・調査1千万円超／
建設コンサルタント等

【チャレンジ型】
測量・調査／建
設コンサルタント

等

測量・調査／建設コンサルタント等

【チャレンジ型】
測量・調査／建
設コンサルタント

等

測量・調査／建設コンサルタント等

【チャレンジ型】
測量・調査／建
設コンサルタント

等

地域精通度なし 地域精通度あり 地域精通度なし 地域精通度あり 地域精通度なし 地域精通度なし 地域精通度あり 地域精通度なし 地域精通度なし 地域精通度あり 地域精通度なし

入

札

段

階

予定管理技術者の経験及び能力 ８０点 ８０点 ８０点 ８０点 ５０点 ８０点 ８０点 ５０点 ８０点 ８０点 ５０点

技術者資格 20

25%

10

25%

20

25%

10

25%

20

23%

20

17%

15

17%

20

14%

15

10%

10

10%

15

9%業務実績（過去１０年） 20 10 20 10 10 20 15 10 15 10 10

地域精通度（過去１０年） 20 20 10 10

現行
業務成績（過去３ヶ年度、全地整、国総研及び沖縄
（いずれも港湾空港関係）） 30

25%
30

25%
30

25%
30

25%
15

15%
30

17%
30

17%
15

10%
40

15%
40

15%
20

9%
優良表彰（過去３ヶ年度、中部地整（港湾空港）） 10 10 10 10 5 10 10 5 10 10 5

新
業務成績（過去３ヶ年度、全地整、国総研及び沖縄
（いずれも港湾空港関係）） 34

25%
34

25%
34

25%
34

25%
17

15%
34

17%
34

17%
17

10%
44

15%
44

15%
22

9%
優良表彰等（過去３ヶ年度、「中部地整（港湾空港）
優良業務、災害活動表彰※」、海外インフラ表彰） 6 6 6 6 3 6 6 3 6 6 3

実施方針・実施フロー等 ８０点 ８０点 ８０点 ８０点 ８０点 ７２点 ７２点 ７２点 ８０点 ８０点 ８０点

業務理解度 30

50%

30

50%

20

50%

20

50%

20

62%

18

30%

18

30%

18

34%

20

25%

20

25%

20

27%
実施手順 25 25 20 20 20 18 18 18 20 20 20

工程表 25 25 20 20 20 18 18 18 20 20 20

その他（有益な配慮事項） 20 20 20 18 18 18 20 20 20

評価テーマに対する技術提案 ８８点 ８８点 ８８点 １６０点 １６０点 １６０点

テーマ１

的確性

業務目的との整合性 22

36%

22

36%

22

42%

20

50%

20

50%

20

55%

着眼点・問題点・解決
方法等の論理的整
理・業務への有効性

22 22 22 20 20 20

実現性
説得力 22 22 22 20 20 20

提案内容の裏付け 22 22 22 20 20 20

テーマ２

的確性

業務目的との整合性 20 20 20
着眼点・問題点・解決
方法等の論理的整
理・業務への有効性

20 20 20

実現性
説得力 20 20 20

提案内容の裏付け 20 20 20

合 計 技術点 １６０点 １３０点 ２４０点 ２１０点 ３２０点 ２９０点

賃上げを実施する企業に対する加点（技術点の５％
以上） ９点 ７点 １３点 １２点 １７点 １６点

総計 技術点＋加点 １６９点 １３７点 ２５３点 ２２２点 ３３７点 ３０６点

備 考 ★総合評価（１：３）については、全国共通の発注方式による業務（例えば、気象海象情報の予測情報等提供業務など）を想定

【総合評価落札方式における評価基準】

３．優良表彰における評価点の見直しについて(2)

※災害活動表彰は、公告日前１年以内に受賞したものに限る。 7



特

定

段

階

評価項目

公募型・簡易公募型

特定テーマ×２ 特定テーマ×１

地域精通度なし 地域精通度あり 地域精通度なし 地域精通度あり

予定管理技術者の経験及び能力 ８０点 ８０点 ８０点 ８０点

技術者資格 15

10%

10

10%

15

10%

10

10%業務実績（過去１０年） 15 10 15 10

地域精通度（過去１０年） 10 10

現行
業務成績（過去３ヶ年度、全地整、国総研及び沖縄（いずれも
港湾空港関係））

40
15%

40
15%

40
15%

40
15%

優良表彰（過去３ヶ年度、中部地整（港湾空港）） 10 10 10 10

新
業務成績（過去３ヶ年度、全地整、国総研及び沖縄（いずれも
港湾空港関係））

44
15%

44
15%

44
15%

44
15%

優良表彰等（過去３ヶ年度、「中部地整（港湾空港）優良業務、
災害活動表彰※」、海外インフラ表彰）

6 6 6 6

実施方針・実施フロー等 ８０点 ８０点 ８０点 ８０点

業務理解度 20

25%

20

25%

20

25%

20

25%
実施手順 20 20 20 20

工程表 20 20 20 20

その他（重要事項の指摘、代替案等の記載） 20 20 20 20

特定テーマに対する技術提案 １６０点 １６０点 １６０点 １６０点

テーマ１

的確性

業務目的との整合性 20

50%

20

50%

40

50%

40

50%

着眼点・問題点・解決
方法等の論理的整理・
業務への有効性

20 20 40 40

実現性
説得力 20 20 40 40

提案内容の裏付け 20 20 40 40

テーマ２

的確性

業務目的との整合性 20 20
着眼点・問題点・解決
方法等の論理的整理・
業務への有効性

20 20

実現性
説得力 20 20

提案内容の裏付け 20 20

合 計 ３２０点

備 考

３．優良表彰における評価点の見直しについて(3)
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【プロポーザル方式における評価基準】

※災害活動表彰は、公告日前１年以内に受賞したものに限る。



全業務（プロポーザル方式及び総合評価落札方式）に適用

４．請負業務成績平均点における評価点の見直しについて

◆近年の請負業務成績点の配点傾向を鑑みて、より適切な予定管理技術者への評価点を付与する事を目

的に評価点（配点）を見直す。

◆過去３年間（H30～R2ｄ)の請負業務成績点の最低点は測量・調査業務及び建設コンサルタント等業務共

に「６５点以上」（最低点「６７点」）ある事から、「６５点未満」は実績のない場合と同様の「０点」とし、さらに評

価点の刻みを請負業務成績点「１点」刻み（契約方式別最大点と請負業務平均成績点ごとの基準配点により

換算し、評価点を計算）に変更する。なお、６０点未満の場合の非選定についての変更はしない。

現行基準 新基準

公募型・簡易公募型プロポーザル

標準型（価格：技術＝１：３）

標準型（価格：技術＝１：３）

チャレンジ型

標準型（価格：技術＝１：２）

簡易型（価格：技術＝１：１）

標準型（価格：技術＝１：２）

簡易型（価格：技術＝１：１）

チャレンジ型

最大点「40点」 最大点「20点」 最大点「30点」 最大点「15点」

79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60

17

14

11

8

5

2

0

非選定

10

6

0

非選定

請負業務平均成績点

実績のない場合 0 0

515

評価点

35 13

30

25

20

11

9

7

30

26

22

18

14

80点以上 40 1520

60点未満 非選定 非選定

10 3

公募型・簡易公募型プロポーザル
標準型（価格：技術＝１：３）

最大点「44点」

80点以上 20 44

79 19 41
78 18 39
77 17 37
76 16 35
75 15 33
74 14 30
73 13 28
72 12 26
71 11 24
70 10 22
69 9 19
68 8 17
67 7 15
66 6 13
65 5 11

60点未満 -

請負業務平均成績点 評価点

0

非選定

基準配点

60点以上65点未満
又は

実績のない場合
0

＜評価点の計算式＞
請負業務平均成績点ごとの基準配点×

契約方式別最大点／２０点

＜評価点の計算例＞
公募型・簡易公募型プロポーザル（最大44点）の場合の、

請負業務平均成績点（７７点）の評価点は、

基準配点が「17」であるため、

１７×４４／２０＝３７．４≒３７点
（少数切り捨て、整数止め）
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測量調査

		測量・調査 ソクリョウ チョウサ																																								最低点→ サイテイ テン		68				68				66				78		点 テン

		【R3年度版】業務エクセルDB(Ver1)20211112より（CALSデータベース）																																								最高点→ サイコウテン テン		84				84				86				91		点 テン

																																										80点以上→ テン イジョウ		79				79				59				12		全業務件数 ゼン ギョウム ケン スウ

																																										ﾌｨﾙﾀｰ→		79				79				60

																																												8.8%				8.8%				6.6%				1.3%		全案件数に対する割合 ゼン アンケン スウ タイ ワリアイ

																																						件数→ ケンスウ		893		平均点→ ヘイキンテン		77.5890				77.5890				76.5561				80.4375		点 テン

		完成
年度 カンセイ		案件番号		業務名		部局名		部局名（選定） ブキョク メイ センテイ		履行期間
（終了）		受注者名 ジュチュウ		企業ID キギョウ		資格審査上
の業務区分		管　理
技術者

氏　名
		担　当
技術者

氏　名
①		担　当
技術者

氏　名
②		担　当
技術者

氏　名
③		担　当
技術者

氏　名
④		担　当
技術者

氏　名
⑤		担　当
技術者

氏　名
⑥		担　当
技術者

氏　名
⑦		担　当
技術者

氏　名
⑧		担　当
技術者

氏　名
⑨		担　当
技術者

氏　名
⑩		照　査
技術者

氏　名
		総　合
評定点

(業務評定)				管　理
技術者

総　合
評定点				担　当
技術者

総　合
評定点				照　査
技術者

総　合
評定点

		H30d		111018006		青森港沖館地区深浅外測量		東北		01整備局		43371.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		小山善明		吉川千晶		小山嘉雄		中村卓洋																		77		0		77		0		72		0		-

		H30d		111018011		青森港本港地区用地測量		東北		01整備局		43496.0		北村技術（株）		00009403		測量・調査		佐々木大和		小野満人																						76		0		76		0		72		0		-

		H30d		111117023		八戸港深浅測量		東北		01整備局		43308.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		黒木敬司		坂井良輔		大竹剛史		甲原僚子		山田貴裕		伊東啓勝		坂井隆行												81		1		81		1		80		1		-

		H30d		111118016		八戸港現況調査		東北		01整備局		43532.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		北野慎容		久田洋平		藤井隆行		鈴木剛		高城隆昌																80		1		80		1		78		0		-

		H30d		111118022		八戸港八太郎地区流況外調査		東北		01整備局		43552.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		片野明良		坂井良輔		大竹剛史		甲原僚子		古泉統義		坂井隆行														78		0		78		0		77		0		-

		H30d		111118028		八戸港環境調査		東北		01整備局		43549.0		日本工営（株）		00000007		測量・調査		秋本淳一		中溝舞		稲村真一		前田泰史		小島淳		小谷和彦		高梨淳秀		前田宣雄		加藤賢次								78		0		78		0		79		0		-

		H30d		111118035		八戸港深浅測量(その2)		東北		01整備局		43544.0		（株）アイテック		00003190		測量・調査		大久賢志		岩間久輝																						75		0		75		0		78		0		-

		H30d		111218012		能代港大森地区外深浅測量		東北		01整備局		43424.0		（株）ナカノアイシステム		00002126		測量・調査		西條寛		植木博文		淡路聡		織山孝之		斎藤正彦		櫻井貴文														77		0		77		0		75		0		-

		H30d		111218013		秋田港外港地区外深浅測量		東北		01整備局		43518.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		藤井隆行		河合啓悟		山田圭佑		高橋重雄		岡裕司		盛田高好														79		0		79		0		78		0		-

		H30d		111218014		秋田港本港地区磁気探査		東北		01整備局		43517.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		浜中一幸		伊藤義則		田中雅史																				78		0		78		0		75		0		-

		H30d		111218025		秋田港基準点測量		東北		01整備局		43549.0		（株）マドック		00009574		測量・調査		伊藤雅透		黒澤幸博		白戸博		三浦学		佐々木義浩																78		0		78		0		78		0		-

		H30d		111317050		釜石港水路測量		東北		01整備局		43404.0		（株）パスコ		00000067		測量・調査		牧本貴夫		鈴木智晶		鈴木悠		芳倉勝治		奈良宏平		大家翔馬		福井拓馬		山下紘司		日吉昌史								80		1		80		1		80		1		-

		H30d		111318025		宮古港現況調査		東北		01整備局		43404.0		（株）マドック		00009574		測量・調査		伊藤雅透		尾形宏康		小野寺祐一		佐々木義浩																		80		1		80		1		78		0		-

		H30d		111418008		酒田港外港地区航路(-14m)磁気探査		東北		01整備局		43371.0		大和探査技術（株）		00000038		測量・調査		桑野高弘		佐藤亨兵		木戸正人		寺島芳明		池上浩平																75		0		75		0		74		0		-

		H30d		111518021		仙台塩釜港水質底質調査		東北		01整備局		43539.0		玉野総合コンサルタント（株）		00000087		測量・調査		森川高徳		冨田昌		鈴木雄也		大谷聡		古橋輝幸		山田政樹		近藤泰徳		西原邦敏										77		0		77		0		75		0		-

		H30d		111518024		仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区防波堤(南)水準測量		東北		01整備局		43343.0		（株）マドック		00009574		測量・調査		伊藤雅透		尾形宏康		佐々木綱		小野寺祐一		佐々木義浩														黒澤幸博		78		0		78		0		78		0		78

		H30d		111618006		GPS波浪計係留索現況調査		東北		01整備局		43525.0		（株）アーク・ジオ・サポート		00009802		測量・調査		佐々木いたる		小林勇希		柳瀬洋輝																				77		0		77		0		77		0		-

		H30d		111718019		小名浜港避泊船調査		東北		01整備局		43544.0		（株）東日本建設コンサルタント		00002552		測量・調査		蛭田昌弥		大杉裕樹		耕崎誉生		白波瀬貢三		高木柊希		宮内敏之														78		0		78		0		77		0		-

		H30d		111718022		小名浜港水質外調査		東北		01整備局		43524.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		北野慎容		白石和広		横山吉雄		高城隆昌		藤身諭		岡部克顕														79		0		79		0		80		1		-

		H30d		111718039		小名浜港深浅測量及び水路測量		東北		01整備局		43544.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		藤井隆行		後閑喬介		河合啓悟		高橋重雄		岡裕司																79		0		79		0		79		0		-

		H30d		111718041		小名浜港ケーソンヤード現況調査		東北		01整備局		43539.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		藤井隆行		國里立紀		高橋重雄		立石賢吾		服部輝久		岡裕司		高城隆昌												75		0		75		0		71		0		-

		H30d		111718043		相馬港本港地区防波堤(沖)水路測量		東北		01整備局		43553.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		藤井隆行		松川育史朗		河合啓悟		高橋重雄		岡裕司																79		0		79		0		79		0		-

		H30d		111718044		小名浜港水準測量		東北		01整備局		43546.0		（株）マドック		00009574		測量・調査		伊藤雅透		尾形宏康		遠藤良輔		小野寺祐一																		78		0		78		0		79		0		-

		H30d		121017064		横浜港大黒地区岸壁(-12m)土質調査		関東		01整備局		43273.0		（株）ダイヤコンサルタント		00000112		測量・調査		太田雅之		仲座拓海		大賀政秀		碓井洋介		藤永優																77		0		77		0		77		0		-

		H30d		121017065		横浜港本牧沖海底状況調査		関東		01整備局		43291.0		川崎地質（株）		00000108		測量・調査		川井康右		立花冬威		後藤慎二		荒井良祐		久保尚大		加藤勲														78		0		78		0		78		0		-

		H30d		121018017		横浜港南本牧地区動態観測調査		関東		01整備局		43539.0		復建調査設計（株）		00000032		測量・調査		菅野雄一		清水豊		池田哲哉		岩城徹也																		78		0		78		0		78		0		-

		H30d		121018020		横浜港大黒地区航路・泊地(-12m)底質調査		関東		01整備局		43332.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		吉川勝志		小堀達		須田祐次		藤身諭																		77		0		77		0		75		0		-

		H30d		121018025		横浜港臨港道路用地測量他業務		関東		01整備局		43546.0		神奈川調査設計（株）		00002905		測量・調査		石黒雅彦		増田憲彦		柏木智陽		小林弘樹		福田剛広		古川雅浩		田代茂雄		熊谷恒男		熊沢覚								75		0		75		0		77		0		-

		H30d		121018026		京浜港貸付国有港湾施設定期点検業務		関東		01整備局		43539.0		国際航業（株）		00000047		測量・調査		古田学		椎名啓		上道奈瑠実		高橋大二朗		橋本佳樹		大西明夫		田邉光一		岩部然育										77		0		77		0		76		0		-

		H30d		121018030		京浜港湾事務所国有港湾施設用地測量他業務		関東		01整備局		43455.0		（株）マドック		00009574		測量・調査		伊藤雅透		尾形宏康		黒澤幸博		遠藤良輔		小野寺祐一		佐々木義浩														74		0		74		0		73		0		-

		H30d		121018033		横浜港大黒地区岸壁(-12m)土質調査		関東		01整備局		43553.0		（株）東京ソイルリサーチ		00000346		測量・調査		安藤千尋		沼田俊輔		市島俊		秦樹一郎		三浦崇志																77		0		77		0		76		0		-

		H30d		121018038		横浜港本牧沖土質調査		関東		01整備局		43546.0		明治コンサルタント（株）		K002068602		測量・調査		八重樫剛志		谷口愁太		大井瞭太朗		渡辺信一		松田悟		廣田勲														76		0		76		0		77		0		-

		H30d		121018046		京浜港湾事務所国有港湾施設用地測量他業務(その2)		関東		01整備局		43516.0		昭和測量設計（株）		00003309		測量・調査		原田光雄		見澤雄一郎		渡部幸男		太田蔵人		吉野大成		伊藤孝														75		0		75		0		76		0		-

		H30d		121018052		横浜港本牧地区土質調査		関東		01整備局		43511.0		基礎地盤コンサルタンツ（株）		00000034		測量・調査		百瀬忍		井上玄己		岡本幸一郎		小川和哉		佐藤芙美		若杉護														78		0		78		0		77		0		-

		H30d		121018059		横浜港大黒地区航路・泊地(-12m)水路測量		関東		01整備局		43549.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		小山善明		吉川千晶		首藤泰男		中村卓洋																小山嘉雄		75		0		75		0		75		0		78

		H30d		121018060		川崎港臨港道路東扇島水江町線東扇島土質調査		関東		01整備局		43553.0		川崎地質（株）		00000108		測量・調査		濱田泰治		北村友依		近藤勉		岩田孝信		吉泉直樹																77		0		77		0		76		0		-

		H30d		121018062		横浜港大黒地区岸壁(-12m)土質調査(その2)		関東		01整備局		43549.0		川崎地質（株）		00000108		測量・調査		濱田泰治		小林優起		村地良洋		近藤勉		岩田孝信																74		0		74		0		73		0		-

		H30d		121118020		鹿島港及び茨城港常陸那珂港区深浅及び汀線測量		関東		01整備局		43546.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		片野明良		白石夢果		古泉統義		伊東啓勝		田村圭一																78		0		78		0		77		0		-

		H30d		121118042		鹿島港及び茨城港気象海象記録整理業務		関東		01整備局		43544.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		杉浦幸彦		花澤広貴		越田智喜		三浦裕司		加地智彦																78		0		78		0		79		0		-

		H30d		121217027		千葉港葛南中央地区岸壁(-10m)現況調査		関東		01整備局		43448.0		基礎地盤コンサルタンツ（株）		00000034		測量・調査		山縣憲一郎		萩村俊司		白井康夫		岩崎博一		豊嶋賢治		和田英孝		赤坂幸洋		小口和明		高橋克典								76		0		76		0		71		0		-

		H30d		121218003		東京湾浅場造成環境調査		関東		01整備局		43539.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		吉川勝志		須田祐次		永友繁		鈴木敬道																		77		0		77		0		76		0		-

		H30d		121218006		東京湾連続観測機器管理保守点検他業務		関東		01整備局		43555.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		加地智彦		渡辺卓也		木村健一		池田宗平		佐々木倫彦		古河崎正博														78		0		78		0		77		0		-

		H30d		121218011		木更津港水路測量		関東		01整備局		43404.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		小山善明		吉川千晶		小山嘉雄		中村卓洋																		78		0		78		0		76		0		-

		H30d		121218013		東京湾深浅測量		関東		01整備局		43455.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		松川育史朗		山田圭佑		藤井隆行		鈴木敬道		盛田高好																77		0		77		0		71		0		-

		H30d		121317062		東京国際空港A誘導路他土質調査		関東		01整備局		43462.0		千葉エンジニアリング（株）		00000983		測量・調査		若月洋朗		青砥聡		長沢幸人		小田幸平		笹島卓也		浅野滋之														78		0		78		0		76		0		-

		H30d		121317063		東京国際空港J誘導路他土質調査		関東		01整備局		43524.0		川崎地質（株）		00000108		測量・調査				塚本将康		宇多川和浩		御厩勝		村地良洋		井ノ口拓郎		石渡哲夫												78		0		78		0		76		0		-

		H30d		121317063		東京国際空港J誘導路他土質調査		関東		01整備局		43524.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		荒井靖仁		橋本和佳		渡部篤史		森山晃紀		栗原朋之		熊谷憲和														78		0		78		0		76		0		-

		H30d		121317072		東京国際空港西側整備地区エプロン土質調査(その2)		関東		01整備局		43462.0		復建調査設計（株）		00000032		測量・調査		菅野雄一		清水豊		池田哲哉		岩城徹哉		五十嵐厚夫		渡邉真悟														77		0		77		0		77		0		-

		H30d		121318019		東京国際空港A誘導路及びC誘導路土質調査		関東		01整備局		43496.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		測量・調査		松田繁樹		石井正		池田泰之		続石祐子		宗片渉		若狭愛														78		0		78		0		76		0		-

		H30d		121318020		東京国際空港基準点測量及び施設・地盤動態観測調査		関東		01整備局		43539.0		（株）パスコ		00000067		測量・調査		阿部直宏		小川徹也		宮坂正樹		飯塚恒太		芳倉勝治		中村保彦		林渉												76		0		76		0		74		0		-

		H30d		121318021		東京国際空港周辺海域現況調査		関東		01整備局		43546.0		復建調査設計（株）		00000032		測量・調査		高橋俊之		大西晃輝		三戸勇吾		萩野裕朗		菅野孝則		渡邊丈夫														78		0		78		0		78		0		-

		H30d		121318025		東京国際空港D滑走路維持管理等工事		関東		01整備局		43555.0		鹿島建設（株）		K000110187		測量・調査		増田昌弘		照沼敏之		渡部知治		胡昌位		田邉剛																76		0		76		0		78		0		-

		H30d		121318025		東京国際空港D滑走路維持管理等工事		関東		01整備局		43555.0		東亜建設工業（株）		K000111922		測量・調査				高木伸宏																						76		0		76		0		78		0		-

		H30d		121318026		東京国際空港東側整備地区エプロン土質調査		関東		01整備局		43392.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		測量・調査		松田繁樹		石井正		池田泰之		続石祐子		宗片渉		若狭愛														77		0		77		0		76		0		-

		H30d		121318034		東京国際空港B誘導路及びC誘導路土質調査		関東		01整備局		43539.0		川崎地質（株）		00000108		測量・調査				松井翔		石井亜季子		林辰則		吉泉直樹																79		0		79		0		77		0		-

		H30d		121318034		東京国際空港B誘導路及びC誘導路土質調査		関東		01整備局		43539.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		松尾賢太郎		渡部篤史		森山晃紀		田尾啓剛		小野貴裕		井口徹哉		渡邉亮												79		0		79		0		77		0		-

		H30d		121318035		東京国際空港空港舗装動態観測調査		関東		01整備局		43524.0		（株）パスコ		00000067		測量・調査		小川徹也		小松崎弘道		阿部直弘		齋藤芳康		林涉		宮坂正樹		中村保彦												76		0		76		0		75		0		-

		H30d		121318036		東京国際空港西旅客ターミナル地区エプロン他土質調査		関東		01整備局		43538.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		測量・調査		松田繁樹		宗片渉		江良太我		石井正		鬼頭伸治		続石祐子														77		0		77		0		74		0		-

		H30d		121318040		東京国際空港周辺海域の三次元情報化に関する測量及び検討業務		関東		01整備局		43546.0		日本ミクニヤ（株）		00001144		測量・調査		望戸裕司		原大祐		岩本祐子		高須是樹		森義将		峯浩二		三納正美		西本英明								土屋正隆		78		0		78		0		78		0		78

		H30d		121318048		東京国際空港周辺海域測量等調査		関東		01整備局		43546.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		杉浦幸彦		坂本葉月		大野敦生		深澤剛		加地智彦																77		0		77		0		77		0		-

		H30d		121418010		東京湾護岸前面活用試験における環境調査		関東		01整備局		43553.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		加地智彦		池田宗平		大野敦生		佐々木倫彦		勝越清紀		永尾謙太郎														76		0		76		0		72		0		-

		H30d		121518010		東京湾中央航路深浅測量		関東		01整備局		43539.0		（株）アーク・ジオ・サポート		00009802		測量・調査		楠浩之		小澤守		小林勇希		山本史郎		山本聡一		尾城隆紀		齊藤里帆子												77		0		77		0		78		0		-

		H30d		131018011		新潟港深浅測量		北陸		01整備局		43546.0		（株）ナカノアイシステム		00002126		測量・調査		西條寛		武藤亮		柳春輝		橋詰莉子		深田大介		薄田肇														77		0		77		0		76		0		-

		H30d		131018012		新潟港潮位調査		北陸		01整備局		43549.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		山口初代		嶋田廣人		原田浩二		水野静																		77		0		77		0		76		0		-

		H30d		131018013		新潟港(西港地区)環境調査		北陸		01整備局		43532.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		中嶋一郎		須田祐次		永友繁		原田浩二		島田久子																76		0		76		0		76		0		-

		H30d		131018016		新潟港海岸(西海岸地区)深浅測量及び環境等調査		北陸		01整備局		43455.0		国際航業（株）		00000047		測量・調査		加藤英紀		金井大輔		上道奈瑠美		片山美可		岩部然育																79		0		79		0		78		0		-

		H30d		131018019		新潟港公共水準測量		北陸		01整備局		43524.0		（株）ナカノアイシステム		00002126		測量・調査		薄田肇		山澤辰彦		武藤亮		柳春輝		星野柊		西條寛														76		0		76		0		72		0		-

		H30d		131018020		新潟空港場周道路路線測量		北陸		01整備局		43399.0		（株）ナカノアイシステム		00002126		測量・調査		薄田肇		山澤辰彦		武藤亮		柳春輝		岩坂謙吾		深田大介														76		0		76		0		72		0		-

		H30d		131118003		海底地形測量及び解析・図化業務		北陸		01整備局		43504.0		（株）アルファ水工コンサルタンツ		00000066		測量・調査		冨澤伸樹		小金山透		阪下大地		鈴木彰		浦島遼平		桑原正博		秋田雄大												77		0		77		0		78		0		-

		H30d		131118010		護岸技術検討調査		北陸		01整備局		43434.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		測量・調査		佐々木信和		北市英生		西岡真次郎		岡崎健		荒木大志																78		0		78		0		80		1		-

		H30d		131218007		伏木富山港(伏木・新湊地区)潮位調査		北陸		01整備局		43549.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		正田孝明		鈴木琢也		伊藤久芳		水野静		山口初代																78		0		78		0		76		0		-

		H30d		131218009		伏木富山港(伏木地区)環境調査		北陸		01整備局		43544.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		中嶋一郎		鈴木琢也		橋本幸治		小泉喜之		伊藤久芳																76		0		76		0		75		0		-

		H30d		131218010		伏木富山港(伏木地区)深浅測量		北陸		01整備局		43371.0		北建コンサル（株）		00001189		測量・調査		苗加晋也		成田亮		太田進一郎		田中敬司		杉山邦広		岡本英明		三浦正治												78		0		78		0		78		0		-

		H30d		131218011		伏木富山港(富山地区)騒音・振動調査		北陸		01整備局		43524.0		（株）エオネックス		00000862		測量・調査		喜多王章		木村直幸		矢島良介		徳田允		釜井広樹		田中さおり		近江厚人		木藤一道		高畠耕一郎								76		0		76		0		76		0		-

		H30d		131218014		伏木富山港(新湊地区)水路測量(その1)		北陸		01整備局		43539.0		（株）サンワコン		00001151		測量・調査		萩原春親		小田誠二		上野和孝		竹内昭博																		76		0		76		0		75		0		-

		H30d		131318005		金沢港・七尾港・輪島港潮位調査		北陸		01整備局		43552.0		玉野総合コンサルタント（株）		00000087		測量・調査		近藤泰徳		冨田昌		石黒武文		西原邦敏																		77		0		77		0		77		0		-

		H30d		131318010		輪島港環境調査		北陸		01整備局		43544.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		吉川勝志		鈴木琢也		永友繁		橋本幸治		小泉喜之		伊藤久芳		原田浩二		高野聖之		山口初代								78		0		78		0		78		0		-

		H30d		131318012		金沢港底質調査		北陸		01整備局		43404.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		吉川勝志		鈴木琢也		立石賢吾		橋本幸治		小泉喜之		伊藤久芳														76		0		76		0		75		0		-

		H30d		131318013		金沢港深浅測量		北陸		01整備局		43371.0		玉野総合コンサルタント（株）		00000087		測量・調査		近藤泰徳		永山雄也		石黒武文																				77		0		77		0		75		0		-

		H30d		131318017		金沢港・七尾港・輪島港基準点測量		北陸		01整備局		43524.0		北建コンサル（株）		00001189		測量・調査		成田亮		苗加晋也		川岸大地		太田進一郎		田中敬司		杉山邦広		三浦正治												81		1		81		1		86		1		-

		H30d		131418004		敦賀港潮位調査		北陸		01整備局		43546.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		山口初代		嶋田廣人		水野静																				78		0		78		0		77		0		-

		H30d		131418005		敦賀港(鞠山南地区)潜水及び確認探査		北陸		01整備局		43357.0		大和探査技術（株）		00000038		測量・調査		桑野高弘		岡崎靖治		渡邉頼和		落合彰二		木戸正人		本間章好														78		0		78		0		78		0		-

		H30d		141018013		平成30年度　清水港港内潜水探査		中部		01整備局		43312.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		平田祐二		城戸淳		増岡隆太		倉本正人																		77		0		77		0		77		0		-

		H30d		141018015		平成30年度　清水港環境調査		中部		01整備局		43539.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		高辻裕史		河野敬史		望月洋輔		鴨志田公洋																		78		0		78		0		77		0		-

		H30d		141018022		平成30年度　下田港水質・底質及び海生生物調査		中部		01整備局		43546.0		玉野総合コンサルタント（株）		00000087		測量・調査		森川高徳		冨田昌		鈴木雄也		大谷聡		山田政樹																78		0		78		0		74		0		-

		H30d		141018025		平成30年度　下田港港内波浪観測業務		中部		01整備局		43546.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		山田貴裕		坂井良輔		大竹剛史		甲原僚子		宮本敏行																78		0		78		0		76		0		-

		H30d		141018041		平成30年度　御前崎港港内波浪観測業務		中部		01整備局		43555.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		片野明良		坂井良輔		大竹剛史		甲原僚子		古泉統義		黒木敬司														78		0		78		0		77		0		-

		H30d		141018046		平成30年度　下田港防波堤開口部水路測量		中部		01整備局		43546.0		（株）ウインディーネットワーク		00001179		測量・調査		松本義徳		吉岡勇哉		杉本裕介		鈴木保宏																		79		0		79		0		78		0		-

		H30d		141018051		平成30年度　御前崎港港内潜水探査外		中部		01整備局		43553.0		アジア航測（株）		00000891		測量・調査		鬼束朋和		金子剛史		杉浦博		上橋幸二		三浦政文																77		0		77		0		77		0		-

		H30d		141118032		平成30年度　名古屋港環境現況調査		中部		01整備局		43553.0		玉野総合コンサルタント（株）		00000087		測量・調査		森川高徳		冨田昌		鈴木雄也		永山雄也		山田政樹																77		0		77		0		76		0		-

		H30d		141118047		平成30年度　名古屋港ポートアイランド挙動観測		中部		01整備局		43552.0		（株）パスコ		00000067		測量・調査		美土路哲也		森島章仁		江口輝		芳倉勝治		林聖元		堺浩一		細野賢一												78		0		78		0		76		0		-

		H30d		141118048		平成30年度　名古屋港飛島ふ頭東地区土質調査		中部		01整備局		43404.0		基礎地盤コンサルタンツ（株）		00000034		測量・調査		砂川伸雄		山名真広		半澤孝樹		大下内優充		萩原協仁		吉原信行		大久保幸倫		五十嵐央		遠藤栄								80		1		80		1		78		0		-

		H30d		141118055		平成30年度　名古屋港庄内川泊地深浅測量		中部		01整備局		43403.0		玉野総合コンサルタント（株）		00000087		測量・調査		近藤泰徳		永山雄也		石黒武文		小川薫																		78		0		78		0		72		0		-

		H30d		141118060		平成30年度　名古屋港飛島ふ頭南側岸壁一般定期点検調査		中部		01整備局		43434.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		井上定雄		河野敬史		小川竜平		青井浩二																		77		0		77		0		78		0		-

		H30d		141118083		平成30年度　名古屋港ポートアイランド地盤変状観測業務		中部		01整備局		43524.0		基礎地盤コンサルタンツ（株）		00000034		測量・調査		成瀬文宏		山名真広		半澤孝樹		萩原協仁		大久保幸倫		大見謝和徳		五十嵐央		遠藤栄										77		0		77		0		78		0		-

		H30d		141218017		平成30年度　中山水道航路管理測量		中部		01整備局		43448.0		玉野総合コンサルタント（株）		00000087		測量・調査		近藤泰徳		永山雄也		石黒武文		小川薫																		77		0		77		0		77		0		-

		H30d		141218018		平成30年度　三河湾環境把握調査		中部		01整備局		43524.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		吉川勝志		鈴木琢也		小泉喜之		伊藤久芳		水野静		盛田高好														79		0		79		0		77		0		-

		H30d		141317032		平成29年度　四日市港道路(霞4号幹線)環境調査		中部		01整備局		43371.0		玉野総合コンサルタント（株）		00000087		測量・調査		森川高徳		冨田昌		鈴木雄也		小松健太		山田政樹		今吉清文														77		0		77		0		77		0		-

		H30d		141318013		平成30年度　津松阪港津地区(栗真)土質調査		中部		01整備局		43455.0		明治コンサルタント（株）		K002068602		測量・調査		廣田勲		吉岡恭一		蒲原秀典		鳩山英樹																		77		0		77		0		74		0		-

		H30d		141318014		平成30年度　津松阪港津地区(栗真)堤防劣化状況調査		中部		01整備局		43434.0		玉野総合コンサルタント（株）		00000087		測量・調査		近藤泰徳		三浦公靖		大谷聡		吉田要		安藤智史		近藤眞一		小川薫												80		1		80		1		78		0		-

		H30d		141318015		平成30年度　四日市港道路(霞4号幹線)環境調査		中部		01整備局		43546.0		玉野総合コンサルタント（株）		00000087		測量・調査		森川高徳		冨田昌		鈴木雄也		小松健太		山田政樹		今吉清文														77		0		77		0		76		0		-

		H30d		141318016		平成30年度　四日市港霞ヶ浦地区土質調査		中部		01整備局		43524.0		川崎地質（株）		00000108		測量・調査		佐藤祥昭		三山貴之		米田英治		田中英之		渡辺英和																79		0		79		0		77		0		-

		H30d		141318026		平成30年度　津松阪港津地区(栗真)水質調査		中部		01整備局		43546.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		奥村邦明		門谷綱祐		鈴木琢也		森一郎		小泉喜之		伊藤久芳														75		0		75		0		70		0		-

		H30d		141318027		平成30年度　四日市港道路(霞4号幹線)交通量調査		中部		01整備局		43553.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		測量・調査		柳郁恵		林哲生		土山裕二		富久直哉																		77		0		77		0		74		0		-

		H30d		141318030		平成30年度　津松阪港地盤改良確認土質調査		中部		01整備局		43546.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		遠藤彰博		竹林剛		河原弘明		大石雅彦		世良賢司																76		0		76		0		74		0		-

		H30d		141318033		平成30年度　四日市港道路(霞4号幹線)水路測量		中部		01整備局		43546.0		玉野総合コンサルタント（株）		00000087		測量・調査		近藤泰徳		永山雄也		池尾進		石黒武文		小川薫																78		0		78		0		77		0		-

		H30d		141418003		平成30年度　伊勢湾環境モニタリング調査及び観測機器保守・点検業務		中部		01整備局		43555.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		高辻裕史		一柳昌史		五十嵐弘昭		鴨志田公洋																		79		0		79		0		79		0		-

		H30d		151017031		舞鶴港和田地区道路(上安久線)用地測量等業務		近畿		01整備局		43555.0		内外エンジニアリング（株）		00000506		測量・調査		清水政彰		森博史		重田昭悟																				75		0		75		0		70		0		-

		H30d		151018007		柴山港柴山地区水質調査		近畿		01整備局		43434.0		（株）建設技術研究所		00000015		測量・調査		真栄平宜之		松本享之		大屋敬之		伊藤禎和		中道誠		小林猛嗣		牛木賢司												71		0		71		0		69		0		-

		H30d		151018008		柴山港柴山地区汀線測量等		近畿		01整備局		43434.0		（株）エイコー技術コンサルタント		00000575		測量・調査		河瀬雅治		池上誠		海端学		前佳成																		76		0		76		0		74		0		-

		H30d		151018013		舞鶴港和田地区道路(上安久線)土質調査		近畿		01整備局		43444.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		前田直也		岸拓眞		中村知夫		下松匠		末宗克浩		杉原普作														80		1		80		1		79		0		-

		H30d		151018019		舞鶴港和田地区道路(上安久線)附帯施設潜水探査		近畿		01整備局		43539.0		日本物理探鑛（株）		00000249		測量・調査		金田朋之		間瀬口輝浩		吉川秀人																				77		0		77		0		75		0		-

		H30d		151018021		舞鶴港和田地区道路(上安久線)附帯施設磁気探査		近畿		01整備局		43539.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		竹井泰昭		矢野雄一		小山善明																				78		0		78		0		77		0		-

		H30d		151118005		大阪港北港南地区航路(-16m)施工環境調査		近畿		01整備局		43434.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		田中浩一		有田駿		関藤怜志		井上定雄																		78		0		78		0		77		0		-

		H30d		151118006		大阪港北港南地区航路(-16m)附帯施設動態観測業務		近畿		01整備局		43546.0		（株）セア・プラス		00004121		測量・調査		藤原保弘		実重聡		中尾智		山本浩基		荻沼優		浦克美														76		0		76		0		75		0		-

		H30d		151118007		大阪港環境調査		近畿		01整備局		43546.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		小山善明		吉川彰		亀蔦由香		中村憲司																		77		0		77		0		75		0		-

		H30d		151118008		大阪港北港南地区岸壁(-16m)(C12延伸)施工環境調査		近畿		01整備局		43496.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		田中浩一		有田駿		関藤怜志		井上定雄																		76		0		76		0		74		0		-

		H30d		151118023		大阪湾施工環境調査		近畿		01整備局		43501.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		田中浩一		有田駿		関藤怜志																				77		0		77		0		76		0		-

		H30d		151118026		大阪港北港南地区航路(-16m)施工環境調査(第2工区)		近畿		01整備局		43553.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		田中浩一		有田駿		飯田仁士		岩塚雅彦		井上定雄																78		0		78		0		75		0		-

		H30d		151118028		八尾空港A誘導路等舗装解体調査		近畿		01整備局		43544.0		グリーン・コンサルタント（株）		00003963		測量・調査		馬場良輔		飯田隆紀		那須博		山際勝彦		梅崎和博																76		0		76		0		73		0		-

		H30d		151118033		堺泉北港助松地区航路(-14m)深浅測量		近畿		01整備局		43501.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		小山善明		佐藤繁		竹井泰昭		石井太郎																		70		0		70		0		66		0		-

		H30d		151217046		神戸港臨港道路等土質調査(二工区)		近畿		01整備局		43280.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		前田直也		松元大樹		末宗克浩		杉原普作		白石昭博		井上孝則														84		1		84		1		83		1		-

		H30d		151218008		神戸港水質調査		近畿		01整備局		43553.0		（株）テクノ中部		00002473		測量・調査		吉田謙		判治寿高		中西彬		洞口和史		伊藤隆道		原田一利		清水久博												77		0		77		0		75		0		-

		H30d		151218009		神戸港新港東ふ頭地区潜水探査		近畿		01整備局		43280.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		浜中一幸																								75		0		75		0		75		0		-

		H30d		151218010		神戸港新港東ふ頭地区磁気探査(二次)		近畿		01整備局		43280.0		日本物理探鑛（株）		00000249		測量・調査		吉川秀人		勝本一祥		間瀬口輝浩		金田朋之																		77		0		77		0		76		0		-

		H30d		151218014		水質・底質分析試験		近畿		01整備局		43546.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		田中浩一		阿部浩司		前田紋子		佐才秀平		安藤奈津子		鈴木開登														76		0		76		0		74		0		-

		H30d		151218018		神戸港航路附帯施設磁気探査		近畿		01整備局		43343.0		日本物理探鑛（株）		00000249		測量・調査		吉川秀人		勝本一祥		間瀬口輝浩		金田朋之																		74		0		74		0		74		0		-

		H30d		151218019		神戸港航路附帯施設動態観測業務		近畿		01整備局		43539.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		中嶋一郎		森一郎		森航大																				75		0		75		0		75		0		-

		H30d		151218021		神戸港ポートアイランド(第2期)地区用地測量		近畿		01整備局		43371.0		国際航業（株）		00000047		測量・調査		元木健太		島野宗太		宮嶋栞奈		横山省一		井上隆之		木村惠英														74		0		74		0		69		0		-

		H30d		151218023		神戸港航路附帯施設土質調査		近畿		01整備局		43441.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		前田直也		松元大樹		白石昭博		杉原普作		松崎陽介		末宗克浩														79		0		79		0		78		0		-

		H30d		151218027		神戸港ポートアイランド(第2期)地区土質調査		近畿		01整備局		43448.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		前田直也		下松匠		松元大輝		松崎陽介		末宗克浩		岸田浩														78		0		78		0		77		0		-

		H30d		151218037		旧鳴尾寮跡地地下埋設物調査		近畿		01整備局		43490.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		阪井雅洋		池田真吾		前田秀治		矢頭将行		河島宏典																76		0		76		0		77		0		-

		H30d		151218048		神戸港航路附帯施設磁気探査(二次)		近畿		01整備局		43549.0		日本物理探鑛（株）		00000249		測量・調査		勝本一祥		吉川秀人		間瀬口輝浩		金田朋之																		75		0		75		0		73		0		-

		H30d		151218050		海底地形調査		近畿		01整備局		43539.0		（株）アーク・ジオ・サポート		00009802		測量・調査		小野透		川本豪		山崎朱音																				77		0		77		0		76		0		-

		H30d		151218057		神戸港航路附帯施設現況調査		近畿		01整備局		43448.0		（株）パスコ		00000067		測量・調査		加賀爲孝		小関真征		金井憲一		鈴木智晶																		78		0		78		0		77		0		-

		H30d		151318004		大阪湾における海域環境改善施策等モニタリング調査		近畿		01整備局		43538.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		酒井康彦		田中遼		飯田仁士		山田和彦		藤井清香		田中浩一														78		0		78		0		75		0		-

		H30d		151418018		和歌山下津港海岸(海南地区)藤白護岸土質調査		近畿		01整備局		43434.0		（株）東京ソイルリサーチ		00000346		測量・調査		南坂貴彦		川元彪太		原口慎一		杉本敏郎		田中洋		梶原雅文		齊藤吉朗										中島載雄		77		0		77		0		75		0		80

		H30d		151418020		水質・底質分析		近畿		01整備局		43553.0		（株）ＨＥＲ		00009517		測量・調査		宮本雅弘																								75		0		75		0		74		0		-

		H30d		151418021		和歌山下津港海岸(海南地区)藤白護岸土質調査(第2工区)		近畿		01整備局		43441.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		前田直也		松元大樹		末吉克浩		岸田浩		杉原晋作		白石昭博														78		0		78		0		74		0		-

		H30d		151418032		日高港塩屋地区泊地(-12m)施工環境調査		近畿		01整備局		43508.0		和建技術（株）		00001546		測量・調査		天方健		江川英明		尾崎博紀		塩谷耕																		75		0		75		0		74		0		-

		H30d		151418033		和歌山下津港本港地区泊地(-13m)水路測量		近畿		01整備局		43402.0		アサヒコンサルタント（株）		00000756		測量・調査		植木嘉朗		森大樹		飯田義久		岩見信一		西尾友之																76		0		76		0		74		0		-

		H30d		151418047		和歌山下津港被災状況緊急調査		近畿		01整備局		43490.0		東洋建設（株）		00011175		測量・調査		工藤公秀																								79		0		79		0		79		0		-

		H30d		151418049		和歌山下津港被災状況調査		近畿		01整備局		43511.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		井上定雄		古川崎正博		西林健一郎		田中浩一		阿部浩司																83		1		83		1		83		1		-

		H30d		161017049		境港外港竹内南地区岸壁(-10m)土質調査		中国		01整備局		43251.0		基礎地盤コンサルタンツ（株）		00000034		測量・調査		長谷川勝喜		佐藤弘行		粟津和也		桝井俊昭		米村公貴																75		0		75		0		76		0		-

		H30d		161018006		境港工事影響調査		中国		01整備局		43553.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		久子克昭		森航大		小田隆司		安宅政志																		77		0		77		0		75		0		-

		H30d		161018021		境港外港竹内南地区泊地(-10m)磁気探査		中国		01整備局		43434.0		日本物理探鑛（株）		00000249		測量・調査		吉川秀人		大西俊輝		都築孝之		大垣泰宏		勝本一祥																77		0		77		0		75		0		-

		H30d		161018026		境港外港竹内南地区泊地(-10m)潜水探査		中国		01整備局		43434.0		コスモ海洋（株）		K001472236		測量・調査		上岡聡		村上孝志		森田英俊																				76		0		76		0		75		0		-

		H30d		161018028		浜田港福井地区防波堤(新北)等深浅測量		中国		01整備局		43441.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		竹井泰昭		石井太朗		佐藤繁																				76		0		76		0		77		0		-

		H30d		161018045		浜田港福井地区臨港道路用地測量		中国		01整備局		43552.0		（株）アトラス		00000608		測量・調査		曽田弘明		井原健																						75		0		75		0		73		0		-

		H30d		161117013		水島港玉島地区岸壁(-12m)工事影響調査		中国		01整備局		43266.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		中嶋一郎		門谷綱祐		森航大		五味久昭																		78		0		78		0		77		0		-

		H30d		161118014		水島港環境調査		中国		01整備局		43546.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		三宅崇智		中村将平		藤原尭也		白石夢果		古泉統義		高尾敏幸		伊東啓勝		田村圭一		岩村俊平								82		1		82		1		81		1		-

		H30d		161118023		水島港玉島地区岸壁(-12m)周辺施設影響調査		中国		01整備局		43546.0		復建調査設計（株）		00000032		測量・調査		一戸敏幸		吉屋和彦		石山力		横手了																		78		0		78		0		77		0		-

		H30d		161218009		広島港海岸工事影響調査		中国		01整備局		43546.0		（株）パスコ		00000067		測量・調査		北野武司		中野尚		夫津木亮介		隈本拓矢		前田義志		玉乃井省吾		雑賀修一										小関真征		77		0		77		0		77		0		80

		H30d		161218010		広島港海岸変位計測業務		中国		01整備局		43546.0		（株）セトウチ		00001135		測量・調査		田中浩二		竹中真一		松野伸行		山内啓右																		77		0		77		0		75		0		-

		H30d		161218011		水質及び底質分析試験		中国		01整備局		43544.0		中国水工（株）		00000832		測量・調査		新井大		築山逸津雄		末吉淳		石崎一雄		舛岡克敏																78		0		78		0		76		0		-

		H30d		161218020		尾道糸崎港工事影響調査		中国		01整備局		43404.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		田中浩一		有田駿		関藤怜志		福嶋正博																		77		0		77		0		75		0		-

		H30d		161218027		音戸瀬戸航路深浅測量		中国		01整備局		43403.0		アサヒコンサルタント（株）		00000756		測量・調査		西尾友之		安藤有輝		森大樹		植木嘉朗		岩見信一																76		0		76		0		75		0		-

		H30d		161218037		福山港箕沖地区岸壁(-10m)土質調査		中国		01整備局		43504.0		基礎地盤コンサルタンツ（株）		00000034		測量・調査		長谷川勝喜		香川寛		粟津和也		桝井俊昭		久賀真一		米村公貴														83		1		83		1		80		1		-

		H30d		161218038		福山港箕島地区岸壁(-12m)土質調査		中国		01整備局		43546.0		復建調査設計（株）		00000032		測量・調査		菅野雄一		山田明恵		田中絢人		山田和弘		石川雅也		金徳圭三														79		0		79		0		75		0		-

		H30d		161218040		福山港環境現況調査		中国		01整備局		43539.0		（株）東京久栄		00001626		測量・調査		帯津直彦		豊福真也		堀田拓		藤本薫		宮山俊		大隈正		臼井雅一												78		0		78		0		76		0		-

		H30d		161218061		福山港基準点測量		中国		01整備局		43549.0		アサヒコンサルタント（株）		00000756		測量・調査		植木嘉朗		森大樹		寺地昭仁		田中悟和																		78		0		78		0		75		0		-

		H30d		161218064		広島港海岸中央西地区(江波)土質調査		中国		01整備局		43546.0		復建調査設計（株）		00000032		測量・調査		菅野雄一		山田明恵		田中絢人		上熊秀保		石川雅也		金徳圭三														78		0		78		0		77		0		-

		H30d		161218065		広島港海岸底質調査		中国		01整備局		43544.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		中嶋一郎		門谷綱祐		森航大		山本恭資																		77		0		77		0		75		0		-

		H30d		161317054		宇部港本港地区航路(-13m)等磁気探査(その2)		中国		01整備局		43287.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		竹井泰昭		矢野雄一																						76		0		76		0		76		0		-

		H30d		161317055		徳山下松港下松地区土質調査		中国		01整備局		43276.0		興亜開発（株）		00000231		測量・調査		峰松拓史		竹上浩嗣		竹内一貴		佐藤根彰		岡弘		平岡清二														77		0		77		0		78		0		-

		H30d		161317056		徳山下松港徳山地区航路(-14m)磁気探査		中国		01整備局		43245.0		大和探査技術（株）		00000038		測量・調査		金指勝		大田祐司		小先章三		小山一成																		76		0		76		0		76		0		-

		H30d		161317057		徳山下松港徳山地区航路(-14m)水質監視調査		中国		01整備局		43391.0		（株）東京久栄		00001626		測量・調査		臼井雅一		中西正行		横山隆二																				77		0		77		0		75		0		-

		H30d		161317059		徳山下松港徳山地区航路(-14m)潜水探査		中国		01整備局		43245.0		大和探査技術（株）		00000038		測量・調査		金指勝		大田祐司		小山一成																				76		0		76		0		76		0		-

		H30d		161318008		宇部港整備計画検討調査		中国		01整備局		43399.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		奥村邦明		門谷綱祐		森航大		山本恭資																		79		0		79		0		79		0		-

		H30d		161318009		徳山下松港土砂処分場工事影響調査		中国		01整備局		43551.0		（株）東京久栄		00001626		測量・調査		臼井雅一		中西正行		横山隆二																				78		0		78		0		74		0		-

		H30d		161318010		徳山下松港下松地区桟橋(-19m)土質調査		中国		01整備局		43336.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		井上孝則		山本紀之		末宗克浩		橋本祥司		杉原普作		前田直也												束原純		78		0		78		0		76		0		82

		H30d		161318013		徳山下松港土砂処分場環境調査		中国		01整備局		43404.0		（株）パスコ		00000067		測量・調査		北野武司		隈本拓矢		小関真征		雑賀修一																		78		0		78		0		76		0		-

		H30d		161318014		徳山下松港徳山地区深浅測量		中国		01整備局		43280.0		（株）三洋コンサルタント		00000391		測量・調査		小野貴也		末永智哉		河野光宏		西井康浩		大岡弘樹																77		0		77		0		78		0		-

		H30d		161318016		宇部港本港地区航路(-13m)水路測量		中国		01整備局		43404.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		佐藤繁		石井太朗																						78		0		78		0		77		0		-

		H30d		161318023		宇部港等環境調査		中国		01整備局		43524.0		東和環境科学（株）		00009215		測量・調査		西濱光司		森春彦																						77		0		77		0		77		0		-

		H30d		161318024		宇部港流況調査		中国		01整備局		43430.0		（株）東京久栄		00001626		測量・調査		臼井雅一		宮山俊		中西正行																				79		0		79		0		79		0		-

		H30d		161318037		岩国港臨港道路土質調査		中国		01整備局		43476.0		（株）ダイヤコンサルタント		00000112		測量・調査		甲斐誠士		田中昭人		西本優介		五家康宏		藤田政弘		金住健一														77		0		77		0		77		0		-

		H30d		161318048		宇部港本港地区航路(-13m)等磁気探査		中国		01整備局		43546.0		日本物理探鑛（株）		00000249		測量・調査		鈴木竹夫		大西俊輝		都築孝之		大垣泰宏		吉川秀人																77		0		77		0		74		0		-

		H30d		161318051		徳山下松港徳山地区航路(-14m)磁気探査		中国		01整備局		43546.0		コスモ海洋（株）		K001472236		測量・調査		上岡聡		村上孝志		森田英俊		松村慶																		77		0		77		0		77		0		-

		H30d		161318054		徳山下松港徳山地区航路(-14m)潜水探査		中国		01整備局		43546.0		大和探査技術（株）		00000038		測量・調査		金指勝		松田雅司		北野貴之		小先章三		小山一成																76		0		76		0		76		0		-

		H30d		170118015		建設資材価格等特別調査		四国		01整備局		43539.0		（財）経済調査会		00005711		測量・調査		内藤正純		矢作智幸		本宮直樹		桑嶋義文																		76		0		76		0		74		0		-

		H30d		171018035		高松港朝日地区航路( -12 m )深浅測量等		四国		01整備局		43524.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		小山善明		石井太朗		大森一寛		竹井泰昭																		78		0		78		0		77		0		-

		H30d		171117058		東予港中央地区地下水観測業務(その2)		四国		01整備局		43535.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		安宅政志		森航大		中嶋一郎		森一郎		山本恭資																75		0		75		0		74		0		-

		H30d		171117059		東予港中央地区水質調査		四国		01整備局		43388.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		中嶋一郎		森航大		大久保譲		森一郎		山本恭資																77		0		77		0		75		0		-

		H30d		171118018		松山港外港地区等深浅測量		四国		01整備局		43434.0		復建調査設計（株）		00000032		測量・調査		一戸敏幸		蔭山洋亮		河村知輝		石山力		大西龍也																78		0		78		0		74		0		-

		H30d		171118027		東予港深浅測量等		四国		01整備局		43419.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		西林健一郎		藤森雄大		飯田仁士		田中浩一		水野博史																78		0		78		0		78		0		-

		H30d		171118033		松山港外港地区土質調査		四国		01整備局		43511.0		興亜開発（株）		00000231		測量・調査		徳山益成		竹上浩嗣		金谷泰邦		佐藤根彰		岡弘		峰松拓史														76		0		76		0		72		0		-

		H30d		171118035		来島海峡航路・鼻栗瀬戸航路深浅測量		四国		01整備局		43539.0		（株）アーク・ジオ・サポート		00009802		測量・調査		小野透		小林勇希		尾城隆紀		岡本直樹																		77		0		77		0		76		0		-

		H30d		171317069		室津港室津地区土質調査(その(1))		四国		01整備局		43542.0		興亜開発（株）		00000231		測量・調査		大村範明		竹内一貴		川本周平		佐藤根彰		平岡清二																77		0		77		0		73		0		-

		H30d		171318005		須崎港湾口地区水質・底質調査		四国		01整備局		43539.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		中嶋一郎		田畑光太郎		門谷綱祐		久子克昭																		76		0		76		0		72		0		-

		H30d		171318015		高知港海岸土質調査		四国		01整備局		43434.0		基礎地盤コンサルタンツ（株）		00000034		測量・調査		久賀真一		武田琢真		前浜悠太		粟津和也		西村和貴																77		0		77		0		76		0		-

		H30d		171318019		高知港深浅測量		四国		01整備局		43496.0		復建調査設計（株）		00000032		測量・調査		大住典嗣		蔭山洋亮		河村知輝		石山力		長町孝二																77		0		77		0		75		0		-

		H30d		171318048		須崎港土質等調査		四国		01整備局		43549.0		（株）環境防災		00000228		測量・調査		長尾敏夫		吉見準也		森川悌		郡英史		伊藤修		河野美博		橋本治美												77		0		77		0		73		0		-

		H30d		171318053		須崎港音波探査		四国		01整備局		43539.0		大和探査技術（株）		00000038		測量・調査		内田一之		足立幾久																						77		0		77		0		72		0		-

		H30d		171318055		室津港室津地区深浅測量		四国		01整備局		43539.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		奥村邦明		門谷綱祐		畑裕一朗		外屋敷正一																		77		0		77		0		75		0		-

		H30d		171418008		改質浚渫土モニタリング調査		四国		01整備局		43511.0		興亜開発（株）		00000231		測量・調査		徳山益成		齋藤天俊		冨山恵介		佐藤根彰		上田宏幸																78		0		78		0		77		0		-

		H30d		181018006		平成30年度関門航路(西側)土砂処分場環境調査		九州		01整備局		43549.0		国際航業（株）		00000047		測量・調査		片山悦治郎		恒岡徹		佐々木宏明		米澤泰雄		佐々木秀勝		村岡芳郎														78		0		78		0		75		0		-

		H30d		181018007		平成30年度関門航路(西側)土砂処分場深浅測量		九州		01整備局		43404.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		河内典子		安元淳		伊東秀明		外屋敷正一																		78		0		78		0		78		0		-

		H30d		181018008		平成30年度関門航路(西側)土砂処分場水生生物環境調査		九州		01整備局		43544.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		河内典子		佐古愛実		磯部藍樹		菊田昌義		土畑正和																77		0		77		0		76		0		-

		H30d		181018021		平成30年度関門航路(西側)土砂処分場水産水域環境監視調査		九州		01整備局		43549.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		河内典子		早川辰徳		奥村邦明		伊東秀明		土畑正和																76		0		76		0		73		0		-

		H30d		181018027		平成30年度下関港深浅測量		九州		01整備局		43549.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		奥村邦明		深見洋仁		安元淳		畑裕一朗																		77		0		77		0		76		0		-

		H30d		181117041		平成29年度新門司沖濁り監視調査(第2次)		九州		01整備局		43251.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		小堀達		北川陽一		佐古愛実		早川辰徳		山本恭資		伊東秀明														78		0		78		0		75		0		-

		H30d		181117055		平成29年度新門司沖磁気探査(第2次)		九州		01整備局		43210.0		日本物理探鑛（株）		00000249		測量・調査		都築孝之		伊藤吉宏		花田和美		田村政彦																		78		0		78		0		76		0		-

		H30d		181117056		平成29年度新門司沖深浅測量(第2次)		九州		01整備局		43280.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		奥村邦明		松川育史朗		河合啓悟		安元淳																		78		0		78		0		77		0		-

		H30d		181118004		平成30年度新門司沖水産生物調査		九州		01整備局		43539.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		吉川勝志		佐古愛実		磯部藍樹		菊田昌義		伊東秀明																77		0		77		0		77		0		-

		H30d		181118005		平成30年度新門司沖濁り監視調査		九州		01整備局		43433.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		小堀達		北川陽一		早川辰徳		山本恭資		伊東秀明																78		0		78		0		76		0		-

		H30d		181118006		平成30年度新門司沖生態系調査		九州		01整備局		43399.0		国際航業（株）		00000047		測量・調査		片山悦治郎		高崎剛広		矢倉聖哉		藤家亘		恒岡徹		小濱智之		森口夏帆		米澤泰雄		村岡芳郎								78		0		78		0		77		0		-

		H30d		181118007		平成30年度北九州港(響灘地区)磁気探査		九州		01整備局		43455.0		日本物理探鑛（株）		00000249		測量・調査		都築孝之		伊藤吉宏		愛甲崇信		芳賀紀行																		80		1		80		1		78		0		-

		H30d		181118009		平成30年度新門司沖土砂処分場(2期)土質調査		九州		01整備局		43496.0		日本地研（株）		00000186		測量・調査		藤野修二		庄籠志功		井上進		山口敏史		野北雅洋																77		0		77		0		75		0		-

		H30d		181118010		平成30年度新門司沖土砂処分場(3工区)土質性状調査		九州		01整備局		43511.0		応用地質（株）		00000065		測量・調査		中尾邦彦		中野瞳		小林佑貴		外處仁		篠崎岳太																79		0		79		0		79		0		-

		H30d		181118011		平成30年度新門司沖土砂処分場(3工区)動態観測外1件		九州		01整備局		43546.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		奥村邦明		安元淳		伊東秀明		外屋敷正一																		78		0		78		0		78		0		-

		H30d		181118012		平成30年度北九州港(響灘地区)水質調査		九州		01整備局		43553.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		田村圭一		中村将平		藤原尭也		白石夢果		三宅崇智		古泉統義		高尾敏幸												77		0		77		0		75		0		-

		H30d		181118021		平成30年度北九州港(新門司地区)航路現況調査		九州		01整備局		43434.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		杉浦幸彦		田中大揮		高月直樹		成毛辰徳		中茂義晶		水野博史		加地智彦												77		0		77		0		76		0		-

		H30d		181118022		平成30年度北九州港(新門司地区)航路深浅測量		九州		01整備局		43420.0		アジア航測（株）		00000891		測量・調査		上橋幸二		園田晋平		杉浦博		鬼束朋和		三浦政文																77		0		77		0		73		0		-

		H30d		181118036		平成30年度新門司沖生態系調査(第2次)		九州		01整備局		43546.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		小堀達		佐古愛実		菊田昌義		山本恭資		畑裕一朗		土畑正和														77		0		77		0		77		0		-

		H30d		181218006		平成30年度福岡空港滑走路試験施工モニタリング外1件調査		九州		01整備局		43546.0		復建調査設計（株）		00000032		測量・調査		金子智之		阿南辰弥		山根健二		西本秀憲		間貴春		西村俊明												藤井照久		77		0		77		0		76		0		78

		H30d		181218007		平成30年度三池港(内港北地区)航路(-10m)水質調査		九州		01整備局		43361.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		北野慎容		北川陽一		辻横晴美		内田肇																		76		0		76		0		73		0		-

		H30d		181218008		平成30年度博多港磁気探査		九州		01整備局		43280.0		日本物理探鑛（株）		00000249		測量・調査		都築孝之		伊藤吉宏		愛甲崇信		芳賀紀行		松久保武光		溝田善行		掛川崇史												77		0		77		0		72		0		-

		H30d		181218011		平成30年度福岡空港土質調査		九州		01整備局		43343.0		応用地質（株）		00000065		測量・調査		宇都洋一		福本崇大		大石佑輔		井上由美		外處仁		篠崎岳太														77		0		77		0		77		0		-

		H30d		181218023		平成30年度博多港水質調査		九州		01整備局		43404.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		渡部洋之		津留秀臣		西翔太郎		北原健史		中茂義晶		弓木麻記子		尾木陽子		高岡秀朋										79		0		79		0		76		0		-

		H30d		181218029		平成30年度博多港環境改善方策モニタリング調査		九州		01整備局		43546.0		（株）東京久栄		00001626		測量・調査		田中良男		押尾圭美		山岸秀樹		矢代幸太郎		宮山俊		中西正行		臼井雅一		佐藤航志										78		0		78		0		78		0		-

		H30d		181218042		平成30年度博多港深浅測量		九州		01整備局		43404.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		河内典子		安元淳		奥村邦明		畑裕一朗																		76		0		76		0		73		0		-

		H30d		181218051		平成30年度三池港(内港北地区)航路(-10m)深浅測量		九州		01整備局		43446.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		小山善明		大森一寛																						76		0		76		0		74		0		-

		H30d		181218056		平成30年度福岡空港国際線エプロン南側地区埋設物調査外1件		九州		01整備局		43546.0		大和探査技術（株）		00000038		測量・調査		内藤好裕		松田雅司		名和友美		北野貴之		小山一成		金指勝														77		0		77		0		77		0		-

		H30d		181218058		平成30年度福岡空港滑走路増設(国際線エプロン東側)土壌調査		九州		01整備局		43539.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		阪井雅洋		安藤奈津子		池田真吾		石崎公康		矢頭将行		尾木陽子		高岡秀朋		阿部浩司		河島宏典								78		0		78		0		78		0		-

		H30d		181218063		平成30年度福岡空港土質調査(第2次)		九州		01整備局		43544.0		応用地質（株）		00000065		測量・調査		松村大志		神村凌		外處仁		小山彰		宇都洋一																75		0		75		0		77		0		-

		H30d		181318006		平成30年度苅田港航路埋没観測調査		九州		01整備局		43460.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		杉浦幸彦		田中大揮		西翔太郎		成毛辰徳		高島創太郎																79		0		79		0		78		0		-

		H30d		181318015		平成30年度苅田港環境監視調査		九州		01整備局		43553.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		小堀達		北川陽一		佐古愛実		磯部藍樹		伊東秀明		土畑正和														78		0		78		0		78		0		-

		H30d		181318018		平成30年度苅田港深浅測量		九州		01整備局		43524.0		（株）三洋コンサルタント		00000391		測量・調査		西井康浩		末永智哉		間世田未来		小野貴也																		78		0		78		0		79		0		-

		H30d		181318019		平成30年度苅田港所在国有港湾施設用地測量		九州		01整備局		43544.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		小山善明		佐藤繁																						77		0		77		0		77		0		-

		H30d		181318020		平成30年度苅田港施設現況調査		九州		01整備局		43544.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		倉持雅彦		下地雅俊		中平達也		福田孝晴																		80		1		80		1		80		1		-

		H30d		181418010		平成30年度大分港海岸土質調査		九州		01整備局		43434.0		応用地質（株）		00000065		測量・調査		宇都洋一		大山英夫		福本崇大		大石佑輔		井上由美																76		0		76		0		76		0		-

		H30d		181418011		平成30年度中津港(田尻地区)環境影響調査		九州		01整備局		43524.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		小堀達		佐古愛実		菊田昌義		山本恭資		岡部克顕		土畑正和														78		0		78		0		78		0		-

		H30d		181418014		平成30年度海岸構造物影響把握調査		九州		01整備局		43434.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		片野明良		下地雅俊		中平達也		大竹剛史		倉持雅彦																82		1		82		1		79		0		-

		H30d		181418025		平成30年度大分港水質調査		九州		01整備局		43539.0		国際航業（株）		00000047		測量・調査		片山悦治郎		小濱智之		森口夏帆		米澤泰雄		村岡芳郎																79		0		79		0		79		0		-

		H30d		181418030		平成30年度大分港海岸土質調査(第2次)		九州		01整備局		43524.0		基礎地盤コンサルタンツ（株）		00000034		測量・調査		田村和嗣		星野笑美子		上野加州貴		遠藤正悟		武石将和		栃尾健		田中淳												81		1		81		1		81		1		-

		H30d		181418031		平成30年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)施設現況調査		九州		01整備局		43496.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		奥村邦明		中嶋一郎		伊東秀明		外屋敷正一																		77		0		77		0		77		0		-

		H30d		181418033		平成30年度大分港海岸(津留地区)路線測量		九州		01整備局		43524.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		小山善明		佐藤繁																						77		0		77		0		77		0		-

		H30d		181518004		平成30年度唐津港(東港地区)環境調査		九州		01整備局		43406.0		（株）三洋コンサルタント		00000391		測量・調査		西井康浩		末永智哉		藤廣学		小野貴也																		78		0		78		0		76		0		-

		H30d		181518019		平成30年度　唐津港港湾施設現況調査		九州		01整備局		43448.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		松本昭二郎		三田明寛		川渕達也		川口貴之																		78		0		78		0		78		0		-

		H30d		181617026		平成29年度長崎港(松が枝地区)水路測量外1件		九州		01整備局		43364.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		手嶋充		緒方良彦		森康博																				78		0		78		0		78		0		-

		H30d		181618010		平成30年度厳原港(厳原地区)水路測量外1件		九州		01整備局		43280.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		小山善明		佐藤繁																						78		0		78		0		78		0		-

		H30d		181618011		平成30年度佐世保港(浦頭地区)磁気探査		九州		01整備局		43524.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		椛山明		浜中一幸		増岡隆太		倉本正人		野口和弘																76		0		76		0		75		0		-

		H30d		181618012		平成30年度佐世保港(浦頭地区)水質調査		九州		01整備局		43553.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		渡部洋之		末盛雅英		江本真理子		井之上聡		渡辺茂樹		中茂義晶		山内慎												77		0		77		0		78		0		-

		H30d		181618029		平成30年度平戸瀬戸航路外2件深浅測量		九州		01整備局		43420.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		奥村邦明		安元淳		伊東秀明		畑裕一朗		外屋敷正一																78		0		78		0		76		0		-

		H30d		181618032		平成30年度厳原港深浅測量外1件		九州		01整備局		43455.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		河内典子		岡裕司		安元淳		奥村邦明		畑裕一朗																76		0		76		0		76		0		-

		H30d		181618035		平成30年度長崎港土質調査　		九州		01整備局		43453.0		川崎地質（株）		00000108		測量・調査		村井政徳		有須田崇弘		光永靖士		佐藤良																		76		0		76		0		73		0		-

		H30d		181618036		平成30年度厳原港波浪観測調査		九州		01整備局		43543.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		山田貴裕		坂井良輔		高尾敏幸		倉持雅彦		坂井隆行																77		0		77		0		77		0		-

		H30d		181618040		平成30年度長崎空港深浅測量		九州		01整備局		43551.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		奥村邦明		長谷川淳		安元淳		畑裕一朗																		76		0		76		0		76		0		-

		H30d		181717058		平成29年度八代港土砂処分場土質調査		九州		01整備局		43283.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		松本昭二郎		三田明寛		川渕達也		池田政人																		78		0		78		0		78		0		-

		H30d		181717059		平成29年度八代港土砂処分場土質調査(第2次)		九州		01整備局		43305.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		松本昭二郎		三田明寛		川渕達也		川口貴之																		80		1		80		1		80		1		-

		H30d		181718005		平成30年度海洋環境整備船調査試料分析		九州		01整備局		43553.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		小堀達		早川辰徳		辻横晴美		山本恭資		藤身諭		水島康一郎														78		0		78		0		78		0		-

		H30d		181718006		平成30年度熊本港周辺環境調査		九州		01整備局		43518.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		小堀達		辻横晴美		永友繁		山本恭資		内田肇		土畑正和														79		0		79		0		78		0		-

		H30d		181718032		平成30年度本渡瀬戸航路深浅測量		九州		01整備局		43455.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		小山善明		大森一寛																						79		0		79		0		77		0		-

		H30d		181718037		平成30年度本渡瀬戸航路水質調査		九州		01整備局		43546.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		山本恭資		早川辰徳		辻横晴美		内田肇																		78		0		78		0		77		0		-

		H30d		181818013		平成30年度宮崎港防波堤(南)流況調査		九州		01整備局		43496.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		小堀達		原田浩二		水野静		奥村邦明		高野聖之																78		0		78		0		75		0		-

		H30d		181818014		平成30年度宮崎港土質調査		九州		01整備局		43448.0		基礎地盤コンサルタンツ（株）		00000034		測量・調査		田村和嗣		中川智博		首藤功																				78		0		78		0		78		0		-

		H30d		181818025		平成30年度宮崎港・宮崎空港周辺深浅測量		九州		01整備局		43511.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		小堀達		長谷川淳		安元淳		畑裕一朗		外屋敷正一																78		0		78		0		79		0		-

		H30d		181818026		平成30年度細島港土質調査		九州		01整備局		43524.0		川崎地質（株）		00000108		測量・調査		野尻峰広		山地孝昌		金田良則		光永靖士		松下宏壱																79		0		79		0		76		0		-

		H30d		181918004		平成30年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤土質調査		九州		01整備局		43280.0		（株）日本地下技術		00001429		測量・調査		緒方康浩		原田研一		岩下浩之		原田康弘		船迫聡																77		0		77		0		77		0		-

		H30d		181918013		平成30年度鹿児島港(中央港区)岸壁土質調査		九州		01整備局		43419.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		松本昭二郎		三田明寛		川渕達也		川口貴之																		74		0		74		0		73		0		-

		H30d		181918014		平成30年度鹿児島港(中央港区)岸壁土質調査(第2次)		九州		01整備局		43361.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		松本昭二郎		三田明寛		川渕達也		池田政人																		71		0		71		0		67		0		-

		H30d		181918017		平成30年度鹿児島港(中央港区)岸壁土質調査(第3次)		九州		01整備局		43332.0		（株）日本地下技術		00001429		測量・調査		緒方康浩		原田研一		岩下浩之		寺師百枝		船迫聡																78		0		78		0		78		0		-

		H30d		181918032		平成30年度指宿港海岸養浜影響把握業務		九州		01整備局		43546.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		田村圭一		三宅崇智		古泉統義		小野信幸		高尾敏幸		石本健治														79		0		79		0		80		1		-

		H30d		181918036		平成30年度鹿児島港岸壁土質調査		九州		01整備局		43399.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		松本昭二郎		三田明寛		川渕達也		池田政人																		76		0		76		0		75		0		-

		H30d		181918040		平成30年度鹿児島港(中央港区)土質調査		九州		01整備局		43420.0		川崎地質（株）		00000108		測量・調査		金田良則		村井政徳		野尻峰広		佐藤良																		76		0		76		0		73		0		-

		H30d		182018008		平成30年度志布志港深浅測量		九州		01整備局		43544.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		片野明良		古泉統義		伊東啓勝		田村圭一		倉持雅彦																78		0		78		0		76		0		-

		H30d		182018013		平成30年度志布志港磁気探査		九州		01整備局		43549.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		緒方良彦		浜中一幸		手嶋充																				75		0		75		0		73		0		-

		H30d		182118005		平成30年度関門航路(大瀬戸-六連地区)航路(-14m)磁気探査		九州		01整備局		43434.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		椛山明		徳田涼平		増岡隆太		倉本正人		野口和弘																78		0		78		0		77		0		-

		H30d		182118006		平成30年度関門航路(早鞆瀬戸地区)航路(-14m)深浅測量外1件		九州		01整備局		43280.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		小山善明		佐藤繁																						78		0		78		0		79		0		-

		H30d		182118007		平成30年度関門航路(関門鉄道トンネル上部)海底調査		九州		01整備局		43315.0		アジア航測（株）		00000891		測量・調査		鬼束朋和		杉浦博		上橋幸二		三浦政文																		78		0		78		0		78		0		-

		H30d		182118021		平成30年度関門航路環境調査試料分析		九州		01整備局		43544.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		吉川勝志		久田洋平		早川辰徳		山本恭資																		78		0		78		0		76		0		-

		H30d		182118030		平成30年度関門航路(大瀬戸-六連地区)航路(-14m)水質調査		九州		01整備局		43496.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		河内典子		佐古愛実		早川辰徳		山本恭資		伊東秀明																79		0		79		0		79		0		-

		H30d		182118032		平成30年度関門航路(南東水道地区)航路(-14m)磁気探査		九州		01整備局		43399.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		椛山明		徳田涼平		姜忠男		野口和弘		前田靖和																78		0		78		0		77		0		-

		H30d		182118047		平成30年度関門航路底質調査		九州		01整備局		43504.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		山本恭資		早川辰徳		磯部藍樹																				78		0		78		0		75		0		-

		H30d		182118054		平成30年度関門航路(南東水道地区)航路(-14m)磁気探査(第2次)		九州		01整備局		43546.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		徳田涼平		増岡隆太		牛島巨博		手嶋充																		78		0		78		0		76		0		-

		H30d		182218022		平成30年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(大山崎)水理模型実験		九州		01整備局		43546.0		（株）三洋コンサルタント九州支店		ZZ000007		測量・調査		西井康浩		小畑友紀		安部義美		原喜則		寺田謙																80		1		80		1		81		1		-

		H30d		401017041		那覇港（新港ふ頭地区）水路測量業務		沖縄		02沖総局		43234.0		オーシャンエンジニアリング（株）		00004839		測量・調査		西村健太郎		黒谷高																						76		0		76		0		74		0		-

		H30d		401018028		中城湾港地形変化調査検討業務		沖縄		02沖総局		43553.0		アジア航測（株）		00000891		測量・調査		上橋幸二		園田晋平		杉浦博		鬼束朋和		坂口智哉		下川光治		久保学		壹岐信二		岡崎克俊								79		0		79		0		78		0		-

		H30d		401018032		那覇空港土質調査業務		沖縄		02沖総局		43371.0		応用地質（株）		00000065		測量・調査		与那嶺満		横田幸治		渡邊弘志		山口尚宏																		76		0		76		0		76		0		-

		H30d		401018053		那覇港水質監視調査業務		沖縄		02沖総局		43553.0		（株）沖縄環境科学研究所		00006630		測量・調査		平良栄康		武村佳哉		三原正法		早瀬川直充																		75		0		75		0		72		0		-

		H30d		401018059		那覇港防波堤周辺環境調査業務		沖縄		02沖総局		43524.0		（株）イーエーシー		00000491		測量・調査		木村英彰		渡嘉敷愛		眞武明生		久保宗賢		千葉澄夫		粂正幸														77		0		77		0		75		0		-

		H30d		401018061		中城湾港磁気探査業務		沖縄		02沖総局		43371.0		大和探査技術（株）		00000038		測量・調査		金指勝		水上実		照喜名彦勝		大田祐司 オオ																		74		0		74		0		72		0		-

		H30d		401018073		那覇港土質調査業務		沖縄		02沖総局		43434.0		川崎地質（株）		00000108		測量・調査		山地孝昌		鵜飼康彦		光永靖士		市原浩司																		78		0		78		0		73		0		-

		H30d		401018092		中城湾港潜水探査		沖縄		02沖総局		43480.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		平田祐二		福田幸治		増岡隆太																				78		0		78		0		74		0		-

		H30d		401118010		平良港環境監視調査業務		沖縄		02沖総局		43553.0		（財）沖縄県環境科学センター		00004086		測量・調査		小笠原敬		山川徹		佐川鉄平		三部碧		東門孝志		吉田孝		中山博文		橋本潤一										75		0		75		0		73		0		-

		H30d		401118015		平良港周辺環境調査業務		沖縄		02沖総局		43553.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		田村圭一		岡田亘		眞喜志一		青山宗平		古泉統義		黒木敬司		高橋由浩		倉持雅彦		岩村俊平								79		0		79		0		76		0		-

		H30d		401218013		石垣港磁気探査		沖縄		02沖総局		43403.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		野口和弘		城戸淳		三上武仁		田中雅史																		78		0		78		0		77		0		-

		H30d		401218018		竹富南航路深浅測量外1件業務		沖縄		02沖総局		43511.0		（株）環境技建ウエーブ		00005992		測量・調査		長田紀晃		松苗和也		志賀翔太		岡本玄洋		上原勝一		武内鉄平		金芳晴		古川由紀夫										76		0		76		0		74		0		-

		H30d		401218022		竹富南航路深浅測量		沖縄		02沖総局		43552.0		（株）環境技建ウエーブ		00005992		測量・調査		長田紀晃		松苗和也		志賀翔太		岡本玄洋		上原勝一		武内鉄平		金芳晴		古川由紀夫										68		0		68		0		68		0		-

		R01d		111019005		青森港本港地区堤埠頭外環境調査		東北		01整備局 セイビキョク		43906.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		松村繁徳		久田洋平		瀬部孝太		大友優真		原田浩二		高城隆昌		藤身諭												79		0		79		0		77		0		-

		R01d		111118021		八戸港深浅測量		東北		01整備局 セイビキョク		43644.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		藤井隆行		河合啓悟		山田圭佑		高橋重雄		岡裕司		盛田高好														77		0		77		0		76		0		-

		R01d		111119008		八戸港環境調査		東北		01整備局 セイビキョク		43738.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		北野慎容		服部輝久		古橋正祐		高城隆昌		藤身諭		松村繁徳		河内典子												79		0		79		0		81		1		-

		R01d		111119017		八戸港現況調査		東北		01整備局 セイビキョク		43896.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		田村圭一		坂井良輔		甲原僚子		白石夢果		村上花		三宅崇智		古泉統義		高橋由浩										78		0		78		0		78		0		-

		R01d		111119020		八戸港流況外調査		東北		01整備局 セイビキョク		43896.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		藤井隆行		服部輝久		高城隆昌		高野聖之		山口初代																78		0		78		0		78		0		-

		R01d		111219010		能代港大森地区外深浅測量		東北		01整備局 セイビキョク		43789.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		藤井隆行		後閑喬介		河合啓悟		高橋重雄		西谷内明志		岡裕司														81		1		81		1		78		0		-

		R01d		111219012		能代港大森地区土質調査		東北		01整備局 セイビキョク		43798.0		基礎地盤コンサルタンツ（株）		00000034		測量・調査		茂木太郎		五島努		長沢友宏		茂木葵		戸田陸斗		長谷川勝喜		若杉護		斉藤彰										76		0		76		0		75		0		-

		R01d		111219014		秋田港外港地区外深浅測量		東北		01整備局 セイビキョク		43875.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		藤井隆行		後閑喬介		河合啓悟		山田圭佑		吉永一男		高橋重雄		岡裕司												80		1		80		1		79		0		-

		R01d		111319015		久慈港環境調査		東北		01整備局 セイビキョク		43909.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		北野慎容		瀬部孝太		高城隆昌		藤身諭		松村繁徳														入江正己		79		0		79		0		76		0		80

		R01d		111519020		仙台塩釜港水質底質調査		東北		01整備局 セイビキョク		43906.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		北野慎容		瀬部孝太		大友優真		塩谷剛		高城隆昌		藤身諭		松村繁徳												78		0		78		0		78		0		-

		R01d		111519021		仙台塩釜港仙台港区向洋地区土質調査		東北		01整備局 セイビキョク		43738.0		基礎地盤コンサルタンツ（株）		00000034		測量・調査		長谷川勝喜		茂木太郎		五島努		長沢友宏		高橋葵		戸田陸斗														77		0		77		0		75		0		-

		R01d		111519025		仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区防波堤(南)水準測量		東北		01整備局 セイビキョク		43738.0		北村技術（株）		00009403		測量・調査		佐藤康祐		小野満人																						78		0		78		0		75		0		-

		R01d		111519032		仙台塩釜港仙台港区向洋地区土質調査(その2)		東北		01整備局 セイビキョク		43915.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		安田幸弘		太田勇希		三浦正人		岩田賢		今村雅弘		荒井靖仁														77		0		77		0		77		0		-

		R01d		111619005		GPS波浪計係留索現況調査		東北		01整備局 セイビキョク		43728.0		（株）アーク・ジオ・サポート		00009802		測量・調査		柳瀬洋輝		大峰慎太郎		高柳惠																				79		0		79		0		78		0		-

		R01d		111619022		GPS波浪計係留索現況調査(その2)		東北		01整備局 セイビキョク		43917.0		国際航業（株）		00000047		測量・調査		加藤英紀		斎藤悠太		高橋大二朗		田中金時		田邉光一		岩部然育														77		0		77		0		77		0		-

		R01d		111719014		小名浜港避泊船調査		東北		01整備局 セイビキョク		43913.0		日本データーサービス（株）		00000138		測量・調査		山内功		小野雄		伊藤茉美		本松敬一郎		袖野宏樹		阿部知明		松本英明		田畑真一		浮津紀男								77		0		77		0		77		0		-

		R01d		111719015		相馬港避泊船調査		東北		01整備局 セイビキョク		43913.0		仙東技術（株）		00007810		測量・調査		新妻潤一		鹿野大和		渡辺稔秋		菅井圭		土生木晃																75		0		75		0		75		0		-

		R01d		111719016		小名浜港水質外調査		東北		01整備局 セイビキョク		43917.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		北野慎容		瀬部孝太		横山吉雄		高城隆昌		藤身諭																80		1		80		1		79		0		-

		R01d		111719017		小名浜港流況調査		東北		01整備局 セイビキョク		43917.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		藤井隆行		服部輝久		北野慎容		高城隆昌		高野聖之		河合啓悟														80		1		80		1		79		0		-

		R01d		121018065		横浜港本牧沖土質調査(その2)		関東		01整備局 セイビキョク		43677.0		興亜開発（株）		00000231		測量・調査		梅津幸治		金谷泰邦		中野慎人		牧戸邦浩		宮内拓		宮武也司弘														74		0		74		0		71		0		-

		R01d		121018066		横浜港南本牧地区動態観測調査(その2)		関東		01整備局 セイビキョク		43777.0		復建調査設計（株）		00000032		測量・調査		菅野雄一		岩城徹也		五十嵐厚夫		清水豊		山田和弘		池田哲哉														78		0		78		0		79		0		-

		R01d		121018070		横浜港本牧沖海底異常物探査		関東		01整備局 セイビキョク		43661.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		椛山明		城戸淳		増岡隆太		野口和弘																		76		0		76		0		73		0		-

		R01d		121019029		川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町土質調査		関東		01整備局 セイビキョク		43738.0		川崎地質（株）		00000108		測量・調査		濱田泰治		北村友依		村地良洋		近藤勉		石渡哲夫																76		0		76		0		76		0		-

		R01d		121019038		京浜港貸付国有港湾施設定期点検業務		関東		01整備局 セイビキョク		43889.0		（株）ニュージェック		00000041		測量・調査		武田康司		瀬戸口修造		北野有美		横山茂生		曽根照人		杉原弘一		楠謙吾										森本睦		78		0		78		0		76		0		80

		R01d		121019040		川崎港臨港道路東扇島水江町線測量業務		関東		01整備局 セイビキョク		43738.0		（株）小橋		00002764		測量・調査		菅野知博		布川昭生		齋藤皓平		伊藤晋一																		77		0		77		0		76		0		-

		R01d		121019058		横浜港南本牧ふ頭地区用地測量業務		関東		01整備局 セイビキョク		43920.0		玉野総合コンサルタント（株）		00000087		測量・調査		近藤眞一		吉田卓也		中村勉		竹田敬彦		樋口悟		森田康正		吉田治彦		山内拓也		小林謙一								76		0		76		0		75		0		-

		R01d		121019063		横浜港南本牧地区水路測量		関東		01整備局 セイビキョク		43917.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		小山善明		吉田竜次		小山嘉雄		中村卓洋																		77		0		77		0		76		0		-

		R01d		121019072		横浜港臨港道路(はま道路)緊急復旧調査(その2)		関東		01整備局 セイビキョク		43861.0		（株）パスコ		00000067		測量・調査		相原昌志		林大貴		芳倉勝治		福井拓馬		門田寛		福島庸介														77		0		77		0		78		0		-

		R01d		121019073		横浜港臨港道路(はま道路)緊急復旧調査(その3)		関東		01整備局 セイビキョク		43861.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		小島富士夫		坂本葉月		峯岸宣遠		大野敦生		深澤剛		本圭介														78		0		78		0		79		0		-

		R01d		121019077		台風19号に伴う川崎コンテナターミナル被災現況調査		関東		01整備局 セイビキョク		43889.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		小島富士夫		末盛雅英		栗木秀治		大野敦生																		78		0		78		0		78		0		-

		R01d		121119026		鹿島港及び茨城港常陸那珂港区深浅及び汀線測量		関東		01整備局 セイビキョク		43909.0		国際航業（株）		00000047		測量・調査		田邉光一		田中昭幸		斎藤悠太		高橋大二朗		近藤正樹		田中金時														77		0		77		0		75		0		-

		R01d		121119042		鹿島港土質調査		関東		01整備局 セイビキョク		43909.0		興亜開発（株）		00000231		測量・調査		牧戸邦浩		金谷泰邦		早出太郎		梅津幸治																		77		0		77		0		75		0		-

		R01d		121219004		東京湾水質分析		関東		01整備局 セイビキョク		43913.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		入江正己		久田洋平		藤身諭																				77		0		77		0		76		0		-

		R01d		121219009		東京湾浅場造成環境調査		関東		01整備局 セイビキョク		43850.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		吉川勝志		熊谷仁志		柴宮孝明		原田浩二		鈴木敬道																78		0		78		0		77		0		-

		R01d		121219019		千葉港千葉中央地区土質調査		関東		01整備局 セイビキョク		43868.0		千葉エンジニアリング（株）		00000983		測量・調査		若月洋朗		中山雅		小山田忠央		笹島卓也		長沢幸人																78		0		78		0		78		0		-

		R01d		121219024		千葉港葛南中央地区環境調査		関東		01整備局 セイビキョク		43903.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		永友繁		須田祐次		熊谷仁志		柴宮孝明																		77		0		77		0		78		0		-

		R01d		121319014		東京国際空港周辺海域現況調査		関東		01整備局 セイビキョク		43910.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		吉川勝志		須田祐次		永友繁		原田浩二		高野聖之		鈴木敬道														79		0		79		0		80		1		-

		R01d		121319016		東京国際空港D滑走路維持管理等工事		関東		01整備局 セイビキョク		43921.0		鹿島建設（株）		K000110187		測量・調査		増田昌弘		照沼敏之		渡部知治		胡昌位		平佐健一		田邉剛														76		0		76		0		78		0		-

		R01d		121319016		東京国際空港D滑走路維持管理等工事		関東		01整備局 セイビキョク		43921.0		東亜建設工業（株）		K000111922		測量・調査				高木伸宏																						76		0		76		0		78		0		-

		R01d		121319019		東京国際空港基準点測量及び施設・地盤動態観測調査		関東		01整備局 セイビキョク		43889.0		（株）パスコ		00000067		測量・調査		阿部直宏		小川徹也		宮坂正樹		飯塚恒太		中村保彦		馬心雨		日高辰規												79		0		79		0		79		0		-

		R01d		121319020		東京国際空港環境調査		関東		01整備局 セイビキョク		43913.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		松尾賢太郎		加賀匠		渡部篤史		神田淳		森山晃紀		黒原健太		小野貴裕												76		0		76		0		77		0		-

		R01d		121319025		東京国際空港周辺海域植生状況調査		関東		01整備局 セイビキョク		43913.0		（株）東京久栄		00001626		測量・調査		山岸秀樹		萩野裕基		小池志門		宅和哲郎		山岸美香子		岩本剛		二宮早由子		小堀隆憲		岩下勉								77		0		77		0		76		0		-

		R01d		121319026		東京国際空港B誘導路及び西旅客ターミナル地区エプロン土質調査		関東		01整備局 セイビキョク		43815.0		復建調査設計（株）		00000032		測量・調査		五十嵐厚夫		福村拓人		清水豊		山田和弘		水野匠		池田哲哉														77		0		77		0		75		0		-

		R01d		121319027		東京国際空港N地区土質調査及び深浅測量		関東		01整備局 セイビキョク		43763.0		川崎地質（株）		00000108		測量・調査		濱田泰治		今井利宗		井上駿		松本一男		近藤勉		石渡哲夫														78		0		78		0		78		0		-

		R01d		121319030		東京国際空港周辺海域底質調査		関東		01整備局 セイビキョク		43738.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		井上雄二郎		堀田麗		佐々木倫彦		河野恵里子																		76		0		76		0		75		0		-

		R01d		121319035		東京国際空港空港舗装動態観測調査		関東		01整備局 セイビキョク		43909.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		測量・調査		添田洋		伊藤諒		鈴木裕太		伊藤誠		仲井智生		浜岡高司														77		0		77		0		75		0		-

		R01d		121319040		東京国際空港B誘導路土質調査		関東		01整備局 セイビキョク		43908.0		川崎地質（株）		00000108		測量・調査		塚本将康		西瑛莉子		村地良洋		井上駿		槌谷勝之		石渡哲夫														77		0		77		0		75		0		-

		R01d		121319045		東京国際空港西側貨物地区エプロン土質調査		関東		01整備局 セイビキョク		43915.0		復建調査設計（株）		00000032		測量・調査		五十嵐厚夫		福村拓人		岩城徹也		高木俊男		水野匠		池田哲哉		高田圭太												77		0		77		0		75		0		-

		R01d		121319048		東京国際空港B滑走路測量業務		関東		01整備局 セイビキョク		43889.0		（株）パスコ		00000067		測量・調査		阿部直宏		小川徹也		宮坂正樹		飯塚恒太		中村保彦		齋藤芳康														76		0		76		0		75		0		-

		R01d		121419004		東京湾護岸前面活用試験における環境調査		関東		01整備局 セイビキョク		43917.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		吉川勝志		須田祐次		白石和広		柴宮孝明		永友繁		原田浩二														79		0		79		0		77		0		-

		R01d		121519014		東京湾中央航路深浅測量		関東		01整備局 セイビキョク		43847.0		（株）アーク・ジオ・サポート		00009802		測量・調査		楠浩之		山本史郎		山本聡一		尾城隆紀		柳瀬千晴		齊藤里帆子														78		0		78		0		77		0		-

		R01d		121618029		国有港湾施設現況調査		関東		01整備局 セイビキョク		43644.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		倉持雅彦		丸井英明		福田孝晴		伊東啓勝		石本健治		安田将人														76		0		76		0		72		0		-

		R01d		131018060		新潟空港深浅測量及び水準測量		北陸		01整備局 セイビキョク		43677.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		中嶋一郎		松川育史朗		後閑喬介		染谷賢二																		77		0		77		0		75		0		-

		R01d		131019008		新潟港深浅測量		北陸		01整備局 セイビキョク		43913.0		（株）ナカノアイシステム		00002126		測量・調査		西條寛		乙山雄太		山澤辰彦		武藤亮		柳春輝		廣田亨														80		1		80		1		79		0		-

		R01d		131019009		新潟港潮位調査		北陸		01整備局 セイビキョク		43913.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		水野静		北條優		山口初代																				77		0		77		0		76		0		-

		R01d		131019011		新潟港(西港地区)環境調査		北陸		01整備局 セイビキョク		43889.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		中嶋一郎		須田祐次		熊谷仁志		柴宮孝明		永友繁		高野聖之														77		0		77		0		77		0		-

		R01d		131019015		新潟港潜水及び確認探査(その1)		北陸		01整備局 セイビキョク		43682.0		大和探査技術（株）		00000038		測量・調査		桑野高弘		木戸正人		森大詠		本間章好																		76		0		76		0		77		0		-

		R01d		131019016		新潟港磁気探査(その1)		北陸		01整備局 セイビキョク		43682.0		大和探査技術（株）		00000038		測量・調査		桑野高弘		木戸正人		森大詠		本間章好																		76		0		76		0		76		0		-

		R01d		131019017		新潟港海岸(西海岸地区)深浅測量及び環境等調査		北陸		01整備局 セイビキョク		43819.0		国際航業（株）		00000047		測量・調査		加藤英紀		斎藤悠太		金井大輔		上道奈瑠実		片山美可		岩部然育														78		0		78		0		75		0		-

		R01d		131019018		新潟空港土質調査		北陸		01整備局 セイビキョク		43769.0		日本物理探鑛（株）		00000249		測量・調査		河野寛		内藤亮		北澤龍之介		齊藤弘康		中村義雄		中野圭太														79		0		79		0		77		0		-

		R01d		131019019		新潟港磁気探査(その2)		北陸		01整備局 セイビキョク		43728.0		日本物理探鑛（株）		00000249		測量・調査		中野圭太		北澤龍之介		齊藤弘康		中村義雄		土田政行																76		0		76		0		76		0		-

		R01d		131019020		新潟空港場周道路路線測量		北陸		01整備局 セイビキョク		43769.0		（株）ナカノアイシステム		00002126		測量・調査		薄田肇		乙山雄太		山澤辰彦		武藤亮		柳春輝		岩坂謙吾														78		0		78		0		76		0		-

		R01d		131019021		新潟港公共水準測量		北陸		01整備局 セイビキョク		43889.0		（株）ナカノアイシステム		00002126		測量・調査		薄田肇		山澤辰彦		武藤亮		柳春輝		岩坂謙吾		西條寛														76		0		76		0		72		0		-

		R01d		131019043		新潟港潜水及び確認探査(その2)		北陸		01整備局 セイビキョク		43861.0		日本物理探鑛（株）		00000249		測量・調査		中野圭太		北澤龍之介		齊藤弘康		中村義雄		土田政行																76		0		76		0		77		0		-

		R01d		131119003		海底地形測量及び解析・図化業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43868.0		（株）アルファ水工コンサルタンツ		00000066		測量・調査		堀江岳人		小金山透		寺西琢矢		河合勇太		亀山諒		寺澤知彦		平井豊規												78		0		78		0		80		1		-

		R01d		131218015		伏木富山港(新湊地区)水路測量(その2)		北陸		01整備局 セイビキョク		43707.0		北建コンサル（株）		00001189		測量・調査		苗加晋也		成田亮		太田進一郎		田中敬司		杉山邦広		三浦正治														79		0		79		0		79		0		-

		R01d		131219005		伏木富山港(伏木・新湊地区)潮位調査		北陸		01整備局 セイビキョク		43915.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		正田孝明		田畑光太郎		中嶋一郎		原田浩二		水野静		山口初代														78		0		78		0		77		0		-

		R01d		131219006		伏木富山港(伏木地区)環境調査		北陸		01整備局 セイビキョク		43909.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		中嶋一郎		鈴木琢也		小泉喜之		伊藤久芳																		78		0		78		0		77		0		-

		R01d		131219007		伏木富山港(伏木地区)深浅測量		北陸		01整備局 セイビキョク		43735.0		（株）北日本ジオグラフィ		00005380		測量・調査		橋本卓也		新保貴司		屶網亮介		水野あすか		上田大世		宮本明														78		0		78		0		77		0		-

		R01d		131219008		伏木富山港(富山地区)騒音・振動調査		北陸		01整備局 セイビキョク		43825.0		中国水工（株）		00000832		測量・調査		舛岡克敏		築山逸津雄		佐内慎太郎		宮崎雅士		新井大																75		0		75		0		72		0		-

		R01d		131319005		金沢港・七尾港・輪島港潮位調査		北陸		01整備局 セイビキョク		43915.0		玉野総合コンサルタント（株）		00000087		測量・調査		近藤泰徳		冨田昌		石黒武文		西原邦敏																		76		0		76		0		75		0		-

		R01d		131319008		輪島港環境調査		北陸		01整備局 セイビキョク		43861.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		田村圭一		中村将平		白石夢果		村上花		三宅崇智		古泉統義		森田整		高橋由浩										75		0		75		0		73		0		-

		R01d		131319014		金沢港深浅測量		北陸		01整備局 セイビキョク		43735.0		（株）アーク・ジオ・サポート		00009802		測量・調査		小澤守		小林勇希		大峰慎太郎		佐々木國夫		佐藤正孝		河野翔太														72		0		72		0		72		0		-

		R01d		131319019		七尾港水路測量		北陸		01整備局 セイビキョク		43871.0		玉野総合コンサルタント（株）		00000087		測量・調査		近藤泰徳		永山雄也		石黒武文		西原邦敏																		77		0		77		0		78		0		-

		R01d		131419004		敦賀港潮位調査		北陸		01整備局 セイビキョク		43913.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		水野静		田畑光太郎		菊田昌義		森一郎		山口初代																78		0		78		0		77		0		-

		R01d		131419023		敦賀港磁気探査		北陸		01整備局 セイビキョク		43917.0		日本物理探鑛（株）		00000249		測量・調査		中野圭太		北澤龍之介		齊藤弘康		中村義雄		吉川秀人																77		0		77		0		78		0		-

		R01d		141019015		平成31年度　御前崎港港内波浪観測業務		中部		01整備局 セイビキョク		43798.0		（株）東京久栄		00001626		測量・調査		中林孝之		三品裕史		小池志門		佐藤誠浩		西村規宏		大隈正		臼井雅一												77		0		77		0		77		0		-

		R01d		141019022		令和元年度　下田港水質・底質及び海生生物調査		中部		01整備局 セイビキョク		43909.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		吉川勝志		鈴木琢也		中嶋一郎		橋本幸治		水野静																77		0		77		0		75		0		-

		R01d		141019026		令和元年度　御前崎港防波堤(東)(改良)深浅測量		中部		01整備局 セイビキョク		43784.0		（株）セア・プラス		00004121		測量・調査		清野泰弘		実重聡		広川陽一		中尾智		登石直路		藤原保弘														76		0		76		0		75		0		-

		R01d		141019035		令和元年度　清水港港内土質調査		中部		01整備局 セイビキョク		43913.0		国際航業（株）		00000047		測量・調査		志賀直樹		美村泰裕		松本翔		武田開		中橋政男		堀中敏弘														78		0		78		0		75		0		-

		R01d		141119031		平成31年度　名古屋港底質調査		中部		01整備局 セイビキョク		43677.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		高辻裕史		佐藤寛之		濱幸代		賀川泰棋		高山容子																76		0		76		0		75		0		-

		R01d		141119035		平成31年度　名古屋港ポートアイランド周辺環境調査		中部		01整備局 セイビキョク		43921.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		吉川勝志		鈴木琢也		中嶋一郎		橋本幸治		小泉喜之																77		0		77		0		77		0		-

		R01d		141119036		平成31年度　名古屋港航路環境現況調査		中部		01整備局 セイビキョク		43920.0		玉野総合コンサルタント（株）		00000087		測量・調査		森川高徳		冨田昌		鈴木雄也		大谷聡		山田政樹		近藤泰徳														81		1		81		1		80		1		-

		R01d		141119046		平成31年度　名古屋港飛島ふ頭東航路泊地(-15m)水路測量		中部		01整備局 セイビキョク		43738.0		玉野総合コンサルタント（株）		00000087		測量・調査		石黒武文		永山雄也		池尾進		小川薫																		77		0		77		0		77		0		-

		R01d		141119047		平成31年度　名古屋港ポートアイランド挙動観測		中部		01整備局 セイビキョク		43917.0		（株）パスコ		00000067		測量・調査		林聖元		森島章仁		江口輝		杉本勇介		堺浩一		細野賢一		佐々木康博												76		0		76		0		77		0		-

		R01d		141119069		令和元年度　名古屋港庄内川泊地深浅測量		中部		01整備局 セイビキョク		43819.0		玉野総合コンサルタント（株）		00000087		測量・調査		近藤泰徳		永山雄也		池尾進		石黒武文		小川薫																77		0		77		0		74		0		-

		R01d		141119077		令和元年度　名古屋港国有港湾施設点検調査		中部		01整備局 セイビキョク		43920.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		井上定雄		河野敬史		佐藤寛之		小川竜平		青井浩二		堀川鎮史														77		0		77		0		77		0		-

		R01d		141119085		令和元年度　名古屋港ポートアイランド一般定期点検調査		中部		01整備局 セイビキョク		43913.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		倉持雅彦		丸井英明		福田孝晴		先岡良宏		伊東啓勝		石本健治														78		0		78		0		77		0		-

		R01d		141119087		令和元年度　名古屋港ポートアイランド土質調査		中部		01整備局 セイビキョク		43907.0		基礎地盤コンサルタンツ（株）		00000034		測量・調査		砂川伸雄		山名真広		半澤孝樹		渡邊憲平		横井亜紀		藤本菊夫		大久保幸倫		五十嵐央		遠藤栄								76		0		76		0		73		0		-

		R01d		141119091		令和元年度　名古屋港底質調査(その2)		中部		01整備局 セイビキョク		43875.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		吉川勝志		鈴木琢也		小泉喜之		伊藤久芳																		75		0		75		0		75		0		-

		R01d		141219017		令和元年度　衣浦港外港地区土質調査		中部		01整備局 セイビキョク		43798.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		大石雅彦		竹林剛		河原弘明		遠藤彰博																		77		0		77		0		78		0		-

		R01d		141219018		令和元年度　衣浦港外港地区深浅測量		中部		01整備局 セイビキョク		43754.0		玉野総合コンサルタント（株）		00000087		測量・調査		近藤泰徳		永山雄也		池尾進		石黒武文		小川薫																78		0		78		0		78		0		-

		R01d		141219027		令和元年度　三河港環境調査		中部		01整備局 セイビキョク		43921.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		橋本幸治		鈴木琢也		吉永一男		永友繁		小泉喜之		伊藤久芳														78		0		78		0		78		0		-

		R01d		141219029		令和元年度　中山水道航路管理測量		中部		01整備局 セイビキョク		43824.0		玉野総合コンサルタント（株）		00000087		測量・調査		近藤泰徳		永山雄也		池尾進		石黒武文		小川薫																77		0		77		0		77		0		-

		R01d		141319010		平成31年度　津松阪港津地区(栗真)水質調査		中部		01整備局 セイビキョク		43889.0		玉野総合コンサルタント（株）		00000087		測量・調査		森川高徳		冨田昌		鈴木雄也		大谷聡		吉田要		山田政樹														75		0		75		0		72		0		-

		R01d		141319014		平成31年度　四日市港霞ヶ浦地区土質調査		中部		01整備局 セイビキョク		43769.0		川崎地質（株）		00000108		測量・調査		佐藤祥昭		三山貴之		米田英治		田中英之																		79		0		79		0		78		0		-

		R01d		141319018		令和元年度　四日市港霞ヶ浦地区深浅測量		中部		01整備局 セイビキョク		43769.0		玉野総合コンサルタント（株）		00000087		測量・調査		近藤泰徳		永山雄也		池尾進		石黒武文		小川薫																78		0		78		0		78		0		-

		R01d		141419002		平成31年度　伊勢湾環境モニタリング調査及び観測機器保守・点検業務		中部		01整備局 セイビキョク		43921.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		吉川勝志		鈴木琢也		中嶋一郎		小泉喜之		原田浩二																77		0		77		0		77		0		-

		R01d		150119051		海底地形調査		近畿		01整備局 セイビキョク		43909.0		（株）ウインディーネットワーク		00001179		測量・調査		松本義徳		阪本真吾		吉岡勇哉		杉本裕介		鈴木保宏																79		0		79		0		78		0		-

		R01d		151019005		柴山港柴山地区汀線測量等		近畿		01整備局 セイビキョク		43798.0		（株）エイコー技術コンサルタント		00000575		測量・調査		河瀬雅治		池上誠		海端学		前佳成																		76		0		76		0		73		0		-

		R01d		151019006		舞鶴港和田地区道路(上安久線)土質調査		近畿		01整備局 セイビキョク		43738.0		日本工営（株）		00000007		測量・調査		佐久間和弘		平野智章		野口渉		村岡英樹		渋谷敏生		前坂巌		川口泰廣		潮浩司										79		0		79		0		77		0		-

		R01d		151019014		柴山港柴山地区水質等調査		近畿		01整備局 セイビキョク		43861.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		久子克昭		田畑光太郎		森航大		菊田昌義																		77		0		77		0		74		0		-

		R01d		151119007		大阪港北港南地区航路(-16m)施工環境調査		近畿		01整備局 セイビキョク		43845.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		田中浩一		有田駿		関藤怜志		飯田仁士		阿部浩司																78		0		78		0		77		0		-

		R01d		151119008		大阪港北港南地区航路(-16m)附帯施設動態観測業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43798.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		中嶋一郎		田畑光太郎		門谷綱祐		森一郎		奥村邦明		畑裕一朗														77		0		77		0		73		0		-

		R01d		151119009		大阪港環境調査		近畿		01整備局 セイビキョク		43909.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		田中浩一		大河内允基		藤森雄大		飯田仁士																		77		0		77		0		75		0		-

		R01d		151119012		堺泉北港助松地区航路(-14m)確認探査		近畿		01整備局 セイビキョク		43707.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		城戸淳		緒方良彦		増岡隆太		田中雅史																		74		0		74		0		73		0		-

		R01d		151119013		大阪湾施工環境調査		近畿		01整備局 セイビキョク		43812.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		田中浩一		有田駿		関藤怜志																				77		0		77		0		76		0		-

		R01d		151119023		大阪港北港南地区航路(-16m)深浅測量		近畿		01整備局 セイビキョク		43805.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		西林健一郎		有田駿		藤森雄大																				78		0		78		0		74		0		-

		R01d		151119027		堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)土質調査		近畿		01整備局 セイビキョク		43906.0		基礎地盤コンサルタンツ（株）		00000034		測量・調査		深井晴夫		杉山洋介		樋口祐介		上野佑基		社城信弘		榊原誠		成瀬文宏		島田徹也		中井健博								78		0		78		0		79		0		-

		R01d		151119035		大阪港北港南地区航路(-16m)施工環境調査(第2工区)		近畿		01整備局 セイビキョク		43921.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		田中浩一		有田駿		関藤怜志		飯田仁士																		78		0		78		0		77		0		-

		R01d		151119036		大阪港北港南地区航路(-16m)附帯施設動態観測業務(第2工区)		近畿		01整備局 セイビキョク		43909.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		中嶋一郎		田畑光太郎		門谷綱祐		森一郎		奥村邦明		畑裕一朗														77		0		77		0		73		0		-

		R01d		151218043		神戸港土質調査(第1工区)		近畿		01整備局 セイビキョク		43733.0		基礎地盤コンサルタンツ（株）		00000034		測量・調査		深井晴夫		景山健		上野佑基		小南将冴		社城信弘		長見拓磨		庄徳泉		島田徹也										80		1		80		1		79		0		-

		R01d		151218043		神戸港土質調査(第1工区)		近畿		01整備局 セイビキョク		43733.0		興亜開発（株）		00000231		測量・調査				冨山恵介		美馬優一郎		宮下正幸		徳山益成		上田宏幸		大村範明		梅津幸治										80		1		80		1		79		0		-

		R01d		151218044		神戸港土質調査(第2工区)		近畿		01整備局 セイビキョク		43677.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		前田直也		松崎陽介		太田勇希		末宗克浩		遠藤彰博		白石昭博														81		1		81		1		79		0		-

		R01d		151218049		神戸港航路附帯施設地盤改良工事等環境監視		近畿		01整備局 セイビキョク		43738.0		中国水工（株）		00000832		測量・調査		石崎一雄		末吉淳		新井大		舛岡克敏																		70		0		70		0		67		0		-

		R01d		151218055		尼崎西宮芦屋港尼崎地区航路泊地(-12m)浚渫環境監視		近畿		01整備局 セイビキョク		43616.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		菊田昌義		田畑光太郎		久子克昭		吉川勝志																		77		0		77		0		76		0		-

		R01d		151218061		尼崎西宮芦屋港尼崎地区航路泊地(-12m)水路測量		近畿		01整備局 セイビキョク		43574.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		小山善明		矢野雄一		佐藤繁		竹井泰昭																		76		0		76		0		76		0		-

		R01d		151219009		神戸港水質調査		近畿		01整備局 セイビキョク		43921.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		中村憲司		吉川彰		亀蔦由香		大嶋真謙																		78		0		78		0		74		0		-

		R01d		151219012		水質・底質分析試験		近畿		01整備局 セイビキョク		43914.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		北野慎容		門谷綱祐		安宅政志		藤身諭																		76		0		76		0		74		0		-

		R01d		151219018		神戸港第五防波堤等磁気探査		近畿		01整備局 セイビキョク		43682.0		日本物理探鑛（株）		00000249		測量・調査		吉川秀人		間瀬口輝浩		金田朋之		勝本一祥																		76		0		76		0		77		0		-

		R01d		151219022		姫路港須加地区航路(-12m)浚渫環境監視		近畿		01整備局 セイビキョク		43700.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		中村憲司		吉川彰		亀蔦由香		大嶋真謙																		76		0		76		0		76		0		-

		R01d		151219031		神戸港航路附帯施設動態観測業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43906.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		奥村邦明		田畑光太郎		森航大		畑裕一朗																		75		0		75		0		74		0		-

		R01d		151219035		神戸港航路附帯施設地盤改良工事等環境監視		近畿		01整備局 セイビキョク		43889.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		田中浩一		有田駿		関藤怜志		飯田仁士																		78		0		78		0		78		0		-

		R01d		151219038		神戸港流況調査		近畿		01整備局 セイビキョク		43903.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		奥村邦明		田畑光太郎		菊田昌義		鈴木章浩		久子克昭		高木則孝														78		0		78		0		74		0		-

		R01d		151219046		神戸港航路附帯施設等水路測量		近畿		01整備局 セイビキョク		43809.0		（株）セア・プラス		00004121		測量・調査		中尾智		実重聡		三上森史		清野泰弘		広川陽一		藤原保弘														75		0		75		0		73		0		-

		R01d		151219047		尼崎西宮芦屋港尼崎地区航路泊地(-12m)浚渫環境監視		近畿		01整備局 セイビキョク		43917.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		田中浩一		有田駿		関藤怜志																				79		0		79		0		77		0		-

		R01d		151219054		神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地地歴調査業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43875.0		阪神測建（株）		00000261		測量・調査		島田孝昭		浜岡英明																						75		0		75		0		77		0		-

		R01d		151219070		神戸港六甲アイランド地区航路・泊地(-16m)等水路測量		近畿		01整備局 セイビキョク		43915.0		（株）アーク・ジオ・サポート		00009802		測量・調査		小野透		山路修平		三上海人		前田祥吾																		75		0		75		0		73		0		-

		R01d		151319005		大阪湾における海域環境改善施策等モニタリング調査		近畿		01整備局 セイビキョク		43903.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		泉伸司		大久保慧		飯田仁士		藤井清香		酒井康彦		田中浩一														78		0		78		0		76		0		-

		R01d		151419002		和歌山下津港海岸(海南地区)土質調査		近畿		01整備局 セイビキョク		43735.0		川崎地質（株）		00000108		測量・調査		飯田誠		下川大介		玉那覇聖芽		藤澤晃		溝端一博																78		0		78		0		74		0		-

		R01d		151419027		水質・底質分析		近畿		01整備局 セイビキョク		43909.0		和建技術（株）		00001546		測量・調査		天方健		尾崎博紀																						76		0		76		0		76		0		-

		R01d		151419028		和歌山下津港青岸地区係留施設土質調査		近畿		01整備局 セイビキョク		43798.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		岸田浩		松崎陽介		松元大樹		中村知夫		大胡田拓也		末宗克浩														77		0		77		0		76		0		-

		R01d		151419030		和歌山下津港海岸(海南地区)土質調査(第2工区)		近畿		01整備局 セイビキョク		43824.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		前田直也		松崎陽介		松元大樹		大胡田拓也		末宗克浩		白石昭博														77		0		77		0		75		0		-

		R01d		151419034		日高港塩屋地区泊地(-12m)施工環境調査		近畿		01整備局 セイビキョク		43906.0		和建技術（株）		00001546		測量・調査		天方健		江川英明		尾崎博紀																				75		0		75		0		73		0		-

		R01d		151419036		和歌山下津港海岸(海南地区)琴ノ浦水門水路測量		近畿		01整備局 セイビキョク		43789.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		小山善明		矢野雄一		小山嘉雄		竹井泰昭																		77		0		77		0		75		0		-

		R01d		151419038		和歌山下津港本港地区泊地(-13m)水路測量		近畿		01整備局 セイビキョク		43906.0		アサヒコンサルタント（株）		00000756		測量・調査		森大樹		小糸祐輝		飯田義久		植木嘉朗		岩見信一		西尾友之														77		0		77		0		75		0		-

		R01d		151419039		和歌山下津港本港地区泊地(-13m)施工環境調査		近畿		01整備局 セイビキョク		43900.0		（株）総合水研究所		00179563		測量・調査		吉村直孝		鍋島是知		竹野誠人		保持尚志		平井研																75		0		75		0		72		0		-

		R01d		161019014		浜田港波高計設置事前調査		中国		01整備局 セイビキョク		43763.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		石本健治		下地雅俊		仲井圭二		鈴山勝之		福田孝晴		伊東啓勝		倉持雅彦												78		0		78		0		78		0		-

		R01d		161019016		浜田港福井地区岸壁改良土質等調査		中国		01整備局 セイビキョク		43777.0		復建調査設計（株）		00000032		測量・調査		金徳圭三		松本晶子		山根健二		竹村薫																		77		0		77		0		76		0		-

		R01d		161019023		美保飛行場基準点等測量		中国		01整備局 セイビキョク		43763.0		（株）アトラス		00000608		測量・調査		濱健一朗		井原健		曽田弘明																				76		0		76		0		76		0		-

		R01d		161019029		境港外港竹内南地区岸壁(-10m)水路測量		中国		01整備局 セイビキョク		43921.0		復建調査設計（株）		00000032		測量・調査		長町孝二		蔭山洋亮		坂本茂樹		河村知輝																		76		0		76		0		75		0		-

		R01d		161118007		水島港玉島地区岸壁(-12m)工事影響調査		中国		01整備局 セイビキョク		43658.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		久子克昭		門谷綱祐		森航大		大久保譲																		77		0		77		0		76		0		-

		R01d		161119003		水島港玉島地区航路・泊地(-12m)等工事影響調査		中国		01整備局 セイビキョク		43769.0		（株）東京久栄		00001626		測量・調査		帯津直彦		堀田拓		森川翔太		中西正行		臼井雅一																78		0		78		0		76		0		-

		R01d		161119030		水島港深浅測量等		中国		01整備局 セイビキョク		43909.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		安宅政志		門谷綱祐		安元淳		奥村邦明																		77		0		77		0		76		0		-

		R01d		161119031		水島港玉島地区航路・泊地等潜水探査		中国		01整備局 セイビキョク		43903.0		大和探査技術（株）		00000038		測量・調査		内田一之		田口将旭																						78		0		78		0		75		0		-

		R01d		161119032		水島港玉島地区航路・泊地等磁気探査		中国		01整備局 セイビキョク		43908.0		コスモ海洋（株）		K001472236		測量・調査		上岡聡		村上孝志		森田英俊																				77		0		77		0		76		0		-

		R01d		161218072		福山港土質調査		中国		01整備局 セイビキョク		43677.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		井上孝則		山本紀之		橋本祥司		岡伸次																		79		0		79		0		76		0		-

		R01d		161219015		広島港海岸工事影響調査		中国		01整備局 セイビキョク		43912.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		安宅政志		門谷綱祐		森航大 モリ コウタ		菊田昌義 キクタ マサヨシ																		77		0		77		0		75		0		-

		R01d		161219016		水質及び底質分析試験		中国		01整備局 セイビキョク		43909.0		中国水工（株）		00000832		測量・調査		舛岡克敏		築山逸津雄 チク ヤマ イツ ツ ユウ		末吉淳 スエヨシ ジュン		佐内慎太郞 サ ウチ シンタロウ		新井大 アライ ダイ																78		0		78		0		76		0		-

		R01d		161219028		尾道糸崎港工事影響調査		中国		01整備局 セイビキョク		43738.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		田中浩一		有田駿		関藤怜志		福嶋正博																		78		0		78		0		76		0		-

		R01d		161219031		広島港海岸底質調査		中国		01整備局 セイビキョク		43700.0		中国水工（株）		00000832		測量・調査		舛岡克敏		末吉淳 スエヨシ ジュン		佐内慎太郎 サ ウチ シンタロウ		新井大 アライ ダイ																		79		0		79		0		79		0		-

		R01d		161219032		福山港地形測量		中国		01整備局 セイビキョク		43707.0		（株）古川コンサルタント		00000786		測量・調査		佐藤純一		藤原友紀		小畑誠		古川真																		78		0		78		0		76		0		-

		R01d		161219033		広島港海岸中央東地区変位計測業務		中国		01整備局 セイビキョク		43917.0		（株）パスコ		00000067		測量・調査		横山寛一		福田明文 フクダ アキフミ		太田悠介 オオタ ユウスケ																				79		0		79		0		79		0		-

		R01d		161219057		音戸瀬戸航路深浅測量		中国		01整備局 セイビキョク		43798.0		アサヒコンサルタント（株）		00000756		測量・調査		西尾友之		森大樹 モリ ダイキ		小糸祐輝 コイト ユウ テル		植木嘉朗 ウエキ ヨシアキ		岩見信一 イワミ シンイチ																79		0		79		0		79		0		-

		R01d		161219059		福山港箕沖地区磁気探査・潜水探査		中国		01整備局 セイビキョク		43854.0		大和探査技術（株）		00000038		測量・調査		内田一之		中村竜一 ナカムラ リュウイチ																						78		0		78		0		77		0		-

		R01d		161219062		広島港出島地区土質調査		中国		01整備局 セイビキョク		43861.0		復建調査設計（株）		00000032		測量・調査		菅野雄一		米浦大輔		田中絢人		片山頌嵩		芳西秀吏																80		1		80		1		80		1		-

		R01d		161219070		広島港海岸中央東地区(矢野)磁気探査		中国		01整備局 セイビキョク		43908.0		コスモ海洋（株）		K001472236		測量・調査		上岡聡		村上孝志																						80		1		80		1		80		1		-

		R01d		161219076		福山港磁気探査		中国		01整備局 セイビキョク		43854.0		大和探査技術（株）		00000038		測量・調査		内田一之		中村竜一 ナカムラ リュウイチ																						78		0		78		0		77		0		-

		R01d		161318031		徳山下松港下松地区水質監視調査		中国		01整備局 セイビキョク		43642.0		（株）東京久栄		00001626		測量・調査		臼井雅一		宮山俊		中西正行																				78		0		78		0		77		0		-

		R01d		161318056		宇部港本港地区航路(-13m)等磁気探査(その2)		中国		01整備局 セイビキョク		43665.0		日本物理探鑛（株）		00000249		測量・調査		鈴木竹夫		大西俊輝		都築孝之		佐々木正徳		大垣泰宏																78		0		78		0		74		0		-

		R01d		161318057		徳山下松港徳山地区航路(-14m)水質監視調査(その2)		中国		01整備局 セイビキョク		43707.0		（株）東京久栄		00001626		測量・調査		斉藤政幸		中西正行		臼井雅一																				76		0		76		0		76		0		-

		R01d		161319007		徳山下松港土砂処分場工事影響調査		中国		01整備局 セイビキョク		43714.0		復建調査設計（株）		00000032		測量・調査		後藤正孝		荒木稔		菅野孝則		渡邊丈夫		檜木猛																77		0		77		0		78		0		-

		R01d		161319010		油谷港水質監視調査		中国		01整備局 セイビキョク		43732.0		（株）宇部セントラルコンサルタント		00000548		測量・調査		植田敏史		岸本達也 キシモト タツヤ		沖野俊和 オキ ノ トシカズ		白石輝智 シライシ テル サトシ		上岡洋祐 ウエオカ ヒロシ		岩本大樹 イワモト タイキ		池永廉 イケナガ レン												78		0		78		0		77		0		-

		R01d		161319023		徳山下松港徳山地区航路(-14m)磁気探査		中国		01整備局 セイビキョク		43798.0		大和探査技術（株）		00000038		測量・調査		小先章三		大田祐司		大滝悟志		松田雅司																		76		0		76		0		76		0		-

		R01d		161319024		徳山下松港徳山地区航路(-14m)潜水探査		中国		01整備局 セイビキョク		43798.0		コスモ海洋（株）		K001472236		測量・調査		上岡聡		村上孝志		望月俊																				78		0		78		0		77		0		-

		R01d		161319026		岩国港臨港道路土質調査		中国		01整備局 セイビキョク		43889.0		川崎地質（株）		00000108		測量・調査		溝端一博		飯田誠 イイダ マコト		藤澤晃 フジサワ アキラ		大西昭彦 オオニシ アキヒコ		岡田英秋 オカダ ヒデ アキ		坂井政彰 サカイ マサ アキ		高野郁弥 タカノ イクヤ												76		0		76		0		76		0		-

		R01d		161319029		徳山下松港土質調査		中国		01整備局 セイビキョク		43881.0		復建調査設計（株）		00000032		測量・調査		米浦大輔		田中絢人		片山頌嵩		芳西秀吏		佐々木浩																78		0		78		0		79		0		-

		R01d		161319032		岩国港臨港道路土質調査(その2)		中国		01整備局 セイビキョク		43907.0		日本工営（株）		00000007		測量・調査		佐久間和弘		有馬孝彦		白石保律		早乙女勉		和田淳																79		0		79		0		79		0		-

		R01d		161319036		徳山下松港土砂処分場工事影響調査(その2)		中国		01整備局 セイビキョク		43915.0		復建調査設計（株）		00000032		測量・調査		高橋俊之		荒木稔		菅野孝則		渡邊丈夫		檜木猛																77		0		77		0		78		0		-

		R01d		161319047		徳山下松港土砂処分場測量業務		中国		01整備局 セイビキョク		43915.0		（株）セトウチ		00001135		測量・調査		田中浩二		羽賀將也		山内啓右		頃安高志																		82		1		82		1		81		1		-

		R01d		170119007		建設資材価格等特別調査		四国		01整備局 セイビキョク		43903.0		（財）経済調査会		00005711		測量・調査 ソクリョウ チョウサ		内藤正純		矢作智幸		桑嶋義文		坂口純一																		76		0		76		0		76		0		-

		R01d		171018032		高松空港現地測量		四国		01整備局 セイビキョク		43581.0		（株）パスコ		00000067		測量・調査		捧一夫		福田明文		橋本知宗		井関禎之		久保田博之		小西正剛														78		0		78		0		76		0		-

		R01d		171018038		高松空港土質調査		四国		01整備局 セイビキョク		43677.0		千葉エンジニアリング（株）		00000983		測量・調査		若月洋朗		中山雅		小山田忠央		小田幸平		笹島卓也		長沢幸人		浅野滋之												80		1		80		1		78		0		-

		R01d		171019023		備讃瀬戸北航路(水島交差部)(-19m)磁気探査		四国		01整備局 セイビキョク		43777.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		小山善明		矢野雄一		竹井泰昭																				76		0		76		0		73		0		-

		R01d		171019024		高松港朝日地区土質調査		四国		01整備局 セイビキョク		43875.0		明治コンサルタント（株）		K002068602		測量・調査		谷口正人		高橋宏文		蒲原秀典		鳩山英樹																		78		0		78		0		75		0		-

		R01d		171019031		備讃瀬戸航路(イノサキノツガイ地区)深浅測量		四国		01整備局 セイビキョク		43819.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		奥村邦明		松川育史朗		安元淳		畑裕一朗		外屋敷正一																76		0		76		0		75		0		-

		R01d		171019037		高松港朝日地区現況調査		四国		01整備局 セイビキョク		43909.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		小山善明		石井太朗		濱田孝治		中村憲司		竹井泰昭																76		0		76		0		73		0		-

		R01d		171019038		高松空港場外土質調査 タカマツ クウコウ ジョウガイ ドシツ チョウサ		四国 シコク		01整備局 セイビキョク		43920.0		千葉エンジニアリング（株） チバ カブ		00000983		測量・調査 ソクリョウ チョウサ		若月洋朗		長沢幸人 ナガサワ シアワ ヒト		小田幸平 オダ サチ タイ		笹島卓也 ササ シマ タクヤ		浅野滋之 アサノ シゲユキ		辻野修一 ツジ シュウイチ														78		0		78		0		78		0		-

		R01d		171118043		東予港中央地区水質調査		四国		01整備局 セイビキョク		43782.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		中嶋一郎		大久保譲		菊田昌義		森一郎																		77		0		77		0		77		0		-

		R01d		171118044		東予港中央地区地下水観測業務		四国		01整備局 セイビキョク		43901.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		安宅政志		森航大		森一郎		吉川勝志																		76		0		76		0		76		0		-

		R01d		171119015		松山空港滑走路端安全区域深浅測量等		四国		01整備局 セイビキョク		43658.0		（株）セトウチ		00001135		測量・調査		田中浩二		山内啓右		廣谷幸二		頃安高志																		76		0		76		0		74		0		-

		R01d		171119023		東予港中央地区等深浅測量		四国		01整備局 セイビキョク		43903.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		田中聡		下地雅俊		古泉統義		白木喜章		先岡良宏		小野信幸		伊東啓勝		田村圭一		倉持雅彦								79		0		79		0		79		0		-

		R01d		171119030		松山空港滑走路端安全区域土質調査		四国		01整備局 セイビキョク		43909.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		前田直也		下松匠		末宗克浩		杉原普作		白石昭博		井上孝則														79		0		79		0		78		0		-

		R01d		171119043		来島海峡航路・鼻栗瀬戸航路深浅測量		四国		01整備局 セイビキョク		43903.0		国際航業（株）		00000047		測量・調査		藤井隆士郎		朴ジェヒョン		井上公人		田邉光一																		76		0		76		0		73		0		-

		R01d		171219016		徳島小松島港深浅測量		四国		01整備局 セイビキョク		43819.0		アジア航測（株）		00000891		測量・調査		上橋幸二		杉浦博		鬼束朋和		三浦政文																		78		0		78		0		78		0		-

		R01d		171219018		徳島飛行場深浅測量等		四国		01整備局 セイビキョク		43819.0		日本ミクニヤ（株）		00001144		測量・調査		望戸裕司		原大祐		三納正美		西本英明																		77		0		77		0		77		0		-

		R01d		171219020		徳島飛行場土質調査		四国		01整備局 セイビキョク		43861.0		千葉エンジニアリング（株）		00000983		測量・調査		若月洋朗		辻野修一		青砥聡		小田幸平		長沢幸人		浅野滋之														77		0		77		0		77		0		-

		R01d		171319014		須崎港湾口地区水質・底質調査		四国		01整備局 セイビキョク		43903.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		中嶋一郎		田畑光太郎		久子克昭																				77		0		77		0		72		0		-

		R01d		171319015		須崎港土質調査		四国		01整備局 セイビキョク		43836.0		（株）環境防災		00000228		測量・調査		長尾敏夫		郡英史		伊藤修		河野美博		橋本治美																80		1		80		1		76		0		-

		R01d		171319022		高知港深浅測量		四国		01整備局 セイビキョク		43861.0		アジア航測（株）		00000891		測量・調査		上橋幸二		杉浦博		鬼束朋和		三浦政文																		76		0		76		0		75		0		-

		R01d		171319034		高知港海岸土質調査(その(1))		四国		01整備局 セイビキョク		43861.0		川崎地質（株）		00000108		測量・調査		原田克之		下川大介		玉那覇聖芽		高野郁弥		飯田誠																79		0		79		0		78		0		-

		R01d		171319042		高知港海岸土質調査		四国		01整備局 セイビキョク		43889.0		応用地質（株）		00000065		測量・調査		小野哲治		塚田秀太郎		小山彰		川原孝洋		高橋貴子																76		0		76		0		75		0		-

		R01d		181019005		平成31年度下関港(新港地区)環境調査		九州		01整備局 セイビキョク		43915.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		山本恭資		北川陽一		伊東秀明		土畑正和																		78		0		78		0		75		0		-

		R01d		181019010		平成31年度下関港(新港地区)深浅測量		九州		01整備局 セイビキョク		43798.0		（株）東京久栄		00001626		測量・調査		山岸秀樹		森川翔太		臼井雅一		佐藤航志																		77		0		77		0		75		0		-

		R01d		181019011		平成31年度下関港(新港地区)水生生物環境調査		九州		01整備局 セイビキョク		43903.0		（株）東京久栄		00001626		測量・調査		山岸秀樹		豊福真也		帯津直彦		臼井雅一		佐藤航志																77		0		77		0		76		0		-

		R01d		181019012		平成31年度下関港(西山地区)岸壁(-12m)(改良)土質調査		九州		01整備局 セイビキョク		43889.0		日本地研（株）		00000186		測量・調査		橋本圭太郎		庄籠志功		川崎新吾		栗巣吉文		井上進		田口浩史														81		1		81		1		80		1		-

		R01d		181019032		令和元年度下関港(新港地区)水産水域環境監視調査		九州		01整備局 セイビキョク		43915.0		（株）東京久栄		00001626		測量・調査		山岸秀樹		森川翔太		宮山俊		中西正行																		78		0		78		0		77		0		-

		R01d		181019033		令和元年度下関港(新港地区)岸壁(-12m)磁気探査		九州		01整備局 セイビキョク		43861.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		姜忠男		増岡隆太		牛島巨博		平田祐二																		76		0		76		0		73		0		-

		R01d		181019034		令和元年度下関港海岸土質調査		九州		01整備局 セイビキョク		43868.0		（株）東京ソイルリサーチ		00000346		測量・調査		井上雅史		内藤海人		中村颯馬		茶圓光弘		鋸谷和志		内藤治		高橋寿幸												79		0		79		0		79		0		-

		R01d		181118026		平成30年度新門司沖土砂処分場(2期)磁気探査		九州		01整備局 セイビキョク		43581.0		日本物理探鑛（株）		00000249		測量・調査		都築孝之		伊藤吉宏		愛甲崇信		芳賀紀行																		77		0		77		0		72		0		-

		R01d		181118034		平成30年度新門司沖土砂処分場(2期)深浅測量		九州		01整備局 セイビキョク		43616.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		奥村邦明		松川育史朗		安元淳		畑裕一朗																		78		0		78		0		77		0		-

		R01d		181118035		平成30年度新門司沖濁り監視調査(第2次)		九州		01整備局 セイビキョク		43644.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		小堀達		北川陽一		早川辰徳		山本恭資		伊東秀明		土畑正和														78		0		78		0		76		0		-

		R01d		181119004		平成31年度新門司沖水産生物調査		九州		01整備局 セイビキョク		43906.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		吉川勝志		佐古愛実		磯部藍樹		伊東秀明																		78		0		78		0		77		0		-

		R01d		181119005		平成31年度新門司沖生態系調査		九州		01整備局 セイビキョク		43769.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		勝越清紀		高月直樹		西翔太郎		石川知樹		渡部洋之		堀江啓史		山内慎		高岡秀朋		増田智久								76		0		76		0		76		0		-

		R01d		181119007		平成31年度新門司沖濁り監視調査		九州		01整備局 セイビキョク		43798.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		小堀達		北川陽一		早川辰徳		伊東秀明																		79		0		79		0		76		0		-

		R01d		181119010		平成31年度新門司沖土砂処分場(3工区)動態観測外1件		九州		01整備局 セイビキョク		43914.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		奥村邦明		伊東秀明		畑裕一朗		外屋敷正一																		78		0		78		0		78		0		-

		R01d		181119016		平成31年度北九州港(響灘地区)水質調査		九州		01整備局 セイビキョク		43889.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		小堀達		安元淳		畑裕一朗		土畑正和																		78		0		78		0		75		0		-

		R01d		181119020		令和元年度北九州港(新門司地区)航路(-10m)深浅測量		九州		01整備局 セイビキョク		43798.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		中村洋平		森康博		野口和弘																				76		0		76		0		76		0		-

		R01d		181119026		令和元年度新門司沖土砂処分場(3工区)土質性状調査		九州		01整備局 セイビキョク		43875.0		応用地質（株）		00000065		測量・調査		中尾邦彦		中野瞳		小林佑貴		永井慎太郎		篠崎岳太		寺田悠祐														80		1		80		1		80		1		-

		R01d		181119037		令和元年度北九州空港滑走路端安全区域対策地形測量外1件		九州		01整備局 セイビキョク		43809.0		中日本航空（株）		00000283		測量・調査		宇野女草太		近藤雅信		高橋弘																				78		0		78		0		77		0		-

		R01d		181119055		令和元年度新門司沖生態系調査(第2次)		九州		01整備局 セイビキョク		43913.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		大石敏		高月直樹		渡部洋之		中茂義晶		荒巻智子		山内慎		尾木陽子		高岡秀朋		松尾章子								76		0		76		0		77		0		-

		R01d		181119058		令和元年度北九州港(新門司地区)航路(-10m)磁気探査		九州		01整備局 セイビキョク		43909.0		アジア航測（株）		00000891		測量・調査		鬼束朋和		杉浦博		上橋幸二		三浦政文																		77		0		77		0		75		0		-

		R01d		181119059		令和元年度北九州港(新門司地区)航路(-10m)水質調査		九州		01整備局 セイビキョク		43917.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		内田肇		早川辰徳		磯部藍樹		山本恭資		伊東秀明																77		0		77		0		75		0		-

		R01d		181119061		令和元年度北九州港(響灘東地区)泊地(-10m)深浅測量		九州		01整備局 セイビキョク		43901.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		小山善明		石井太朗																						76		0		76		0		76		0		-

		R01d		181218068		平成30年度博多港磁気探査(第2次)		九州		01整備局 セイビキョク		43644.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		椛山明		増岡隆太		倉本正人		野口和弘																		76		0		76		0		72		0		-

		R01d		181218073		平成30年度博多港水質調査(第2次)		九州		01整備局 セイビキョク		43672.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		大石敏		渡部洋之		北原健史		山内慎		尾木陽子		高岡秀朋														77		0		77		0		75		0		-

		R01d		181219010		平成31年度博多港環境改善方策モニタリング調査		九州		01整備局 セイビキョク		43909.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		北野慎容		佐古愛実		畑裕一朗		土畑正和																		78		0		78		0		78		0		-

		R01d		181219011		平成31年度三池港(内港北地区)航路(-10m)水質調査		九州		01整備局 セイビキョク		43725.0		（株）三洋コンサルタント		00000391		測量・調査		西井康浩		末永智哉		八軒啓彰		小野貴也																		75		0		75		0		71		0		-

		R01d		181219028		平成31年度博多港深浅測量		九州		01整備局 セイビキョク		43665.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		手嶋充		緒方良彦		伊藤義則																				77		0		77		0		76		0		-

		R01d		181219029		平成31年度博多港磁気探査		九州		01整備局 セイビキョク		43769.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		椛山明		野口和弘		田中雅史																				77		0		77		0		74		0		-

		R01d		181219030		平成31年度博多港水質調査		九州		01整備局 セイビキョク		43769.0		国際航業（株）		00000047		測量・調査		加藤英紀		藤家亘		恒岡徹		米澤泰雄		佐々木秀勝		村岡芳郎														78		0		78		0		77		0		-

		R01d		181219043		令和元年度福岡空港滑走路増設(国際線エプロン北側地区)土壌調査		九州		01整備局 セイビキョク		43906.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		阪井雅洋		安藤奈津子		池田真吾		成瀬美佑樹		中茂義晶		矢頭将行		尾木陽子		高岡秀朋		河島宏典								80		1		80		1		78		0		-

		R01d		181219051		令和元年度三池港(内港北地区)航路(-10m)深浅測量		九州		01整備局 セイビキョク		43812.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		小山善明		石井太朗																						78		0		78		0		77		0		-

		R01d		181318007		平成30年度苅田港磁気探査		九州		01整備局 セイビキョク		43644.0		大和探査技術（株）		00000038		測量・調査		内藤好裕		大田祐司		松田雅司		小山一成		金指勝																77		0		77		0		72		0		-

		R01d		181319005		平成31年度苅田港埋没観測調査		九州		01整備局 セイビキョク		43769.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		奥村邦明		北條優		田畑光太郎		佐古愛実		安元淳																78		0		78		0		78		0		-

		R01d		181319013		令和元年度苅田港環境監視調査		九州		01整備局 セイビキョク		43921.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		倉持雅彦		源平慶		中村将平		藤原尭也		太田琴子		三宅崇智		古泉統義		田村圭一										77		0		77		0		71		0		-

		R01d		181319014		令和元年度苅田沖土砂処分場用地測量		九州		01整備局 セイビキョク		43798.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		小山善明		佐藤繁																						77		0		77		0		77		0		-

		R01d		181319016		令和元年度苅田港港湾施設現況調査		九州		01整備局 セイビキョク		43819.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		倉持雅彦		下地雅俊		丸井英明		中平達也		福田孝晴		先岡良宏		伊東啓勝												78		0		78		0		78		0		-

		R01d		181319018		令和元年度苅田港深浅測量		九州		01整備局 セイビキョク		43889.0		（株）三洋コンサルタント		00000391		測量・調査		西井康浩		間世田未来		藤廣学		小野貴也																		78		0		78		0		78		0		-

		R01d		181419009		平成31年度大分港海岸土質調査		九州		01整備局 セイビキョク		43798.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		松本昭二郎		岩崎誠二		三田明寛		池田政人																		78		0		78		0		77		0		-

		R01d		181419010		平成31年度大分港海岸土質調査(第2次)		九州		01整備局 セイビキョク		43798.0		応用地質（株）		00000065		測量・調査		中尾邦彦		長谷川雄一		小林佑貴		渡邊大樹		武野哲也																81		1		81		1		79		0		-

		R01d		181419011		平成31年度大分港海岸土質調査(第3次)		九州		01整備局 セイビキョク		43798.0		明治コンサルタント（株）		K002068602		測量・調査		三浦英行		半野弘樹		石川仁士		松門祐二		岩村尚樹																77		0		77		0		74		0		-

		R01d		181419012		平成31年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)土質調査		九州		01整備局 セイビキョク		43676.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		松本昭二郎		田尾啓剛		三田明寛		川口貴之																		77		0		77		0		77		0		-

		R01d		181419016		平成31年度中津港(田尻地区)環境影響調査		九州		01整備局 セイビキョク		43889.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		小堀達		佐古愛実		磯部藍樹		安元淳		土畑正和																78		0		78		0		78		0		-

		R01d		181419025		令和元年度海岸構造物影響把握調査		九州		01整備局 セイビキョク		43798.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		片野明良		下地雅俊		中平達也		大竹剛史		大崎佑也		福田孝晴														76		0		76		0		74		0		-

		R01d		181419029		令和元年度中津港(田尻地区)深浅測量		九州		01整備局 セイビキョク		43777.0		（株）三洋コンサルタント		00000391		測量・調査		西井康浩		間世田未来		藤田正人		小野貴也																		77		0		77		0		77		0		-

		R01d		181419030		令和元年度大分港(大在西地区)土質調査		九州		01整備局 セイビキョク		43819.0		川崎地質（株）		00000108		測量・調査		金田良則		小長谷陸		山地孝昌		光永靖士		園田篤史																78		0		78		0		77		0		-

		R01d		181419033		令和元年度大分港海岸土質調査(第4次)		九州		01整備局 セイビキョク		43875.0		基礎地盤コンサルタンツ（株）		00000034		測量・調査		田村和嗣		星野笑美子		上野加州貴		伊東周作																		75		0		75		0		73		0		-

		R01d		181419034		令和元年度大分港海岸土質調査(第5次)		九州		01整備局 セイビキョク		43875.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		池田政人		岩崎誠二		田尾啓剛		三田明寛																		76		0		76		0		76		0		-

		R01d		181419035		令和元年度大分港海岸土質調査(第6次)		九州		01整備局 セイビキョク		43917.0		応用地質（株）		00000065		測量・調査		宇都洋一		長谷川雄一		小林佑貴		渡邊大樹		田村展明																76		0		76		0		74		0		-

		R01d		181419040		令和元年度大分空港深浅測量		九州		01整備局 セイビキョク		43889.0		（株）三洋コンサルタント		00000391		測量・調査		西井康浩		末永智哉		松原千恵		藤廣学		小野貴也																78		0		78		0		77		0		-

		R01d		181419045		令和元年度中津港(田尻地区)磁気探査		九州		01整備局 セイビキョク		43915.0		日本物理探鑛（株）		00000249		測量・調査		都築孝之		播磨信義		鈴木竹夫																				77		0		77		0		76		0		-

		R01d		181519011		令和元年度唐津港(東港地区)水質調査		九州		01整備局 セイビキョク		43798.0		（株）三洋コンサルタント		00000391		測量・調査		西井康浩		間世田未来		久富孝司		小野貴也																		78		0		78		0		76		0		-

		R01d		181519016		令和元年度事務所管内深浅測量		九州		01整備局 セイビキョク		43909.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		中村洋平		合田明徳		森康博																				78		0		78		0		79		0		-

		R01d		181619011		平成31年度佐世保港(浦頭地区)水質調査		九州		01整備局 セイビキョク		43889.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		勝越清紀		末盛雅英		田中克幸		渡部洋之		渡辺茂樹		山内慎		松尾章子												79		0		79		0		80		1		-

		R01d		181619019		令和元年度平戸瀬戸航路外2件深浅測量		九州		01整備局 セイビキョク		43784.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		奥村邦明		安元淳		伊東秀明		畑裕一朗																		79		0		79		0		78		0		-

		R01d		181619021		令和元年度長崎港土質調査		九州		01整備局 セイビキョク		43845.0		基礎地盤コンサルタンツ（株）		00000034		測量・調査		田村和嗣		伊藤恵輔		遠藤正悟		大藏一光		熊岡康之進														伊東周作		80		1		80		1		78		0		91

		R01d		181619024		令和元年度長崎港(松が枝地区)土質調査		九州		01整備局 セイビキョク		43861.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		池田政人		岩崎誠二		川渕達也		盛田信広																		78		0		78		0		73		0		-

		R01d		181619028		令和元年度佐世保港(浦頭地区)水路測量		九州		01整備局 セイビキョク		43909.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		佐藤繁		石井太朗																						77		0		77		0		75		0		-

		R01d		181619029		令和元年度長崎港深浅測量		九州		01整備局 セイビキョク		43909.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		佐藤繁		石井太朗																						78		0		78		0		73		0		-

		R01d		181619030		令和元年度厳原港(厳原地区)水路測量		九州		01整備局 セイビキョク		43917.0		アジア航測（株）		00000891		測量・調査		上橋幸二		杉浦博		鬼束朋和		三浦政文																		78		0		78		0		78		0		-

		R01d		181719003		平成31年度海洋環境整備船調査試料分析		九州		01整備局 セイビキョク		43920.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		小堀達		早川辰徳		辻横晴美		藤身諭		水島康一郎																78		0		78		0		78		0		-

		R01d		181719005		平成31年度熊本港周辺環境調査		九州		01整備局 セイビキョク		43889.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		小堀達		早川辰徳		辻横晴美		永友繁		土畑正和																78		0		78		0		78		0		-

		R01d		181719012		平成31年度熊本港(夢咲島地区)防波堤(南)土質調査		九州		01整備局 セイビキョク		43707.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		松本昭二郎		田尾啓剛		川渕達也		池田政人																		81		1		81		1		80		1		-

		R01d		181719032		令和元年度八代港深浅測量		九州		01整備局 セイビキョク		43769.0		（株）三洋コンサルタント		00000391		測量・調査		西井康浩		末永智哉		八軒啓彰		小野貴也																		77		0		77		0		77		0		-

		R01d		181719036		令和元年度本渡瀬戸航路水質調査		九州		01整備局 セイビキョク		43909.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		内田肇		辻横晴美		山本恭資																				78		0		78		0		77		0		-

		R01d		181719040		令和元年度本渡瀬戸航路(-4.5m)深浅測量		九州		01整備局 セイビキョク		43889.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		河内典子		安元淳		奥村邦明		畑裕一朗																		79		0		79		0		77		0		-

		R01d		181719041		令和元年度熊本港(夢咲島地区)防波堤(南)堤体挙動観測		九州		01整備局 セイビキョク		43909.0		（株）三洋コンサルタント		00000391		測量・調査		西井康浩		末永智哉		早坂俊亮		藤廣学		久富孝司		小野貴也														78		0		78		0		78		0		-

		R01d		181819010		令和元年度宮崎港音波探査		九州		01整備局 セイビキョク		43707.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		奥村邦明		深見洋仁		安元淳		畑裕一朗																		78		0		78		0		78		0		-

		R01d		181819017		令和元年度細島港土質調査		九州		01整備局 セイビキョク		43909.0		基礎地盤コンサルタンツ（株）		00000034		測量・調査		田村和嗣		上野加州貴		佐藤静流		中川智博		首藤功																77		0		77		0		77		0		-

		R01d		181819019		令和元年度宮崎港・宮崎空港周辺深浅測量		九州		01整備局 セイビキョク		43920.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		倉持雅彦		下地雅俊		丸井英明		中平達也		先岡良宏		伊東啓勝														77		0		77		0		77		0		-

		R01d		181919020		平成31年度鹿児島空港滑走路端安全区域(南側)土質調査		九州		01整備局 セイビキョク		43677.0		川崎地質（株）		00000108		測量・調査		金田良則		山地孝昌		鵜飼康彦		光永靖士																		76		0		76		0		73		0		-

		R01d		181919024		令和元年度指宿港海岸養浜影響把握業務		九州		01整備局 セイビキョク		43913.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		三宅崇智		笠毛健生		源平慶		中村将平		藤原尭也		太田琴子		古泉統義		小野信幸		石本健治								80		1		80		1		80		1		-

		R01d		181919025		令和元年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤土質調査		九州		01整備局 セイビキョク		43738.0		日本地研（株）		00000186		測量・調査		藤野修二		中島勝治		相馬千佳		板井久義		村瀬聖文																78		0		78		0		76		0		-

		R01d		181919027		令和元年度鹿児島港湾・空港整備事務所管内土質調査		九州		01整備局 セイビキョク		43725.0		（株）日本地下技術		00001429		測量・調査		本田信孝		岩下浩之 イワシタ ヒロユキ		緒方康浩 オガタ ヤスヒロ		原田康弘 ハラダ ヤスヒロ																		77		0		77		0		76		0		-

		R01d		181919046		令和元年度鹿児島港(中央港区)岸壁磁気探査		九州		01整備局 セイビキョク		43809.0		大和探査技術（株）		00000038		測量・調査		小先章三		大田祐司 オオタ ユウジ		松田雅司		北野貴之 キタノ タカユキ																金指勝		77		0		77		0		75		0		80

		R01d		181919047		令和元年度鹿児島港(中央港区)航路泊地土質調査		九州		01整備局 セイビキョク		43819.0		（株）日本地下技術		00001429		測量・調査		本田信孝		緒方康浩 オガタ ヤスシ ヒロシ		寺師百枝 テラシ モモエ		吉山一輝 ヨシヤマ イッキ																		77		0		77		0		75		0		-

		R01d		181919068		令和元年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路磁気探査　		九州		01整備局 セイビキョク		43913.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		椛山明		増岡隆太		前田靖和 マエダ ヤスカズ																		吉田頼二		78		0		78		0		77		0		82

		R01d		182019009		令和元年度志布志港深浅測量		九州		01整備局 セイビキョク		43889.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		奥村邦明		安元淳		畑裕一朗		外屋敷正一																		77		0		77		0		75		0		-

		R01d		182019013		令和元年度志布志港磁気探査		九州		01整備局 セイビキョク		43769.0		コスモ海洋（株）		K001472236		測量・調査		望月進		森田英俊																						78		0		78		0		77		0		-

		R01d		182119007		平成31年度関門航路(関門鉄道トンネル上部)海底調査		九州		01整備局 セイビキョク		43679.0		アジア航測（株）		00000891		測量・調査		鬼束朋和		杉浦博		上橋幸二		三浦政文																		78		0		78		0		78		0		-

		R01d		182119008		平成31年度関門航路(大瀬戸-早鞆瀬戸地区)航路(-14m)磁気探査		九州		01整備局 セイビキョク		43801.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		徳田涼平		緒方良彦		浜中一幸		牛島巨博		手嶋充																78		0		78		0		76		0		-

		R01d		182119022		平成31年度関門航路環境調査試料分析		九州		01整備局 セイビキョク		43909.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		北野慎容		早川辰徳		磯部藍樹		坂元亮介																		79		0		79		0		77		0		-

		R01d		182119030		平成31年度関門航路(大瀬戸-早鞆瀬戸地区)航路(-14m)水質調査		九州		01整備局 セイビキョク		43812.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		小堀達		佐古愛実		磯部藍樹		伊東秀明																		79		0		79		0		78		0		-

		R01d		182119035		平成31年度関門航路(南東水道地区)航路(-14m)磁気探査		九州		01整備局 セイビキョク		43749.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		徳田涼平		増岡隆太		手嶋充		野口和弘																		78		0		78		0		77		0		-

		R01d		182119036		令和元年度関門航路(大瀬戸-早鞆瀬戸地区)航路(-14m)環境調査		九州		01整備局 セイビキョク		43889.0		国際航業（株）		00000047		測量・調査		加藤英紀		藤家亘		恒岡徹		森山大吾		米澤泰雄		村岡芳郎														78		0		78		0		78		0		-

		R01d		182119041		令和元年度関門航路(大瀬戸-早鞆瀬戸地区)航路(-14m)磁気探査(第2次)		九州		01整備局 セイビキョク		43840.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		姜忠男		徳田涼平		牛島巨博		野口和弘																		78		0		78		0		77		0		-

		R01d		182119049		令和元年度関門航路(南東水道地区)航路(-14m)磁気探査(第2次)		九州		01整備局 セイビキョク		43850.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		姜忠男		徳田涼平		城戸淳		浜中一幸		牛島巨博																78		0		78		0		77		0		-

		R01d		182119050		令和元年度関門航路(大瀬戸-早鞆瀬戸地区)航路(-14m)水質調査(第2次)		九州		01整備局 セイビキョク		43861.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		山本恭資		佐古愛実		早川辰徳		磯部藍樹		伊東秀明																79		0		79		0		78		0		-

		R01d		182119058		令和元年度関門航路(南東水道地区)航路(-14m)磁気探査(第3次)		九州		01整備局 セイビキョク		43909.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		椛山明		緒方良彦		増岡隆太		田中雅史																		78		0		78		0		77		0		-

		R01d		401018064		那覇空港滑走路増設測量業務		沖縄		02沖総局		43921.0		（株）南土木設計		00001185		測量・調査 ソクリョウ チョウサ		嘉数昌也		比嘉高志		大城陽平		西浜門悠也		石川智久																80		1		80		1		77		0		-

		R01d		401019012		那覇空港滑走路増設水質等環境監視調査業務		沖縄		02沖総局		43791.0		（株）エコー		00000188		測量・調査 ソクリョウ チョウサ		黒木敬司		山口奈津美		吉川泰広		矢田勝也		眞喜志一		青山宗平		犀川一弥		栖原有里		川崎貴之								78		0		78		0		74		0		-

		R01d		401019012		那覇空港滑走路増設水質等環境監視調査業務		沖縄		02沖総局		43791.0		（株）沖縄環境分析センター		00000199		測量・調査 ソクリョウ チョウサ				野原昌之		伊集力也		園田真大		山本靖之		岩永洋志登														78		0		78		0		74		0		-

		R01d		401019013		那覇空港滑走路増設サンゴ調査業務		沖縄		02沖総局		43913.0		（株）エコー		00000188		測量・調査 ソクリョウ チョウサ				岡田亘		山口奈津美		今泉久祥		栖原有里		高橋由浩														80		1		80		1		77		0		-

		R01d		401019013		那覇空港滑走路増設サンゴ調査業務		沖縄		02沖総局		43913.0		いであ（株）		00000305		測量・調査 ソクリョウ チョウサ		中西喜栄		石森博雄		池原浩太		青山光		毛塚大輔		田端重夫														80		1		80		1		77		0		-

		R01d		401019014		那覇空港滑走路増設海藻草類調査業務		沖縄		02沖総局		43913.0		いであ（株）		00000305		測量・調査 ソクリョウ チョウサ		田端重夫		新宅航平		池原浩太		菅野絵理		青山光		平中晴朗		毛塚大輔		鳥居高志										83		1		83		1		81		1		-

		R01d		401019015		那覇空港滑走路増設環境監視調査業務		沖縄		02沖総局		43920.0		（株）沖縄環境保全研究所		00000205		測量・調査 ソクリョウ チョウサ		砂辺理		弘中豊		渡嘉敷真司		末吉孝太郎		比嘉高明		吉本昌弘		西垣孝治		西山桂一										78		0		78		0		79		0		-

		R01d		401019026		中城湾港環境監視調査業務		沖縄		02沖総局		43921.0		いであ（株）		00000305		測量・調査 ソクリョウ チョウサ		中西喜栄		石森博雄		新宅航平		杉本嵩臣		青木航		平中晴朗		佐藤泰夫		野元和代										80		1		80		1		80		1		-

		R01d		401019028		中城湾港環境監視調査業務（その２）		沖縄		02沖総局		43921.0		（株）イーエーシー		00000491		測量・調査 ソクリョウ チョウサ		木村英彰		西村雄貴		渡嘉敷愛		與儀健太郎		眞武明生		嶺井徳子		久保宗賢		粂正幸		青柳克								77		0		77		0		76		0		-

		R01d		401019029		中城湾港環境監視調査業務（その３）		沖縄		02沖総局		43921.0		（株）沖縄環境保全研究所		00000205		測量・調査 ソクリョウ チョウサ		砂辺理		佐々木壮		八木洋史		新垣渚		角一人		金城直樹														80		1		80		1		81		1		-

		R01d		401019030		中城湾港地形変化調査検討業務		沖縄		02沖総局		43861.0		（株）エコー		00000188		測量・調査 ソクリョウ チョウサ		黒木敬司		坂井良輔		上原勝一		白木喜章		片野明良		川崎貴之														80		1		80		1		81		1		-

		R01d		401019040		中城湾港土質調査業務		沖縄		02沖総局		43706.0		川崎地質（株）		00000108		測量・調査 ソクリョウ チョウサ		野尻峰広		佐々木政和		越智義和		村井政徳		光永靖士																81		1		81		1		77		0		-

		R01d		401019065		那覇港水質監視調査業務		沖縄		02沖総局		43917.0		（株）沖縄環境科学研究所		00006630		測量・調査 ソクリョウ チョウサ		平良栄康		武村佳哉		三原正法		早瀬川直充																		75		0		75		0		72		0		-

		R01d		401019084		中城湾港土質調査業務（その２）		沖縄		02沖総局		43861.0		川崎地質（株）		00000108		測量・調査 ソクリョウ チョウサ		野尻峰広		村井政徳		光永靖士		松下宏壱																		82		1		82		1		82		1		-

		R01d		401019091		那覇港土質調査業務		沖縄		02沖総局		43798.0		川崎地質（株）		00000108		測量・調査 ソクリョウ チョウサ		野尻峰広		福永浩司		山地孝昌		光永靖士		市原浩司																78		0		78		0		73		0		-

		R01d		401019095		那覇港（新港ふ頭地区）岸壁（ー１２ｍ）外１件磁気探査業務		沖縄		02沖総局		43861.0		（有）地下計測		00004970		測量・調査 ソクリョウ チョウサ		天願武		栄野比恒 エイ ヒサシ		喜友名朝史 キユナ アサシ																				77		0		77		0		78		0		-

		R01d		401019100		那覇空港滑走路増設水質等環境監視調査業務（その２）		沖縄		02沖総局		43917.0		（株）エコー		00000188		測量・調査 ソクリョウ チョウサ		黒木敬司		山口奈津美		矢田勝也		眞喜志一		青山宗平		今泉久祥		犀川一弥		金澤遼		栖原有里								78		0		78		0		79		0		-

		R01d		401019100		那覇空港滑走路増設水質等環境監視調査業務（その２）		沖縄		02沖総局		43917.0		（株）沖縄環境分析センター		00000199		測量・調査 ソクリョウ チョウサ				野原昌之		伊集力也		園田真大		國吉真悟		岩永洋志登														78		0		78		0		79		0		-

		R01d		401119010		平良港環境監視調査業務		沖縄		02沖総局		43921.0		（株）沖縄環境保全研究所		00000205		測量・調査 ソクリョウ チョウサ		砂辺理		安次嶺要 アン ツギ ミネ カナメ		中村栄文 ナカムラ サカエ ブン		名城仁詞 ナシロ ジン シ		新垣渚 アラカキ ナギサ		角一人 スミ カズ ヒト		金城直樹 キンジョウ ナオキ												78		0		78		0		79		0		-

		R01d		401119012		平良港深浅測量業務		沖縄		02沖総局		43707.0		（株）環境技建ウエーブ		00005992		測量・調査 ソクリョウ チョウサ		長田紀晃		松苗和也		志賀翔太		岡本玄洋		武内鉄平		金芳晴		古川由紀夫												75		0		75		0		71		0		-

		R01d		401119014		平良港磁気探査業務		沖縄		02沖総局		43917.0		（株）新生建設コンサルタント		00007237		測量・調査 ソクリョウ チョウサ		砂川健		平良繁光		大浦学		池原孝記		長浜博幸		平良幸栄														83		1		83		1		85		1		-

		R01d		401119018		平良港（漲水地区）臨港道路（防波堤外）水路測量業務		沖縄		02沖総局		43917.0		コスモ海洋（株）		K001472236		測量・調査 ソクリョウ チョウサ		古城英樹		中畑邦彦		甲斐哲也		森勇也																		78		0		78		0		79		0		-

		R01d		401219016		石垣港水質調査		沖縄		02沖総局		43917.0		（株）イーエーシー		00000491		測量・調査 ソクリョウ チョウサ		久保洋一郎		與儀健太郎		金城嘉哉		久保文朗		千葉澄夫																78		0		78		0		75		0		-

		R01d		401219017		石垣港磁気探査		沖縄		02沖総局		43819.0		アジア航測（株）		00000891		測量・調査 ソクリョウ チョウサ		上橋幸二		杉浦博		鬼束朋和		三浦政文																		83		1		83		1		82		1		-

		R01d		401219018		竹富南航路深浅測量外１件業務		沖縄		02沖総局		43917.0		（株）高崎総合コンサルタント		00000193		測量・調査 ソクリョウ チョウサ		久保田省吾		内田賢一		赤峰匠		藤岡勝則																		82		1		82		1		78		0		-

		R01d		401219020		石垣港環境調査		沖縄		02沖総局		43889.0		（株）エコー		00000188		測量・調査 ソクリョウ チョウサ		高橋由浩		岡田亘		山口奈津美		矢田勝也		眞喜志一		今泉久祥		金澤遼		栖原有里		川崎貴之								81		1		81		1		79		0		-

		R02d		111020012		青森港沖館地区東防波堤外水準測量及び現地調査		東北		01整備局		44225.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		藤井隆行		河合啓悟		大友優真		高城隆昌		盛田高好																80		1		80		1		80		1		-

		R02d		111119021		八戸港深浅測量		東北		01整備局		44012.0		国際航業（株）		00000047		測量・調査		田邉光一		斎藤悠太		金井大輔		高橋大二朗		田中金時		石田覚														77		0		77		0		76		0		-

		R02d		111120014		八戸港現況調査		東北		01整備局		44260.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		黒木敬司		白石夢果		村上花		網田全		古泉統義		田村圭一														78		0		78		0		78		0		-

		R02d		111120016		八戸港流況外調査		東北		01整備局		44265.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		藤井隆行		熊谷仁志		本間大賀		服部輝久		高城隆昌		山口初代		松村繁徳												80		1		80		1		79		0		-

		R02d		111120017		八戸港深浅測量		東北		01整備局		44286.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		小野信幸		丸井英明		先岡良宏		伊東啓勝		倉持雅彦																78		0		78		0		78		0		-

		R02d		111120035		八戸港八太郎地区現況調査		東北		01整備局		44260.0		（株）アイテック		00003190		測量・調査		大久賢志		岩間久輝		新堂勝永																				75		0		75		0		72		0		-

		R02d		111220015		能代港大森地区外深浅測量		東北		01整備局		44144.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		藤井隆行		後閑喬介		河合啓悟		坂田晴香		高橋重雄		盛田高好														78		0		78		0		78		0		-

		R02d		111220021		能代港基準点測量		東北		01整備局		44162.0		（株）マドック		00009574		測量・調査		黒澤幸博		尾形宏康		小野寺祐一		白戸博		三浦学		佐々木義浩														76		0		76		0		76		0		-

		R02d		111420012		酒田港深浅測量		東北		01整備局		44274.0		（株）パスコ		00000067		測量・調査		日吉昌史		鈴木悠		白石忠久		富山優		小関真征		牧本貴夫		岩本正実		上甲健										77		0		77		0		80		1		-

		R02d		111420015		酒田港北港地区土質調査		東北		01整備局		44267.0		（株）ダイヤコンサルタント		00000112		測量・調査		佐藤春夫		谷口雄太		会田結亮		阿南春平		島村和宏		高津知也														79		0		79		0		77		0		-

		R02d		111520018		仙台塩釜港水質底質調査		東北		01整備局		44274.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		北野慎容		須田祐次		瀬部孝太		大友優真		塩谷剛		高城隆昌		藤身諭												78		0		78		0		79		0		-

		R02d		111520021		仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区防波堤(南)水準測量		東北		01整備局		44225.0		北村技術（株）		00009403		測量・調査		小野満人		村上真臣																						79		0		79		0		79		0		-

		R02d		111520027		仙台塩釜港仙台港区向洋地区土質調査		東北		01整備局		44274.0		復建調査設計（株）		00000032		測量・調査		山田和弘		岩城徹也		水野匠		池田哲哉		高田圭太																77		0		77		0		76		0		-

		R02d		111520029		仙台塩釜港塩釜港区貞山地区用地測量		東北		01整備局		44274.0		（株）菊池技研コンサルタント		00000485		測量・調査		小松久男		大和田忠信		小岩智																				78		0		78		0		79		0		-

		R02d		111720022		小名浜港水質外調査		東北		01整備局		44253.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		北野慎容		須田祐次		瀬部孝太		横山吉雄		高城隆昌		藤身諭														81		1		81		1		80		1		-

		R02d		111720030		相馬港水路測量		東北		01整備局		44253.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		藤井隆行		河合啓悟		山田圭佑		高橋重雄		盛田高好																79		0		79		0		79		0		-

		R02d		111720031		小名浜港水準測量		東北		01整備局		44270.0		仙東技術（株）		00007810		測量・調査		菅井圭		鹿野大和		遠藤祐介		本宮悠斗		渡辺稔秋		草野悠人		土生木晃												76		0		76		0		78		0		-

		R02d		121020039		京浜港貸付国有港湾施設定期点検業務		関東		01整備局		44253.0		国際航業（株）		00000047		測量・調査		古田学		斎藤悠太		一ノ瀬里美		高橋大二朗		村田昌樹		大西明夫		田邉光一												78		0		78		0		76		0		-

		R02d		121020047		京浜港湾事務所庁舎敷地測量他業務		関東		01整備局		44281.0		（株）カワコン		00008742		測量・調査		龍幸弘		岩川祐司		吉澤健一		須田勝		芳我宏昌		高橋優斗														76		0		76		0		76		0		-

		R02d		121020070		横浜港南本牧地区他水路測量		関東		01整備局		44281.0		（株）セア・プラス		00004121		測量・調査		清野泰弘		杉本紀憲		三上森史		広川陽一		浦克美		藤原保弘														78		0		78		0		77		0		-

		R02d		121120016		鹿島港外港地区航路・泊地(-14m)磁気探査他業務		関東		01整備局		44104.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		山下俊博		浜中一幸		田中雅史																		吉田頼二		77		0		77		0		77		0		80

		R02d		121120021		鹿島港及び茨城港常陸那珂港区深浅及び汀線測量		関東		01整備局		44267.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		繁原俊弘		齋田康平		山田圭佑		高橋重雄																		79		0		79		0		78		0		-

		R02d		121120026		鹿島港土質調査		関東		01整備局		44193.0		川崎地質（株）		00000108		測量・調査		石渡哲夫		糟谷徹勇		相澤穂高		近藤勉		内田秀樹																77		0		77		0		77		0		-

		R02d		121120037		鹿島港外港地区及び茨城港常陸那珂港区中央ふ頭地区測量・登記資料作成業務		関東		01整備局		44253.0		（社）茨城県公共嘱託登記土地家屋調査士協会		K001765069		測量・調査		樋熊崇一																								77		0		77		0		73		0		-

		R02d		121219027		東京湾浅場造成環境調査(その2)		関東		01整備局		44286.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		勝越清紀		木下裕士郎		池田宗平		風間真紀		堀江啓史		佐々木倫彦		鶴島大樹												78		0		78		0		78		0		-

		R02d		121220009		千葉港千葉中央地区土質調査		関東		01整備局		44123.0		川崎地質（株）		00000108		測量・調査		石渡哲夫		北村友依		相澤穂高		原晴彦		近藤勉																79		0		79		0		79		0		-

		R02d		121220010		千葉港千葉中央地区土質調査(その2)		関東		01整備局		44104.0		応用地質（株）		00000065		測量・調査		柿原芳彦		田中諒		カクケイハ		野村周平		及川健汰		寺田悠祐														74		0		74		0		72		0		-

		R02d		121220013		千葉港葛南中央地区土質調査		関東		01整備局		44174.0		川崎地質（株）		00000108		測量・調査		石渡哲夫		北村友依		糟谷徹勇		佐藤直		近藤勉		橿淵俊樹														78		0		78		0		77		0		-

		R02d		121220026		千葉港葛南中央地区他環境調査		関東		01整備局		44267.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		三宅崇智		白石夢果		村上花		古泉統義		大澤寛之		田村圭一														76		0		76		0		77		0		-

		R02d		121319051		東京国際空港B誘導路及び西側貨物地区エプロン土質調査		関東		01整備局		44231.0		川崎地質（株）		00000108		測量・調査		川井康右		宇多川和浩		村地良洋		井上駿		石渡哲夫																80		1		80		1		79		0		-

		R02d		121319051		東京国際空港B誘導路及び西側貨物地区エプロン土質調査		関東		01整備局		44231.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査				渡部篤史		森山晃紀		安東孝幸		松尾賢太郎																80		1		80		1		79		0		-

		R02d		121320014		東京国際空港周辺海域現況調査		関東		01整備局		44124.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		吉川勝志		本間大賀		原田浩二		高野聖之		鈴木敬道		松村繁徳														78		0		78		0		78		0		-

		R02d		121320015		東京国際空港環境調査		関東		01整備局		44281.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		永友繁		北條優		渡邊真由子		本間大賀		鈴木敬道		松村繁徳														76		0		76		0		76		0		-

		R02d		121320022		東京国際空港基準点測量及び施設・地盤動態観測調査		関東		01整備局		44274.0		（株）パスコ		00000067		測量・調査		阿部直宏		小川徹也		宮坂正樹		鎗田俊輔		飯塚恒太		中村保彦		木村一輝		牧本貴夫		日高辰規								77		0		77		0		75		0		-

		R02d		121320023		東京国際空港周辺海域環境調査		関東		01整備局		44281.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		吉川勝志		本間大賀		永友繁		原田浩二		鈴木敬道		松村繁徳														79		0		79		0		78		0		-

		R02d		121320025		東京国際空港D滑走路維持管理等工事		関東		01整備局		44286.0		鹿島建設（株）		K000110187		測量・調査		増田昌弘		照沼敏之		渡部知治		胡昌位		平佐健一																77		0		77		0		78		0		-

		R02d		121320025		東京国際空港D滑走路維持管理等工事		関東		01整備局		44286.0		東亜建設工業（株）		K000111922		測量・調査				高木伸宏																						77		0		77		0		78		0		-

		R02d		121320036		東京国際空港B誘導路他土質調査		関東		01整備局		44274.0		千葉エンジニアリング（株）		00000983		測量・調査		若月洋朗		本橋拓也		青砥聡		玉山大助		長沢幸人		浅野滋之														80		1		80		1		78		0		-

		R02d		121420005		東京湾護岸前面活用試験における環境調査		関東		01整備局		44274.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		吉川勝志		澤井雅幸		永友繁		原田浩二		松村繁徳		河内典子														79		0		79		0		78		0		-

		R02d		121520008		東京湾中央航路土質調査		関東		01整備局		44225.0		興亜開発（株）		00000231		測量・調査		牧戸邦浩		長谷川祐一		金谷泰邦		早出太郎		梅津幸治																79		0		79		0		79		0		-

		R02d		121520010		東京湾中央航路深浅測量		関東		01整備局		44218.0		（株）アーク・ジオ・サポート		00009802		測量・調査		楠浩之		山本史郎		山本聡一		尾城隆紀		石橋美和子		齊藤里帆子														78		0		78		0		77		0		-

		R02d		121520017		東京湾口航路事務所管内基準点測量		関東		01整備局		44274.0		（株）パスコ		00000067		測量・調査		阿部直宏		小川徹也		宮坂正樹		飯塚恒太		光野智大		日高辰規														78		0		78		0		78		0		-

		R02d		131020009		新潟港深浅測量(その1)		北陸		01整備局		44278.0		（株）ナカノアイシステム		00002126		測量・調査		西條寛		笠原康幸		乙山雄太		武藤亮		織山孝之		岡田祐樹														79		0		79		0		78		0		-

		R02d		131020010		新潟港深浅測量(その2)		北陸		01整備局		44174.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		畑裕一朗		松川育史朗		立石賢吾		繁原俊弘																		79		0		79		0		78		0		-

		R02d		131020011		新潟港(西港地区)環境調査		北陸		01整備局		44260.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		吉川勝志		北條優		本間大賀		永友繁		原田浩二		松村繁徳														79		0		79		0		78		0		-

		R02d		131020012		新潟港潮位調査		北陸		01整備局		44278.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		水野静		北條優		本間大賀		新島義治		山口初代																79		0		79		0		78		0		-

		R02d		131020014		新潟港海岸(西海岸地区)深浅測量及び環境等調査		北陸		01整備局		44246.0		国際航業（株）		00000047		測量・調査		岩部然育		田中昭幸		斎藤悠太		田中金時		田邉光一		片山美可		加藤英紀												80		1		80		1		80		1		-

		R02d		131020027		新潟港公共水準測量		北陸		01整備局		44242.0		（株）ナカノアイシステム		00002126		測量・調査		乙山雄太		笠原康幸		武藤亮		星野柊		小林柊真		織山孝之														79		0		79		0		78		0		-

		R02d		131020031		新潟港(東港地区)構造物調査		北陸		01整備局		44134.0		中電技術コンサルタント（株）		00000063		測量・調査		宮本浩司		牟田直樹		舟津智司		江川英仁		田中晶典		近藤良		猿渡雄二		眞田一磨										78		0		78		0		77		0		-

		R02d		131020032		両津港(湊地区)土質調査		北陸		01整備局		44165.0		（株）興和		00000717		測量・調査		鈴木直文		白井佳輝		鶴巻駿介		岡田広大		畠山美久奈		笹川考義		本間浩幸												79		0		79		0		79		0		-

		R02d		131020037		新潟空港空中写真測量		北陸		01整備局		44267.0		（株）ナカノアイシステム		00002126		測量・調査		薄田肇		笠原康幸		関口拓弥		橋詰莉子		小林柊真		織山孝之														79		0		79		0		79		0		-

		R02d		131020038		両津港(湊地区)深浅測量		北陸		01整備局		44104.0		復建調査設計（株）		00000032		測量・調査		大住典嗣		蔭山洋亮		岡本良徳																				77		0		77		0		76		0		-

		R02d		131120003		海底地形測量及び解析・図化業務		北陸		01整備局		44225.0		（株）アーク・ジオ・サポート		00009802		測量・調査		小澤守		大峰慎太郎		楠浩之		河野翔太		尾城隆紀		齊藤里帆子														77		0		77		0		77		0		-

		R02d		131220008		伏木富山港(伏木・新湊地区)潮位調査		北陸		01整備局		44280.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		水野静		北條優		高谷泰紀		山口初代																		78		0		78		0		78		0		-

		R02d		131220009		伏木富山港(富山地区)水路測量		北陸		01整備局		44071.0		北建コンサル（株）		00001189		測量・調査		成田亮		苗加晋也		矢ノ登賢也		永田拓海		杉山邦広		三浦正治														78		0		78		0		77		0		-

		R02d		131220013		伏木富山港(伏木地区)環境調査		北陸		01整備局		44274.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		原田浩二		鈴木琢也		橋本幸治		小泉喜之		松村繁徳																80		1		80		1		80		1		-

		R02d		131220014		伏木富山港(伏木地区)深浅測量		北陸		01整備局		44134.0		北建コンサル（株）		00001189		測量・調査		苗加晋也		成田亮		矢ノ登賢也		永田拓海		杉山邦広		三浦正治														78		0		78		0		77		0		-

		R02d		131220020		伏木富山港(新湊地区)水路測量		北陸		01整備局		44270.0		北建コンサル（株）		00001189		測量・調査		成田亮		川岸大地		矢ノ登賢也		永田拓海		三浦正治																78		0		78		0		77		0		-

		R02d		131320005		金沢港・七尾港・輪島港潮位調査		北陸		01整備局		44280.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		水野静		北條優		高谷泰紀		山口初代																		78		0		78		0		78		0		-

		R02d		131320010		輪島港環境調査		北陸		01整備局		44225.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		吉川勝志		柴宮孝明		永友繁		小泉喜之		奥村邦明		松村繁徳														78		0		78		0		78		0		-

		R02d		131320017		金沢港深浅測量		北陸		01整備局		44165.0		玉野総合コンサルタント（株）		00000087		測量・調査		近藤泰徳		永山雄也		石黒武文		西原邦敏		小川薫																78		0		78		0		77		0		-

		R02d		131420005		敦賀港潮位調査		北陸		01整備局		44277.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		水野静		北條優		高谷泰紀		山口初代		河内典子																77		0		77		0		77		0		-

		R02d		131420010		敦賀港(金ケ崎地区)潜水及び確認探査		北陸		01整備局		44134.0		日本物理探鑛（株）		00000249		測量・調査		中野圭太		北澤龍之介		齊藤弘康		中村義雄		佐々木正徳		吉川秀人														78		0		78		0		77		0		-

		R02d		141020019		令和2年度　下田港水質・底質及び海生生物調査		中部		01整備局		44272.0		玉野総合コンサルタント（株）		00000087		測量・調査		森川高徳		冨田昌		鈴木雄也		山田政樹																		77		0		77		0		76		0		-

		R02d		141020025		令和2年度　清水港港内波浪観測業務		中部		01整備局		44218.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		山田貴裕		大竹剛史		大崎佑也		宇野喜之																		77		0		77		0		77		0		-

		R02d		141020031		令和2年度　清水港基準点・水準測量		中部		01整備局		44190.0		玉野総合コンサルタント（株）		00000087		測量・調査		近藤泰徳		松田皓介		中上芳夫		永井亨		森田康正																78		0		78		0		79		0		-

		R02d		141020048		令和2年度　清水港港内深浅測量		中部		01整備局		44274.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		立石賢吾		松川育史朗		齋田康平		後閑喬介		水野静		河内典子														76		0		76		0		76		0		-

		R02d		141120036		令和2年度　名古屋港ポートアイランド周辺環境調査		中部		01整備局		44286.0		玉野総合コンサルタント（株）		00000087		測量・調査		森川高徳		冨田昌		鈴木雄也		山田政樹																		77		0		77		0		77		0		-

		R02d		141120038		令和2年度　名古屋港航路環境現況調査		中部		01整備局		44285.0		玉野総合コンサルタント（株）		00000087		測量・調査		森川高徳		冨田昌		鈴木雄也		山田政樹		近藤泰徳																78		0		78		0		78		0		-

		R02d		141120045		令和2年度　名古屋港第3ポートアイランド土質調査		中部		01整備局		44085.0		基礎地盤コンサルタンツ（株）		00000034		測量・調査		五十嵐央		山名真広		半澤孝樹		渡邊憲平		横井亜紀		藤本菊夫		音勇一		大久保幸倫		遠藤栄								77		0		77		0		76		0		-

		R02d		141120049		令和2年度　名古屋港ポートアイランド挙動観測		中部		01整備局		44274.0		（株）パスコ		00000067		測量・調査		林聖元		森島章仁		江口輝		大久保克俊		細野賢一		石塚淑大														77		0		77		0		77		0		-

		R02d		141120053		令和2年度　名古屋港国有港湾施設定期点検調査		中部		01整備局		44186.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		倉持雅彦		丸井英明		先岡良宏		伊東啓勝																		79		0		79		0		78		0		-

		R02d		141120073		令和2年度　名古屋港庄内川泊地外深浅測量		中部		01整備局		44183.0		玉野総合コンサルタント（株）		00000087		測量・調査		近藤泰徳		永山雄也		石黒武文		小川薫																		78		0		78		0		78		0		-

		R02d		141120077		令和2年度　名古屋港底質調査		中部		01整備局		44249.0		玉野総合コンサルタント（株）		00000087		測量・調査		森川高徳		冨田昌		鈴木雄也		伊藤浩		山田政樹																77		0		77		0		78		0		-

		R02d		141120093		令和2年度 名古屋港港内磁気・潜水探査		中部		01整備局		44280.0		大和探査技術（株）		00000038		測量・調査		世森祐一		佐藤壮		木戸正人		本間章好																		78		0		78		0		78		0		-

		R02d		141220009		令和2年度　三河港環境調査		中部		01整備局		44279.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		吉川勝志		本間大賀		柴宮孝明		永友繁		橋本幸治		原田浩二														80		1		80		1		80		1		-

		R02d		141220021		令和2年度　中山水道航路管理測量		中部		01整備局		44211.0		玉野総合コンサルタント（株）		00000087		測量・調査		近藤泰徳		冨田昌		永山雄也		石黒武文		小川薫																77		0		77		0		77		0		-

		R02d		141320011		令和2年度　四日市港国有港湾施設点検調査		中部		01整備局		44211.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		倉持雅彦		丸井英明		先岡良宏		伊東啓勝																		79		0		79		0		78		0		-

		R02d		141420003		令和2年度　伊勢湾環境モニタリング調査及び観測機器保守・点検業務		中部		01整備局		44286.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		高辻裕史		佐藤寛之		一柳昌史		高山容子		堀川鎮史		風間崇宏														79		0		79		0		79		0		-

		R02d		150120023		RTK-GNSSを用いた港湾施設現況測量業務		近畿		01整備局		44165.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		井上定雄		関藤怜志		島田翔眞		田中浩一																		79		0		79		0		75		0		-

		R02d		150120037		大阪湾(堺泉北港堺2区北泊地)環境モニタリング等調査業務		近畿		01整備局		44281.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		泉伸司		山田和彦		藤井清香		酒井康彦		田中浩一																79		0		79		0		79		0		-

		R02d		150120046		海底地形調査		近畿		01整備局		44281.0		国際航業（株）		00000047		測量・調査		藤井隆士郎		近藤正樹		松田健也		田邉光一		木戸浩彦		石田覚														76		0		76		0		73		0		-

		R02d		151020008		舞鶴港和田地区道路(上安久線)水文調査		近畿		01整備局		44278.0		国際航業（株）		00000047		測量・調査		志賀直樹		美村泰裕		長谷川友祐		中橋政男		井上公人																78		0		78		0		75		0		-

		R02d		151020010		柴山港柴山地区汀線測量等		近畿		01整備局		44165.0		第一設計監理（株）		00004482		測量・調査		橋本毅		岡田清		谷口誠一		青木貴大																		76		0		76		0		76		0		-

		R02d		151020013		舞鶴港和田地区深浅測量		近畿		01整備局		44099.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		畑裕一朗		門谷綱祐		外屋敷正一																				76		0		76		0		72		0		-

		R02d		151020019		舞鶴港和田地区道路(上安久線)附帯施設施工環境調査		近畿		01整備局		44208.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		田中浩一		有田駿		関藤怜志																				76		0		76		0		74		0		-

		R02d		151020024		舞鶴港和田地区道路(上安久線)地形測量		近畿		01整備局		44277.0		国際航業（株）		00000047		測量・調査		西岡陽一		森義孝		井上隆之		藤井隆士郎																		79		0		79		0		75		0		-

		R02d		151120001		大阪港北港南地区航路(-16m)施工環境調査		近畿		01整備局		44165.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		田中浩一		有田駿		関藤怜志		飯田仁士																		78		0		78		0		78		0		-

		R02d		151120002		大阪港環境調査		近畿		01整備局		44274.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		菊田昌義		田畑光太郎		森航大		久子克昭		伊藤菜波																77		0		77		0		75		0		-

		R02d		151120003		大阪港北港南地区航路(-16m)附帯施設動態観測業務		近畿		01整備局		44274.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		奥村邦明		門谷綱祐		森一郎		岡部克顕		畑裕一朗																77		0		77		0		75		0		-

		R02d		151120011		大阪湾施工環境調査		近畿		01整備局		44089.0		（株）総合水研究所		00179563		測量・調査		吉村直孝		鍋島是知		竹野誠人		保持尚志		平井研																74		0		74		0		71		0		-

		R02d		151120014		大阪湾施工環境調査(第2工区)		近畿		01整備局		44280.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		田中浩一		有田駿		関藤怜志																				79		0		79		0		79		0		-

		R02d		151120016		大阪港南港東地区流出防止柵点検業務		近畿		01整備局		44211.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		井上定雄		関藤怜志		島田翔眞		古河崎正博		岡本経孝		田中浩一														79		0		79		0		80		1		-

		R02d		151120020		堺泉北港汐見沖地区泊地(-12m)深浅等測量		近畿		01整備局		44186.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		手嶋充		合田明徳		伊藤義則																				78		0		78		0		78		0		-

		R02d		151120023		大阪港北港南地区航路(-16m)施工環境調査(第2工区)		近畿		01整備局		44286.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		田中浩一		有田駿		関藤怜志																				78		0		78		0		78		0		-

		R02d		151120025		大阪港北港南地区荷さばき地(C12)土質調査		近畿		01整備局		44277.0		川崎地質（株）		00000108		測量・調査		野尻峰広		下川大介		北井倫平		藤澤晃																		79		0		79		0		76		0		-

		R02d		151219068		神戸港航路附帯施設築造工事等環境監視		近畿		01整備局		44134.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		田中浩一		有田駿		関藤怜志		飯田仁士																		78		0		78		0		76		0		-

		R02d		151219071		尼崎西宮芦屋港尼崎地区航路泊地(-12m)水路測量		近畿		01整備局		43945.0		アジア航測（株）		00000891		測量・調査		鬼束朋和		杉浦博		上橋幸二		三浦政文																		79		0		79		0		78		0		-

		R02d		151220011		神戸港水質調査		近畿		01整備局		44286.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		久子克昭		田畑光太郎		門谷綱祐																				78		0		78		0		78		0		-

		R02d		151220012		水質・底質分析試験		近畿		01整備局		44279.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		田中浩一		滋野麻衣		古川淳太		橋則江		佐才秀平		阿部浩司														75		0		75		0		73		0		-

		R02d		151220013		姫路港須加地区航路(-12m)浚渫環境監視		近畿		01整備局		44043.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		中村憲司		吉川彰		亀蔦由香		大嶋真謙																		77		0		77		0		75		0		-

		R02d		151220016		神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(拡張部)測量業務		近畿		01整備局		44134.0		（株）八州		00001242		測量・調査		中川友章		上野真志		井上孝太		松田則和		西野友佳子		大西洋		宮原康行												76		0		76		0		76		0		-

		R02d		151220028		神戸港環境調査		近畿		01整備局		44253.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		泉伸司		飯田仁士		山田和彦		酒井康彦		田中浩一																79		0		79		0		78		0		-

		R02d		151220033		神戸港航路附帯施設動態観測業務		近畿		01整備局		44277.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		畑裕一朗		田畑光太郎		門谷綱祐																				76		0		76		0		73		0		-

		R02d		151220044		神戸港外国有港湾施設(外郭施設)現況調査		近畿		01整備局		44285.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		井上定雄		関藤怜志		島田翔眞		嘉村優輝		古河崎正博		田中浩一														79		0		79		0		79		0		-

		R02d		151220046		神戸港深浅測量		近畿		01整備局		44165.0		玉野総合コンサルタント（株）		00000087		測量・調査		近藤泰徳		永山雄也		安藤智史		石黒武文		小川薫																79		0		79		0		78		0		-

		R02d		151220051		姫路港須加地区航路(-12m)深浅測量		近畿		01整備局		44165.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		伊藤義則		松田了宇斗		若松嵩士		森康博																		76		0		76		0		76		0		-

		R02d		151220056		神戸港ポートアイランド(第2期)地区土質調査		近畿		01整備局		44274.0		基礎地盤コンサルタンツ（株）		00000034		測量・調査		景山健		上野佑基		宮城康夫		社城信弘		貞本智広		深井晴夫		島田徹也		尾高潤一郎		村田直二								79		0		79		0		78		0		-

		R02d		151220057		姫路港須加地区航路(-12m)磁気探査		近畿		01整備局		44211.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		小山善明		竹井泰昭		中村卓洋																				75		0		75		0		75		0		-

		R02d		151220064		尼崎西宮芦屋港尼崎地区航路泊地(-12m)浚渫環境監視		近畿		01整備局		44281.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		中村憲司		吉川彰		亀蔦由香		大嶋真謙		小山善明																77		0		77		0		75		0		-

		R02d		151220067		神戸港ポートアイランド(第2期)地区用地測量		近畿		01整備局		44274.0		アサヒコンサルタント（株）		00000756		測量・調査		岩見信一		安藤有輝		森大樹		寺地昭仁		田中悟和		植木嘉朗														75		0		75		0		75		0		-

		R02d		151220069		神戸港磁気探査		近畿		01整備局		44280.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		椛山明		浜中一幸		西村馨		野口和弘																		76		0		76		0		73		0		-

		R02d		151220075		尼崎西宮芦屋港尼崎地区航路泊地(-12m)水路測量		近畿		01整備局		44281.0		（株）アーク・ジオ・サポート		00009802		測量・調査		小野透		山路修平		三上海人		前田祥吾		釜瀬藍																78		0		78		0		75		0		-

		R02d		151320003		大阪湾における海域環境改善施策等モニタリング調査		近畿		01整備局		44253.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		泉伸司		大久保慧		飯田仁士		藤井清香		酒井康彦		田中浩一														78		0		78		0		77		0		-

		R02d		151419040		和歌山下津港海岸(海南地区)港内水質・底質調査		近畿		01整備局		44012.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		安宅政志		大久保譲		菊田昌義		森一郎																		77		0		77		0		75		0		-

		R02d		151420016		水質・底質分析		近畿		01整備局		44274.0		和建技術（株）		00001546		測量・調査		天方健		尾崎博紀																						77		0		77		0		77		0		-

		R02d		151420017		和歌山下津港本港地区泊地(-13m)等施工環境調査		近畿		01整備局		44151.0		中国水工（株）		00000832		測量・調査		舛岡克敏		築山逸津雄		佐内慎太郎		宮崎雅士		新井大																75		0		75		0		72		0		-

		R02d		151420018		和歌山下津港本港地区泊地(-13m)等底質調査		近畿		01整備局		44189.0		（株）総合水研究所		00179563		測量・調査		吉村直孝		鍋島是知		竹野誠人		保持尚志		平井研																74		0		74		0		71		0		-

		R02d		151420019		和歌山下津港海岸(海南地区)港内水質調査		近畿		01整備局		44186.0		和建技術（株）		00001546		測量・調査		天方健		江川英明		塩谷耕																				76		0		76		0		75		0		-

		R02d		151420026		日高港塩屋地区泊地(-12m)施工環境調査		近畿		01整備局		44232.0		和建技術（株）		00001546		測量・調査		松本功		江川英明		尾崎博紀																				75		0		75		0		73		0		-

		R02d		151420039		和歌山下津港整備計画検討調査		近畿		01整備局		44265.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		泉伸司		飯田仁士		山田和彦		小野健		酒井康彦		田中浩一		井上定雄												79		0		79		0		80		1		-

		R02d		151420045		和歌山下津港海岸(海南地区)水路測量		近畿		01整備局		44208.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		小山善明		小山嘉雄		竹井泰昭																				77		0		77		0		75		0		-

		R02d		161020013		三隅港松原地区深浅測量		中国		01整備局		44092.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		竹井泰昭		石井太朗		小山善明		佐藤繁																		79		0		79		0		79		0		-

		R02d		161020023		鳥取港千代地区深浅測量		中国		01整備局		44127.0		復建調査設計（株）		00000032		測量・調査		蔭山洋亮		坂本茂樹		長町孝二																				80		1		80		1		80		1		-

		R02d		161020024		鳥取港千代地区土質調査		中国		01整備局		44183.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		杉原普作		山本紀之		末宗克浩		橋本祥司		今村雅弘		井上孝則												前田直也		78		0		78		0		77		0		80

		R02d		161020034		浜田港福井地区防波堤(新北)周辺環境調査		中国		01整備局		44281.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		水野博史		末盛雅英		西翔太郎		渡辺茂樹		山内慎		高岡秀朋														79		0		79		0		79		0		-

		R02d		161120004		水島港土質調査等		中国		01整備局		44071.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		前田直也		山本紀之		末宗克浩		橋本祥司		杉原普作		今村雅弘		井上孝則												79		0		79		0		79		0		-

		R02d		161120006		水島港磁気・潜水探査		中国		01整備局		44034.0		大和探査技術（株）		00000038		測量・調査		内田一之		本郷弘弥		大田祐司		小先章三																		78		0		78		0		77		0		-

		R02d		161120007		水島港玉島地区航路・泊地(-12m)等工事影響調査		中国		01整備局		44145.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		久子克昭		森航大		森一郎																				77		0		77		0		76		0		-

		R02d		161120008		水島港磁気探査		中国		01整備局		44034.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		竹井泰昭		鈴木隆		小山善明																				77		0		77		0		75		0		-

		R02d		161120013		水島港潜水探査		中国		01整備局		44134.0		大和探査技術（株）		00000038		測量・調査		内田一之																								79		0		79		0		-		1		-

		R02d		161120014		水島港磁気探査(その2)		中国		01整備局		44134.0		日本物理探鑛（株）		00000249		測量・調査		播磨信義		秋山良彦		土田政行		佐々木正徳		小山一成																78		0		78		0		77		0		-

		R02d		161120021		水島港用地測量等業務		中国		01整備局		44274.0		復建調査設計（株）		00000032		測量・調査		谷政幸		吉屋和彦		石田亘		黒田彰延		和田浩一																72		0		72		0		73		0		-

		R02d		161120022		水島港玉島地区等土質調査		中国		01整備局		44274.0		復建調査設計（株）		00000032		測量・調査		菅野雄一		西本敦範		後藤啓治		松本敏明		山田琢哉																77		0		77		0		77		0		-

		R02d		161219086		広島空港測量業務		中国		01整備局		44001.0		アジア航測（株）		00000891		測量・調査		大鋸朋生		長岐泰斗		安齋翔次郎		大西正道		岡崎克俊		高橋義則												国田大策		80		1		80		1		79		0		80

		R02d		161219087		福山港工事影響調査		中国		01整備局		44270.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		久子克昭		森航大		森一郎																				78		0		78		0		77		0		-

		R02d		161220009		広島港海岸工事影響調査		中国		01整備局		44274.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		田中浩一		有田駿		関藤怜志		飯田仁士		福嶋正博		小林雅規														77		0		77		0		75		0		-

		R02d		161220010		広島港海岸中央東地区変位計測業務		中国		01整備局		44274.0		（株）パスコ		00000067		測量・調査		横山寛一		福田明文		谷川共克		栗井伸次		若林稔幸																79		0		79		0		78		0		-

		R02d		161220017		広島港海岸底質調査		中国		01整備局		44064.0		（株）東京久栄		00001626		測量・調査		帯津直彦		森川翔太		中西正行		臼井雅一																		78		0		78		0		77		0		-

		R02d		161220018		水質及び底質分析試験		中国		01整備局		44284.0		東和環境科学（株）		00009215		測量・調査		平川剛		倉員直子		藤井貴章		天満尚治																		78		0		78		0		80		1		-

		R02d		161220020		福山港土砂処分場測量業務		中国		01整備局		44034.0		アサヒコンサルタント（株）		00000756		測量・調査		森大樹		安藤有輝		小糸祐輝		田中悟和		植木嘉朗		山下浩昭														81		1		81		1		81		1		-

		R02d		161220028		広島港出島地区土質調査		中国		01整備局		44225.0		基礎地盤コンサルタンツ（株）		00000034		測量・調査		長谷川勝喜		武田琢真		岩下渓		草野正太朗		西村和貴		杉山洋介		宮城康夫		尾高潤一郎										72		0		72		0		73		0		-

		R02d		161220029		広島港出島地区深浅測量		中国		01整備局		44089.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		安宅政志		門谷綱祐		安元淳		岡部克顕		畑裕一朗																81		1		81		1		81		1		-

		R02d		161220040		尾道糸崎港工事影響調査(その2)		中国		01整備局		44127.0		中国水工（株）		00000832		測量・調査		新井大		築山逸津雄		宮崎雅士		舛岡克敏																		77		0		77		0		76		0		-

		R02d		161220044		音戸瀬戸航路深浅測量		中国		01整備局		44176.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		畑裕一朗		北川陽一		安元淳		内田肇																		80		1		80		1		80		1		-

		R02d		161220054		広島空港滑走路端安全区域用地測量業務		中国		01整備局		44274.0		復建調査設計（株）		00000032		測量・調査		岩根滉		坂本茂樹		山田知怜		鈴木俊範		大住典嗣																82		1		82		1		82		1		-

		R02d		161220064		広島港海岸中央西地区(江波)底質調査		中国		01整備局		44251.0		東和環境科学（株）		00009215		測量・調査		西濱光司		藤原直樹		天満尚治																				78		0		78		0		78		0		-

		R02d		161220071		広島港海岸中央西地区(江波)土質調査		中国		01整備局		44270.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		井上孝則		黒原健太		山本紀之		橋本祥司		三浦誠司																78		0		78		0		78		0		-

		R02d		161220077		広島県東部地域沿岸域現況調査		中国		01整備局		44280.0		復建調査設計（株）		00000032		測量・調査		蔭山洋亮		坂本茂樹		井上裕貴		大住典嗣		長町孝二																80		1		80		1		80		1		-

		R02d		161220076		福山港箕沖地区底質調査		中国		01整備局		44284.0		中電技術コンサルタント（株） カブ		00000063		測量・調査		田多一史		牟田直樹		増本育子		日高康之																		78		0		78		0		76		0		-

		R02d		161319043		宇部港本港地区航路(-13m)磁気探査		中国		01整備局		43994.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		城戸淳		田代佳紘		徳重航平		平田祐二																		77		0		77		0		75		0		-

		R02d		161319046		徳山下松港徳山地区航路(-14m)水質監視調査		中国		01整備局		44006.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		安宅政志		小田隆司		山本恭資		伊東秀明																		76		0		76		0		73		0		-

		R02d		161319050		徳山下松港土砂処分場工事影響調査(その3)		中国		01整備局		44015.0		（株）東京久栄		00001626		測量・調査		臼井雅一		森川翔太		斉藤政幸		佐藤航志																		77		0		77		0		78		0		-

		R02d		161320005		油谷港水質監視調査		中国		01整備局		44084.0		（株）宇部セントラルコンサルタント		00000548		測量・調査		植田敏史		片山一雅		池永廉		前田直樹		藤井優希		野村由乃		岸本達也		白石輝智										77		0		77		0		76		0		-

		R02d		161320010		徳山下松港徳山地区航路(-14m)水質監視調査		中国		01整備局		44223.0		（株）東京久栄		00001626		測量・調査		臼井雅一		堀田拓		中西正行		佐藤航志																		78		0		78		0		77		0		-

		R02d		161320014		徳山下松港工事影響調査		中国		01整備局		44280.0		（株）東京久栄		00001626		測量・調査		臼井雅一		森川翔太		斉藤政幸		佐藤航志																		78		0		78		0		79		0		-

		R02d		161320015		徳山下松港下松地区磁気探査		中国		01整備局		44120.0		コスモ海洋（株）		K001472236		測量・調査		森田英俊		松村慶		望月進																				79		0		79		0		77		0		-

		R02d		161320028		徳山下松港土質調査		中国		01整備局		44216.0		復建調査設計（株）		00000032		測量・調査		芳西秀吏		佐々木浩		石川雅也		高宮晃一																		78		0		78		0		78		0		-

		R02d		161320042		徳山下松港土砂処分場測量業務		中国		01整備局		44277.0		（株）セトウチ		00001135		測量・調査		田中浩二		松野伸行		山内啓右		廣谷幸二																		79		0		79		0		79		0		-

		R02d		161320044		宇部港土砂処分場測量業務		中国		01整備局		44277.0		（株）セトウチ		00001135		測量・調査		田中浩二		木原海		山内啓右		頃安高志																		79		0		79		0		79		0		-

		R02d		161420003		瀬戸内海の環境修復技術に関する効果調査		中国		01整備局		44253.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		酒井康彦		秋元彩渚		鈴木綜人		飯田仁士		泉伸司		田中浩一														78		0		78		0		76		0		-

		R02d		170120006		建設資材価格等特別調査		四国		01整備局		44274.0		（財）経済調査会		00005711		測量・調査		桑嶋義文		向井達也		福田航平		坂口純一																		77		0		77		0		77		0		-

		R02d		171019047		備讃瀬戸北航路(水島航路交差部)(-19m)潜水探査等		四国		01整備局		43994.0		コスモ海洋（株）		K001472236		測量・調査		上岡聡		森田英俊		松村慶																				79		0		79		0		78		0		-

		R02d		171019048		備讃瀬戸北航路(水島交差部)(-19m)磁気探査(その2)		四国		01整備局		43994.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		城戸淳		田代佳紘		田中雅史																				77		0		77		0		75		0		-

		R02d		171019049		高松港朝日地区航路(-12m)底質調査		四国		01整備局		43980.0		中国水工（株）		00000832		測量・調査		新井大		金子雅範		末吉淳		佐内慎太郎																		76		0		76		0		74		0		-

		R02d		171020012		高松空港用地測量等		四国		01整備局		44274.0		復建調査設計（株）		00000032		測量・調査		平松靖司		石山力		一戸敏幸		大西龍也		谷政幸		横手了		黒田彰延												73		0		73		0		75		0		-

		R02d		171020015		坂出港総社地区土質調査		四国		01整備局		44253.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		前田直也		岩切良太		末宗克浩		橋本祥司		杉原普作		井上孝則														77		0		77		0		77		0		-

		R02d		171020017		備讃瀬戸航路深浅測量		四国		01整備局		44211.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		奥村邦明		松川育史朗		齋田康平		畑裕一朗																		77		0		77		0		76		0		-

		R02d		171020020		高松港朝日地区岸壁(-7.5m)土質調査等		四国		01整備局		44253.0		川崎地質（株）		00000108		測量・調査		原田克之		下川大介		長谷川貴大		玉那覇聖芽		岡田英秋		藤澤晃														78		0		78		0		76		0		-

		R02d		171020029		備讃瀬戸航路海底調査		四国		01整備局		44267.0		コスモ海洋（株）		K001472236		測量・調査		上岡聡		村上孝志		望月俊																				77		0		77		0		75		0		-

		R02d		171119042		松山港吉田浜地区土質調査		四国		01整備局		44012.0		川崎地質（株）		00000108		測量・調査		原田克之		長谷川貴大		江戸将寿		藤澤晃		外川泰利																79		0		79		0		77		0		-

		R02d		171120004		東予港中央地区地下水観測業務		四国		01整備局		44266.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		安宅政志		大久保譲		菊田昌義		森一郎																		77		0		77		0		77		0		-

		R02d		171120005		東予港中央地区水質調査		四国		01整備局		44134.0		（株）東京久栄		00001626		測量・調査		中林孝之		堀田拓		坪田正勝		帯津直彦		中西正行																77		0		77		0		74		0		-

		R02d		171120015		東予港中央地区深浅測量		四国		01整備局		44270.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		倉持雅彦		白石夢果		村上花		網田全		古泉統義		田村圭一														78		0		78		0		78		0		-

		R02d		171120016		松山空港滑走路端安全区域環境影響調査		四国		01整備局		44253.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		菊田昌義		田畑光太郎		門谷綱祐		奥村邦明																		78		0		78		0		83		1		-

		R02d		171120024		東予港中央地区土質調査		四国		01整備局		44225.0		基礎地盤コンサルタンツ（株）		00000034		測量・調査		西村和貴		杉山洋介		景山健		上野佑基		福井崇人		韓森		米永佳祐												78		0		78		0		78		0		-

		R02d		171120027		来島海峡航路・鼻栗瀬戸航路深浅測量		四国		01整備局		44270.0		（株）アーク・ジオ・サポート		00009802		測量・調査		小野透		小林勇希		山路修平		岡本直樹																		76		0		76		0		74		0		-

		R02d		171219027		徳島飛行場潮流調査		四国		01整備局		43936.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		立石賢吾		田畑光太郎		松田咲実		原田浩二		高野聖之																78		0		78		0		77		0		-

		R02d		171219029		徳島小松島港沖洲(外)地区水路測量		四国		01整備局		43966.0		（株）アーク・ジオ・サポート		00009802		測量・調査		小野透		山路修平		三上海人		前田祥吾		山崎朱音		小俣智宏														78		0		78		0		78		0		-

		R02d		171219038		徳島飛行場環境調査		四国		01整備局		44074.0		（株）東京久栄		00001626		測量・調査		中林孝之		森川翔太		帯津直彦		岩本剛		臼井雅一																78		0		78		0		77		0		-

		R02d		171220021		徳島飛行場環境調査		四国		01整備局		44265.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		菊田昌義		田畑光太郎		森航大		古橋正祐																		78		0		78		0		77		0		-

		R02d		171220023		徳島小松島港本港地区土質調査		四国		01整備局		44277.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		前田直也		末宗克浩		橋本祥司		杉原普作		白石昭博		井上孝則														78		0		78		0		77		0		-

		R02d		171320014		須崎港湾口地区水質・底質調査		四国		01整備局		44270.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		奥村邦明		田畑光太郎		菊田昌義		久子克昭																		77		0		77		0		74		0		-

		R02d		171320018		高知港桂浜地区桂浜防波堤土質調査		四国		01整備局		44193.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		前田直也		松元大樹		山本紀之		橋本祥司		今村雅弘		井上孝則														78		0		78		0		78		0		-

		R02d		171320026		高知港海岸土質調査		四国		01整備局		44253.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		前田直也		山本紀之		末宗克浩		橋本祥司		杉原普作		白石昭博		井上孝則												79		0		79		0		77		0		-

		R02d		171320058		高知港海岸等土質調査		四国		01整備局		44253.0		基礎地盤コンサルタンツ（株）		00000034		測量・調査		長谷川勝喜		武田琢真		米永佳祐		粟津和也		西村和貴																76		0		76		0		76		0		-

		R02d		171320061		高知港等深浅測量		四国		01整備局		44253.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		小山善明		佐藤繁																						74		0		74		0		70		0		-

		R02d		180120029		令和2年度八代港深浅測量		九州		01整備局		44043.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		佐藤繁																								79		0		79		0		79		0		-

		R02d		181019046		令和元年度下関港(新港地区)水質調査		九州		01整備局		43980.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		三宅崇智		源平慶		中村将平		藤原尭也		太田琴子		片野明良		田村圭一												78		0		78		0		76		0		-

		R02d		181020005		令和2年度下関港(新港地区)環境調査		九州		01整備局		44281.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		倉持雅彦		源平慶		中村将平		太田琴子		吉田光寿		三宅崇智		古泉統義		田村圭一										79		0		79		0		78		0		-

		R02d		181020006		令和2年度下関港(新港地区)水生生物環境調査		九州		01整備局		44267.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		小堀達		佐古愛実		磯部藍樹		土畑正和																		78		0		78		0		77		0		-

		R02d		181020007		令和2年度下関港(新港地区)深浅測量		九州		01整備局		44134.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		小堀達		畑裕一朗		外屋敷正一																				77		0		77		0		77		0		-

		R02d		181020013		令和2年度下関港海岸(山陽地区)土質調査		九州		01整備局		44134.0		（株）東京ソイルリサーチ		00000346		測量・調査		鋸谷和志		内藤海人		中村颯馬		井上雅史		内藤治		高橋寿幸														81		1		81		1		81		1		-

		R02d		181020020		令和2年度下関港土質調査		九州		01整備局		44253.0		基礎地盤コンサルタンツ（株）		00000034		測量・調査		星野笑美子		澤田量平		宮地恵一朗		伊東周作		田村和嗣																79		0		79		0		78		0		-

		R02d		181020021		令和2年度下関港港湾施設現況調査		九州		01整備局		44148.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		井上定雄		末盛雅英		津留秀臣		仲本悠紀		渡部洋之		石崎公康		中茂義晶		岡本経孝		高島創太郎								80		1		80		1		79		0		-

		R02d		181020024		令和2年度下関港(新港地区)水質環境調査		九州		01整備局		44274.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		三宅崇智		源平慶		中村将平		白石夢果		太田琴子		吉田光寿		網田全		古泉統義		片野明良								78		0		78		0		76		0		-

		R02d		181020025		令和2年度下関港(新港地区)岸壁(-12m)磁気探査		九州		01整備局		44225.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		椛山明		浜中一幸		牛島巨博		野口和弘																		78		0		78		0		75		0		-

		R02d		181119033		令和元年度新門司沖土砂処分場(2期)磁気探査		九州		01整備局		44043.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		姜忠男		城戸淳		浜中一幸		増岡隆太		牛島巨博																76		0		76		0		76		0		-

		R02d		181119038		令和元年度新門司沖濁り監視調査(第2次)		九州		01整備局		44043.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		山本恭資		北川陽一		佐古愛実		早川辰徳		伊東秀明																79		0		79		0		78		0		-

		R02d		181120005		令和2年度北九州港(新門司地区)航路(-10m)水質調査		九州		01整備局		44242.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		小堀達		早川辰徳		山本恭資		伊東秀明																		78		0		78		0		78		0		-

		R02d		181120007		令和2年度新門司沖水産生物調査		九州		01整備局		44265.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		小堀達		佐古愛実		磯部藍樹		伊東秀明																		78		0		78		0		78		0		-

		R02d		181120008		令和2年度新門司沖生態系調査		九州		01整備局		44134.0		（株）三洋コンサルタント		00000391		測量・調査		松原千恵		末永智哉		河野光宏		早坂俊亮		西島拓海																77		0		77		0		76		0		-

		R02d		181120010		令和2年度北九州空港土質調査		九州		01整備局		44253.0		応用地質（株）		00000065		測量・調査		中尾邦彦		東元正志		小林佑貴																				79		0		79		0		79		0		-

		R02d		181120012		令和2年度新門司沖土砂処分場(3工区)動態観測外1件		九州		01整備局		44279.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		奥村邦明		伊東秀明		畑裕一朗		外屋敷正一																		78		0		78		0		78		0		-

		R02d		181120021		令和2年度新門司沖土砂処分場(3工区)土質性状調査		九州		01整備局		44242.0		応用地質（株）		00000065		測量・調査		中尾邦彦		中野瞳		小林佑貴		外處仁																		79		0		79		0		79		0		-

		R02d		181120023		令和2年度北九州港(新門司地区)航路(-10m)外1件深浅測量		九州		01整備局		44181.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		中村洋平		徳重航平		緒方良彦		森康博		前田靖和																78		0		78		0		78		0		-

		R02d		181120024		令和2年度北九州港(響灘東地区)泊地(-13m)深浅測量		九州		01整備局		44119.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		安元淳		内田肇		畑裕一朗		外屋敷正一																		78		0		78		0		78		0		-

		R02d		181120033		令和2年度新門司沖土砂処分場(2期)外磁気探査		九州		01整備局		44225.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		椛山明		浜中一幸		牛島巨博		野口和弘		平田祐二																78		0		78		0		77		0		-

		R02d		181120040		令和2年度新門司沖生態系調査(第2次)		九州		01整備局		44280.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		北原健史		高月直樹		池田宗平		石崎公康		山内慎		大石敏		水野博史		高岡秀朋		増田智久								77		0		77		0		76		0		-

		R02d		181120044		令和2年度北九州港(新門司地区)航路(-10m)外1件水路測量		九州		01整備局		44260.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		安元淳		山本恭資		畑裕一朗		外屋敷正一																		78		0		78		0		78		0		-

		R02d		181120048		令和2年度北九州空港環境調査		九州		01整備局		44280.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		吉永一男		小堀達		山本恭資		古橋正祐		内田肇		土畑正和														78		0		78		0		78		0		-

		R02d		181219012		平成31年度福岡空港滑走路試験施工モニタリング調査外2件		九州		01整備局		44267.0		復建調査設計（株）		00000032		測量・調査		金子智之		阿南辰弥		山根健二		木村康隆		西本秀憲														藤井照久		81		1		81		1		80		1		80

		R02d		181220007		令和2年度博多港磁気探査		九州		01整備局		44092.0		大和探査技術（株）		00000038		測量・調査		世森祐一		大田祐司		小先章三		金指勝																		78		0		78		0		78		0		-

		R02d		181220008		令和2年度博多港水質調査		九州		01整備局		44134.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		小堀達		磯部藍樹		伊東秀明		土畑正和																		78		0		78		0		78		0		-

		R02d		181220010		令和2年度博多港環境改善方策モニタリング調査		九州		01整備局		44274.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		小堀達		磯部藍樹		伊東秀明		畑裕一朗		土畑正和																78		0		78		0		77		0		-

		R02d		181220015		令和2年度三池港(内港北地区)航路(-10m)水質調査		九州		01整備局		44091.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		小堀達		北川陽一		早川辰徳		辻横晴美																		78		0		78		0		78		0		-

		R02d		181220026		令和2年度福岡空港滑走路増設(国際線エプロン北東側地区)埋設物調査		九州		01整備局		44099.0		大和探査技術（株）		00000038		測量・調査		金指勝		大田祐司		大滝悟志																				77		0		77		0		76		0		-

		R02d		181220027		令和2年度福岡空港滑走路増設(国際線エプロン南側地区)土壌調査		九州		01整備局		44267.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		阪井雅洋		池田真吾		林知美		中茂義晶		矢頭将行		尾木陽子		高岡秀朋		阿部浩司		河島宏典								79		0		79		0		79		0		-

		R02d		181220038		令和2年度三池港(内港北地区)土質調査		九州		01整備局		44104.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		松本昭二郎		三田明寛		川渕達也		川口貴之																		78		0		78		0		76		0		-

		R02d		181220045		令和2年度福岡空港滑走路増設磁気探査		九州		01整備局		44134.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		野口和弘		田代佳紘		姜忠男		長田裕司																		76		0		76		0		76		0		-

		R02d		181220047		令和2年度博多港土質調査		九州		01整備局		44134.0		川崎地質（株）		00000108		測量・調査		村井政徳		越智義和		田村慶		光永靖士		岩田孝信																79		0		79		0		79		0		-

		R02d		181220063		令和2年度三池港(内港北地区)航路(-10m)深浅測量		九州		01整備局		44176.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		小山善明		石井太朗																						79		0		79		0		79		0		-

		R02d		181220067		令和2年度福岡空港滑走路増設(国際線エプロン南東側地区)埋設物調査		九州		01整備局		44274.0		大和探査技術（株）		00000038		測量・調査		内藤好裕		松田雅司		北野貴之		小先章三		金指勝																78		0		78		0		78		0		-

		R02d		181319009		令和元年度苅田港磁気探査		九州		01整備局		43966.0		日本物理探鑛（株）		00000249		測量・調査		都築孝之		愛甲崇信		芳賀紀行		鈴木竹夫																		78		0		78		0		76		0		-

		R02d		181320003		令和2年度苅田港磁気探査		九州		01整備局		44270.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		手嶋充		児玉謙介		松田了宇斗		平田祐二																		78		0		78		0		77		0		-

		R02d		181320007		令和2年度苅田港埋没観測調査		九州		01整備局		44165.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		北野慎容		北條優		田畑光太郎		佐古愛実		土畑正和																79		0		79		0		79		0		-

		R02d		181320008		令和2年度苅田港(新松山地区)用地測量		九州		01整備局		44180.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		小山善明		佐藤繁																						78		0		78		0		78		0		-

		R02d		181320016		令和2年度苅田港土質調査		九州		01整備局		44183.0		川崎地質（株）		00000108		測量・調査		原田克之		横路悠		福永浩司		山地孝昌		光永靖士		岩田孝信														76		0		76		0		76		0		-

		R02d		181320019		令和2年度苅田港環境監視調査		九州		01整備局		44286.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		山本恭資		佐古愛実		早川辰徳		磯部藍樹		伊東秀明																78		0		78		0		78		0		-

		R02d		181320021		令和2年度苅田港深浅測量		九州		01整備局		44253.0		（株）三洋コンサルタント		00000391		測量・調査		小野貴也		末永智哉		松原千恵		藤廣学		高瀬和博																78		0		78		0		76		0		-

		R02d		181420013		令和2年度大分港海岸(津留地区)土質調査		九州		01整備局		44186.0		基礎地盤コンサルタンツ（株）		00000034		測量・調査		伊藤恵輔		星野笑美子		上野加州貴		澤田量平		武石将和		前原開斗		栃尾健		田村和嗣										77		0		77		0		77		0		-

		R02d		181420014		令和2年度大分港海岸(住吉地区)土質調査		九州		01整備局		44186.0		応用地質（株）		00000065		測量・調査		柿原芳彦		牧恭子		渡邊大樹		宇都洋一																		77		0		77		0		77		0		-

		R02d		181420015		令和2年度大分港・別府港土質調査		九州		01整備局		44124.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		松本昭二郎		三田明寛		川渕達也		山本茂雄																		78		0		78		0		75		0		-

		R02d		181420016		令和2年度大分港(大在西地区)土質調査		九州		01整備局		44124.0		明治コンサルタント（株）		K002068602		測量・調査		谷口正人		高橋宏文		石川仁士		松門祐二		岩村尚樹		宮田浩志郎														76		0		76		0		75		0		-

		R02d		181420017		令和2年度別府港磁気探査		九州		01整備局		44180.0		日本物理探鑛（株）		00000249		測量・調査		都築孝之		愛甲崇信		小山一成		鈴木竹夫																		77		0		77		0		73		0		-

		R02d		181420018		令和2年度中津港(田尻地区)環境影響調査		九州		01整備局		44253.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		北野慎容		佐古愛実		磯部藍樹		安元淳		土畑正和																78		0		78		0		78		0		-

		R02d		181420026		令和2年度海岸構造物影響把握調査		九州		01整備局		44165.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		片野明良		下地雅俊		中平達也		大竹剛史		大崎佑也		倉持雅彦														78		0		78		0		76		0		-

		R02d		181420032		令和2年度大分港海岸(住吉地区)路線測量		九州		01整備局		44222.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		佐藤繁		石井太朗																						76		0		76		0		76		0		-

		R02d		181420037		令和2年度大分港海岸(住吉地区)土質調査(第2次)		九州		01整備局		44265.0		日本地研（株）		00000186		測量・調査		橋本圭太郎		木村健志		岸良直人		元浦哲郎		穴井隆美		栗巣吉文														78		0		78		0		78		0		-

		R02d		181420038		令和2年度大分港海岸(津留地区)土質調査(第2次)		九州		01整備局		44265.0		川崎地質（株）		00000108		測量・調査		原田克之		越智義和		鵜飼康彦		光永靖士		岩田孝信																77		0		77		0		76		0		-

		R02d		181420039		令和2年度大分港海岸(住吉地区)土質調査(第3次)		九州		01整備局		44265.0		基礎地盤コンサルタンツ（株）		00000034		測量・調査		伊藤恵輔		上野加州貴		澤田量平		竹尾美幸		前原開斗		宮地恵一朗		田村和嗣												77		0		77		0		76		0		-

		R02d		181420041		令和2年度別府港・大分港水質調査		九州		01整備局		44225.0		（株）東京久栄		00001626		測量・調査		矢代幸太郎		堀田拓		帯津直彦		中西正行		臼井雅一																77		0		77		0		76		0		-

		R02d		181420047		令和2年度中津港(田尻地区)土質調査		九州		01整備局		44284.0		日本地研（株）		00000186		測量・調査		橋本圭太郎		石橋慎一朗		木村健志		岸良直人		永池誠一		井上進														78		0		78		0		78		0		-

		R02d		181520006		令和2年度伊万里港土質調査		九州		01整備局		44124.0		日本地研（株）		00000186		測量・調査		藤野修二		庄籠志功		白川基典		眞邉一郎		島内健																79		0		79		0		77		0		-

		R02d		181520007		令和2年度唐津港(東港地区)水質調査		九州		01整備局		44134.0		（株）三洋コンサルタント		00000391		測量・調査		松原千恵		早坂俊亮		西島拓海		藤廣学																		78		0		78		0		75		0		-

		R02d		181520010		令和2年度伊万里港深浅測量外1件		九州		01整備局		44253.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		小山善明		石井太朗		佐藤繁																				78		0		78		0		78		0		-

		R02d		181620016		令和2年度長崎空港滑走路端安全区域環境調査		九州		01整備局		44281.0		（株）三洋コンサルタント		00000391		測量・調査		松原千恵		河野光宏		間世田未来		小野貴也																		78		0		78		0		77		0		-

		R02d		181620020		令和2年度平戸瀬戸航路外2件深浅測量		九州		01整備局		44155.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		小山善明		石井太朗		佐藤繁																				77		0		77		0		77		0		-

		R02d		181620026		令和2年度厳原港(厳原地区)水路測量		九州		01整備局		44252.0		コスモ海洋（株）		K001472236		測量・調査		森勇也		古城英樹		中畑邦彦																				78		0		78		0		78		0		-

		R02d		181720004		令和2年度海洋環境整備船調査試料分析		九州		01整備局		44285.0		（株）東京久栄		00001626		測量・調査		山岸秀樹		小池志門		高伏剛		神尾光一郎		中西正行		臼井雅一														78		0		78		0		77		0		-

		R02d		181720005		令和2年度熊本港周辺環境調査		九州		01整備局		44253.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		小堀達		早川辰徳		辻横晴美		永友繁																		78		0		78		0		79		0		-

		R02d		181720028		令和2年度八代港大築島土砂処分場土質調査		九州		01整備局		44169.0		基礎地盤コンサルタンツ（株）		00000034		測量・調査		武石将和		伊藤恵輔		澤田量平		伊東周作		田村和嗣																77		0		77		0		77		0		-

		R02d		181720031		令和2年度八代港土質調査		九州		01整備局		44175.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		姜忠男		中村洋平		前田靖和																				78		0		78		0		78		0		-

		R02d		181720033		令和2年度本渡瀬戸航路深浅測量		九州		01整備局		44165.0		コスモ海洋（株）		K001472236		測量・調査		森勇也		古城英樹		中畑邦彦		内山那央																		79		0		79		0		75		0		-

		R02d		181720035		令和2年度八代港環境調査		九州		01整備局		44265.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		山本恭資		辻横晴美		小堀達		内田肇																		78		0		78		0		78		0		-

		R02d		181720043		令和2年度本渡瀬戸航路水質調査		九州		01整備局		44225.0		（株）東京久栄		00001626		測量・調査		矢代幸太郎		堀田拓		帯津直彦		中西正行		臼井雅一																78		0		78		0		78		0		-

		R02d		181720050		令和2年度熊本港(夢咲島地区)防波堤(南)堤体挙動観測		九州		01整備局		44279.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		吉永一男		小堀達		安元淳		伊東秀明		畑裕一朗		外屋敷正一														77		0		77		0		76		0		-

		R02d		181820019		令和2年度宮崎港(西地区)航路(-9m)(改良)土質調査		九州		01整備局		44175.0		日本地研（株）		00000186		測量・調査		橋本圭太郎		岸良直人		栗巣吉文		井上進		山口敏史		伊藤誠司														78		0		78		0		78		0		-

		R02d		181919050		令和元年度鹿児島港(谷山二区)係留施設土質調査		九州		01整備局		43941.0		基礎地盤コンサルタンツ（株）		00000034		測量・調査		田村和嗣		澤田量平		伊東周作		米森義弘		松本一春																78		0		78		0		78		0		-

		R02d		181920009		令和2年度鹿児島港(中央港区)航路・泊地外2件磁気探査		九州		01整備局		44043.0		日本物理探鑛（株）		00000249		測量・調査		都築孝之		愛甲崇信		小山一成																				79		0		79		0		79		0		-

		R02d		181920030		令和2年度指宿港海岸養浜影響把握業務		九州		01整備局		44176.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		三宅崇智		笠毛健生		源平慶		中村将平		太田琴子		吉田光寿		古泉統義		小野信幸		石本健治								81		1		81		1		79		0		-

		R02d		181920033		令和2年度川内港土質調査		九州		01整備局		44183.0		基礎地盤コンサルタンツ（株）		00000034		測量・調査		田村和嗣		佐藤静流		中川智博		首藤功																		78		0		78		0		78		0		-

		R02d		181920034		令和2年度川内港土質調査(第2次)		九州		01整備局		44161.0		（株）アーステクノ		00001196		測量・調査		宇都忠和		住吉武志		川畑浩順		赤崎秀敏																		78		0		78		0		76		0		-

		R02d		181920048		令和2年度鹿児島港(中央港区)航路・泊地外1件磁気探査		九州		01整備局		44274.0		コスモ海洋（株）		K001472236		測量・調査		森田英俊		松村慶		望月進																				78		0		78		0		79		0		-

		R02d		181920049		令和2年度名瀬港(本港地区)岸壁(-7.5m)(改良)土質調査		九州		01整備局		44253.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		池田政人		田尾啓剛		川渕達也		高田誠																		79		0		79		0		79		0		-

		R02d		181920050		令和2年度西之表港土質調査		九州		01整備局		44285.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		池田政人		岩崎誠二		川渕達也		川口貴之																		78		0		78		0		77		0		-

		R02d		181920051		令和2年度西之表港深浅測量		九州		01整備局		44267.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		大野敦生		末盛雅英		高月直樹		西翔太郎		仲本悠紀		石崎公康		高島創太郎												79		0		79		0		78		0		-

		R02d		181920056		令和2年度西之表港環境調査		九州		01整備局		44285.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		吉永一男		辻横晴美		山本恭資		内田肇		畑裕一朗																79		0		79		0		79		0		-

		R02d		181920057		令和2年度川内港土質調査(第3次)		九州		01整備局		44285.0		（株）日本地下技術		00001429		測量・調査		原田康弘		原田研一		岩下浩之		船迫聡		本田信孝																78		0		78		0		77		0		-

		R02d		182020012		令和2年度志布志港深浅測量		九州		01整備局		44253.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		倉持雅彦		下地雅俊		中平達也		稲垣賢人		福田孝晴		伊東啓勝														80		1		80		1		80		1		-

		R02d		182020013		令和2年度志布志港(新若浜地区)岸壁(-14m)水路測量		九州		01整備局		44270.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		安元淳		畑裕一朗		外屋敷正一																				80		1		80		1		80		1		-

		R02d		182120007		令和2年度関門航路(大瀬戸-早鞆瀬戸地区)航路(-14m)磁気探査		九州		01整備局		44043.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		徳田涼平		徳重航平		浜中一幸		手嶋充																		78		0		78		0		77		0		-

		R02d		182120009		令和2年度関門航路(大瀬戸-早鞆瀬戸地区)航路(-14m)環境調査		九州		01整備局		44253.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		倉持雅彦		源平慶		中村将平		太田琴子		吉田光寿		三宅崇智		古泉統義		田村圭一										79		0		79		0		80		1		-

		R02d		182120015		令和2年度関門航路(大瀬戸-早鞆瀬戸地区)航路(-14m)磁気探査(第2次)		九州		01整備局		44165.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		手嶋充		徳田涼平		緒方良彦		増岡隆太		野口和弘																78		0		78		0		77		0		-

		R02d		182120016		令和2年度関門航路(大瀬戸-早鞆瀬戸地区)航路(-14m)水質調査		九州		01整備局		44190.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		倉持雅彦		源平慶		中村将平		太田琴子		吉田光寿		三宅崇智		古泉統義		田村圭一										79		0		79		0		80		1		-

		R02d		182120017		令和2年度関門航路(関門鉄道トンネル上部)海底調査		九州		01整備局		44043.0		アジア航測（株）		00000891		測量・調査		鬼束朋和		杉浦博		上橋幸二		三浦政文																		79		0		79		0		78		0		-

		R02d		182120025		令和2年度関門航路環境調査試料分析		九州		01整備局		44270.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		小堀達		早川辰徳		磯部藍樹		坂元亮介		伊東秀明																78		0		78		0		77		0		-

		R02d		182120032		令和2年度関門航路(南東水道地区)航路(-14m)磁気探査		九州		01整備局		44134.0		日本物理探鑛（株）		00000249		測量・調査		都築孝之		愛甲崇信		小山一成		鈴木竹夫																		77		0		77		0		77		0		-

		R02d		182120045		令和2年度関門航路(南東水道地区)航路(-14m)磁気探査(第2次)		九州		01整備局		44224.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		椛山明		徳田涼平		浜中一幸		野口和弘																		78		0		78		0		77		0		-

		R02d		182120059		令和2年度関門航路(南東水道地区)航路(-14m)磁気探査(第3次)		九州		01整備局		44280.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		椛山明		徳田涼平		浜中一幸		野口和弘																		78		0		78		0		77		0		-

		R02d		182120060		令和2年度関門地区検潮所水準測量		九州		01整備局		44274.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		吉田頼二		若松嵩士		緒方良彦		長田裕司																		78		0		78		0		79		0		-

		R02d		182219029		令和元年度宮崎空港東側防波護岸水理模型実験		九州		01整備局		44071.0		（株）三洋コンサルタント		00000391		測量・調査		安部義美		小畑友紀		伊藤陽		寺田謙																		79		0		79		0		78		0		-

		R02d		182220015		令和2年度水理特性検討調査		九州		01整備局		44286.0		（株）三洋コンサルタント		00000391		測量・調査		伊藤陽		小畑友紀		寺田謙																				81		1		81		1		80		1		-

		R02d		401020036		中城湾港磁気探査業務		沖縄		02沖総局		44225.0		大和探査技術（株）		00000038		測量・調査 ソクリョウ チョウサ		金指勝		大田祐司		水上実		照喜名彦勝		邦村祐亮																79		0		79		0		78		0		-

		R02d		401020038		那覇港（新港ふ頭地区）岸壁（ー１２ｍ）外１件磁気探査業務		沖縄		02沖総局		44277.0		大和探査技術（株）		00000038		測量・調査 ソクリョウ チョウサ		金指勝		大田祐司		水上実		照喜名彦勝		邦村祐亮																75		0		75		0		73		0		-

		R02d		401020058		那覇港防波堤周辺外１件環境調査業務		沖縄		02沖総局		44253.0		（株）エコー		00000188		測量・調査 ソクリョウ チョウサ		高橋由浩		岡田亘		安武陽子		眞喜志一		栖原有里		金城圭汰		舟山凌太		川崎貴之										81		1		81		1		80		1		-

		R02d		401020076		那覇空港深浅測量業務		沖縄		02沖総局		44246.0		（株）高崎総合コンサルタント		00000193		測量・調査 ソクリョウ チョウサ		赤峰匠		田代大祐		加賀田義人		近藤竜二		久保田省吾																78		0		78		0		78		0		-

		R02d		401120009		平良港磁気探査業務		沖縄		02沖総局		44255.0		（株）新生建設コンサルタント		00007237		測量・調査		砂川健		平良繁光		平良幸栄																				80		1		80		1		80		1		-

		R02d		401120011		平良港（漲水地区）土質調査業務		沖縄		02沖総局		44089.0		川崎地質（株）		00000108		測量・調査		村井政徳		横路悠		越智義和		田村慶		光永靖士		岩田孝信														76		0		76		0		76		0		-

		R02d		401218025		竹富南航路周辺環境影響調査業務		沖縄		02沖総局		44012.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		田端重夫		石森博雄		池原浩太		毛塚大輔		藤沼紀敏		石水秀延														84		1		84		1		85		1		-

		R02d		401220010		竹富南航路周辺環境影響調査業務		沖縄		02沖総局		44274.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		田端重夫		石森博雄		池原浩太		毛塚大輔		藤沼紀敏		石水秀延														77		0		77		0		76		0		-

		R02d		401220011		竹富南航路周辺サンゴ移設		沖縄		02沖総局		44286.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		高橋由浩		岡田亘		眞喜志一		今泉久祥		栖原有里		金城圭汰		川崎貴之		安武陽子										79		0		79		0		79		0		-

		R02d		401220012		石垣港土質調査		沖縄		02沖総局		44074.0		基礎地盤コンサルタンツ（株）		00000034		測量・調査		遠藤正悟		星野笑美子		伊藤恵輔		澤田量平		武石将和		前原開斗		栃尾健		田村和嗣										79		0		79		0		79		0		-

		R02d		401220017		石垣港磁気探査		沖縄		02沖総局		44190.0		アジア航測（株）		00000891		測量・調査		上橋幸二		杉浦博		鬼束朋和		三浦政文																		76		0		76		0		76		0		-

		R02d		401220018		竹富南航路深浅測量外１件業務		沖縄		02沖総局		44281.0		オーシャンエンジニアリング（株）		00004839		測量・調査		寺西和佳		添野真広																						76		0		76		0		75		0		-

		R02d		401220022		石垣港水質調査		沖縄		02沖総局		44281.0		（財）沖縄県環境科学センター		00004086		測量・調査		三部碧		本宮信夫		佐川鉄平		迫田拓		小澤宏之		吉川大介		山本拓良		中山博文		岩村俊平								80		1		80		1		79		0		-

		R02d		401220024		石垣港環境調査		沖縄		02沖総局		44253.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		高橋由浩		岡田亘		安武陽子		眞喜志一		栖原有里		金城圭汰		舟山凌太												76		0		76		0		75		0		-
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		H30d		110118001		東北地方整備局管内技術審査補助業務		東北		01整備局		43544.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		川守田正路		吉田稔		川守田正路		佐藤信		鈴木惠生		藤田隆		及川勝朋										川守田正路		79		0		79		0		79		0		-

		H30d		110118002		港湾整備に係る沿岸気象海象情報の予測情報等提供業務		東北		01整備局		43555.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		吉永泰祐		鈴木善光		山本浩之																				74		0		74		0		75		0		-

		H30d		110118003		水中部施工状況確認業務		東北		01整備局		43551.0		（社）日本潜水協会		00010151		建設コンサルタント等		小林利夫		蜂須賀和吉		東山安彦																				77		0		77		0		77		0		-

		H30d		110118004		建設資材等価格調査		東北		01整備局		43549.0		（財）建設物価調査会		00005722		建設コンサルタント等		菊地元		戸村秀紀		齋藤和洋		飯田晃裕																		77		0		77		0		77		0		-

		H30d		110118007		東北港湾におけるクルーズ需要把握等に関する調査検討業務		東北		01整備局		43524.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		田中裕作		高橋宏直		田中三郎		外山康夫		宇於崎泰寛																77		0		77		0		76		0		-

		H30d		110118008		港湾施設の維持管理技術情報提供業務		東北		01整備局		43455.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		稲田勉		梶谷卓美		若崎正光		岡田理		片上智之		川村浩														78		0		78		0		79		0		-

		H30d		110118009		東北地域における事業者連携・協働による物流効率化検討業務		東北		01整備局		43549.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		水野正博		西畑剛		岡田哲一		清水邦彦		苣木かおり																75		0		75		0		76		0		-

		H30d		110118010		復興完了を見据えたインフラ整備進展によるストック効果の把握検討業務		東北		01整備局		43546.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		水野正博		清水邦彦		太田正規		山本涼平																		73		0		73		0		73		0		-

		H30d		110118011		港湾機能継続計画の充実化検討業務		東北		01整備局		43539.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		上野雅明		田代大輔		石川泰朋		箕作幸治																		77		0		77		0		78		0		-

		H30d		111018002		青森港沖館地区岸壁(-13m)(改良)外詳細設計		東北		01整備局		43448.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		山口達治		加藤圭		砂川透吾		豊間根汐里		瀬良敬二		加賀屋範幸		川俣秀樹										鈴木信夫		75		0		75		0		72		0		81

		H30d		111018004		青森港新たな物流に対応した港湾施設検討業務		東北		01整備局		43448.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		若崎正光		小澤義之		田所篤博		古澤達也		川村浩																76		0		76		0		79		0		-

		H30d		111018008		青森港海岸整備計画検討業務		東北		01整備局		43539.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		石本健治		森谷拓実		小原陵		宮本敏行		松原弘晃		白井英一		原信彦		齋藤浩行		安田将人								76		0		76		0		75		0		-

		H30d		111018012		青森港本港地区堤埠頭岸壁(-7.5m)(改良)実施設計		東北		01整備局		43549.0		ポートコンサルタント（株）		00000927		建設コンサルタント等		内藤輝		本間靖明		中野友輔		紺谷明泰		反田行雄		佐野慎哉		西舘忍										鈴木孝幸		75		0		75		0		73		0		67

		H30d		111118002		八戸港外監督補助業務		東北		01整備局		43553.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		中村奉文		上平俊幸		楠清文		岩谷達																		76		0		76		0		76		0		-

		H30d		111118019		八戸港みなとカメラ検討業務		東北		01整備局		43496.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		八木英紀		箕作幸治		眞山丈夫																		上野雅明		74		0		74		0		70		0		78

		H30d		111118020		八戸港土砂処分計画のあり方検討業務		東北		01整備局		43539.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等				榎本真久		白井英一		山田貴裕		原信彦		齋藤浩行		坂井隆行		黒木敬司										79		0		79		0		79		0		-

		H30d		111118020		八戸港土砂処分計画のあり方検討業務		東北		01整備局		43539.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		若崎正光		田所篤博		渡部耕平		峯村浩治		守屋正平		川村浩														79		0		79		0		79		0		-

		H30d		111118027		八戸港航路泊地(埋没)付帯施設実施設計		東北		01整備局		43539.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		瀬良敬二		加藤圭		豊間根汐里		大家隆行																山口達治		79		0		79		0		78		0		81

		H30d		111218009		秋田港みなとカメラ検討業務		東北		01整備局		43448.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		八木英紀		箕作幸治																				上野雅明		75		0		75		0		74		0		79

		H30d		111218016		能代港国有港湾施設維持管理計画策定業務		東北		01整備局		43516.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		石本健治		久保田徹		長谷川巌		柴田邦善		小畠大典		宮里一郎														74		0		74		0		74		0		-

		H30d		111218018		秋田港本港地区航路泊地付帯施設構造検討調査		東北		01整備局		43544.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		瀬良敬二		加藤圭		畔柳陽介		川俣秀樹		豊間根汐里		岡田万由子		北田彰久		宮下健一朗								石河雅典		79		0		79		0		78		0		81

		H30d		111218022		能代港大森地区岸壁(-13m)(改良)施工方策検討調査		東北		01整備局		43544.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		石河雅典		加藤圭		川俣秀樹		田渡竜乃介		佐々木信和		加賀屋範幸		砂川透吾		山口達治								永澤豪		79		0		79		0		78		0		81

		H30d		111218023		能代港浚渫計画検討業務		東北		01整備局		43544.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		山田貴裕		坂井良輔		大竹剛史		甲原僚子		白井英一		安田将人												加藤一正		78		0		78		0		77		0		80

		H30d		111218024		秋田港浚渫発生土の利用検討業務		東北		01整備局		43549.0		（社）水底質浄化技術協会		00009957		建設コンサルタント等		桑原正彦		川西龍一		小島洋		斗沢照夫		江原仁														村上和男		78		0		78		0		77		0		80

		H30d		111317002		久慈港監督補助業務		東北		01整備局		43552.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		中村奉文		大場政治																						77		0		77		0		77		0		-

		H30d		111318017		久慈港外事業効果検討業務		東北		01整備局		43553.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		白井英一		花井健太		樋口直人		田中聡		宮本敏行		中村隆志		原信彦		齋藤浩行		山田貴裕						上原教善		78		0		78		0		79		0		80

		H30d		111318018		久慈港港内環境調査		東北		01整備局		43518.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		加藤誠		竹本昭男		松尾章子		畑恭子																河辺一明		79		0		79		0		77		0		79

		H30d		111318027		釜石港利用方策検討業務		東北		01整備局		43544.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		北田彰久		加藤圭		岡田万由子		永澤豪		加賀屋範幸		荒木大志		山口達治										嶋田宏		78		0		78		0		79		0		80

		H30d		111418006		酒田港国有港湾施設配置検討業務		東北		01整備局		43544.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等				久保田徹		森谷拓実		白木喜章		小野信幸		原信彦		石本健治												77		0		77		0		76		0		-

		H30d		111418006		酒田港国有港湾施設配置検討業務		東北		01整備局		43544.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		若崎正光		高山知司		森晴夫		片上智之		藤岡淳		川村浩														77		0		77		0		76		0		-

		H30d		111418007		酒田港国有港湾施設維持管理計画策定業務		東北		01整備局		43511.0		中電技術コンサルタント（株）		00000063		建設コンサルタント等		近藤良		植田拓朗		江川英仁		眞田一磨		村上公亮																78		0		78		0		79		0		-

		H30d		111418015		酒田港国有港湾施設整備計画検討業務		東北		01整備局		43546.0		（株）アルファ水工コンサルタンツ		00000066		建設コンサルタント等		堀江岳人		井鳥聖也		橋本孝治		秋田雄大		大畠嘉織		鎌田昌弘														81		1		81		1		79		0		-

		H30d		111418019		酒田港港内機雷流動検討調査		東北		01整備局		43511.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		山田貴裕		森谷拓実		中村隆志		原信彦																田中聡		77		0		77		0		75		0		80

		H30d		111518022		仙台塩釜港発注補助業務		東北		01整備局		43553.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		吉田稔		星野英昭		及川勝朋																		吉田稔		77		0		77		0		77		0		-

		H30d		111518025		仙台空港整備効果検討業務		東北		01整備局		43546.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		久野了史		竹井義博		塩澤宗卓		平野猛也		亀井慎一郎																77		0		77		0		71		0		-

		H30d		111518026		仙台塩釜港における浚渫土砂を活用した海域環境効果検討業務		東北		01整備局		43544.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		三原正裕		菅家英朗		太田正規		西土井誠		松山為時		福田一郎												首藤啓		78		0		78		0		75		0		78

		H30d		111518026		仙台塩釜港における浚渫土砂を活用した海域環境効果検討業務		東北		01整備局		43544.0		復建調査設計（株）		00000032		建設コンサルタント等				大西晃輝		三戸勇吾		萩野裕朗																		78		0		78		0		75		0		-

		H30d		111618001		船舶技術検討業務		東北		01整備局		43546.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		藤田秀雄		皿澤薫		木村茂喜		中島武男		平山誠		岩月哲三		菊池俊雄		本多大茂		島田晴弘						谷雄一		73		0		73		0		71		0		78

		H30d		111618003		久慈港湾口地区防波堤(北堤)7-1区調整部外詳細設計		東北		01整備局		43544.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		山口達治		加藤圭		砂川透吾		豊間根汐里		瀬良敬二														鈴木信夫		79		0		79		0		77		0		81

		H30d		111618007		小名浜港東港地区防波堤(第二沖)外施工方策検討業務		東北		01整備局		43424.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		山口達治		加藤圭		竹田正彦		砂川透吾		豊間根汐里		瀬良敬二		加賀屋範幸												74		0		74		0		72		0		-

		H30d		111618010		潮位観測データ信頼性維持検討業務		東北		01整備局		43518.0		（社）海洋調査協会		00009906		建設コンサルタント等				山口晶敬		安立重昭																				77		0		77		0		76		0		-

		H30d		111618010		潮位観測データ信頼性維持検討業務		東北		01整備局		43518.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		加藤誠		荒居博之		水谷眞智子		小池克征																		77		0		77		0		76		0		-

		H30d		111618011		管内技術課題に関する技術支援業務		東北		01整備局		43546.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		若崎正光		片上智之		田所篤博		川村浩		畠山貴之																78		0		78		0		79		0		-

		H30d		111618021		既存係留施設における重量物取扱いに関する設計検討業務		東北		01整備局		43546.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		山口達治		加藤圭		竹田正彦		畔柳陽介		砂川透吾		宮下健一朗		小林誠										瀬良敬二		81		1		81		1		80		1		79

		H30d		111718021		小名浜港東港地区岸壁(-18m)(耐震)パイロット事業モニタリング業務		東北		01整備局		43546.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		蛭川愛志		若崎正光		高橋義典		田所篤博		藤岡淳		川村浩														76		0		76		0		78		0		-

		H30d		111718030		小名浜港東港地区護岸(防波)実施設計		東北		01整備局		43549.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		坂本貴光		大西智之		村瀬良平		兒玉俊介		内山一郎		山本禎寿												安野経治		78		0		78		0		78		0		80

		H30d		111718031		相馬港港内静穏度対策検討業務		東北		01整備局		43544.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		内山一郎		村瀬良平		兒玉俊介		田中文彦		久下真一		山本禎寿												安野経治		78		0		78		0		77		0		80

		H30d		111718035		小名浜港国際物流ターミナル整備効果検討業務		東北		01整備局		43544.0		（株）クマシロシステム設計		00000073		建設コンサルタント等		寺島貴志		小田玲司		阿部治		佐藤規之																河合孝治		78		0		78		0		77		0		80

		H30d		111718037		小名浜港東港地区岸壁(-18m)(耐震)維持管理計画書作成業務		東北		01整備局		43539.0		中央コンサルタンツ（株）		00000140		建設コンサルタント等		中元英樹		徳田直大		窪田一樹																				78		0		78		0		78		0		-

		H30d		120118001		関東地方整備局管内港湾・空港技術審査補助業務		関東		01整備局		43549.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		長内勝彦		二瓶正広		古川勝久		竹矢和正		上原正光														近藤隆道		78		0		78		0		78		0		-

		H30d		120118003		建設資材等価格調査		関東		01整備局		43553.0		（財）経済調査会		00005711		建設コンサルタント等		森下剛史		石渕重伸		林誠																				77		0		77		0		76		0		-

		H30d		120118004		港湾及び空港における工事安全対策検討業務		関東		01整備局		43532.0		特定非営利活動法人みなとサポート		00169944		建設コンサルタント等		桑水流義雄		菊池信夫																						78		0		78		0		78		0		-

		H30d		120118005		東京国際空港工事等関係者情報管理システムの構築に向けた検討業務		関東		01整備局		43516.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		菅野真弘		幸田毅彦		井野洋		小林雅幸		大木秀雄		猿渡守												加藤利弘		76		0		76		0		80		1		62

		H30d		120118006		水中部施工状況確認業務		関東		01整備局		43555.0		（社）日本潜水協会		00010151		建設コンサルタント等		三浦孝一		天坂勇治		川村昭二																				76		0		76		0		76		0		-

		H30d		120118007		港湾・空港整備に係る沿岸気象海象情報の予測情報等提供業務		関東		01整備局		43555.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		鈴木善光		吉永泰祐		山本浩之																				78		0		78		0		78		0		-

		H30d		120118008		船舶機械技術資料作成業務		関東		01整備局		43553.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		上原正光		竹内孝之																						77		0		77		0		77		0		-

		H30d		120118010		船舶機械施工確認業務		関東		01整備局		43553.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		吉田誠		直江正弘		中村洋一																				76		0		76		0		76		0		-

		H30d		120118019		東京湾水環境再生計画に基づく環境修復活動の適地・手法検討業務		関東		01整備局		43521.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		菅家英朗		松山為時		福田一郎		西土井誠																		76		0		76		0		74		0		-

		H30d		120118025		みなとオアシスを活用した地域振興方策の検討業務		関東		01整備局		43542.0		（社）ウォーターフロント協会		K001772359		建設コンサルタント等		平尾壽雄		藤川洋子		村松菜穂子		金子正子																		77		0		77		0		76		0		-

		H30d		120118026		ビーチのインバウンド観光資源化のための活用・管理方策検討業務		関東		01整備局		43542.0		（社）日本マリーナ・ビーチ協会		K001709439		建設コンサルタント等		木下明		山下雅人		板尾浩		佐藤恒夫		奥康彦																79		0		79		0		79		0		-

		H30d		120118028		海外先進港の動向を踏まえた大水深・高規格コンテナターミナルの生産性向上方策検討業務		関東		01整備局		43544.0		（財）国際臨海開発研究センター		K001772909		建設コンサルタント等		富田英治		三上裕		堀米繁久		三宅光一																		77		0		77		0		77		0		-

		H30d		120118030		関東管内の港湾における事業継続計画検討業務		関東		01整備局		43539.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		上野雅明		田代大輔		箕作幸治		鈴木武		眞山丈夫																76		0		76		0		73		0		-

		H30d		120118031		作業船の運航における環境保全技術検討業務		関東		01整備局		43544.0		（社）日本海上起重技術協会		00170372		建設コンサルタント等		佐藤義博		野澤良一																						77		0		77		0		79		0		-

		H30d		120118034		管内の港湾及び静脈物流ネットワークを活用した災害廃棄物への対応方策に係る基礎検討業務		関東		01整備局		43544.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		福田一郎		清水邦彦		太田正規		本野晃郎		首藤啓																77		0		77		0		75		0		-

		H30d		120118043		シャーシ共同利用による港湾物流効率化検討業務		関東		01整備局		43553.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		池田秀文		畑中諭		宮崎秀秋		柏木信二		宇於崎泰寛		福田一郎		池田忠継												75		0		75		0		74		0		-

		H30d		121017001		京浜港施工状況確認補助業務		関東		01整備局		43555.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		二瓶正広		山崎幸輝		渡辺信		奥川真行																		77		0		77		0		77		0		-

		H30d		121017001		京浜港施工状況確認補助業務		関東		01整備局		43555.0		（株）建設リスク研究所		K002077390		建設コンサルタント等				上坊光正																						77		0		77		0		77		0		-

		H30d		121017002		京浜港監督補助業務		関東		01整備局		43555.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		入江重則		村田収一		稲干章博		秋山英夫		神賀千秋																78		0		78		0		78		0		-

		H30d		121017003		京浜港発注補助業務		関東		01整備局		43553.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		二瓶正広		遠藤隆則		軽部歩																				77		0		77		0		77		0		-

		H30d		121017026		川崎港臨港道路東扇島水江町線付属物等詳細設計		関東		01整備局		43279.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		岩城達思		金谷俊秀		宮玉興		森下明紀		小倉雅史		土田隆司		小林篤司										南口浩志		78		0		78		0		77		0		77

		H30d		121017027		川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部修正設計		関東		01整備局		43279.0		大日本コンサルタント（株）		00000080		建設コンサルタント等		原田政彦		諏訪部宏之		吉岡勉		藤本直也		井手康介		徳橋亮治		永尾豊明		浅野恵哉		豊島孝之						安川仁敏		78		0		78		0		79		0		77

		H30d		121017038		横浜港新本牧地区における施設整備検討業務		関東		01整備局		43248.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		鈴木信夫		竹田正彦		砂川透吾		岡本英久		宮下健一朗		奥村広幸		山口達治		大久保陽介								瀬良敬二		80		1		80		1		80		1		79

		H30d		121017043		横浜港南本牧地区岸壁(-18m)(耐震)舗装等設計		関東		01整備局		43280.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		奥村広幸		宮下健一朗		荒木大志		後藤寛		大山秀格		斎藤芳彦		佐藤幸夫		岡本英久								嶋田宏		76		0		76		0		77		0		77

		H30d		121017049		横浜港環境影響評価資料作成業務(その2)		関東		01整備局		43371.0		中電技術コンサルタント（株）		00000063		建設コンサルタント等		宮本浩司		田多一史		月坂昭広		眞田一麿		牟田直樹		西川真大		若尾拓志												78		0		78		0		78		0		-

		H30d		121018002		京浜港監督補助業務		関東		01整備局		43555.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		吉田誠		鈴木明男		神賀千秋																				75		0		75		0		75		0		-

		H30d		121018005		川崎港設計・調査資料作成業務		関東		01整備局		43553.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		荒川直也		桐山寿郎		加藤誠一		保坂鐵矢		町田文孝																78		0		78		0		78		0		-

		H30d		121018006		川崎港臨港道路東扇島水江町線航行安全管理業務		関東		01整備局		43555.0		（社）東京湾海難防止協会		00010102		建設コンサルタント等		汐崎愼二		末長隆二		米沢昭司		高栗良勝																		75		0		75		0		75		0		-

		H30d		121018008		京浜港営繕技術資料作成業務		関東		01整備局		43553.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		荒川直也																								76		0		76		0		76		0		-

		H30d		121018018		横浜港における大型コンテナ船寄港検討業務		関東		01整備局		43343.0		（株）日本海洋科学		00004034		建設コンサルタント等		岡野匡		島津雅納																						78		0		78		0		78		0		-

		H30d		121018021		横浜港における整備効果分析資料作成業務		関東		01整備局		43538.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		岡本辰生		笹岡大輔		丁子信		和田翔		磯山直佑		千田祐一郎														77		0		77		0		77		0		-

		H30d		121018022		川崎港臨港道路東扇島水江町線航行安全検討業務		関東		01整備局		43546.0		（社）東京湾海難防止協会		00010102		建設コンサルタント等		下野哲裕		新倉一馬		合津篤																				77		0		77		0		77		0		-

		H30d		121018023		川崎港臨港道路東扇島水江町線整備効果検討調査		関東		01整備局		43539.0		八千代エンジニヤリング（株）		00000123		建設コンサルタント等		上野洋一		中村悟		加藤哲		川渕友寛		村野祐太郎		田宮昇														78		0		78		0		76		0		-

		H30d		121018037		川崎港臨港道路東扇島水江町線東扇島アプローチ部5工区修正設計		関東		01整備局		43542.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		大宅克幸		金谷俊秀		副島飛宙		小倉雅史																岩城達思		75		0		75		0		74		0		77

		H30d		121018039		横浜港新本牧地区における施設整備検討業務		関東		01整備局		43552.0		中電技術コンサルタント（株）		00000063		建設コンサルタント等		近藤良		植田拓朗		江川英仁		橋本淳		眞田一磨		村上公亮		宮本浩司		日高康之		北出圭介								76		0		76		0		76		0		-

		H30d		121018041		横浜港環境影響評価資料作成業務		関東		01整備局		43553.0		中電技術コンサルタント（株）		00000063		建設コンサルタント等		宮本浩司		牟田直樹		田中晶典		若尾拓志		眞田一磨		田多一史														77		0		77		0		75		0		-

		H30d		121018043		横浜港新本牧地区漁業影響調査		関東		01整備局		43553.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		永尾謙太郎		加藤誠		池田宗平		竹本昭男		山田洋介																76		0		76		0		76		0		-

		H30d		121018047		川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部施工方法検討業務		関東		01整備局		43542.0		みちのくコンサルタント（株）		00010012		建設コンサルタント等				小山憲顕		萩岡祥光		成毛正範		菅野徹																76		0		76		0		76		0		-

		H30d		121018047		川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部施工方法検討業務		関東		01整備局		43542.0		大日本コンサルタント（株）		00000080		建設コンサルタント等		諏訪部宏之		松浦雅史		吉岡勉		豊島孝之		秋山孝		井手康介												徳橋亮治		76		0		76		0		76		0		76

		H30d		121018049		横浜港臨港道路護岸部補修検討他業務		関東		01整備局		43553.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		建設コンサルタント等		唐木毅		國里立紀		入江正己		立石賢吾		下野緑														岩村栄世		76		0		76		0		77		0		79

		H30d		121018050		横浜港新本牧地区公有水面埋立承認願書作成業務		関東		01整備局		43553.0		中電技術コンサルタント（株）		00000063		建設コンサルタント等		宮本浩司		牟田直樹		田中晶典		近藤良		眞田一磨		田多一史												上田昭彦		77		0		77		0		75		0		80

		H30d		121018056		川崎港臨港道路東扇島水江町線協議資料作成業務		関東		01整備局		43539.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		滝弘		金谷俊秀		市東哲也																				73		0		73		0		73		0		-

		H30d		121018057		川崎港臨港道路東扇島水江町線技術評価業務		関東		01整備局		43539.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		田所篤博		守屋正平		遠藤敏雄		川村浩		森本悟司		井瀬肇												稲田勉		76		0		76		0		76		0		78

		H30d		121118003		鹿島港他発注補助業務		関東		01整備局		43553.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		近藤隆道		手塚進一																						77		0		77		0		77		0		-

		H30d		121118004		鹿島港他監督補助業務		関東		01整備局		43553.0		ニシキコンサルタント（株）		00001003		建設コンサルタント等		細井明		山田玄		下田公臣		比嘉良明		今村照夫		牧園剛														74		0		74		0		74		0		-

		H30d		121118005		茨城港施工状況確認等補助業務		関東		01整備局		43553.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		近藤隆道																								77		0		77		0		77		0		-

		H30d		121118006		鹿島港施工状況確認等補助業務		関東		01整備局		43553.0		（株）シーラム		00005529		建設コンサルタント等		阿部保之		眞鍋幸晴		小野淳																				76		0		76		0		76		0		-

		H30d		121118014		茨城港設計・調査等資料作成業務		関東		01整備局		43553.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		近藤隆道		佐藤一也		西野秀幸		蜜石一太																		77		0		77		0		77		0		-

		H30d		121118028		鹿島港及び茨城港港湾整備に関する検討業務		関東		01整備局		43546.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		久下真一		大西智之		村瀬良平		添田洋		上村圭介		荒牧健		山本禎寿										安野経治		82		1		82		1		82		1		81

		H30d		121118029		鹿島港国有港湾施設維持管理計画書策定業務		関東		01整備局		43524.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		久下真一		伊藤誠		伊藤諒		後藤洋之																安野経治		77		0		77		0		76		0		78

		H30d		121217011		東京湾水環境改善に資する適合資材の品質管理マニュアル検討業務		関東		01整備局		43454.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		田中裕作		小田勝也		大川衛人		池田秀文		千葉晃		福田一郎		首藤啓		木俣陽一								菅家英朗		77		0		77		0		74		0		80

		H30d		121218001		千葉港他施工関係資料作成等業務		関東		01整備局		43553.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		上原正光		長村忠春																						77		0		77		0		77		0		-

		H30d		121218002		千葉港他発注補助業務		関東		01整備局		43549.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		上原正光																								77		0		77		0		77		0		-

		H30d		121218012		千葉港葛南中央地区岸壁(-10m)等補修対策検討業務		関東		01整備局		43524.0		（株）オリエンタルコンサルタンツ		00000037		建設コンサルタント等		星島輝空		上田良智		和田誠一		満木学		齋藤正文														樋口嘉章		77		0		77		0		77		0		79

		H30d		121218017		千葉港葛南中央地区海岸保全施設改良工法等検討業務		関東		01整備局		43546.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		石本健治		田中聡		原信彦		齋藤浩行		宮本敏行		槙野公平		小原陵		安田将人		松原弘晃								75		0		75		0		78		0		-

		H30d		121317004		東京国際空港監督補助業務		関東		01整備局		43555.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		青木康		曽我好志		松本隆俊		長野直紀		中村覚																76		0		76		0		76		0		-

		H30d		121317049		東京国際空港N地区南側エプロン他改良設計		関東		01整備局		43402.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		小田徹太郎		市川常憲		岸田茂之		青木康		佐藤英二														倉内伴明		77		0		77		0		77		0		77

		H30d		121318001		東京国際空港発注補助業務		関東		01整備局		43553.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		石岡勉		野村修一		飯竹則文		諸澤隆久		板倉新																76		0		76		0		76		0		-

		H30d		121318003		東京国際空港設計・調査資料作成業務		関東		01整備局		43553.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		小林雅幸		川越淳		木場貞和		平広志		鈴木克巳																76		0		76		0		76		0		-

		H30d		121318008		東京国際空港建設資材等価格調査		関東		01整備局		43553.0		（財）経済調査会		00005711		建設コンサルタント等		森下剛史		林誠		福田航平																				76		0		76		0		74		0		-

		H30d		121318013		東京国際空港D滑走路基盤施設動態検証業務		関東		01整備局		43553.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		大村厚夫		森晴夫		高橋義典		渡部耕平		蛭川愛志		佐藤昌宏		守屋正平		遠藤敏雄								梶谷卓美		76		0		76		0		80		1		65

		H30d		121318014		東京国際空港環境調査		関東		01整備局		43546.0		中央開発（株）		00000016		建設コンサルタント等		松尾賢太郎		熊谷憲和		冨田潤一		渡部篤史		森山晃紀		山田忠利														76		0		76		0		76		0		-

		H30d		121318015		東京国際空港滑走路・誘導路他整備総合工程調査		関東		01整備局		43546.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		小田徹太郎		市川常憲		岸田茂之		青木康		佐藤英二		黒沼俊男												石井毅		78		0		78		0		76		0		81

		H30d		121318016		東京国際空港建設副産物検討業務		関東		01整備局		43546.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		橋本健志		巽隆有		菱岡宗介		伊藤正純		続石祐子														斉藤泰久		78		0		78		0		79		0		78

		H30d		121318017		東京国際空港A滑走路他舗装実施設計		関東		01整備局		43535.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		青木逸人		田口壮年		二見康友		菱山義規																成島正倫		79		0		79		0		79		0		79

		H30d		121318018		東京国際空港A滑走路南側保安施設用地等維持管理要領(案)検討業務		関東		01整備局		43515.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		大久保陽介		南大輔		大家隆行		上野功		鈴木信夫		石原大作		高岡英伸										山口達治		77		0		77		0		77		0		78

		H30d		121318023		東京国際空港N地区エプロン他整備検討業務		関東		01整備局		43542.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		小田徹太郎		市川常憲		岸田茂之		青木康		佐藤英二														倉内伴明		77		0		77		0		77		0		78

		H30d		121318028		東京国際空港国際線地区構内道路接続区間他実施設計		関東		01整備局		43524.0		（株）駿府設計		00006425		建設コンサルタント等		鈴木徹寿		加藤久美子		尾林安彦		小林美由紀		須藤昌寛		原田良則												小渕文雄		75		0		75		0		74		0		77

		H30d		121318033		東京国際空港周辺海域水環境再生検討調査		関東		01整備局		43546.0		（財）東京都内湾漁業環境整備協会		K001788495		建設コンサルタント等		村井衛		堤清樹		山川正巳		伊東二三夫																		75		0		75		0		76		0		-

		H30d		121318042		東京国際空港周辺海域水生生物多様化方策検討業務		関東		01整備局		43546.0		（財）東京都内湾漁業環境整備協会		K001788495		建設コンサルタント等		村井衛		山川正巳		伊東二三夫																				75		0		75		0		76		0		-

		H30d		121318043		東京国際空港A誘導路他地盤改良設計		関東		01整備局		43539.0		復建調査設計（株）		00000032		建設コンサルタント等		藤井照久		福村拓人		木村康隆		金子智之		清水豊		西村俊明		高田圭太										渡邉真悟		79		0		79		0		79		0		81

		H30d		121318044		東京国際空港施工管理用カメラ検討業務		関東		01整備局		43539.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		八木英紀		石川泰朋		眞山丈夫																		上野雅明		77		0		77		0		77		0		79

		H30d		121318051		東京国際空港舗装技術検討業務		関東		01整備局		43549.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		藤生孝典		田口壮年		小野宗助																		福岡知久		78		0		78		0		78		0		78

		H30d		121417037		横浜港新本牧ふ頭地区岸壁他基本設計		関東		01整備局		43546.0		八千代エンジニヤリング（株）		00000123		建設コンサルタント等		国生隼人		小山萌弥		深津貴之		永瀬翔平		清水研		渡辺健二		山岡淳		天野俊								吉田秀樹		78		0		78		0		78		0		77

		H30d		121418001		閉鎖性海域における潜在的環境修復能力検討業務		関東		01整備局		43553.0		復建調査設計（株）		00000032		建設コンサルタント等		三戸勇吾		萩野裕朗		菅野孝則		渡邊丈夫		大西晃輝		吉木健吾												後藤正孝		76		0		76		0		75		0		78

		H30d		121418002		東京湾環境情報センター環境調査データ解析及び維持管理業務		関東		01整備局		43555.0		国際航業（株）		00000047		建設コンサルタント等		永松宏		中村元彦		金津伸好		渡邊紗代																		75		0		75		0		74		0		-

		H30d		121418003		港湾・空港施設の設計等に関する技術支援業務		関東		01整備局		43544.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		春日井康夫		山本修司		宮脇周作		浜口正志		田所篤博		渡部耕平		遠藤敏雄												75		0		75		0		78		0		-

		H30d		121418004		千葉港葛南中央地区岸壁(-10m)構造検討業務		関東		01整備局		43532.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		久下真一		鳥飼千晶		山口孝幸		堤光一郎		岩崎賢一		久保浩司		山本禎寿										内山一郎		77		0		77		0		74		0		79

		H30d		121418017		既存観測機器等を活用した防災力強化方策検討業務		関東		01整備局		43544.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		若崎正光		春日井康夫		守屋正平		宮脇周作		高橋義典		遠藤敏雄														79		0		79		0		81		1		-

		H30d		121418019		建設発生土等を用いた東京湾環境改善方策検討業務		関東		01整備局		43546.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		田中裕作		西土井誠		馬場透		池田秀文																首藤啓		74		0		74		0		71		0		80

		H30d		121418020		東京湾環境情報センター改良業務		関東		01整備局		43539.0		国際航業（株）		00000047		建設コンサルタント等		永松宏		中村元彦		渡邊紗代		山下千尋		高山淳平														田邉光一		76		0		76		0		75		0		78

		H30d		121418021		東京湾底質環境基礎調査		関東		01整備局		43532.0		（社）水底質浄化技術協会		00009957		建設コンサルタント等		川西龍一		村上和男		斗沢照夫		江原仁		唐澤仁士																72		0		72		0		70		0		-

		H30d		121418022		横浜港本牧地区岸壁構造検討業務		関東		01整備局		43544.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		柴田大介		相澤和善		田端優憲		池田剛		案浦侑己		山口高弘		中村秀一		山部道		川嶋憲						柏原裕彦		80		1		80		1		79		0		79

		H30d		121418023		東京国際空港A滑走路北側地中構造物耐震改良設計		関東		01整備局		43553.0		復建調査設計（株）		00000032		建設コンサルタント等		藤井照久		槇本一徳		木村康隆		福田浩昭		幸原淳		清水豊		時吉学		佐貫哲朗		高田圭太						浅津直樹		78		0		78		0		79		0		81

		H30d		121418025		横浜港大黒ふ頭地区岸壁(-12m)取付部基本設計		関東		01整備局		43532.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		山口匡宏		勝俣優		西原大晴		久保恵子		森下結貴		柳郁恵		中野尊之		村上裕宣								尾崎竜三		77		0		77		0		77		0		77

		H30d		121418026		東京国際空港西旅客ターミナル地区エプロン舗装改良検討業務		関東		01整備局		43551.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		白石保律		横山伸幸		酒本真先		藤野友彰		二見康友		小西花実		石川裕規		青木逸人								佐藤誠一		77		0		77		0		77		0		78

		H30d		121418027		潮位観測データ解析・信頼性確認検証業務		関東		01整備局		43524.0		（社）海洋調査協会		00009906		建設コンサルタント等				安立重明		山口晶敬																				78		0		78		0		78		0		-

		H30d		121418027		潮位観測データ解析・信頼性確認検証業務		関東		01整備局		43524.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		加藤誠		河辺一明		横山瑞江		三浦裕司																		78		0		78		0		78		0		-

		H30d		121418028		潜水作業の安全性向上に係る新技術導入促進検討業務		関東		01整備局		43539.0		（社）海洋調査協会		00009906		建設コンサルタント等		伊藤直和		高見之孝		井上満		安立重昭		田賀傑																75		0		75		0		75		0		-

		H30d		121418029		石積護岸の維持管理技術検討業務		関東		01整備局		43544.0		（社）海洋調査協会		00009906		建設コンサルタント等		伊藤直和		高見之孝		安立重明		井上満																		75		0		75		0		75		0		-

		H30d		121418030		コンテナターミナルの応急復旧技術に関する検討業務		関東		01整備局		43546.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		田所篤博		稲田勉		森晴夫		加辺圭太郎		遠藤敏雄		畠山貴之														74		0		74		0		75		0		-

		H30d		121418033		東京湾貧酸素水塊低減方策に関する基礎調査		関東		01整備局		43546.0		（財）海域環境研究機構		00219352		建設コンサルタント等		細川恭史		田中洋行		高垣泰雄		吉田静子																		74		0		74		0		72		0		-

		H30d		121517003		平成29年度　東京湾中央航路情報管理等業務		関東		01整備局		43555.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		中村洋一		岩井俊男		経種暁		竹内竜也		前原隆士		平野昌美		市川正之		今野隆		佐藤潤一		宮本利文						77		0		77		0		77		0		-

		H30d		121518006		東京湾中央航路施工及び調査関係資料作成業務		関東		01整備局		43553.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		上原正光																								76		0		76		0		76		0		-

		H30d		121518012		東京湾中央航路付帯施設設計等業務		関東		01整備局		43552.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		久下真一		伊藤諒		澤田天		山口孝幸		堤光一郎		岩崎賢一		伊藤誠		久保浩司		相川博						安野経治		79		0		79		0		78		0		79

		H30d		121518018		東京湾中央航路測量データベース検討業務		関東		01整備局		43542.0		（株）パスコ		00000067		建設コンサルタント等		小関真征		芳倉勝治		近藤雅之		相原昌志		金井憲一		門田寛														75		0		75		0		76		0		-

		H30d		121617002		東京港監督補助業務		関東		01整備局		43553.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		入江重則		佐藤亮		浜畑光広		大関章裕		前田希一		大関章裕														76		0		76		0		76		0		-

		H30d		121617003		東京港施工状況確認補助業務		関東		01整備局		43553.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		荒川直也		鈴木良典		草野賢一																				75		0		75		0		75		0		-

		H30d		121617005		東京港臨港道路南北線他環境調査		関東		01整備局		43448.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		建設コンサルタント等		島田久子		入江正己		小堀達		原田浩二		古橋正祐		鈴木敬道												西村和一郎		78		0		78		0		77		0		78

		H30d		121618001		東京港施工及び調査関係資料作成業務		関東		01整備局		43553.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		渡辺信		桑田諭		山崎幸輝																				74		0		74		0		74		0		-

		H30d		121618003		東京港臨港道路南北線技術検討業務		関東		01整備局		43546.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		山本修司		森晴夫		片上智之		森本悟司		菅野高弘																76		0		76		0		75		0		-

		H30d		121618005		東京港臨港道路南北線陸上トンネル部他実施設計		関東		01整備局		43546.0		（株）オリエンタルコンサルタンツ		00000037		建設コンサルタント等		大竹省吾		山崎雅弘		粟田泰紀		徳山英二																倉田雅人		75		0		75		0		77		0		79

		H30d		121618006		東京港臨港道路南北線整備検討業務		関東		01整備局		43551.0		（株）オリエンタルコンサルタンツ		00000037		建設コンサルタント等		大竹省吾		山崎雅弘		粟田泰紀		舛本隆司		徳山英二														倉田雅人		79		0		79		0		79		0		81

		H30d		121618012		東京港臨港道路南北線船舶航行安全対策検討業務		関東		01整備局		43539.0		（社）東京湾海難防止協会		00010102		建設コンサルタント等		下野哲裕		新倉一馬		合津篤																				75		0		75		0		74		0		-

		H30d		121618013		東京港建設資材価格等調査		関東		01整備局		43546.0		（財）建設物価調査会		00005722		建設コンサルタント等		岩井卓矢		柴田洋毅		小林法雅		佐藤良久		石田陽介																75		0		75		0		77		0		-

		H30d		121618015		東京港中央防波堤内側地区複合一貫輸送ターミナル整備効果等検討調査		関東		01整備局		43539.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		丁子信		笹岡大輔		和田翔		山内慎平		堀木小百合		岡本辰生														77		0		77		0		76		0		-

		H30d		121618016		東京港臨港道路南北線施工法検討業務		関東		01整備局		43490.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		永田享志		芳賀敬二		荒川直也		渡邉明浩		川瀬将														鈴木亘		74		0		74		0		73		0		75

		H30d		121618023		東京港臨港道路(南北線)設備実施設計		関東		01整備局		43496.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		中込徹		佐藤哲也		岸見淳平																		中川博人		74		0		74		0		72		0		77

		H30d		121618024		東京港臨港道路(南北線)駐車場等復旧実施設計		関東		01整備局		43544.0		（株）オリエンタルコンサルタンツ		00000037		建設コンサルタント等		小徳利章		大野友紀		高橋佑奈		石川忠治		徳山悟志		舛本隆司												浅野清		76		0		76		0		73		0		93

		H30d		121718004		特定離島港湾業務に係る船舶仕様検討業務		関東		01整備局		43524.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		藤田秀雄		皿澤薫		平山誠		亀井修		岩月哲三		野村剛		菊池俊雄										谷雄一		75		0		75		0		76		0		80

		H30d		130117001		技術審査補助業務		北陸		01整備局		43549.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		長谷川章治		林田秀樹		清原麻巳		渡邉孝		伊藤大吾		木村正信														79		0		79		0		79		0		-

		H30d		130118001		発注補助業務		北陸		01整備局		43550.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		宮澤重夫		伊藤大吾		林田秀樹		清原麻巳		木村正信																79		0		79		0		79		0		-

		H30d		130118003		港湾整備等に係る沿岸気象海象情報の予測情報等提供業務		北陸		01整備局		43555.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		鈴木善光		吉永泰祐		山本浩之																				77		0		77		0		80		1		-

		H30d		130118004		水中部施工状況確認業務		北陸		01整備局		43546.0		（社）日本潜水協会		00010151		建設コンサルタント等		蜂須賀和吉		小林利夫																						76		0		76		0		76		0		-

		H30d		130118005		資材等単価調査		北陸		01整備局		43549.0		（財）経済調査会		00005711		建設コンサルタント等		坂井弘		花木文弘		大西宏樹																				77		0		77		0		77		0		-

		H30d		130118006		北陸管内港湾における中長期の物流方策検討業務		北陸		01整備局		43524.0		セントラルコンサルタント（株）		00000028		建設コンサルタント等				西田敦史		神野竜之介		伊東弘人		西谷真洋																76		0		76		0		75		0		-

		H30d		130118006		北陸管内港湾における中長期の物流方策検討業務		北陸		01整備局		43524.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		太田正規		高橋宏直		長山英樹		安田志穂		石山孝義																76		0		76		0		75		0		-

		H30d		130118007		アジア諸国の港湾における港湾物流状況分析業務		北陸		01整備局		43524.0		（財）国際臨海開発研究センター		K001772909		建設コンサルタント等		佐藤清二		小山彰		中島潔		富田英治		黒米郁																77		0		77		0		77		0		-

		H30d		130118008		北陸地域港湾の事業継続計画における実効性向上検討業務		北陸		01整備局		43524.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		上野雅明		石川泰朋		箕作幸治		眞山丈夫																		77		0		77		0		79		0		-

		H30d		130118009		港湾施設等の持続的な維持管理に係る技術情報提供業務		北陸		01整備局		43522.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		稲田勉		梶谷卓美		小澤義之		高橋義典		守屋正平																78		0		78		0		77		0		-

		H30d		131018003		新潟港等計画・調査等補助業務		北陸		01整備局		43551.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		山之内哲也		藤田暁浩		高橋伸一																				78		0		78		0		78		0		-

		H30d		131018014		新潟港海岸(西海岸地区)海岸保全施設状況調査		北陸		01整備局		43550.0		（株）開発技術コンサルタント		00000586		建設コンサルタント等		中島康喜		田中正好		高橋由紀夫		藤田恭正		比企和昭		飯沼年光														80		1		80		1		81		1		-

		H30d		131018022		新潟港海岸(西海岸地区)海岸保全施設機能検討業務		北陸		01整備局		43549.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		梶谷卓美		王丸冬二		加辺圭太郎		田所篤博		古澤達也														大村厚夫		81		1		81		1		81		1		80

		H30d		131018024		新潟港(西港地区)堆積土砂縮減施設検討業務		北陸		01整備局		43544.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		伍井稔		井上憲		花澤広貴		岡村誠司		口石孝幸		酒井康彦		加地智彦												80		1		80		1		80		1		-

		H30d		131018026		新潟港(西港地区)浚渫土砂海洋投入許可報告書作成業務		北陸		01整備局		43549.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		金子泰通		諏佐晃一		近藤正		尾関哲史																		77		0		77		0		76		0		-

		H30d		131018028		新潟空港滑走路端安全区域調査設計		北陸		01整備局		43544.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		尾上正浩		才治和朗		平野猛也		坂井典和																石井毅		81		1		81		1		81		1		80

		H30d		131018030		新潟港(西港地区)航路泊地付帯施設施工方策検討業務		北陸		01整備局		43524.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		前田宣雄		横山伸幸		藤野友彰		諏佐晃一		近藤正		三好伸浩		加藤賢次		尾関哲史										78		0		78		0		78		0		-

		H30d		131018033		新潟港海岸(西海岸地区)マスタープラン実現方策検討業務		北陸		01整備局		43524.0		（社）日本マリーナ・ビーチ協会		K001709439		建設コンサルタント等		木下明		稲木信之		山下雅人		板尾浩		佐藤恒夫																76		0		76		0		78		0		-

		H30d		131018034		新潟空港場周道路改良実施設計		北陸		01整備局		43539.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		尾上正浩		才治和朗		坂井典和																		石井毅		78		0		78		0		77		0		80

		H30d		131018038		新潟港海岸(西海岸地区)第6区画施工検討業務		北陸		01整備局		43539.0		（株）開発技術コンサルタント		00000586		建設コンサルタント等		伊藤正喜		村椿翔		中島康喜		本田成克																		81		1		81		1		81		1		-

		H30d		131018039		新潟港(西港地区)道路(トンネル)現況調査及び対策工法検討業務		北陸		01整備局		43546.0		日本シビックコンサルタント（株）		00000420		建設コンサルタント等		新井孝弘		久住忠士		飯田博光		石川真澄		久保田真		佐々木祐司												神田亨		76		0		76		0		77		0		77

		H30d		131018041		新潟空港着陸帯表土処理方策検討業務		北陸		01整備局		43539.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		尾上正浩		才治和朗		坂井典和																				76		0		76		0		74		0		-

		H30d		131118001		船舶技術検討業務		北陸		01整備局		43524.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		谷雄一		皿澤薫		中島武男		長崎義男		神野信行		岩月哲三		澤明		本多大茂		島田晴弘								70		0		70		0		72		0		-

		H30d		131118002		伏木富山港(新湊地区)係留施設構造検討業務		北陸		01整備局		43544.0		三井共同建設コンサルタント（株）		00000003		建設コンサルタント等		中村充裕		佐藤暢晃		則貞裕美		三上康光		近森裕之		山本慶太		田谷和樹										大森慎二郎		78		0		78		0		78		0		81

		H30d		131118007		敦賀港(鞠山南地区)係留施設基本・細部設計		北陸		01整備局		43544.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		山口達治		加藤圭		竹田正彦		砂川透吾		瀬良敬二														鈴木信夫		80		1		80		1		81		1		81

		H30d		131118008		潮位観測データ信頼性維持検討業務		北陸		01整備局		43524.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		竹内一浩		越田智喜		水谷眞智子		三浦裕司																		79		0		79		0		80		1		-

		H30d		131118008		潮位観測データ信頼性維持検討業務		北陸		01整備局		43524.0		（社）海洋調査協会		00009906		建設コンサルタント等				山口晶敬		安立重昭																				79		0		79		0		80		1		-

		H30d		131118009		敦賀港(川崎・松栄地区)防波堤(改良)断面実験		北陸		01整備局		43524.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		永松宏一		田端優憲		西脇朗		田中佳太		松尾俊平		田中和広 ヒロ		山部道		小林邦夫										79		0		79		0		80		1		-

		H30d		131118011		金沢港(南地区)岸壁(-7.5m)(改良)修正設計		北陸		01整備局		43544.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		山口達治		加藤圭		竹田正彦		畔柳陽介		砂川透吾		宮下健一朗												瀬良敬二		79		0		79		0		79		0		81

		H30d		131118012		気象・海象データ追録等業務		北陸		01整備局		43532.0		（株）アルファ水工コンサルタンツ		00000066		建設コンサルタント等		冨澤伸樹		遠藤次郎		坂本辰哉		秋田雄大																		78		0		78		0		78		0		-

		H30d		131118013		伏木富山港(富山地区)岸壁(-10m)(2号)(改良)取付部細部設計		北陸		01整備局		43546.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		團村肇		住岡直樹		久保田徹		小原陵		槙野公平		塩田恒夫		石本健治		安田将人								上原教善		79		0		79		0		80		1		81

		H30d		131218003		伏木富山港計画・調査等補助業務		北陸		01整備局		43549.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		渡邉孝		武田武																						76		0		76		0		76		0		-

		H30d		131218013		伏木富山港(新湊地区)係留施設整備計画検討業務		北陸		01整備局		43552.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		柏原裕彦		相澤和善		田端優憲		池田剛		梅木義幸		川又淳子		山口高弘		飯尾昌和		中村秀一						本田善之		79		0		79		0		77		0		80

		H30d		131318004		金沢港等計画・調査等補助業務		北陸		01整備局		43552.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		渡邉孝		森英治																						79		0		79		0		79		0		-

		H30d		131318011		小松空港誘導路改良調査設計		北陸		01整備局		43371.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		原田秀敏		山口公平		舟越秀樹		森栄司																義永茂司		77		0		77		0		76		0		80

		H30d		131418008		みなとカメラ実施設計		北陸		01整備局		43524.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		岩堀英明		田口雄太		内藤裕司		野添裕貴		原田淳														福田泰久		75		0		75		0		72		0		92

		H30d		131418012		敦賀港港内波浪観測業務		北陸		01整備局		43546.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		建設コンサルタント等		立石賢吾		田畑光太郎		門谷綱祐		森一郎		原田浩二		水野静		山口初代												77		0		77		0		75		0		-

		H30d		131418014		敦賀港(鞠山南地区)係留施設施工方策検討業務		北陸		01整備局		43549.0		（株）アルファ水工コンサルタンツ		00000066		建設コンサルタント等		橋本孝治		福田和雄		野地雅貴		阪下大地		鈴木彰		平井豊規												坂本辰哉		77		0		77		0		74		0		93

		H30d		140118001		平成30年度　中部地方整備局発注補助業務		中部		01整備局		43553.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		武井泰男		三浦雅巳		加藤篤志		千村聖治		夏井直		西子恵市														79		0		79		0		79		0		-

		H30d		140118002		平成30年度　中部地方整備局技術審査補助業務		中部		01整備局		43553.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		武井泰男		喜多佳門		幡野正友		酒井孝典		西子恵市																76		0		76		0		76		0		-

		H30d		140118004		平成30年度　港湾整備に係る沿岸気象海象情報の予測情報等提供業務		中部		01整備局		43555.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		鈴木善光		吉永泰祐		山本浩之																				77		0		77		0		75		0		-

		H30d		140118006		平成30年度　三河港環境影響予測検討業務		中部		01整備局		43524.0		（株）日本海洋生物研究所		00008220		建設コンサルタント等				橋口晴穂		宮向智興		森将人		今尾和正																76		0		76		0		77		0		-

		H30d		140118006		平成30年度　三河港環境影響予測検討業務		中部		01整備局		43524.0		（社）全国水産技術者協会		00188137		建設コンサルタント等		新井義昭		前田隼平		石田基雄		北川高司																		76		0		76		0		77		0		-

		H30d		140118007		平成30年度　水中部施工状況確認業務		中部		01整備局		43553.0		（社）日本潜水協会		00010151		建設コンサルタント等		栗谷幸一																								75		0		75		0		75		0		-

		H30d		140118012		平成30年度　材料単価調査		中部		01整備局		43553.0		（財）経済調査会		00005711		建設コンサルタント等		永谷守		藤井拓也		東智広		米本剛理																		77		0		77		0		75		0		-

		H30d		140118013		平成30年度　伊勢湾BCPの行動計画向上検討業務		中部		01整備局		43532.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		橋元良二		一ノ瀬敏		石川泰朋		眞山丈夫																		77		0		77		0		79		0		-

		H30d		140118014		平成30年度　みなとカメラ設計業務		中部		01整備局		43524.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		八木英紀		箕作幸治																				上野雅明		77		0		77		0		78		0		67

		H30d		140118015		平成30年度　流況観測データの有効活用に向けた検討業務		中部		01整備局		43553.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		春日井康夫		田所篤博		渡部耕平		峯村浩治		守屋正平		山本浩之														77		0		77		0		79		0		-

		H30d		140118016		平成30年度　伊勢湾再生海域推進プログラム策定外実施方策検討業務		中部		01整備局		43546.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等				鶴島大樹		小山悠人		望月洋輔		永尾謙太郎																80		1		80		1		81		1		-

		H30d		140118016		平成30年度　伊勢湾再生海域推進プログラム策定外実施方策検討業務		中部		01整備局		43546.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		菅家英朗		森谷粒志		榎並万里子		太田正規		西土井誠																80		1		80		1		81		1		-

		H30d		140118017		平成30年度　名古屋港ポートアイランド仮置土砂搬出検討業務		中部		01整備局		43524.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		武井泰男		洞谷邦弘		川田博司		永田享志																		77		0		77		0		78		0		-

		H30d		140118018		平成30年度　中部におけるフェリー・RORO船を活用した物流効率化検討に資する基礎資料作成業務		中部		01整備局		43524.0		（株）建設技術研究所		00000015		建設コンサルタント等		掛水直喜		横山憲		伊東裕晃		鈴村雅彦																		73		0		73		0		73		0		-

		H30d		140118021		平成30年度　管内港湾の防災情報共有データベース高度化業務		中部		01整備局		43549.0		（株）シオ政策経営研究所		00004074		建設コンサルタント等		藤田順史		木村昭宣		森脇千暁		内田景子		中神啓介		西崎英治		藤木隆二												77		0		77		0		77		0		-

		H30d		140118025		平成30年度　中部の港湾における高潮に関する基礎資料作成業務		中部		01整備局		43553.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		田中聡		樋口直人		森谷拓実		宮川駿也		宮本敏行		中村隆志		原信彦												76		0		76		0		73		0		-

		H30d		141017001		平成29年度　清水港湾事務所監督等補助業務		中部		01整備局		43553.0		マリンテクノロジー（株）		00008926		建設コンサルタント等		浅井孝多郎		大野稔浩		西田幸成		田上克博		吉田眞一郎		松原亘一		坂野英次		田上隆文		若松誠								77		0		77		0		77		0		-

		H30d		141017002		平成29年度　清水港湾事務所品質監視等補助業務		中部		01整備局		43553.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		洞谷邦弘																								77		0		77		0		77		0		-

		H30d		141017002		平成29年度　清水港湾事務所品質監視等補助業務		中部		01整備局		43553.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等				横倉博		近藤和也																				77		0		77		0		77		0		-

		H30d		141018012		平成30年度　御前崎港港内整備効果検討業務		中部		01整備局		43539.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		石本健治		花井健太		宮川駿也		榎本真久		宮本敏行		白井英一		齋藤浩行		森田整		田村圭一								77		0		77		0		77		0		-

		H30d		141018016		平成30年度　清水港港内整備計画検討業務		中部		01整備局		43539.0		（株）シオ政策経営研究所		00004074		建設コンサルタント等		藤田順史		木村昭宣		内田景子		中神啓介		西崎英治		藤木隆二														79		0		79		0		80		1		-

		H30d		141018023		平成30年度　下田港潮位観測データ解析・信頼性確認検討業務		中部		01整備局		43546.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		仲井圭二		田中陽二		鈴山勝之		村瀬博一																		78		0		78		0		77		0		-

		H30d		141018027		平成30年度　下田港防波堤整備効果検討業務		中部		01整備局		43524.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		建設コンサルタント等		正田孝明		立石賢吾		伊藤久芳		水野静		古橋正祐		山口初代		河内典子												81		1		81		1		81		1		-

		H30d		141018028		平成30年度　清水港日の出岸壁(-12m)(改良)詳細構造検討業務		中部		01整備局		43549.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		影地良昭		加藤圭		久保田博貴		石河雅典		山下武														寺島彰人		78		0		78		0		77		0		81

		H30d		141018029		平成30年度　田子の浦港港湾機能検討業務		中部		01整備局		43518.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		白井英一		花井健太		宮川駿也		榎本真久		宮本敏行		中村隆志		石本健治		齋藤浩行										77		0		77		0		76		0		-

		H30d		141018034		平成30年度　御前崎港港内施設整備検討業務		中部		01整備局		43549.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		石本健治		槙野公平		榎本真久		松原弘晃		白井英一		青山宗平		伊東啓勝		田村圭一										78		0		78		0		76		0		-

		H30d		141018040		平成30年度　清水港日の出地区埋立承認申請資料作成業務		中部		01整備局		43524.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		建設コンサルタント等		岡部克顕		立石賢吾		古橋正祐		島田久子		河内典子																78		0		78		0		76		0		-

		H30d		141118031		平成30年度　名古屋港船舶技術資料作成外業務		中部		01整備局		43553.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		西尾誠市																								76		0		76		0		78		0		-

		H30d		141118035		平成30年度　名古屋港コンテナターミナル外整備効果検討業務		中部		01整備局		43524.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		岡本辰生		笹岡大輔		丁子信		山内慎平		磯山直佑		須賀佑実子		千田祐一郎												78		0		78		0		77		0		-

		H30d		141118046		平成30年度　名古屋港岸壁整備に係る船舶航行安全対策検討業務		中部		01整備局		43546.0		（社）伊勢湾海難防止協会		K001760403		建設コンサルタント等		藤田義朝		岩崎昭男		野間卓志		浜野康彦																		77		0		77		0		80		1		-

		H30d		141118057		平成30年度　名古屋港における新技術を活用した生産性向上外検討業務		中部		01整備局		43546.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		丁子信		笹岡大輔		山内慎平		磯山直佑		須賀佑実子		岡本辰生		千田祐一郎												77		0		77		0		77		0		-

		H30d		141118064		平成30年度　名古屋港岸壁整備施工計画検討業務		中部		01整備局		43539.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		川田博司		洞谷邦弘		武井泰男		鈴木亘																		78		0		78		0		80		1		-

		H30d		141118066		平成30年度　名古屋港飛島ふ頭東地区岸壁(-15m)桟橋部撤去工実施設計		中部		01整備局		43546.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		吉川慎一		村上巧一		田守利充		横山茂生		西尾岳裕														平井俊之		78		0		78		0		76		0		91

		H30d		141118069		平成30年度　名古屋港港湾における賑わい空間の活性化検討業務		中部		01整備局		43524.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		福田一郎		戸田智司		港絢子		太田正規		田中裕作		西土井誠														78		0		78		0		79		0		-

		H30d		141118085		平成30年度　名古屋港稲永ふ頭地区24号岸壁改良設計		中部		01整備局		43546.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		西尾岳裕		瀬戸口修造		梅田和成		北野有美		横山茂生		武田康司		岡部登		杉原弘一		楠謙吾						吉川慎一		78		0		78		0		76		0		91

		H30d		141118086		平成30年度　公有水面埋立事業施工計画検討業務		中部		01整備局		43546.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		武井泰男		洞谷邦弘		川田博司		川瀬将																		79		0		79		0		80		1		-

		H30d		141118087		平成30年度　名古屋港港内の流入土砂による物流機能への影響検討業務		中部		01整備局		43546.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		小野信幸		片山理恵		笠毛健生		白木喜章																		77		0		77		0		78		0		-

		H30d		141118092		平成30年度　名古屋港ポートアイランド余水処理施設検討業務		中部		01整備局		43546.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		石本健治		團村肇		丸井英明		小原陵		松原弘晃		安田将人												上原教善		77		0		77		0		76		0		67

		H30d		141118096		平成30年度　名古屋港浚渫土砂等の水面埋立材への利活用に係る検討業務		中部		01整備局		43546.0		（社）水底質浄化技術協会		00009957		建設コンサルタント等		桑原正彦		川西龍一		小島洋		村上和男		斗沢照夫		江原仁														77		0		77		0		80		1		-

		H30d		141218004		平成30年度　三河港潮位データ信頼性維持検討及び風記録整理業務		中部		01整備局		43553.0		玉野総合コンサルタント（株）		00000087		建設コンサルタント等		近藤泰徳		冨田昌		石黒武文																				75		0		75		0		74		0		-

		H30d		141218014		平成30年度　三河地域周辺の物流効率化等による港湾機能検討業務		中部		01整備局		43524.0		（株）日本海洋科学		00004034		建設コンサルタント等		島津雅納		平田裕一		久下剛也		原大地																		80		1		80		1		79		0		-

		H30d		141218020		平成30年度　三河港港湾業務艇建造等検討業務		中部		01整備局		43524.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		加藤英夫		木村茂喜		中島武男		神野信行		岩月哲三		澤明		菊池俊雄										平山誠		70		0		70		0		67		0		76

		H30d		141218022		平成30年度　三河湾環境再生推進方策検討業務		中部		01整備局		43546.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		菅家英朗		森谷粒志		柏木信二																				73		0		73		0		72		0		-

		H30d		141218027		平成30年度　三河港神野地区利便性検討業務		中部		01整備局		43546.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		石河雅典		久保田博貴		新美達也		影地良昭		北田彰久		山下武		黒川一志		荒木大志										78		0		78		0		78		0		-

		H30d		141218028		平成30年度　三河港神野地区施工方策検討業務		中部		01整備局		43546.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		大谷祐司		梅田和成		家村健吾		西尾岳裕		遠藤信之		吉川慎一												坪井英夫		77		0		77		0		77		0		78

		H30d		141218030		平成30年度　三河港物流機能検討業務		中部		01整備局		43549.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		森田佳宏		高良麻由		岡本辰生		中川雄太郎		高尾秀樹		山本宣永														77		0		77		0		76		0		-

		H30d		141317003		平成29年度　津松阪港事務所監督等補助業務		中部		01整備局		43553.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		西尾誠市		大湯聡		岩崎二朗		阿部寛																		79		0		79		0		79		0		-

		H30d		141317004		平成29年度　津松阪港事務所品質監視等補助業務		中部		01整備局		43553.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		川田博司		原田辰夫																						75		0		75		0		75		0		-

		H30d		141318001		平成30年度　四日市港湾事務所品質監視等補助業務		中部		01整備局		43553.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		川田博司																								75		0		75		0		75		0		-

		H30d		141318001		平成30年度　四日市港湾事務所品質監視等補助業務		中部		01整備局		43553.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等				土田正彦																						75		0		75		0		75		0		-

		H30d		141318005		平成30年度　四日市港道路(霞4号幹線)保全対策検討業務		中部		01整備局		43546.0		（株）環境アセスメントセンター		00000194		建設コンサルタント等		桑原淳		品川修二		今井久子		堀内純		鈴木雅人		加藤健一														77		0		77		0		76		0		-

		H30d		141318006		平成30年度　四日市港霞ヶ浦地区岸壁施工方策検討業務		中部		01整備局		43553.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		柴田大介		相澤和善		田端優憲		鳥居洋		池田剛		高橋琢磨		山部道												81		1		81		1		81		1		-

		H30d		141318010		平成30年度　津松阪港津地区海岸保全施設整備方策検討業務		中部		01整備局		43546.0		（社）日本マリーナ・ビーチ協会		K001709439		建設コンサルタント等		木下明		山下雅人		板尾浩		佐藤恒夫		奥康彦																75		0		75		0		72		0		-

		H30d		141318012		平成30年度　四日市港道路(霞4号幹線)資料作成業務		中部		01整備局		43524.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		松原吉男		大川寛		竹内克幸		村山元																		76		0		76		0		76		0		-

		H30d		141318017		平成30年度　四日市港霞ヶ浦地区施設整備検討業務		中部		01整備局		43551.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		笹岡大輔		山内慎平		磯山直佑		小田隼也		岡本辰生		真子昌樹														80		1		80		1		78		0		-

		H30d		141318028		平成30年度　四日市港港湾機能強化方策検討業務		中部		01整備局		43539.0		中電技術コンサルタント（株）		00000063		建設コンサルタント等		日高康之		西川真大		日野原遼		岩本典丈		塚野真美																76		0		76		0		74		0		-

		H30d		141318031		平成30年度　津松阪港津地区海岸整備施工方策検討業務		中部		01整備局		43546.0		中電技術コンサルタント（株）		00000063		建設コンサルタント等		日高康之		生頼直樹		村上公亮		北出圭介																		77		0		77		0		75		0		-

		H30d		141418001		平成30年度　管内技術資料収集・整理業務		中部		01整備局		43553.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		武井泰男		杉山一信																						76		0		76		0		76		0		-

		H30d		141418002		平成30年度　伊勢湾環境情報改良検討業務		中部		01整備局		43555.0		国際航業（株）		00000047		建設コンサルタント等		永松宏		中村元彦		渡邊紗代		金津伸好																		77		0		77		0		76		0		-

		H30d		141418004		平成30年度　清水港日の出地区岸壁(-12m)(改良)基本設計		中部		01整備局		43451.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		寺島彰人		久保田博貴		安波史喬		新美達也		影地良昭		山下武		鈴木信夫		芋野智成								石河雅典		79		0		79		0		76		0		93

		H30d		141418005		平成30年度　伊勢湾波浪推算業務		中部		01整備局		43496.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		石河雅典		久保田博貴		新美達也		永澤豪		影地良昭		山下武		大家隆行		加藤哲也		辻尾大樹						熊谷健蔵		79		0		79		0		75		0		93

		H30d		141418006		平成30年度　下田港防波堤(西)D区水理模型実験		中部		01整備局		43426.0		玉野総合コンサルタント（株）		00000087		建設コンサルタント等		森川高徳		吉田要		安藤智史		池尾進																		82		1		82		1		81		1		-

		H30d		141418009		平成30年度　強震計を活用した施設診断システム改良検討業務		中部		01整備局		43524.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等				梶谷卓美		藤岡淳		宮脇周作																		77		0		77		0		76		0		-

		H30d		141418009		平成30年度　強震計を活用した施設診断システム改良検討業務		中部		01整備局		43524.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		曽根照人		山本龍		中垣規子		戎健次		江口拓生		高岡慶人		井口勝洋		桑原直範								平井俊之		77		0		77		0		76		0		79

		H30d		141418012		平成30年度　伊勢湾海洋レーダ観測システム改良業務		中部		01整備局		43552.0		国際航業（株）		00000047		建設コンサルタント等		永松宏		片瀬冬樹		中村元彦		渡邊紗代		金津伸好		田邉光一														78		0		78		0		79		0		-

		H30d		141418013		平成30年度　名古屋港岸壁構造検討業務		中部		01整備局		43546.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		西尾岳裕		村上巧一		山本龍		杉本有基		高岡慶人		田守利充		家村健吾		曽根照人		吉川慎一						平井俊之		78		0		78		0		75		0		89

		H30d		141418015		平成30年度　管内技術企画支援業務		中部		01整備局		43532.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		春日井康夫		高橋義典		峯村浩治		守屋正平		遠藤敏雄		畠山貴之														78		0		78		0		78		0		-

		H30d		141418016		平成30年度　四日市港岸壁構造検討業務		中部		01整備局		43546.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		柴田大介		相澤和善		田端優憲		池田剛		上原甲太郎		案浦侑己		野田恵史		山口高弘		中村秀一						川嶋憲		78		0		78		0		75		0		92

		H30d		141418017		平成30年度　港湾施設の点検技術導入検討業務		中部		01整備局		43539.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等				宮脇周作		田所篤博		藤岡淳		守屋正平																77		0		77		0		77		0		-

		H30d		141418017		平成30年度　港湾施設の点検技術導入検討業務		中部		01整備局		43539.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		森本睦		山本龍		松本俊範		家村健吾		竹内麻衣子		曽根照人		大利公二												77		0		77		0		77		0		-

		H30d		150117004		管内水中部施工状況確認業務		近畿		01整備局		43251.0		（社）日本潜水協会		00010151		建設コンサルタント等		阪井田茂		堀内義孝																						76		0		76		0		76		0		-

		H30d		150118002		港湾整備に係る沿岸気象海象情報の予測情報等提供業務 		近畿		01整備局		43555.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		鈴木善光		吉永泰祐		山本浩之																				77		0		77		0		77		0		-

		H30d		150118005		管内資材等価格調査		近畿		01整備局		43553.0		（財）経済調査会		00005711		建設コンサルタント等		三輪幸一		井藤浩典		水口晶裕		浅川力一																		76		0		76		0		77		0		-

		H30d		150118018		阪神港における船舶航行シミュレーション業務		近畿		01整備局		43549.0		（株）日本海洋科学		00004034		建設コンサルタント等		島津雅納		高橋浩子		久下剛也		原大地																		79		0		79		0		78		0		-

		H30d		150118019		阪神港における船舶の航行安全検討業務		近畿		01整備局		43549.0		（社）神戸海難防止研究会		K001675226		建設コンサルタント等		伊藤雅之		藤原昇		宮島照仁		江頭正人																		79		0		79		0		79		0		-

		H30d		150118020		大阪湾港湾の港湾機能検討業務		近畿		01整備局		43539.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		池田薫		上野雅明		森田雅裕		鈴木武																		76		0		76		0		76		0		-

		H30d		150118022		管内水中部施工状況確認業務		近畿		01整備局		43553.0		（社）日本潜水協会		00010151		建設コンサルタント等		松井善樹		堀内義孝																						76		0		76		0		76		0		-

		H30d		150118023		大阪湾諸港の港湾事業継続計画に係る検討業務		近畿		01整備局		43539.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		上野雅明		橋元良二		一ノ瀬敏		森田雅裕		眞山丈夫																76		0		76		0		74		0		-

		H30d		150118025		阪神港の国際物流機能等検討業務		近畿		01整備局		43546.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		福田一郎		高橋宏直		清水邦彦		池田忠継		西土井誠																75		0		75		0		76		0		-

		H30d		150118026		大阪湾港湾における新たな産業を創造するための港湾物流機能検討業務		近畿		01整備局		43504.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		千田祐一郎		木俣順		山内慎平		丁子信		堀木小百合		須賀佑実子														77		0		77		0		76		0		-

		H30d		150118026		大阪湾港湾における新たな産業を創造するための港湾物流機能検討業務		近畿		01整備局		43504.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等				畑中諭		水野正博																				77		0		77		0		76		0		-

		H30d		150118027		大阪湾再生行動計画(第二期)中間評価等検討業務		近畿		01整備局		43539.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		菅家英朗		港絢子		三原正裕		首藤啓		西土井誠		福田一郎														76		0		76		0		74		0		-

		H30d		150118028		港湾施設の維持管理に関する技術向上検討業務		近畿		01整備局		43524.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		稲田勉		梶谷卓美		林洋介		高橋義典		田所篤博		畠山貴之														78		0		78		0		78		0		-

		H30d		150118029		近畿管内におけるクルーズ船等による地域振興方策検討業務		近畿		01整備局		43539.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		太田正規		石山孝義		清水邦彦		安田志穂		山本涼平		西土井誠														76		0		76		0		77		0		-

		H30d		150118034		海外事例を踏まえた船舶の環境負荷低減に対応する港湾施設整備計画検討業務		近畿		01整備局		43544.0		（財）国際臨海開発研究センター		K001772909		建設コンサルタント等		富田英治		山口章		長谷部英司		小山彰		三宅光一																74		0		74		0		76		0		-

		H30d		150118038		海底地形修復等に関する技術検討業務		近畿		01整備局		43544.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		首藤啓		石山孝義		榎並万里子		守屋良美		木俣陽一																76		0		76		0		76		0		-

		H30d		150118039		既存高規格コンテナターミナルの運営効率化に向けたヤード配置検討業務		近畿		01整備局		43546.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		高橋琢磨		鳥居洋		後藤洋加		武山陽樹		高橋浩二		中嶋実		飯尾昌和		片山昌大郎										79		0		79		0		79		0		-

		H30d		151018009		柴山港柴山地区外防波堤(西)整備計画検討業務		近畿		01整備局		43539.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		伍井稔		渡辺卓也		花澤広貴		成毛辰徳		大野正博		水野博史		加地智彦												81		1		81		1		79		0		-

		H30d		151018010		柴山港二重円筒ケーソン式防波堤維持管理手法検討業務		近畿		01整備局		43539.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等				田村直貴		秋山敬吾		武山陽樹		関根隆行		久保田崇仁														78		0		78		0		80		1		-

		H30d		151018010		柴山港二重円筒ケーソン式防波堤維持管理手法検討業務		近畿		01整備局		43539.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		梶谷卓美		林洋介		佐藤昌宏		片上智之		田所篤博																78		0		78		0		80		1		-

		H30d		151018011		舞鶴港和田地区国際物流ターミナル事業効果検討業務		近畿		01整備局		43524.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		千田祐一郎		岡本辰生		須賀佑実子		磯山直佑		大角和輝		山内慎平														81		1		81		1		81		1		-

		H30d		151018012		舞鶴港和田地区国際ふ頭整備計画検討業務		近畿		01整備局		43544.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		牧野綾		西村壮介		真期俊行		野々村さやか		福井秀平		久米俊治														80		1		80		1		79		0		-

		H30d		151018016		舞鶴港第2ふ頭地区岸壁(-10m)附帯施設上部工改良設計		近畿		01整備局		43476.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		田中文彦		後藤洋之		鈴木雄太		伊藤諒		澤田天																78		0		78		0		78		0		-

		H30d		151018017		舞鶴港和田地区道路(上安久線)上安久地区橋梁詳細設計		近畿		01整備局		43553.0		（株）建設技術研究所		00000015		建設コンサルタント等		小糸秀幸		行藤晋也		川井菜緒		西村航平		湯原敏文		数見真生												井上雅夫		75		0		75		0		76		0		79

		H30d		151018018		舞鶴港和田地区道路(上安久線)城東地区橋梁詳細設計		近畿		01整備局		43553.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		金子正之		矢口昂史		金沢吉彦		山本篤博		大原誠														山本智弘		79		0		79		0		81		1		81

		H30d		151117001		大阪港等施工状況確認等補助業務		近畿		01整備局		43553.0		（株）クローバーエンジニアリング		00008563		建設コンサルタント等				小西倫夫		松田修治																				78		0		78		0		78		0		-

		H30d		151117001		大阪港等施工状況確認等補助業務		近畿		01整備局		43553.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		國重康弘		小塚透																				國重康弘		78		0		78		0		78		0		-

		H30d		151117002		大阪港等監督補助業務		近畿		01整備局		43553.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		中川誠		高崎友美		平山茂樹		二塚耕永		殖田昌実		関智章		神澤裕一										寺島彰人		77		0		77		0		77		0		-

		H30d		151118009		大阪港北港南地区航路(-16m)附帯施設沈下解析・設計検討業務		近畿		01整備局		43343.0		ポートコンサルタント（株）		00000927		建設コンサルタント等		紺谷明泰		反田行雄		内藤輝		平野利幸		坂井優太		中野友輔												鈴木孝幸		79		0		79		0		78		0		81

		H30d		151118014		堺泉北港における国内海上複合一貫輸送基礎的検討業務		近畿		01整備局		43524.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		牧野綾		西村壮介		真期俊行		野々村さやか		福井秀平		久米俊治														82		1		82		1		81		1		-

		H30d		151118025		大阪港北港南地区岸壁(-16m)(C12延伸部)等施設整備計画検討業務		近畿		01整備局		43549.0		八千代エンジニヤリング（株）		00000123		建設コンサルタント等		渡辺健二		永瀬翔平		吉田秀樹		岸本平嗣		兼古英明		天野俊												佐藤環		79		0		79		0		78		0		80

		H30d		151118032		堺泉北港事業効果検討業務		近畿		01整備局		43549.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		西村壮介		牧野綾		久米俊治		真期俊行		家村健吾		西尾岳裕		桑原直範		野々村さやか		佐藤広章								81		1		81		1		81		1		-

		H30d		151118037		堺泉北港堺2区臨港道路地震災害検討業務		近畿		01整備局		43549.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		平井俊之		江口拓生		森本睦		桑原直範		藤村一雄																79		0		79		0		77		0		-

		H30d		151217001		神戸港等施工状況確認等補助業務		近畿		01整備局		43553.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		島崎義一		松下健一		藤原耕司																		島崎義一		74		0		74		0		74		0		-

		H30d		151217001		神戸港等施工状況確認等補助業務		近畿		01整備局		43553.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等				野川秀樹		星加嗣																				74		0		74		0		74		0		-

		H30d		151217002		神戸港等監督補助業務		近畿		01整備局		43553.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		前藤和彦		室正利		青柳久		平畑政和		笠下真司		村山誠		永井秀憲		伊藤進		山口裕章		玉木理風						77		0		77		0		77		0		-

		H30d		151218003		神戸港事業効果検討業務		近畿		01整備局		43524.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		西村壮介		宇野元浩		牧野綾		久米俊治		真期俊行		野々村さやか														82		1		82		1		78		0		-

		H30d		151218015		神戸港六甲アイランド地区荷さばき地施工計画検討業務		近畿		01整備局		43524.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		清水建一朗		渡部喜啓		田村直貴		武山陽樹																		78		0		78		0		78		0		-

		H30d		151218024		神戸港海上工事に伴う船舶航行安全対策検討業務		近畿		01整備局		43546.0		（社）神戸海難防止研究会		K001675226		建設コンサルタント等		伊藤雅之		藤原昇		江頭正人		奥原徳男																		78		0		78		0		77		0		-

		H30d		151218025		神戸港航路附帯施設等施工検討業務		近畿		01整備局		43524.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		永田享志		島崎義一		松下健一		渡邉明浩		櫻井良宏		加藤利弘														77		0		77		0		74		0		-

		H30d		151218026		姫路港港湾物流影響等検討調査		近畿		01整備局		43539.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		高尾秀樹		笹岡大輔		高良麻由		森田佳宏		中川雄太郎																77		0		77		0		73		0		-

		H30d		151218039		神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地施工計画検討業務		近畿		01整備局		43549.0		中電技術コンサルタント（株）		00000063		建設コンサルタント等		村上公亮		植田拓朗		橋本淳		北出圭介																		72		0		72		0		74		0		-

		H30d		151218059		神戸港航路附帯施設構造検討業務		近畿		01整備局		43454.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		安部浩史		秋山敬吾		中島滉平																		笹部剛男		78		0		78		0		77		0		81

		H30d		151318001		船舶技術検討業務		近畿		01整備局		43539.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		菊池俊雄		皿澤薫		神野信行		中島武男		長崎義男		岩月哲三		井上眞幸		平山誠										76		0		76		0		76		0		-

		H30d		151318003		和歌山下津港海岸(海南地区)藤白護岸(改良)(第2工区)(6号桟橋部等)基本設計		近畿		01整備局		43524.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		安部浩史		長田光希		蒔苗嘉人		大塚正和		高野向後		宇野勝哉		中島滉平										清水建一朗		84		1		84		1		83		1		81

		H30d		151318010		和歌山下津港本港地区防波堤(外)(2)(改良)基本設計		近畿		01整備局		43518.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		家村健吾		福島有加里		福井秀平		殿最浩司		遠藤信之		佐藤広章												平井俊之		77		0		77		0		77		0		81

		H30d		151318011		港湾施設の設計等に関する技術支援業務		近畿		01整備局		43539.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		山本修司		林洋介		佐藤昌宏		菅野高弘		岡田理		田所篤博		守屋正平												76		0		76		0		76		0		-

		H30d		151318013		和歌山下津港海岸における水門構造等検討業務		近畿		01整備局		43532.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等				南雲祐一郎		西村圭右		松本遼		佐久間和弘		谷口史一		川畑智		栗山卓也										78		0		78		0		79		0		-

		H30d		151318013		和歌山下津港海岸における水門構造等検討業務		近畿		01整備局		43532.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		大村厚夫		林洋介		森本悟司		浜口正志		田所篤博		守屋正平														78		0		78		0		79		0		-

		H30d		151318014		舞鶴港第2ふ頭地区係留附帯施設基本設計等		近畿		01整備局		43518.0		協同エンジニアリング（株）		00000569		建設コンサルタント等		荒木健人		衛藤慎一郎		山田麻矢		芝辻保		澤田守		松原恭博												富安良一		76		0		76		0		76		0		81

		H30d		151318016		海水循環技術による環境改善検討業務		近畿		01整備局		43500.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		小野健		大久保慧		鈴木綜人		藤井清香		酒井康彦																79		0		79		0		78		0		-

		H30d		151318017		神戸港機能強化事業構造検討業務		近畿		01整備局		43525.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		安部浩史		田村直貴		高野向後		久保田崇仁		宇野勝哉		清水建一朗		蒔苗嘉人												79		0		79		0		77		0		-

		H30d		151318017		神戸港機能強化事業構造検討業務		近畿		01整備局		43525.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等				林洋介		大村厚夫		佐藤昌宏		森晴夫		田所篤博		守屋正平												79		0		79		0		77		0		-

		H30d		151318018		建造施工状況確認等業務		近畿		01整備局		43549.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		菊池俊雄		皿澤薫		木村茂喜		中島武男		長崎義男		岩月哲三														73		0		73		0		73		0		-

		H30d		151318019		港湾・海岸施設における耐震性能検討業務		近畿		01整備局		43539.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		梶谷卓美		林洋介		浜口正志		高橋義典		田所篤博		蛭川愛志														77		0		77		0		79		0		-

		H30d		151318022		波浪・高潮に対する新技術への適用検討業務		近畿		01整備局		43546.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		田所篤博		梶谷卓美		林洋介		岡田理		守屋正平																77		0		77		0		80		1		-

		H30d		151318022		波浪・高潮に対する新技術への適用検討業務		近畿		01整備局		43546.0		八千代エンジニヤリング（株）		00000123		建設コンサルタント等				小山萌弥		清水研		国生隼人		渡辺健二																77		0		77		0		80		1		-

		H30d		151318023		神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地地盤改良検討業務		近畿		01整備局		43539.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		安部浩史		長田光希		蒔苗嘉人		中島滉平		高野向後		久保田崇仁		宇野勝哉												77		0		77		0		76		0		-

		H30d		151318026		和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(改良)構造検討業務		近畿		01整備局		43539.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		林洋介		佐藤昌宏		宮脇周作		守屋正平		遠藤敏雄																80		1		80		1		80		1		-

		H30d		151318026		和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(改良)構造検討業務		近畿		01整備局		43539.0		八千代エンジニヤリング（株）		00000123		建設コンサルタント等				小山萌弥		永瀬翔平		清水研		八尋蓮		関口翔也		国生隼人		渡辺健二		天野俊								80		1		80		1		80		1		-

		H30d		151318027		大阪湾汚濁機構解明検討業務		近畿		01整備局		43539.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		小野健		大久保慧		鈴木綜人		川崎太輝		藤井清香																77		0		77		0		77		0		-

		H30d		151418005		和歌山下津港防波堤等施工計画検討業務		近畿		01整備局		43524.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		川上雅彦		芳賀敬二		志村浩美		國重康弘		鈴木亘		川瀬将												櫻井良宏		79		0		79		0		77		0		69

		H30d		151418006		和歌山下津港事業効果検討業務		近畿		01整備局		43441.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		牧野綾		久米俊治		真期俊行		西村壮介																		81		1		81		1		80		1		-

		H30d		151418017		和歌山下津港海岸(海南地区)陸閘等管理方策検討業務		近畿		01整備局		43524.0		（社）日本マリーナ・ビーチ協会		K001709439		建設コンサルタント等		山下雅人		木下明		竹本清司		佐藤恒夫		奥康彦																77		0		77		0		76		0		-

		H30d		151418019		和歌山下津港海岸(海南地区)藤白護岸(第1工区)(桟橋部)細部設計		近畿		01整備局		43539.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		安部浩史		上野佳三		長田光希		秋山敬吾		蒔苗嘉人		大塚正和		高野向後		宇野勝哉								清水建一朗		80		1		80		1		78		0		83

		H30d		151418028		和歌山下津港海岸(海南地区)築地護岸(排水機場部)細部設計		近畿		01整備局		43546.0		協同エンジニアリング（株）		00000569		建設コンサルタント等		荒木健人		衛藤慎一郎		山田麻矢		水野満博		芝辻保		澤田守		松原恭博		森京介								富安良一		80		1		80		1		78		0		83

		H30d		151418029		和歌山下津港海和歌丸係留施設施工計画等検討業務		近畿		01整備局		43543.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		田中文彦		後藤洋之		長沢洋一		鈴木雄太		澤田天		大西智之		添田洋										安野経治		78		0		78		0		76		0		79

		H30d		151418034		日高港塩屋地区静穏検討等整備方策検討業務		近畿		01整備局		43539.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		中村隆志		大竹剛史		田中聡		古泉統義		白木喜章		山田貴裕		田村圭一		原信彦		安田将人						石本健治		81		1		81		1		80		1		82

		H30d		151418035		和歌山下津港・日高港の利用振興に向けた検討調査		近畿		01整備局		43549.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		西村壮介		牧野綾		久米俊治		真期俊行		野々村さやか		佐藤広章														79		0		79		0		79		0		-

		H30d		151418036		日高港塩屋地区事業効果検討業務		近畿		01整備局		43539.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		酒井康彦		秋元彩渚		橋本梓		泉伸司																		79		0		79		0		77		0		-

		H30d		151418046		和歌山下津港北港地区防波堤(南)災害復旧検討		近畿		01整備局		43539.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		安部浩史		上野佳三		相澤和善		大塚正和		高野向後														笹部剛男		78		0		78		0		77		0		81

		H30d		151418048		和歌山下津港北港地区防波堤(南)異形函設計業務		近畿		01整備局		43504.0		協同エンジニアリング（株）		00000569		建設コンサルタント等		森京介		衛藤慎一郎		山田麻矢		水野満博		荒木健人		富安良一		松原恭博										芝辻保		79		0		79		0		79		0		67

		H30d		160117001		管内技術審査資料作成補助業務		中国		01整備局		43553.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		田宮厚実		眞鍋和博		毛利聖		合田聖一																田宮厚実		77		0		77		0		77		0		-

		H30d		160118004		港湾整備に係る沿岸気象海象情報の予測情報等提供業務		中国		01整備局		43555.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		吉永泰祐		鈴木善光		山本浩之																				77		0		77		0		75		0		-

		H30d		160118005		資材価格等調査		中国		01整備局		43549.0		（財）経済調査会		00005711		建設コンサルタント等		柴田康史		向井達也																						77		0		77		0		76		0		-

		H30d		160118006		潜水による水中部施工状況確認業務		中国		01整備局		43553.0		（社）日本潜水協会		00010151		建設コンサルタント等		松井善樹		堀内義孝																						75		0		75		0		75		0		-

		H30d		160118009		船舶技術検討業務		中国		01整備局		43553.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		平山誠		福富泰		木村茂喜		井上眞幸		藤田秀雄		神野信行		岩月哲三		澤明										73		0		73		0		73		0		-

		H30d		160118010		港湾施設の維持管理に関する技術検討業務		中国		01整備局		43490.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		稲田勉		梶谷卓美		森本悟司		片上智之		守屋正平																73		0		73		0		73		0		-

		H30d		160118013		中国地方の港湾整備に係るバルク貨物国際動向検討調査		中国		01整備局		43538.0		（財）国際臨海開発研究センター		K001772909		建設コンサルタント等		富田英治		川田忠彦		小山彰		三宅光一		浅香泰三		高見澤麻衣														76		0		76		0		76		0		-

		H30d		160118015		瀬戸内海総合水質調査データ整理等業務		中国		01整備局		43546.0		（株）アルファ水工コンサルタンツ		00000066		建設コンサルタント等		橋本孝治		小金山透		遠藤次郎		寺澤知彦		堀江岳人		秋田雄大														77		0		77		0		76		0		-

		H30d		160118016		中国地方における港湾機能の利便性向上及び高度化に資するみなとオアシスの活性化方策検討業務		中国		01整備局		43544.0		（社）ウォーターフロント協会		K001772359		建設コンサルタント等		平尾壽雄		藤川洋子		村松菜穂子		金子正子																		80		1		80		1		80		1		-

		H30d		161018001		浜田港監督等補助業務		中国		01整備局		43555.0		（株）エイト日本技術開発		00000031		建設コンサルタント等		関勇二		安達広和		山田信司																				76		0		76		0		76		0		-

		H30d		161018002		浜田港施工状況確認等補助業務		中国		01整備局		43555.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		中川裕介		大上博志																						79		0		79		0		79		0		-

		H30d		161018003		境港等監督等補助業務		中国		01整備局		43555.0		ニシキコンサルタント（株）		00001003		建設コンサルタント等		細井明		金田博之																						75		0		75		0		75		0		-

		H30d		161018007		浜田港福井地区防波堤(新北)整備手法検討等業務		中国		01整備局		43434.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		石本健治		團村肇		住岡直樹		坂井良輔		山田貴裕		塩田恒夫												長谷川巌		79		0		79		0		78		0		80

		H30d		161018008		浜田港みなとカメラ設置検討業務		中国		01整備局		43434.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		八木英紀		箕作幸治																				上野雅明		77		0		77		0		78		0		78

		H30d		161018019		鳥取港港内静穏度対策検討業務		中国		01整備局		43404.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		山田貴裕		坂井良輔		大竹剛史		甲原僚子		片野明良		坂井隆行														79		0		79		0		80		1		-

		H30d		161018022		浜田港岸壁改良技術検討業務		中国		01整備局		43539.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		石本健治		團村肇		住岡直樹		坂井良輔		宮川駿也		宮本敏行		白井英一		山田貴裕		塩田恒夫						安田将人		79		0		79		0		77		0		80

		H30d		161018025		浜田港波高計設置検討業務		中国		01整備局		43444.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		仲井圭二		田中陽二		鈴山勝之		額田恭史		村瀬博一																74		0		74		0		75		0		-

		H30d		161018030		境港外港竹内南地区岸壁(-10m)附帯施設細部設計		中国		01整備局		43539.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		芋野智成		諸澤朱里		小西陽右		江田周次郎																寺島彰人		77		0		77		0		76		0		79

		H30d		161018034		浜田港福井地区防波堤(新北)概略設計		中国		01整備局		43539.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		團村肇		住岡直樹		久保田徹		山田貴裕		中村隆志		塩田恒夫		原信彦		石本健治								安田将人		79		0		79		0		78		0		81

		H30d		161018044		浜田港福井地区防波堤(新北)等漁業実態調査		中国		01整備局		43544.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		合田耕一		山田洋介		竹本昭男		福嶋正博																		80		1		80		1		76		0		-

		H30d		161018058		浜田港物流等実態調査		中国		01整備局		43553.0		中電技術コンサルタント（株）		00000063		建設コンサルタント等		岩本典丈		塚野真美		西野孝晴		厚井恵子																堀部守宏		75		0		75		0		75		0		67

		H30d		161117001		水島港施工状況確認等補助業務		中国		01整備局		43553.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		相田大作		前田史男																						77		0		77		0		77		0		-

		H30d		161118017		水島港玉島地区岸壁(-12m)付属施設整備検討業務		中国		01整備局		43343.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		寺島彰人		小西陽右		加藤哲也		芋野智成																天野紀		81		1		81		1		77		0		93

		H30d		161118020		水島港玉島地区航行安全検討業務		中国		01整備局		43524.0		（社）瀬戸内海海上安全協会		K001669930		建設コンサルタント等		永山哲弘		寺田昭人		福本勝海		宮田一雄		川又陽子																74		0		74		0		72		0		-

		H30d		161118029		水島港水島地区航行船舶実態調査		中国		01整備局		43546.0		中電技術コンサルタント（株）		00000063		建設コンサルタント等		岩本典丈		塚野真美		日野原遼		月坂明広		木下真吾																78		0		78		0		76		0		-

		H30d		161217001		広島港等施工状況確認等補助業務		中国		01整備局		43553.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		出路康夫		森脇和弘		西中茂吉		松本剛志		坂本一徳																79		0		79		0		79		0		-

		H30d		161217002		広島港等監督等補助業務		中国		01整備局		43553.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		下倉良一		田野和史		浅井澄男		杉浦宏治																		76		0		76		0		76		0		-

		H30d		161217017		広島港湾・空港整備事務所等庁舎建築監理業務		中国		01整備局		43312.0		（株）綜企画設計		00009081		建設コンサルタント等		野原章二		渡部清秀																						78		0		78		0		78		0		-

		H30d		161217052		広島港海岸中央西地区陸閘等設計業務		中国		01整備局		43251.0		（株）エイト日本技術開発		00000031		建設コンサルタント等		後藤朋子		高木一毅		藤原拓哉		後藤成秀																板野誠司		79		0		79		0		78		0		79

		H30d		161218021		広島港海岸中央東地区(矢野)護岸設計業務		中国		01整備局		43496.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		小西陽右		大澤史崇		影地良昭		山下武		寺島彰人		芋野智成												石河雅典		79		0		79		0		79		0		79

		H30d		161218029		広島港宇品地区岸壁(-12m)(改良)細部設計等業務		中国		01整備局		43496.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		吉川慎一		村上巧一		山本龍		杉本有基		田守利充		西尾岳裕												曽根照人		77		0		77		0		70		0		85

		H30d		161218031		広島空港エプロン改良他実施設計等業務		中国		01整備局		43532.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		尾上正浩		片柳敦喜		平野猛也		坂井典和																石井毅		78		0		78		0		76		0		80

		H30d		161218032		広島港海岸利活用方策等検討業務		中国		01整備局		43546.0		（社）日本マリーナ・ビーチ協会		K001709439		建設コンサルタント等		山下雅人		稲木信之		木下明		佐藤恒夫																		78		0		78		0		79		0		-

		H30d		161218048		広島港海岸中央東地区(矢野)家屋等調査(事後)		中国		01整備局		43546.0		（株）ウエスコ		00000075		建設コンサルタント等		安養寺義光		西尾健士		小竹清介		原田圭一																那須幹弘		78		0		78		0		78		0		80

		H30d		161218052		広島港海岸中央西地区(江波)家屋調査(事前)		中国		01整備局		43546.0		（株）古川コンサルタント		00000786		建設コンサルタント等		青木誠		郷路雅和																						78		0		78		0		77		0		-

		H30d		161218056		福山港整備検討業務		中国		01整備局		43549.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		水野博史		井上憲		山下篤郎		市川雅也		酒井康彦		岡本経孝		末盛雅英		高岡秀朋								安岡啓一		78		0		78		0		75		0		81

		H30d		161317016		徳山下松港船舶航行安全対策検討業務		中国		01整備局		43308.0		（社）瀬戸内海海上安全協会		K001669930		建設コンサルタント等		寺田昭人		福本勝海		永山哲弘																				73		0		73		0		74		0		-

		H30d		161317042		徳山下松港下松地区桟橋(-19m)渡橋部等設計		中国		01整備局		43434.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		坂本貴光		橋爪陽平		横山友一		岩崎賢一		山口孝幸		鳥飼千晶		堤光一郎		久保浩司								安野経治		76		0		76		0		75		0		81

		H30d		161317051		岩国港臨港道路整備事業監理業務の体制効率化検討業務		中国		01整備局		43553.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		中川裕介		小林健二		合田聖一		大石和彦																		76		0		76		0		77		0		-

		H30d		161317053		宇部港本港地区航行安全管理業務(その2)		中国		01整備局		43404.0		（社）西部海難防止協会		K001658016		建設コンサルタント等		赤塚浩一		吉浜朝元		宮脇史朗		濱田大策		松本昌之																74		0		74		0		74		0		-

		H30d		161317058		徳山下松港徳山地区航路(-14m)航行安全管理業務		中国		01整備局		43391.0		（社）瀬戸内海海上安全協会		K001669930		建設コンサルタント等		寺田昭人		福本勝海		永山哲弘		藤岡親志																		75		0		75		0		75		0		-

		H30d		161318001		宇部港等施工状況確認補助業務		中国		01整備局		43555.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		小林健二																								77		0		77		0		77		0		-

		H30d		161318002		宇部港等監督等補助業務		中国		01整備局		43555.0		ニシキコンサルタント（株）		00001003		建設コンサルタント等		金子達也		河野和秀																						75		0		75		0		75		0		-

		H30d		161318006		徳山下松港整備効果検討業務		中国		01整備局		43546.0		中電技術コンサルタント（株）		00000063		建設コンサルタント等		岩本典丈		塚野真美		近藤良		木下真吾		厚井恵子		宮本浩司														73		0		73		0		71		0		-

		H30d		161318007		宇部港整備効果検討業務		中国		01整備局		43546.0		中電技術コンサルタント（株）		00000063		建設コンサルタント等		岩本典丈		塚野真美		近藤良		木下真吾		厚井恵子		宮本浩司														72		0		72		0		70		0		-

		H30d		161318011		徳山下松港土砂処分場沈下計測等業務		中国		01整備局		43551.0		復建調査設計（株）		00000032		建設コンサルタント等		山田和弘		米浦大輔		松本晶子		竹村薫		金徳圭三		高宮晃一												西田宣一		80		1		80		1		77		0		82

		H30d		161318015		管内港湾整備効果検討業務		中国		01整備局		43539.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		北田彰久		木村祐太		黒川一志		堀之内毅		荒木大志																80		1		80		1		80		1		-

		H30d		161318022		徳山下松港浚渫土砂処理方策等検討業務		中国		01整備局		43455.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		水野博史		市川雅也		酒井康彦		岡本経孝		安岡啓一														北澤壯介		78		0		78		0		78		0		81

		H30d		161318029		岩国港臨港道路基本設計等業務		中国		01整備局		43551.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		平吉真一		有馬孝彦		佐久間和弘		角田政毅		籠谷統啓		門田勇一												目黒祥次		83		1		83		1		83		1		83

		H30d		161318030		徳山下松港埋立申請書類作成業務		中国		01整備局		43504.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		荒牧健		山端俊也		上村圭介		今村均																		79		0		79		0		79		0		-

		H30d		161318034		徳山下松港土砂処分場底質改善方策検討業務		中国		01整備局		43532.0		（社）水底質浄化技術協会		00009957		建設コンサルタント等		川西龍一		桑原正彦		小島洋		斗沢照夫		江原仁																76		0		76		0		77		0		-

		H30d		161318036		徳山下松港・宇部港におけるバルク輸送効率化検討業務		中国		01整備局		43524.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		池田秀文		西畑剛		高橋宏直		宮崎秀秋		西土井誠		福田一郎														79		0		79		0		79		0		-

		H30d		161318038		岩国港整備効果検討業務		中国		01整備局		43524.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		藤見俊彦		傅梟雄		逸見啓輔		出口忠義		浦元智生																78		0		78		0		78		0		-

		H30d		161318039		岩国港臨港道路詳細設計		中国		01整備局		43544.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		籠谷統啓		藤岡健祐		佐久間和弘		谷口丈志		門田勇一		谷口一夫												目黒祥次		77		0		77		0		78		0		79

		H30d		161318040		徳山下松港徳山地区漁業補償調査業務		中国		01整備局		43546.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		合田耕一		野元彰人		福嶋正博																				78		0		78		0		76		0		-

		H30d		161318041		徳山下松港みなとカメラ設置検討業務		中国		01整備局		43544.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		上野雅明		一ノ瀬敏		八木英紀																		眞山丈夫		77		0		77		0		77		0		76

		H30d		161417006		管内の港湾施設等に係る技術的支援に関する調査等検討業務		中国		01整備局		43301.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		大村厚夫		梶谷卓美		林洋介		山本芳生		小澤義之		藤岡淳														80		1		80		1		80		1		-

		H30d		161418001		徳山下松港下松地区係留施設(-19m)渡橋部基本設計		中国		01整備局		43431.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		坂本貴光		大西智之		横山友一		岩崎賢一		稲葉育祐		小池麻里												添田洋		83		1		83		1		83		1		81

		H30d		161418002		広島港海岸中央西地区(吉島)護岸設計業務		中国		01整備局		43552.0		（株）エイト日本技術開発		00000031		建設コンサルタント等		後藤朋子		藤原拓哉		後藤成秀		丹下英雄		板野誠司		畑野和久												土屋善浩		82		1		82		1		82		1		79

		H30d		161418015		潮位観測データ解析・信頼性確認検討業務		中国		01整備局		43539.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		加藤誠		平中陸		椙村淑未		河辺一明																		78		0		78		0		77		0		-

		H30d		170118006		管内水中部施工状況確認業務		四国		01整備局		43551.0		（社）日本潜水協会		00010151		建設コンサルタント等		松井善樹		堀内義孝		松井善樹		松井善樹																		76		0		76		0		76		0		-

		H30d		170118007		港湾整備に係る沿岸気象海象情報の予測情報等提供業務		四国		01整備局		43555.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		鈴木善光		吉永泰祐		山本浩之																				76		0		76		0		77		0		-

		H30d		170118010		GPS波浪計改造にかかる施工方法等検討業務		四国		01整備局		43371.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		志村浩美		安部和宏		川上雅彦		加藤利弘																海野政彦		76		0		76		0		77		0		67

		H30d		170118012		四国における生物共生を考慮した港湾整備手法検討業務		四国		01整備局		43539.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		建設コンサルタント等				須田祐次		永友繁																				75		0		75		0		75		0		-

		H30d		170118012		四国における生物共生を考慮した港湾整備手法検討業務		四国		01整備局		43539.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		田中裕作		大川衛人		榎並万里子		木俣陽一																		75		0		75		0		75		0		-

		H30d		170118013		船舶実施設計業務  		四国		01整備局		43495.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		谷雄一		福富泰		木村茂喜		井上眞幸		長崎義男		神野信行		平山誠		岩月哲三		菊池俊雄								76		0		76		0		73		0		-

		H30d		170118014		管内港湾等発注補助業務		四国		01整備局		43549.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		後藤文男		宮竹秀典																				後藤文男		75		0		75		0		75		0		-

		H30d		170118016		港湾施設等の維持管理に係る技術力向上検討業務		四国		01整備局		43539.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		稲田勉		梶谷卓美		小澤義之		渡部耕平																		76		0		76		0		76		0		-

		H30d		170118018		四国の港湾におけるユニットロード貨物流動分析等業務		四国		01整備局		43544.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		三溝裕之		古谷隆之		森川裕貴		田中敦士																		77		0		77		0		73		0		-

		H30d		170118019		四国の海上における南海トラフ地震対策検討業務		四国		01整備局		43539.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		上野雅明		石川泰朋		森田雅裕		佐野透																		76		0		76		0		77		0		-

		H30d		170118020		海洋環境整備船へのデュアル燃料内燃機関導入検討業務		四国		01整備局		43524.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		谷雄一		神野信行		平山誠		亀井修		加藤英夫		野村剛		菊池俊雄		前田武										76		0		76		0		76		0		-

		H30d		170118021		四国における農林水産物の輸出促進に向けた港湾政策検討業務		四国		01整備局		43546.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		池田薫		石川泰朋		佐野透		鈴木武		眞山丈夫																81		1		81		1		78		0		-

		H30d		170118027		浚渫土砂の有効活用方策検討業務		四国		01整備局		43539.0		（社）水底質浄化技術協会		00009957		建設コンサルタント等		小島洋		川西龍一		斗沢照夫		江原仁		唐澤仁士																77		0		77		0		76		0		-

		H30d		171017001		高松港湾・空港整備事務所品質監視等補助業務		四国		01整備局		43549.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		綱内博之		森尾健志		山下寿		蝶野良典																		77		0		77		0		77		0		-

		H30d		171018010		水質・底質分析試験		四国		01整備局		43539.0		中国水工（株）		00000832		建設コンサルタント等		石崎一雄		三隅研治		末吉淳		新井大		舛岡克敏																75		0		75		0		76		0		-

		H30d		171018012		備讃瀬戸航路航行安全管理業務		四国		01整備局		43371.0		（社）瀬戸内海海上安全協会		K001669930		建設コンサルタント等		寺田昭人		福本勝海		永山哲弘		藤岡親志																		75		0		75		0		74		0		-

		H30d		171018015		備讃瀬戸航路航行船舶実態調査		四国		01整備局		43496.0		中電技術コンサルタント（株）		00000063		建設コンサルタント等		日高康之		牟田直樹		日野原遼		月坂明広		西川真大																78		0		78		0		75		0		-

		H30d		171018023		高松港朝日地区航行安全管理業務		四国		01整備局		43388.0		（社）瀬戸内海海上安全協会		K001669930		建設コンサルタント等		寺田昭人		福本勝海		永山哲弘		藤岡親志																		75		0		75		0		74		0		-

		H30d		171117001		松山港湾・空港整備事務所品質監視等補助業務		四国		01整備局		43549.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		綱内博之		山口亨		梶家昭利		江戸田章弘		井上靖																77		0		77		0		77		0		-

		H30d		171117002		松山港湾・空港整備事務所監督等補助業務		四国		01整備局		43549.0		日本インフラマネジメント（株）		00005470		建設コンサルタント等		藤原昌彦		網野武文		小西純二		福本隆史																		76		0		76		0		76		0		-

		H30d		171117056		松山空港エプロン検討業務		四国		01整備局		43280.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		尾上正浩		竹井義博		廣田真喜子		白木信光		野崎玄理														石井毅		76		0		76		0		74		0		69

		H30d		171117060		東予港中央地区航行安全管理業務		四国		01整備局		43363.0		（社）瀬戸内海海上安全協会		K001669930		建設コンサルタント等		寺田昭人		福本勝海		永山哲弘		藤岡親志																		72		0		72		0		71		0		-

		H30d		171117061		松山港外港地区施工検討業務		四国		01整備局		43544.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		石河雅典		岡崎健		鶴田賢司		江田周次郎		寺島彰人		芋野智成		岩堀英明												74		0		74		0		76		0		-

		H30d		171118013		松山空港エプロン新設実施設計		四国		01整備局		43363.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		尾上正浩		竹井義博		廣田真喜子		平野猛也																石井毅		75		0		75		0		72		0		79

		H30d		171118015		水質・底質分析試験		四国		01整備局		43549.0		中国水工（株）		00000832		建設コンサルタント等		新井大		末吉淳		佐内慎太郎																				74		0		74		0		71		0		-

		H30d		171118019		東予港等港湾施設整備効果検討業務		四国		01整備局		43524.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		西村壮介		牧野綾		久米俊治		家村健吾		佐藤広章		大谷祐司														78		0		78		0		77		0		-

		H30d		171118028		東予港中央地区航路施工方法検討業務		四国		01整備局		43544.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		田中聡		片山理恵		笠毛健生		大竹剛史		甲原僚子		古泉統義		白木喜章		山田貴裕		小野信幸								79		0		79		0		79		0		-

		H30d		171217013		徳島小松島港金磯地区等施工検討業務		四国		01整備局		43238.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		尾崎竜三		大角和輝		西原大晴		柳郁恵		山口匡宏		芳倉孝宜														77		0		77		0		76		0		-

		H30d		171217033		徳島小松島港浮桟橋改良実施設計		四国		01整備局		43280.0		中電技術コンサルタント（株）		00000063		建設コンサルタント等		村上公亮		生頼直樹		橋本淳																		上田昭彦		78		0		78		0		78		0		91

		H30d		171218007		徳島飛行場誘導路帯改良実施設計等業務		四国		01整備局		43371.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		尾上正浩		才治和朗		平野猛也																		石井毅		78		0		78		0		78		0		80

		H30d		171218008		水質・底質分析試験		四国		01整備局		43539.0		中国水工（株）		00000832		建設コンサルタント等		石崎一雄		三隅研治		末吉淳		新井大		舛岡克敏																76		0		76		0		73		0		-

		H30d		171218011		徳島小松島港等強靭化検討業務		四国		01整備局		43524.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等				丸井英明		小原陵		宮本敏行		原信彦		安田将人														75		0		75		0		78		0		-

		H30d		171218011		徳島小松島港等強靭化検討業務		四国		01整備局		43524.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		梶谷卓美		林洋介		片上智之		田所篤博		渡部耕平		守屋正平														75		0		75		0		78		0		-

		H30d		171218012		小松島港湾・空港整備事務所庁舎模様替え検討業務		四国		01整備局		43454.0		（株）阿波設計事務所		00005573		建設コンサルタント等		上地実千代		程野祐介		津山真樹		河野昌美																		75		0		75		0		74		0		-

		H30d		171218026		徳島小松島港本港地区岸壁(-9m)健全度調査		四国		01整備局		43539.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		長谷川巌		下地雅俊		中平達也		福田孝晴		伊東啓勝		石本健治		倉持雅彦												77		0		77		0		77		0		-

		H30d		171317042		高知港海岸実施設計等業務(その(2))		四国		01整備局		43546.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		曽根照人		村上巧一		山本龍		戎健次		横山茂生		西尾岳裕		平井俊之		桑原直範								吉川慎一		76		0		76		0		76		0		79

		H30d		171318003		高知港等整備効果検討業務		四国		01整備局		43455.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		堀之内毅		木村祐太		橋村史香		北田彰久																		77		0		77		0		74		0		-

		H30d		171318018		宿毛湾港整備効果検討業務		四国		01整備局		43490.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		白井英一		花井健太		宮川駿也		榎本真久		宮本敏行		原信彦		齋藤浩行												77		0		77		0		73		0		-

		H30d		171318022		高知港海岸景観・利便性等検討業務		四国		01整備局		43546.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		曽根照人		中垣規子		戎健次		江口拓生		増田将典		春木雄介		堀内康介		平井俊之		桑原直範						殿最浩司		75		0		75		0		73		0		78

		H30d		171318046		高知港海岸実施設計等業務		四国		01整備局		43546.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		井上憲		栗木秀治		山下篤郎		岡庭翔一		市川雅也		安岡啓一												北澤壯介		79		0		79		0		77		0		91

		H30d		171318050		高知空港用水路等検討業務		四国		01整備局		43539.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		青木逸人		二見康友																				成島正倫		76		0		76		0		73		0		81

		H30d		171318051		高知港三里地区防波堤(南)設計業務		四国		01整備局		43511.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		安岡啓一		井上憲		山下篤郎		小走規浩		市川雅也		岡本経孝												北澤壯介		77		0		77		0		72		0		95

		H30d		171418002		管内技術課題検討業務		四国		01整備局		43546.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		稲田勉		林洋介		加辺圭太郎		古澤達也																森晴夫		78		0		78		0		75		0		95

		H30d		171418003		高知港海岸断面検討業務		四国		01整備局		43539.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		石河雅典		大澤史崇		小西陽右		山下武		加藤哲也		芋野智成												寺島彰人		80		1		80		1		80		1		91

		H30d		171418004		高知港三里地区防波堤(南)断面検討業務		四国		01整備局		43404.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		安田将人		樋口直人		丸井英明		小原陵		槙野公平		松原弘晃		原信彦										石本健治		75		0		75		0		72		0		79

		H30d		171418005		高知港海岸陸閘等予備設計		四国		01整備局		43524.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		佐藤誠一		横山伸幸		福代康文		野田嶺		村上和康		齋藤利則												谷口史一		76		0		76		0		75		0		79

		H30d		171418007		松山港外港地区岸壁(-13m)改良検討業務		四国		01整備局		43539.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		曽根照人		中垣規子		戎健次		江口拓生		真期俊行		西村壮介		西尾岳裕		平井俊之		桑原直範						吉川慎一		78		0		78		0		76		0		91

		H30d		171418009		高知港海岸津波防波堤断面検討業務		四国		01整備局		43539.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		曽根照人		中垣規子		福島有加里		福井秀平		家村健吾		殿最浩司		志方建仁		桑原直範		佐藤広章						平井俊之		79		0		79		0		78		0		94

		H30d		171418013		潮位観測データ解析・信頼性確認検討業務		四国		01整備局		43539.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		竹内一浩		吉田一全		小池克征																				78		0		78		0		77		0		-

		H30d		171418013		潮位観測データ解析・信頼性確認検討業務		四国		01整備局		43539.0		（社）海洋調査協会		00009906		建設コンサルタント等				山口晶敬		安立重昭																				78		0		78		0		77		0		-

		H30d		171418014		防災総合数値解析システム改良業務		四国		01整備局		43546.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		原信彦		樋口直人		森谷拓実		中村隆志																田中聡		77		0		77		0		76		0		78

		H30d		180117001		平成29年度九州地方整備局管内港湾・空港等発注補助業務		九州		01整備局		43550.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		末永正次		牟田邦雄		田平良太		田中保彦		本村祐輔		岐部政利		亀倉隆		池内誠一郎								尾造秀敏		76		0		76		0		76		0		-

		H30d		180117018		平成29年度みなとカメラ設置検討業務		九州		01整備局		43413.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		八木英紀		箕作幸治		鈴木武																		上野雅明		78		0		78		0		71		0		85

		H30d		180118005		平成30年度資材価格等調査		九州		01整備局		43544.0		（財）経済調査会		00005711		建設コンサルタント等		山崎正史		猿渡大輔		鶴田圭佑																				75		0		75		0		75		0		-

		H30d		180118006		平成30年度港湾整備に係る沿岸気象海象情報の予測情報等提供業務		九州		01整備局		43555.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		吉永泰祐		鈴木善光		山本浩之																				77		0		77		0		77		0		-

		H30d		180118007		平成30年度九州地方整備局管内水中部施工状況確認業務		九州		01整備局		43553.0		（社）日本潜水協会		00010151		建設コンサルタント等		吉村文雄																								75		0		75		0		75		0		-

		H30d		180118008		平成30年度港湾施設の維持管理に係わる技術向上検討業務		九州		01整備局		43524.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		稲田勉		寺崎英一		岡田理		古澤達也																		78		0		78		0		78		0		-

		H30d		180118009		平成30年度九州管内港湾における中長期構想検討業務		九州		01整備局		43542.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		千田祐一郎		笹岡大輔		丁子信		和田翔		山内慎平		磯山直佑		堀木小百合		須賀佑実子										80		1		80		1		78		0		-

		H30d		180118010		平成30年度小規模港湾における整備方策検討業務		九州		01整備局		43535.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		西土井誠		苣木かおり		田中三郎		外山康夫		宮崎秀秋																79		0		79		0		77		0		-

		H30d		180118011		平成30年度観光資源を活用したクルーズ振興方策検討業務		九州		01整備局		43528.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		西土井誠		田中三郎		宮崎秀秋		柏木信二		田中裕作		宇於崎泰寛														78		0		78		0		76		0		-

		H30d		181018001		平成30年度下関港外施工状況確認等補助業務		九州		01整備局		43551.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		冨ケ原隆一		宮崎敏明		芦谷孝志																				78		0		78		0		78		0		-

		H30d		181018002		平成30年度下関港外工事・調査関係資料作成業務		九州		01整備局		43551.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		石貫國郎		田中保彦																						79		0		79		0		78		0		-

		H30d		181018005		平成30年度下関港海岸変形把握業務		九州		01整備局		43552.0		（株）三洋コンサルタント		00000391		建設コンサルタント等		伊藤陽		向田顕		安部義美		松原千恵		寺田謙		小野貴也		大岡弘樹												77		0		77		0		77		0		-

		H30d		181018009		平成30年度下関港海岸技術検討業務		九州		01整備局		43549.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		堀之内毅		木下歩		橋村史香		中川裕貴		高野和成		小西陽右		鶴田賢司		加藤哲也		福永陽平						寺島彰人		80		1		80		1		80		1		80

		H30d		181018013		平成30年度下関港湾事務所港湾・海岸施設実施設計外1件		九州		01整備局		43539.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		後藤洋之		鈴木雄太		伊藤諒		澤田天		伊藤誠		相川博												内山一郎		78		0		78		0		75		0		78

		H30d		181018018		平成30年度下関港海岸維持管理計画書作成業務		九州		01整備局		43546.0		復建調査設計（株）		00000032		建設コンサルタント等		吉住龍也		時吉学		山岡雅英		萩尾和央		井上浩司																75		0		75		0		75		0		-

		H30d		181018022		平成30年度下関港係留施設検討業務		九州		01整備局		43539.0		（株）三洋コンサルタント		00000391		建設コンサルタント等		磧清和		藤岡和正		安部義美		深見哲央																中藤和行		77		0		77		0		75		0		78

		H30d		181018023		平成30年度関門地域における港湾連携検討業務		九州		01整備局		43546.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		池田薫		田代大輔		上野雅明																				78		0		78		0		78		0		-

		H30d		181018025		平成30年度下関港資料作成業務		九州		01整備局		43546.0		三井共同建設コンサルタント（株）		00000003		建設コンサルタント等		黒木利幸		山本康世		玉利豊作		宮元正治																大森慎二郎		76		0		76		0		76		0		77

		H30d		181018026		平成30年度下関港海岸(山陽地区)基本設計(9工区)		九州		01整備局		43546.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		堀之内毅		橋村史香		鶴田賢司		加藤哲也		福永陽平														野里栄照		77		0		77		0		77		0		79

		H30d		181117038		平成29年度新門司沖施工管理技術検討業務		九州		01整備局		43280.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		志村浩美		兵頭武志		杉野茂俊		芳賀敬二		奥野一暢		石貫國郎		幸福辰己												76		0		76		0		76		0		-

		H30d		181117059		平成29年度新門司沖航行安全管理業務		九州		01整備局		43231.0		（社）西部海難防止協会		K001658016		建設コンサルタント等		小西郁雄		塘信安		友利忠彦		濱田大策		重村良則																75		0		75		0		74		0		-

		H30d		181118001		平成30年度北九州港外施工状況確認等補助業務		九州		01整備局		43551.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		石貫國郎		牟田邦雄		坂本光信																				78		0		78		0		78		0		-

		H30d		181118013		平成30年度北九州港(響灘東地区)岸壁(-10m)(改良)実施設計外1件		九州		01整備局		43524.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		山口匡宏		勝俣優		刈谷友紀		西原大晴		柳郁恵		村上裕宣		尾崎竜三										手皮章夫		76		0		76		0		75		0		77

		H30d		181118020		平成30年度新門司沖土砂処分場(3工区)技術検討業務		九州		01整備局		43539.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		森晴夫		山本修司		寺崎英一		小澤義之		田所篤博		古澤達也														81		1		81		1		81		1		-

		H30d		181118020		平成30年度新門司沖土砂処分場(3工区)技術検討業務		九州		01整備局		43539.0		（株）日建設計シビル		00006933		建設コンサルタント等				片桐雅明		南野佑貴		大石幹太		本田道識		加藤卓彦														81		1		81		1		81		1		-

		H30d		181118028		平成30年度新門司沖浚渫土砂利活用検討業務		九州		01整備局		43546.0		（株）日建設計シビル		00006933		建設コンサルタント等				片桐雅明		南野佑貴		片山政和		大石幹太		加藤卓彦														78		0		78		0		78		0		-

		H30d		181118028		平成30年度新門司沖浚渫土砂利活用検討業務		九州		01整備局		43546.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		春日井康夫		寺崎英一		高橋義典		渡部耕平																		78		0		78		0		78		0		-

		H30d		181118029		平成30年度新門司沖土砂処分場(2期)施工検討業務		九州		01整備局		43539.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		志村浩美		荒木英二		櫻井良宏		加藤利弘		幸福辰己		岡野正												川上雅彦		76		0		76		0		76		0		78

		H30d		181118030		平成30年度北九州港既存施設の利活用検討業務		九州		01整備局		43539.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		西土井誠		戸田智司		田中三郎		宮崎秀秋																		77		0		77		0		77		0		-

		H30d		181118031		平成30年度北九州港湾・空港整備事務所管内港湾施設実施設計外1件		九州		01整備局		43539.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		中野尊之		米田泰		勝俣優		刈谷友紀		一色和明		福田健		稲留靖浩										尾崎竜三		78		0		78		0		78		0		79

		H30d		181118044		平成30年度新門司沖土砂処分場(2期)護岸設計外1件		九州		01整備局		43553.0		協同エンジニアリング（株）		00000569		建設コンサルタント等		松原恭博		衛藤慎一郎		山田麻矢		水野満博		荒木健人		富安良一		森京介										芝辻保		79		0		79		0		79		0		80

		H30d		181118047		平成30年度北九州港整備効果検討業務		九州		01整備局		43546.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		建設コンサルタント等		岡部克顕		奥村邦明		古橋正祐		島田久子		唐木毅		河内典子		土畑正和										細川泰廣		77		0		77		0		77		0		80

		H30d		181217002		平成29年度三池港監督等補助業務		九州		01整備局		43550.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		中尾正治		井上義廣																						77		0		77		0		77		0		-

		H30d		181217003		平成29年度博多港施工状況確認等補助業務		九州		01整備局		43550.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		尾造秀敏		石橋弘康																						78		0		78		0		78		0		-

		H30d		181217063		平成29年度博多港整備船舶安全管理業務		九州		01整備局		43235.0		（社）西部海難防止協会		K001658016		建設コンサルタント等		赤塚浩一		小西郁雄		大坪哲美		下釜和也		高比良友希																76		0		76		0		76		0		-

		H30d		181218001		平成30年度福岡空港施工状況確認等補助業務		九州		01整備局		43551.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		下川義和		齋藤守		梅田英二																				79		0		79		0		79		0		-

		H30d		181218009		平成30年度福岡空港滑走路増設事業実施設計外1件		九州		01整備局		43546.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		青木逸人		山極政行		田口壮年		那須常浩		清成竜太														成島正倫		73		0		73		0		75		0		67

		H30d		181218010		平成30年度福岡空港滑走路増設用地調査点検等技術業務		九州		01整備局		43546.0		九州建設コンサルタント（株）		00000274		建設コンサルタント等		武田和也		瀬戸悟		石橋純也		荒牧寿																		77		0		77		0		78		0		-

		H30d		181218012		平成30年度福岡空港回転翼施設実施設計		九州		01整備局		43535.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		青木逸人		山極政行		酒本真先		小西花実		清成竜太		白石保律												成島正倫		74		0		74		0		73		0		71

		H30d		181218020		平成30年度博多港整備船舶安全管理業務		九州		01整備局		43392.0		（社）西部海難防止協会		K001658016		建設コンサルタント等		大坪哲美		山下貴史		高比良友希		濱田大策																		76		0		76		0		76		0		-

		H30d		181218025		平成30年度博多港湾・空港整備事務所管内港湾施設実施設計外1件		九州		01整備局		43546.0		（株）五省コンサルタント		00000064		建設コンサルタント等		小林泉一		久野敦史		北川航平		有働采冬		明康隆		南正臣												福嶋泰彦		79		0		79		0		76		0		79

		H30d		181218028		平成30年度博多港(アイランドシティ地区)道路修正設計外1件		九州		01整備局		43546.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		赤堀智幸		末崎将司		那須常浩																		金澤友徳		76		0		76		0		76		0		76

		H30d		181218038		平成30年度福岡空港滑走路増設事業施工技術検討業務		九州		01整備局		43546.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		大木秀雄		安部和宏		西原孝仁		加藤利弘		幸福辰己		岡野正														78		0		78		0		79		0		-

		H30d		181218045		平成30年度福岡空港整備効果検討業務		九州		01整備局		43551.0		（株）三菱総合研究所		00001994		建設コンサルタント等		磯野文暁		サーヴェドラネアントロ		大石礎																		宝川修		76		0		76		0		76		0		69

		H30d		181218046		平成30年度福岡空港滑走路増設誘導路等実施設計外1件		九州		01整備局		43532.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		清成竜太		山極政行		田口壮年		青木逸人																成島正倫		73		0		73		0		74		0		67

		H30d		181218048		平成30年度福岡空港地震観測システム構築技術検討業務		九州		01整備局		43539.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等				鈴木理絵		坂上知弥		三田亮平		佐藤成		小川達則														77		0		77		0		77		0		-

		H30d		181218048		平成30年度福岡空港地震観測システム構築技術検討業務		九州		01整備局		43539.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		大村厚夫		森晴夫		菅野高弘		寺崎英一		宮脇周作		高橋義典		蛭川愛志										梶谷卓美		77		0		77		0		77		0		78

		H30d		181218049		平成30年度福岡空港滑走路増設営業調査等業務		九州		01整備局		43546.0		（株）孝栄設計コンサルタント		00004378		建設コンサルタント等		冨増耕介		小嶋宏		妹尾英資																		高橋秀和		79		0		79		0		79		0		80

		H30d		181218054		平成30年度博多港浚渫土砂活用による環境改善方策検討業務		九州		01整備局		43539.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		首藤啓		西畑剛		宮崎秀秋		前川俊広		西土井誠																77		0		77		0		77		0		-

		H30d		181218060		平成30年度博多港ウォーターフロント空間形成検討業務		九州		01整備局		43544.0		（社）ウォーターフロント協会		K001772359		建設コンサルタント等		平尾壽雄		藤川洋子		村松菜穂子		金子正子																		77		0		77		0		75		0		-

		H30d		181218061		平成30年度三池港(内港北地区)航路(-10m)耐震補強基本設計		九州		01整備局		43539.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		坂本貴光		橋爪陽平		横山友一		稲葉育祐		小池麻里														安野経治		78		0		78		0		78		0		79

		H30d		181218065		平成30年度博多港船舶航行安全検討業務		九州		01整備局		43546.0		（社）西部海難防止協会		K001658016		建設コンサルタント等		白石喜代利		小森田重寿		松村信之																				76		0		76		0		74		0		-

		H30d		181218069		平成30年度福岡空港エプロン改良実施設計		九州		01整備局		43546.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		青木逸人		菱山義規																				成島正倫		75		0		75		0		75		0		67

		H30d		181318005		平成30年度苅田港湾事務所管内港湾施設実施設計外1件		九州		01整備局		43546.0		協同エンジニアリング（株）		00000569		建設コンサルタント等		松原恭博		衛藤慎一郎		山田麻矢		芝辻保		荒木健人		富安良一		赤嶺和哉										澤田守		79		0		79		0		78		0		80

		H30d		181318014		平成30年度苅田港埋没対策検討業務		九州		01整備局		43539.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		寺崎英一		高山知司		小澤義之		藤岡淳		守屋正平																80		1		80		1		80		1		-

		H30d		181318014		平成30年度苅田港埋没対策検討業務		九州		01整備局		43539.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等				花澤広貴		成毛辰徳		杉浦幸彦		伍井稔																80		1		80		1		80		1		-

		H30d		181318016		平成30年度遮蔽航路における海域環境向上に関する検討業務		九州		01整備局		43539.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		西土井誠		宮崎秀秋		田中裕作		首藤啓		松山為時		福田一郎														79		0		79		0		79		0		-

		H30d		181418001		平成30年度別府港外施工状況確認等補助業務		九州		01整備局		43551.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等				鶴上芳樹																						76		0		76		0		76		0		-

		H30d		181418001		平成30年度別府港外施工状況確認等補助業務		九州		01整備局		43551.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		末永正次		渡邊浩一		村田勝海																				76		0		76		0		76		0		-

		H30d		181418007		平成30年度別府港湾・空港整備事務所管内港湾施設実施設計		九州		01整備局		43532.0		中央コンサルタンツ（株）		00000140		建設コンサルタント等		菰方弘樹		帖佐繁明		北里紘基		原康		井手勤														勝部克美		77		0		77		0		78		0		79

		H30d		181418008		平成30年度大分港海岸改良技術検討業務		九州		01整備局		43549.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		大村厚夫		寺崎英一		宮脇周作		浜口正志		守屋正平																79		0		79		0		79		0		-

		H30d		181418009		平成30年度大分港海岸施設設計業務		九州		01整備局		43549.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		堀之内毅		久保田博貴		橋村史香		佐藤成		鶴田賢司		加藤哲也		福永陽平										石河雅典		79		0		79		0		77		0		91

		H30d		181418013		平成30年度大分空港滑走路改良実施設計外1件		九州		01整備局		43532.0		三井共同建設コンサルタント（株）		00000003		建設コンサルタント等		砂場博明		田谷和樹		山崎康生		轟豊和																大森慎二郎		78		0		78		0		78		0		79

		H30d		181418020		平成30年度大分港海岸施工検討業務		九州		01整備局		43535.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		安部和宏		櫻井良宏		岡野正		宗勇一		大木秀雄		川瀬将												加藤利弘		78		0		78		0		78		0		80

		H30d		181418021		平成30年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)細部設計外2件		九州		01整備局		43535.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		鶴田賢司		門間俊之		伊藤修平		佐藤成		福永陽平														堀之内毅		79		0		79		0		79		0		81

		H30d		181418027		平成30年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)基本設計外2件		九州		01整備局		43546.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		山口匡宏		大角和輝		西原大晴		小田隼也		柳郁恵		村上裕宣		尾崎竜三										手皮章夫		81		1		81		1		80		1		81

		H30d		181418034		平成30年度大分港・別府港概略設計		九州		01整備局		43552.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		村上裕宣		勝俣優		大角和輝		一色和明		小田隼也		中野尊之												手皮章夫		79		0		79		0		77		0		81

		H30d		181418035		平成30年度中津港(田尻地区)航路(-12m)潜堤概略設計		九州		01整備局		43546.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		岡本経孝		井上憲		山下篤郎		市川雅也		水野博史														杉浦幸彦		77		0		77		0		78		0		79

		H30d		181418037		平成30年度大分空港滑走路端安全区域概略設計		九州		01整備局		43546.0		（株）オリエンタルコンサルタンツ		00000037		建設コンサルタント等		星島輝空		小西圭介		吉田昂平		満木学		上田良智		齋藤正文		和田誠一										樋口嘉章		78		0		78		0		78		0		79

		H30d		181518010		平成30年度伊万里港港湾施設実施設計		九州		01整備局		43544.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		赤堀智幸		筬島隆司		那須常浩		伊藤実																金澤友徳		76		0		76		0		76		0		79

		H30d		181518017		平成30年度　唐津港整備効果検討業務		九州		01整備局		43546.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		白井英一		花井健太		宮川駿也		榎本真久		宮本敏行		齋藤浩行														76		0		76		0		76		0		-

		H30d		181518018		平成30年度　唐津港港湾施設改良検討業務		九州		01整備局		43546.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		久保田崇仁		柴下達哉		冨井沢郎		金子大介																古川元一		80		1		80		1		80		1		81

		H30d		181518020		平成30年度　伊万里港整備効果検討業務		九州		01整備局		43546.0		三井共同建設コンサルタント（株）		00000003		建設コンサルタント等		冨田薫		古山卓司		豊田雄介		大坪美沙		宮元正治																78		0		78		0		78		0		-

		H30d		181618008		平成30年度佐世保港工事・調査関係資料作成業務		九州		01整備局		43552.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		末永正次		田中賢司																						77		0		77		0		76		0		-

		H30d		181618016		平成30年度長崎港湾・空港整備事務所管内港湾施設実施設計外3件		九州		01整備局		43549.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		古川元一		柴下達哉		冨井沢郎		林利一																山内浩		78		0		78		0		78		0		78

		H30d		181618018		平成30年度佐世保港(浦頭地区)岸壁(-10m)細部設計		九州		01整備局		43392.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		鶴田賢司		門間俊之		伊藤修平		太田和彦		福永陽平														野里栄照		79		0		79		0		78		0		79

		H30d		181618021		平成30年度長崎空港エプロン(5SP)改良実施設計		九州		01整備局		43524.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		原田秀敏		山口公平		槇本祐司		舟越秀樹																山崎裕之		74		0		74		0		73		0		74

		H30d		181618022		平成30年度厳原港防波堤撤去施工検討業務		九州		01整備局		43524.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		櫻井良宏		荒木英二		安部和宏		石貫國郎		渡邉明浩		宗勇一												加藤利弘		79		0		79		0		79		0		79

		H30d		181618028		平成30年度長崎空港誘導路改良実施設計		九州		01整備局		43511.0		三井共同建設コンサルタント（株）		00000003		建設コンサルタント等		砂場博明		田谷和樹		山崎康生		轟豊和																大森慎二郎		77		0		77		0		75		0		77

		H30d		181618038		平成30年度蟐蛾ノ瀬戸航路法面保護対策検討業務		九州		01整備局		43551.0		（株）五省コンサルタント		00000064		建設コンサルタント等		久野敦史		北川航平		中村真		小林泉一		明康隆		南正臣												福嶋泰彦		78		0		78		0		78		0		79

		H30d		181618039		平成30年度長崎港検潮所基本設計		九州		01整備局		43549.0		（株）三洋コンサルタント		00000391		建設コンサルタント等		磧清和		岩佐昌人		松原千恵		西村政信		藤上悟														野上博光		77		0		77		0		77		0		77

		H30d		181718014		平成30年度熊本港湾・空港整備事務所管内港湾施設調査・設計業務		九州		01整備局		43544.0		（株）五省コンサルタント		00000064		建設コンサルタント等		小林泉一		久野敦史		明康隆		東郷象次郎		浅田浩章														福嶋泰彦		79		0		79		0		78		0		81

		H30d		181718015		平成30年度熊本空港誘導路外1件実施設計		九州		01整備局		43544.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		原田秀敏		山口公平		槇本祐司		舟越秀樹		井上雅晴														山崎裕之		81		1		81		1		82		1		81

		H30d		181718017		平成30年度有明海・八代海海域環境検討業務		九州		01整備局		43546.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		西土井誠		菅家英朗		港絢子		生巣武		宮崎秀秋		松山為時														78		0		78		0		77		0		-

		H30d		181718018		平成30年度八代港係留施設施工検討業務		九州		01整備局		43544.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		川上雅彦		荒木英二		渡邉明浩		下川義和		三木隆之		櫻井良宏		川瀬将												78		0		78		0		80		1		-

		H30d		181718041		平成30年度熊本空港道路駐車場(歩道ルーフ)実施設計		九州		01整備局		43552.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		才治和朗		上原正悟		竹内義博		原田純宏																青木保典		77		0		77		0		76		0		77

		H30d		181817001		平成29年度細島港監督等補助業務		九州		01整備局		43550.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		中尾正治		野崎和春																						78		0		78		0		78		0		-

		H30d		181817002		平成29年度宮崎港外施工状況確認等補助業務		九州		01整備局		43550.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		岡野正																								79		0		79		0		79		0		-

		H30d		181818005		平成30年度宮崎空港耐震対策(エプロン)外1件実施設計		九州		01整備局		43476.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		石村勝伸		山口公平		槇本祐司		舟越秀樹		原田秀敏		平井俊之												山崎裕之		77		0		77		0		76		0		79

		H30d		181818006		平成30年度宮崎空港滑走路端安全区域概略設計		九州		01整備局		43434.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		堀之内毅		橋村史香		太田和彦																		野里栄照		80		1		80		1		80		1		83

		H30d		181818015		平成30年度宮崎港静穏度解析等業務		九州		01整備局		43544.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		森田整		森谷拓実		池田香澄		白井英一		白木喜章		原信彦		石本健治		倉持雅彦		齋藤浩行						田中聡		78		0		78		0		79		0		78

		H30d		181818017		平成30年度細島港の中長期的なあり方検討業務		九州		01整備局		43544.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		白井英一		花井健太		榎本真久		森田整		中村隆志		原信彦		倉持雅彦		齋藤浩行		安田将人						上原教善		81		1		81		1		81		1		82

		H30d		181818019		平成30年度宮崎港湾・空港整備事務所管内港湾施設実施設計外2件		九州		01整備局		43537.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		久下真一		山口孝幸		岩崎賢一																		内山一郎		78		0		78		0		77		0		81

		H30d		181918005		平成30年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外1件実施設計		九州		01整備局		43371.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		鶴田賢司		門間俊之		伊藤修平		太田和彦		堀之内毅		福永陽平												野里栄照		77		0		77		0		77		0		81

		H30d		181918007		平成30年度指宿港海岸整備検討業務		九州		01整備局		43546.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		蛭川愛志		森晴夫		寺崎英一		森本悟司		田所篤博		峯村浩治												稲田勉		78		0		78		0		79		0		80

		H30d		181918007		平成30年度指宿港海岸整備検討業務		九州		01整備局		43546.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等				片山理恵		笠毛健生		小原陵		三宅崇智		白木喜章		小野信幸		中村隆志		石本健治								78		0		78		0		79		0		-

		H30d		181918008		平成30年度指宿港海岸変形把握業務		九州		01整備局		43553.0		（株）新日本技術コンサルタント		00000259		建設コンサルタント等		東浩一		結城要		長浜博		杉野貴洋		西内浩二		宮川央輝														78		0		78		0		76		0		-

		H30d		181918010		平成30年度鹿児島港湾・空港整備事務所管内港湾施設実施設計外1件		九州		01整備局		43549.0		（株）五省コンサルタント		00000064		建設コンサルタント等		藤田浩一		久野敦史		鮫島昭二		中村真		小林泉一		南正臣												福嶋泰彦		77		0		77		0		77		0		77

		H30d		181918012		平成30年度鹿児島港(中央港区)岸壁基本設計		九州		01整備局		43539.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		堀之内毅		門間俊之		太田和彦		鶴田賢司		加藤哲也		福永陽平												寺島彰人		79		0		79		0		78		0		80

		H30d		181918015		平成30年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路物件調査外1件		九州		01整備局		43343.0		（株）萩原技研		00001523		建設コンサルタント等		岩坪靖典		永崎邦裕		酒匂景臣		加治木文明		原田拓実														満園清実		79		0		79		0		76		0		93

		H30d		181918027		平成30年度鹿児島港整備効果検討調査		九州		01整備局		43524.0		八千代エンジニヤリング（株）		00000123		建設コンサルタント等		永冨雅幸		宮木佑輔		熊谷祐希		徳山裕也		宮本一史														澤田潤二		78		0		78		0		78		0		75

		H30d		181918031		平成30年度鹿児島空港誘導路改良実施設計外1件		九州		01整備局		43544.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		原田秀敏		山口公平		槇本祐司		舟越秀樹																山崎裕之		77		0		77		0		74		0		81

		H30d		181918034		平成30年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路整備に係る物件等調査		九州		01整備局		43552.0		九州建設コンサルタント（株）		00000274		建設コンサルタント等		武田和也		瀬戸悟		石橋純也		荒牧寿																吉井行信		75		0		75		0		72		0		80

		H30d		181918035		平成30年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路整備に係る物件等調査(その2)		九州		01整備局		43552.0		（株）孝栄設計コンサルタント		00004378		建設コンサルタント等		小嶋宏		妹尾英資		川崎健祐		冨増耕介																宮本繁治		75		0		75		0		72		0		80

		H30d		181918038		平成30年度指宿港海岸の利活用促進と維持管理体制に係る検討業務		九州		01整備局		43532.0		（社）日本マリーナ・ビーチ協会		K001709439		建設コンサルタント等		木下明		山下雅人		板尾浩		佐藤恒夫		奥康彦																77		0		77		0		76		0		-

		H30d		181918039		平成30年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路整備に係る物件等調査(その3)		九州		01整備局		43552.0		（株）孝栄設計コンサルタント		00004378		建設コンサルタント等		小嶋宏		妹尾英資		井村崇		宮本繁治		川崎健祐		池田英樹		冨増耕介										川崎孝志		75		0		75		0		72		0		80

		H30d		181918041		平成30年度指宿港海岸における地域連携運営体制検討業務		九州		01整備局		43539.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		太田正規		清水邦彦		港絢子		宮崎秀秋		池田忠継		西土井誠														77		0		77		0		75		0		-

		H30d		181918045		平成30年度鹿児島港湾・空港整備事務所管内港湾施設実施設計外1件(第2次)		九州		01整備局		43549.0		（株）五省コンサルタント		00000064		建設コンサルタント等		小林泉一		福田利紀		中村真		國友七郎		前田聡		南正臣												福嶋泰彦		79		0		79		0		79		0		81

		H30d		181918047		平成30年度鹿児島港(中央港区)岸壁細部設計		九州		01整備局		43549.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		加藤哲也		門間俊之		太田和彦		鶴田賢司		福永陽平														野里栄照		78		0		78		0		78		0		79

		H30d		181918048		平成30年度鹿児島港(中央港区)岸壁細部設計(第2次)		九州		01整備局		43549.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		久下真一		鳥飼千晶		堤光一郎		久保浩司		山本禎寿														安野経治		78		0		78		0		77		0		81

		H30d		182018001		平成30年度志布志港長期的機能配置のあり方検討業務		九州		01整備局		43539.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		橋元良二		田代大輔		一ノ瀬敏		上野雅明																		77		0		77		0		76		0		-

		H30d		182018002		平成30年度志布志港湾事務所管内港湾施設設計・検討業務		九州		01整備局		43544.0		（株）五省コンサルタント		00000064		建設コンサルタント等		藤田浩一		久野敦史		福田利紀		小林泉一		前田聡		穂丸彰												江口量一		79		0		79		0		78		0		81

		H30d		182018007		平成30年度志布志港(新若浜地区)岸壁(取付部)基本設計		九州		01整備局		43504.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		中野尊之		勝俣優		一色和明		福田健		尾崎竜三		山口匡宏												手皮章夫		78		0		78		0		75		0		81

		H30d		182018011		平成30年度志布志港(新若浜地区)施工検討業務		九州		01整備局		43539.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		安部和宏		芳賀敬二		渡邉明浩		岡野正		川瀬将														加藤利弘		81		1		81		1		78		0		82

		H30d		182118001		平成30年度関門航路船舶航行安全対策検討業務		九州		01整備局		43392.0		（社）西部海難防止協会		K001658016		建設コンサルタント等		本間睦裕		松下誠																						78		0		78		0		76		0		-

		H30d		182118002		平成30年度関門航路管理用カメラ更新外1件検討業務		九州		01整備局		43434.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		八木英紀		箕作幸治																						79		0		79		0		79		0		-

		H30d		182118017		平成30年度関門航路整備船舶安全管理業務		九州		01整備局		43462.0		（社）西部海難防止協会		K001658016		建設コンサルタント等		小西郁雄		木村清		高橋裕一		本田亮一		濱田大策																77		0		77		0		76		0		-

		H30d		182118035		平成30年度関門航路実施設計業務		九州		01整備局		43546.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		久下真一		山口孝幸		岩崎賢一		田中文彦																内山一郎		77		0		77		0		73		0		82

		H30d		182118039		平成30年度関門航路(大瀬戸-六連地区)施工検討業務		九州		01整備局		43546.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		荒木英二		永田享志		志村浩美		渡邉明浩		加藤利弘		下川義和		岡野正												81		1		81		1		77		0		-

		H30d		182118040		平成30年度関門航路埋没対策検討業務		九州		01整備局		43546.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		高山知司		寺崎英一		浜口正志		田所篤博		守屋正平		畠山貴之														79		0		79		0		78		0		-

		H30d		182118040		平成30年度関門航路埋没対策検討業務		九州		01整備局		43546.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等				田中大揮		成毛辰徳		金澤延幸		杉浦幸彦		水野博史														79		0		79		0		78		0		-

		H30d		182118040		平成30年度関門航路埋没対策検討業務		九州		01整備局		43546.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等				笠毛健生		三宅崇智		白木喜章		小野信幸		高尾敏幸		田村圭一												79		0		79		0		78		0		-

		H30d		182118045		平成30年度関門航路舷外排送施設排砂管施工検討業務		九州		01整備局		43546.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		鈴木亘		荒木英二		志村浩美		石貫國郎		櫻井良宏		宗勇一														79		0		79		0		76		0		-

		H30d		182118068		平成30年度関門海域官民連携方策検討業務		九州		01整備局		43552.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		西土井誠		宮崎秀秋		前川俊広		松山為時																池田秀文		81		1		81		1		78		0		82

		H30d		182218002		平成30年度九州地方整備局管内作業船維持整備技術検討業務		九州		01整備局		43553.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		野村剛		花田龍二		木村茂喜		中島武男		長崎義男		友田伸明		伊井清則		百合本隆		白井制治						菊池俊雄		74		0		74		0		74		0		76

		H30d		182218004		平成30年度潮流・波浪実験場建屋外壁修繕工事監理業務		九州		01整備局		43357.0		（株）傳設計		00174038		建設コンサルタント等		岩本茂美		石戸谷光洋		高橋敏博																				72		0		72		0		72		0		-

		H30d		182218008		平成30年度熊本港耐震強化岸壁構造検討業務		九州		01整備局		43546.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		山本修司		佐藤昌宏		菅野高弘		寺崎英一		高橋義典		井瀬肇												梶谷卓美		78		0		78		0		77		0		80

		H30d		182218009		平成30年度管内技術課題検討業務		九州		01整備局		43546.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		山本修司		佐藤昌宏		寺崎英一		岡田理		井瀬肇														梶谷卓美		78		0		78		0		77		0		67

		H30d		182218014		平成30年度大規模地震時における係留施設の使用可否判定方策検討業務		九州		01整備局		43539.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		蛭川愛志		梶谷卓美		菅野高弘		寺崎英一		加辺圭太郎		畠山貴之												森晴夫		81		1		81		1		79		0		80

		H30d		182218014		平成30年度大規模地震時における係留施設の使用可否判定方策検討業務		九州		01整備局		43539.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等				山本龍		戎健次		高岡慶人		西尾岳裕		曽根照人		平井俊之		吉川慎一		桑原直範								81		1		81		1		79		0		-

		H30d		182218015		平成30年度次世代作業船技術検討業務		九州		01整備局		43546.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		野村剛		中島武男		長崎義男		藤田秀雄		友田伸明		亀井修		岩月哲三		澤明		百合本隆								75		0		75		0		78		0		-

		H30d		182218016		平成30年度港湾施設設計計算書作成業務		九州		01整備局		43524.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		中野尊之		勝俣優		一色和明		福田健																		75		0		75		0		77		0		-

		H30d		182218019		平成30年度潮位観測データ解析・信頼性確認検討業務		九州		01整備局		43539.0		（社）海洋調査協会		00009906		建設コンサルタント等				高見之孝		安立重昭																				79		0		79		0		81		1		-

		H30d		182218019		平成30年度潮位観測データ解析・信頼性確認検討業務		九州		01整備局		43539.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		加藤誠		平中陸		八木晃司		三浦裕司		河辺一明																79		0		79		0		81		1		-

		H30d		400118004		管内水中部施工状況確認業務		沖縄		02沖総局		43553.0		（社）日本潜水協会		00010151		建設コンサルタント等		三浦孝一		秋山恵一																						73		0		73		0		73		0		-

		H30d		400118007		沖縄の国際物流戦略検討調査		沖縄		02沖総局		43524.0		八千代エンジニヤリング（株）		00000123		建設コンサルタント等				佐藤環		兼古英明		住澤亮		岸本平嗣																73		0		73		0		71		0		-

		H30d		400118007		沖縄の国際物流戦略検討調査		沖縄		02沖総局		43524.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		岡田哲一		水野正博		生巣武		苣木かおり																		72		0		72		0		71		0		-

		H30d		400118009		港湾整備等に係る沿岸気象海象情報及び波浪等予測情報提供業務		沖縄		02沖総局		43555.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		吉永泰祐		鈴木善光		山本浩之																				77		0		77		0		76		0		-

		H30d		400118010		那覇空港滑走路増設環境保全検討業務		沖縄		02沖総局		43552.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等				石森博雄		新宅航平		菅野絵理		毛塚大輔		斎藤信之		田端重夫												78		0		78		0		78		0		-

		H30d		400118010		那覇空港滑走路増設環境保全検討業務		沖縄		02沖総局		43552.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		首藤啓		港絢子		渡辺健太郎		生巣武		西土井誠																78		0		78		0		78		0		-

		H30d		400118011		沖縄における人工海浜の効率的な維持・点検手法検討調査業務		沖縄		02沖総局		43524.0		（社）日本マリーナ・ビーチ協会		K001709439		建設コンサルタント等		山下雅人		佐藤恒夫		木下明		稲木信之																		73		0		73		0		72		0		-

		H30d		400118012		クルーズ船受入に関する地域振興検討業務		沖縄		02沖総局		43539.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		田中裕作		戸田智司		田中三郎		生巣武		西土井誠		福田一郎														72		0		72		0		73		0		-

		H30d		401017002		中城湾港監督補助業務		沖縄		02沖総局		43553.0		（株）レキオコンサルタント		00008771		建設コンサルタント等		湧川智		大濱用太郎		与座茂一		比嘉茂																		79		0		79		0		79		0		-

		H30d		401017003		中城湾港発注補助業務		沖縄		02沖総局		43553.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		小早川弘		金城健		金城邦宏		幸地博																伊禮透		75		0		75		0		75		0		-

		H30d		401017007		那覇港発注補助業務		沖縄		02沖総局		43553.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		小早川弘		金城健		伊禮貞治		稲福秀樹		稲福秀樹		幸地博		城間隆男		前原隆								稲福秀樹		78		0		78		0		78		0		-

		H30d		401017008		那覇港監督補助業務		沖縄		02沖総局		43555.0		（株）レキオコンサルタント		00008771		建設コンサルタント等		湧川智		山城多持		石橋睦巳		城間健		友利正樹																78		0		78		0		78		0		-

		H30d		401017106		中城湾港環境監視調査業務（その４）		沖縄		02沖総局		43553.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		中西喜栄		石森博雄		新宅航平		三保紗織		田端重夫		佐藤泰夫														79		0		79		0		75		0		-

		H30d		401017107		中城湾港環境監視調査業務（その５）		沖縄		02沖総局		43553.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		田端重夫		新宅航平		青山光		永井靖弘		石水秀延		佐藤泰夫														78		0		78		0		76		0		-

		H30d		401017108		中城湾港環境監視調査業務（その６）		沖縄		02沖総局		43553.0		（株）沖縄環境保全研究所		00000205		建設コンサルタント等		角一人		佐々木壮		八木洋史		中村栄文		名城仁詞		新垣渚		末吉孝太郎		比嘉高明										84		1		84		1		83		1		-

		H30d		401018007		那覇空港滑走路増設水質等環境監視調査業務		沖縄		02沖総局		43395.0		（株）沖縄環境分析センター		00000199		建設コンサルタント等				野原昌之		伊集力也		青沼伸一		岩永洋志登		山本靖之														79		0		79		0		76		0		-

		H30d		401018007		那覇空港滑走路増設水質等環境監視調査業務		沖縄		02沖総局		43395.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		岩村俊平		岡田亘		山口奈津美		源平慶		矢田勝也		眞喜志一		白木喜章		川崎貴之		高橋由浩								79		0		79		0		76		0		-

		H30d		401018008		管内港湾技術審査補助業務		沖縄		02沖総局		43553.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		田仲康時		金城邦宏		知花栄		小橋川共光		伊佐広正		宮城武弘		小川哲功		永吉真作										82		1		82		1		82		1		-

		H30d		401018010		那覇空港品質監視等補助業務		沖縄		02沖総局		43555.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		小早川弘		山城進																						78		0		78		0		78		0		-

		H30d		401018012		那覇空港監督補助業務		沖縄		02沖総局		43555.0		（株）レキオコンサルタント		00008771		建設コンサルタント等		儀間良太		上原真也		山城多持		安仁屋宗剛																		78		0		78		0		78		0		-

		H30d		401018017		那覇空港滑走路増設技術審査補助業務		沖縄		02沖総局		43553.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		田仲康時		知花栄		宮城武弘		小川哲功		永吉真作																78		0		78		0		78		0		-

		H30d		401018019		那覇空港滑走路増設海藻草類調査業務		沖縄		02沖総局		43553.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		田端重夫		三保紗織		青山光		新宅航平		毛塚大輔		鳥居高志														80		1		80		1		78		0		-

		H30d		401018021		那覇空港滑走路増設サンゴ調査業務		沖縄		02沖総局		43553.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等				岡田亘		山口奈津美		源平慶		高橋由浩		岩村俊平														80		1		80		1		77		0		-

		H30d		401018021		那覇空港滑走路増設サンゴ調査業務		沖縄		02沖総局		43553.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		中西喜栄		新宅航平		池原浩太		毛塚大輔		田端重夫		野元和代														80		1		80		1		77		0		-

		H30d		401018022		那覇空港滑走路増設環境監視調査業務		沖縄		02沖総局		43553.0		（株）イーエーシー		00000491		建設コンサルタント等		木村英彰		西村雄貴		水野拓		與儀健太郎		青柳克		東誠一郎														80		1		80		1		78		0		-

		H30d		401018022		那覇空港滑走路増設環境監視調査業務		沖縄		02沖総局		43553.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等				小島千里		城野裕介		小谷和彦																		80		1		80		1		78		0		-

		H30d		401018023		那覇空港滑走路増設事業船舶航行安全管理業務		沖縄		02沖総局		43555.0		（社）西部海難防止協会		K001658016		建設コンサルタント等		上鵜瀬啓二		糸数竹進		津波古譲治		小森田重寿		江尻信久		前川富男		末吉豊明		新里哲治										73		0		73		0		73		0		-

		H30d		401018029		中城湾港環境整備検討業務		沖縄		02沖総局		43553.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		首藤啓		中島正雄		森谷粒志		渡辺健太郎		生巣武																79		0		79		0		77		0		-

		H30d		401018030		那覇港臨港道路（橋梁）耐震性能評価業務		沖縄		02沖総局		43546.0		（株）オリエンタルコンサルタンツ		00000037		建設コンサルタント等				黒川直哉		田口誠司		田中樹由		木村淳																81		1		81		1		80		1		-

		H30d		401018030		那覇港臨港道路（橋梁）耐震性能評価業務		沖縄		02沖総局		43546.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		山本修司		森晴夫		加辺圭太郎		田所篤博		渡部耕平														稲田勉		81		1		81		1		80		1		78

		H30d		401018033		那覇空港滑走路増設実施設計業務		沖縄		02沖総局		43553.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		鈴木信夫		岡本英久		瀬良敬二		岸名久之		三浦健悟		大久保陽介												宮下健一朗		82		1		82		1		82		1		81

		H30d		401018034		那覇空港滑走路増設資材価格等調査業務		沖縄		02沖総局		43553.0		（財）建設物価調査会		00005722		建設コンサルタント等		岩崎靖弘																								77		0		77		0		73		0		-

		H30d		401018035		中城湾港事業効果検討業務		沖縄		02沖総局		43553.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		西村壮介		牧野綾		久米俊治		田守利充		吉川慎一		野々村さやか												殿最浩司		84		1		84		1		82		1		82

		H30d		401018039		那覇港事業評価業務		沖縄		02沖総局		43549.0		中電技術コンサルタント（株）		00000063		建設コンサルタント等		岩本典丈		難波秀太郎		塚野真美		西野孝晴		厚井恵子														月坂明広		78		0		78		0		78		0		78

		H30d		401018051		新技術活用システム運用支援業務		沖縄		02沖総局		43524.0		大日本コンサルタント（株）		00000080		建設コンサルタント等		高山淳一		田代大樹		平野貴之		中池竜司		本田博幸																76		0		76		0		75		0		-

		H30d		401018054		那覇港臨港道路(橋梁)劣化調査業務		沖縄		02沖総局		43546.0		（株）オリエンタルコンサルタンツ		00000037		建設コンサルタント等		田中樹由		黒川直哉		田口誠司		木村淳																		77		0		77		0		75		0		-

		H30d		401018056		中城湾港施工検討外１件業務		沖縄		02沖総局		43553.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		三浦健悟		岡本英久		岡崎健		山口達治																		79		0		79		0		76		0		-

		H30d		401018057		那覇空港滑走路増設空港土木施設実施設計業務		沖縄		02沖総局		43544.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		清成竜太		山極政行		石原宏二		小谷和彦		藤森修吾		安藤興太												成島正倫		77		0		77		0		76		0		78

		H30d		401018058		那覇空港高架道路（オフランプ部）外１件基本設計業務		沖縄		02沖総局		43544.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		鈴木信夫		宮本直美		後藤寛		山本智弘																三浦健悟		77		0		77		0		76		0		78

		H30d		401018067		那覇港（新港ふ頭地区）臨港道路（若狭港町線）詳細設計業務		沖縄		02沖総局		43550.0		八千代エンジニヤリング（株）		00000123		建設コンサルタント等		上田浩章		池田優雄		松本拓賢		綿引浩一		国生隼人		高山健一		横田敏広		竹村太佐		渡辺健二						川畑宏志		82		1		82		1		82		1		81

		H30d		401018068		那覇港（新港ふ頭地区）臨港道路（若狭港町線）詳細設計業務（その２）		沖縄		02沖総局		43550.0		大日本コンサルタント（株）		00000080		建設コンサルタント等		高山淳一		田代大樹		平野貴之		中池竜司		田中大気		長悟史		本田博幸		藤野真也								徳橋亮治		84		1		84		1		84		1		83

		H30d		401018069		那覇港（新港ふ頭地区）臨港道路（若狭港町線）詳細設計業務（その３）		沖縄		02沖総局		43550.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		土田隆司		竹口智也		土田翔平		渡邉史		合馬幹人		石原大作		三浦健悟										岩城達思		82		1		82		1		82		1		81

		H30d		401018070		那覇港臨港道路現況測量業務		沖縄		02沖総局		43343.0		（有）国誠測量設計 アリ		00005874		建設コンサルタント等		比嘉孝太		比嘉康																						75		0		75		0		73		0		-

		H30d		401018071		那覇港（泊ふ頭地区）岸壁（ー９．０ｍ）構造検討業務		沖縄		02沖総局		43553.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		鈴木信夫		岡本英久		影地良昭		鶴田賢司		荒木大志		大久保陽介		瀬良敬二		大家隆行								三浦健悟		78		0		78		0		76		0		93

		H30d		401018075		那覇港(浦添ふ頭地区)浮桟橋劣化対策検討業務		沖縄		02沖総局		43410.0		（株）アジア技研		00000856		建設コンサルタント等		西里好文		山城晃作		島袋和也		仲間喜代美		上原勇次																79		0		79		0		78		0		-

		H30d		401018080		那覇港（新港ふ頭地区）岸壁基本設計業務		沖縄		02沖総局		43553.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		鈴木信夫		豊間根汐里		瀬良敬二		鶴田賢司		大久保陽介		北市英生		上出竜司		三井亨保		荒木大志						三浦健悟		84		1		84		1		82		1		95

		H30d		401018084		那覇空港滑走路増設水質等環境監視調査業務（その２）		沖縄		02沖総局		43551.0		（株）沖縄環境分析センター		00000199		建設コンサルタント等				野原昌之		伊集力也		山本靖之		青沼伸一		岩永洋志登														80		1		80		1		78		0		-

		H30d		401018084		那覇空港滑走路増設水質等環境監視調査業務（その２）		沖縄		02沖総局		43551.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		岩村俊平		山口奈津美		源平慶		吉川泰広		矢田勝也		眞喜志一		今泉久祥		犀川一弥		三宅崇智								80		1		80		1		78		0		-

		H30d		401018087		那覇空港滑走路増設埋立等技術検討業務		沖縄		02沖総局		43550.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		森晴夫		梶谷卓美		大村厚夫		宮脇周作		春日井康夫		片上智之														78		0		78		0		75		0		-

		H30d		401018087		那覇空港滑走路増設埋立等技術検討業務		沖縄		02沖総局		43550.0		復建調査設計（株）		00000032		建設コンサルタント等				山田明恵		山田和弘		菅野雄一		石川雅也		金徳圭三														78		0		78		0		75		0		-

		H30d		401018094		潮位観測データ信頼性確認検討業務		沖縄		02沖総局		43524.0		（社）海洋調査協会		00009906		建設コンサルタント等				伊藤直和		安立重昭																				78		0		78		0		76		0		-

		H30d		401018094		潮位観測データ信頼性確認検討業務		沖縄		02沖総局		43524.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		竹内一浩		小池克征		石水秀延																				78		0		78		0		76		0		-

		H30d		401018097		那覇港みなとカメラ設置検討業務		沖縄		02沖総局		43554.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		岩堀英明		田口雄太		内藤裕司		野添裕貴		原田淳														福田泰久		72		0		72		0		70		0		92

		H30d		401117003		平良港品質監視等補助業務		沖縄		02沖総局		43553.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		小早川弘		前原隆		比嘉正巳																				79		0		79		0		79		0		-

		H30d		401117004		平良港発注補助業務		沖縄		02沖総局		43553.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		小早川弘		城間隆男		金城健		伊佐広正		嶺井孝泉														比嘉正巳		79		0		79		0		79		0		-

		H30d		401118016		平良港事業評価検討業務		沖縄		02沖総局		43535.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		西村壮介		牧野綾		久米俊治		田守利充		吉川慎一																78		0		78		0		77		0		-

		H30d		401118017		平良港（漲水地区）岸壁（ー１０ｍ）（防波堤外）改良設計業務		沖縄		02沖総局		43553.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		鈴木信夫		岩堀英明		野添裕貴		大家隆行		大久保陽介														三浦健悟		80		1		80		1		76		0		81

		H30d		401118018		平良港埋立承認願書作成業務		沖縄		02沖総局		43524.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		鈴木信夫		北市英生		北田彰久		大家隆行		三浦健悟																77		0		77		0		76		0		-

		H30d		401118022		平良港北防波堤健全度調査検討業務		沖縄		02沖総局		43434.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		西村壮介		松本俊範		田守利充		家村健吾		殿最浩司		竹内麻衣子		森本睦		大利公二										79		0		79		0		79		0		-

		H30d		401217019		竹富南航路周辺環境影響調査業務		沖縄		02沖総局		43544.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		田端重夫		石森博雄		青山光		毛塚大輔		藤沼紀敏		石水秀延														79		0		79		0		75		0		-

		H30d		401218005		石垣港（新港地区）岸壁（一１２ｍ）設計業務		沖縄		02沖総局		43553.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		鈴木信夫		加藤圭		豊間根汐里		瀬良敬二		三浦健悟		大久保陽介												山口達治		80		1		80		1		80		1		81

		H30d		401218009		石垣港（新港地区）岸壁（一１２ｍ）公有水面埋立願書作成業務　		沖縄		02沖総局		43553.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		高橋由浩		上原教善		森田整		白井英一		白木喜章		川崎貴之		田村圭一		倉持雅彦		岩村俊平								82		1		82		1		82		1		-

		H30d		401218012		石垣港水質調査		沖縄		02沖総局		43551.0		（株）環境技建ウエーブ		00005992		建設コンサルタント等		長田紀晃		志賀翔太		岡本玄洋		金芳晴		古川由紀夫																74		0		74		0		71		0		-

		H30d		401218012		石垣港水質調査		沖縄		02沖総局		43551.0		沖縄環境調査（株）		00002635		建設コンサルタント等				仲村千春		金城樹		平野暁		萩原一貴		金城智仁		桜井雄												74		0		74		0		71		0		-

		H30d		401218014		石垣港（新港地区）係留施設設計業務		沖縄		02沖総局		43546.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		西村壮介		村上巧一		山本龍		杉本有基		高岡慶人		真期俊行		田守利充		西尾岳裕		佐藤広章						吉川慎一		67		0		67		0		67		0		84

		H30d		401218015		石垣港(新港地区)岸壁(-10m)維持管理計画書作成業務		沖縄		02沖総局		43455.0		ポートコンサルタント（株）		00000927		建設コンサルタント等		反田行雄		薄葉有矢		中野友輔		庄司克巳		紺谷明泰		内藤輝		石田誠												81		1		81		1		81		1		-

		H30d		401218017		石垣港環境調査		沖縄		02沖総局		43524.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		岩村俊平		岡田亘		山口奈津美		吉川泰広		眞喜志一		今泉久祥														82		1		82		1		82		1		-

		H30d		401218019		竹富南航路保全計画検討外１件業務		沖縄		02沖総局		43546.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		首藤啓		森谷粒志		渡辺健太郎		生巣武																		76		0		76		0		72		0		-

		H30d		401218020		石垣港船舶航行安全対策検討業務		沖縄		02沖総局		43553.0		（社）西部海難防止協会		K001658016		建設コンサルタント等		小森田重寿		松村信之		三明薫																				73		0		73		0		74		0		-

		H30d		190118001		公共工事積算機能改良等業務		国総研		03国総研		43551.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		奥野一暢		幸田毅彦		西原孝仁		澤田博道		元木誠		大木秀雄														75		0		75		0		75		0		-

		H30d		190118002		全国港湾海洋波浪情報網観測情報システム運用状況検討業務		国総研		03国総研		43555.0		（財）日本気象協会		00004942		建設コンサルタント等		冨田雄一郎		前田正裕		村山貴彦		齊藤勝也																		78		0		78		0		80		1		-

		H30d		190118003		港湾情報処理システム再構築による効率化等検討業務		国総研		03国総研		43555.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		井野洋		加納丈司		室屋聡智		西岡護		澤田博道		元木誠		藤田浩司		長谷川忠相										70		0		70		0		68		0		-

		H30d		190118004		船舶損料算定基礎調査等業務		国総研		03国総研		43551.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		荒木英二		安部和宏		芳賀敬二		幸田毅彦		奥野一暢		加藤利弘														76		0		76		0		78		0		-

		H30d		190118006		港湾情報処理システム機能改良等検討業務		国総研		03国総研		43549.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		澤田博道		兵頭武志		西原孝仁		西口佳之		井野洋		加納丈司		室屋聡智		西岡護		藤田浩司								67		0		67		0		66		0		-

		H30d		190118007		港湾土木請負工事等積算基準解析業務		国総研		03国総研		43542.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		島田伊浩		高山和敏		芳賀敬二		嶋田美奈子																		74		0		74		0		74		0		-

		H30d		190118008		港湾請負工事積算の労務費等調査解析業務		国総研		03国総研		43539.0		（財）経済調査会		00005711		建設コンサルタント等		三科正和		竹内伸夫		石渕重伸		林秀樹		谷村伸		松浦哲也		佐藤剛												75		0		75		0		74		0		-

		H30d		190218001		干潟の生態系サービスの統合的評価手法に関する検討業務		国総研		03国総研		43524.0		復建調査設計（株）		00000032		建設コンサルタント等		三戸勇吾		吉木健吾		大西晃輝		高橋俊之		菅野孝則		後藤正孝														79		0		79		0		78		0		-

		H30d		190218002		機械学習を用いた高潮予測モデル作成業務		国総研		03国総研		43524.0		みずほ情報総研（株）		00001761		建設コンサルタント等		眞鍋尚		加藤幸一郎		荒木和博		宮川尚紀		石田純一																79		0		79		0		79		0		-

		H30d		190218003		臨港道路の啓開における点検・緊急措置要否判定手法等検討業務		国総研		03国総研		43524.0		八千代エンジニヤリング（株）		00000123		建設コンサルタント等		兼古英明		住澤亮		田中直樹		山路徹		江種耕一		天野俊														79		0		79		0		76		0		-

		H30d		190218004		東京湾における生物及び生息場に関するデータの収集・解析業務		国総研		03国総研		43524.0		八千代エンジニヤリング（株）		00000123		建設コンサルタント等		瀬戸口喜祥		坂口幸太		鈴木広美		吉原哲		石井重久																74		0		74		0		74		0		-

		H30d		190218008		港湾施設の維持管理における点検・診断基本システム開発業務		国総研		03国総研		43543.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		梶谷卓美		大村厚夫		森晴夫		春日井康夫		峯村浩治		守屋正平		畠山貴之												74		0		74		0		74		0		-

		H30d		190218009		海域の環境改善に資する化学物質の動態に関する検討業務		国総研		03国総研		43524.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		酒井康彦		大久保豊		小玉一哉		粟田智																阿部浩司		82		1		82		1		83		1		81

		H30d		190218010		みなとカメラ活用方策等検討業務		国総研		03国総研		43539.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		八木英紀		森田雅裕		箕作幸治		鈴木武																		76		0		76		0		75		0		-

		H30d		190218021		港湾域における海岸保全施設の維持管理への新技術適用に関する検討業務		国総研		03国総研		43543.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		春日井康夫		森本悟司		浜口正志		田所篤博		遠藤敏雄		蛭川愛志														77		0		77		0		77		0		-

		H30d		190218036		コンテナの耐風対策に関する調査業務		国総研		03国総研		43546.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		長谷川巌		柴田邦善		宮里一郎		鈴木眞司																		77		0		77		0		74		0		-

		H30d		190318001		航路幅員算定手法に関する検討業務		国総研		03国総研		43524.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		高橋宏直		西畑剛		三原正裕																				77		0		77		0		73		0		-

		H30d		190318002		長期予測のための経済・貿易構造の分析調査業務		国総研		03国総研		43524.0		セントラルコンサルタント（株）		00000028		建設コンサルタント等		伊東弘人		西田敦史		神野竜之介		西谷真洋																		76		0		76		0		76		0		-

		H30d		190318003		既存港湾施設の有効活用に関する情報提供システム検討業務		国総研		03国総研		43524.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		佐々木信和		榎本真美		西岡真次郎		松崎咲慧		阿比留勝吾		森暁雄														77		0		77		0		78		0		-

		H30d		190318004		クルーズ動向の中長期シナリオ分析調査業務		国総研		03国総研		43524.0		セントラルコンサルタント（株）		00000028		建設コンサルタント等		伊東弘人		西田敦史		神野竜之介		西谷真洋																		82		1		82		1		80		1		-

		H30d		190318004		クルーズ動向の中長期シナリオ分析調査業務		国総研		03国総研		43524.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等				戸田智司		田中三郎		太田正規																		82		1		82		1		80		1		-

		H30d		190318005		海外港湾分野における技術基準類の情報収集整理・分析業務		国総研		03国総研		43524.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		山本修司		佐藤昌宏		宮脇周作		守屋正平																		78		0		78		0		78		0		-

		H30d		190318006		港湾分野における情報通信技術等の活用に関する検討業務		国総研		03国総研		43524.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		小黒章二		杉野茂俊		芳賀敬二		西原孝仁		室屋聡智		嶋田美奈子														78		0		78		0		75		0		-

		H30d		190318007		港湾空港等事業の公共調達に関する調査業務		国総研		03国総研		43546.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		小黒章二		高山和敏		入部忠道		嶋田美奈子																		76		0		76		0		77		0		-

		H30d		190318008		大型クルーズ船に必要な水域施設に関する検討業務		国総研		03国総研		43524.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		高橋宏直		三原正裕																						77		0		77		0		73		0		-

		H30d		190318009		港湾空港分野における環境物品等の調達に関する技術検討業務		国総研		03国総研		43524.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		森晴夫		加辺圭太郎		田所篤博		守屋正平		畠山貴之																76		0		76		0		74		0		-

		H30d		190318010		係船柱・防舷材の設計法高度化に係る基礎検討業務		国総研		03国総研		43546.0		中電技術コンサルタント（株）		00000063		建設コンサルタント等		村上公亮		植田拓朗		生頼直樹		永井純平		能島佑佳		橋本淳		北出圭介												76		0		76		0		74		0		-

		H30d		190318011		桟橋の耐震性能照査手法に関する高度化検討業務		国総研		03国総研		43524.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		森晴夫		山本修司		佐藤昌宏		菅野高弘		守屋正平		古澤達也														78		0		78		0		78		0		-

		H30d		190318011		桟橋の耐震性能照査手法に関する高度化検討業務		国総研		03国総研		43524.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等				戎健次		江口拓生		山田雅行		曽根照人		平井俊之		桑原直範												78		0		78		0		78		0		-

		H30d		190318013		港湾を取り巻く課題を踏まえた港湾技術基準の高度化検討業務		国総研		03国総研		43544.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		田所篤博		山本修司		佐藤昌宏		鈴木善光		春日井康夫		加辺圭太郎		渡部耕平		遠藤敏雄										76		0		76		0		76		0		-

		H30d		190318017		設計入力地震動の設定の高度化に関する検討業務		国総研		03国総研		43544.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		山田雅行		森田真弘		中垣規子		藤野義範		羽田浩二		曽根照人		八木悟		吉田和郎		桑原直範								77		0		77		0		77		0		-

		H30d		190318019		国内外のコンテナターミナル状況調査		国総研		03国総研		43524.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		高橋琢磨		鳥居洋		後藤洋加		高橋浩二		中嶋実		飯尾昌和														76		0		76		0		77		0		-

		H30d		190318031		地震リスク解析に基づく港湾構造物の耐震性に関する検討業務		国総研		03国総研		43544.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		團村肇		住岡直樹		槙野公平		松原弘晃		塩田恒夫		石本健治		安田将人												76		0		76		0		77		0		-

		H30d		190418001		空港土木積算システム利便性向上のための機能改良業務		国総研		03国総研		43549.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		奥野一暢		幸田毅彦		西原孝仁		澤田博道		元木誠		大木秀雄														76		0		76		0		74		0		-

		H30d		190418002		将来航空需要推計検討調査業務		国総研		03国総研		43552.0		（株）三菱総合研究所		00001994		建設コンサルタント等		磯野文暁		長谷川倫幹		大石礎																				75		0		75		0		74		0		-

		H30d		190418003		空港の耐震信頼性の限界値に関する検討調査業務		国総研		03国総研		43524.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等				熊澤将之		清水啓																				80		1		80		1		80		1		-

		H30d		190418003		空港の耐震信頼性の限界値に関する検討調査業務		国総研		03国総研		43524.0		（株）シオ政策経営研究所		00004074		建設コンサルタント等		中神啓介		内野実花子		西崎英治		渡辺明彦																		80		1		80		1		80		1		-

		H30d		190418004		空港施設に関する図面管理システム等改良及び検討業務		国総研		03国総研		43549.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		室屋聡智		幸田毅彦		西原孝仁		井野洋		加納丈司																68		0		68		0		66		0		-

		H30d		190418005		航空市場の変化に対応した空港受入環境の検討調査業務		国総研		03国総研		43544.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		三輪敦		今村喬広		上原純		宮川香奈恵																		76		0		76		0		74		0		-

		H30d		190418006		空港土木工事施工歩掛に関する調査解析等業務		国総研		03国総研		43546.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		菅野真弘		芳賀敬二		奥野一暢		渡邉明浩		大木秀雄		猿渡守														76		0		76		0		74		0		-

		H30d		190418007		空港舗装材料の劣化性状等に関する調査業務		国総研		03国総研		43524.0		ティーアール・コンサルタント（株）		00005705		建設コンサルタント等		久野晃弘		菅原信吉		中村太郎		増山里美		吉原昌貴																77		0		77		0		72		0		-

		H30d		190418008		空港土木施設維持管理水準等の施工基準に関する検討業務		国総研		03国総研		43546.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		菅野真弘		渡邉明浩		大木秀雄		猿渡守																		76		0		76		0		74		0		-

		H30d		190418009		空港舗装の構造設計法の改訂等に関する調査業務		国総研		03国総研		43539.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		福岡知久		藤生孝典		田口壮年																				78		0		78		0		78		0		-

		H30d		190418010		GSEの軌跡分析・現況再現シミュレーション実施調査業務		国総研		03国総研		43552.0		（株）三菱総合研究所		00001994		建設コンサルタント等		磯野文暁		田上周		佐藤賢		サーヴェドラネアントロ																		70		0		70		0		66		0		-

		H30d		190418011		空港舗装の調査手法、評価手法及び劣化予測手法に関する調査業務		国総研		03国総研		43539.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		福岡知久		横山隼佑		二見康友		田代広行		渡部康祐																78		0		78		0		78		0		-

		H30d		190418012		空港舗装巡回等点検システム機能改良検討業務		国総研		03国総研		43524.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		幸田毅彦		西原孝仁		井野洋		加納丈司		室屋聡智																68		0		68		0		66		0		-

		H30d		190418013		空港整備事業の評価手法の高度化に関する検討基礎調査業務		国総研		03国総研		43546.0		（株）三菱総合研究所		00001994		建設コンサルタント等		牧浩太郎		川上陸		土谷和之		磯野文暁																		74		0		74		0		71		0		-

		H30d		190418023		空港アスファルト混合物の接着性に関する調査業務		国総研		03国総研		43524.0		ニチレキ（株）		00003574		建設コンサルタント等		川島明		村井有希		小幡範		渡邊柊人		上野貞治		平岡富雄														75		0		75		0		72		0		-

		R01d		110119001		東北地方整備局管内技術審査補助業務		東北		01整備局 セイビキョク		43913.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		畑田武見		吉田稔		佐藤信		鈴木惠生		藤田隆		及川勝朋		川守田正路										畑田武見		79		0		79		0		79		0		-

		R01d		110119006		港湾整備に係る沿岸気象海象情報の予測情報等提供業務		東北		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		鈴木善光		吉永泰祐		田所篤博		内田裕之		山本浩之																74		0		74		0		75		0		-

		R01d		110119007		水中部施工状況確認業務		東北		01整備局 セイビキョク		43917.0		（社）日本潜水協会		00010151		建設コンサルタント等		東山安彦		小林利夫																						77		0		77		0		77		0		-

		R01d		110119008		建設資材等価格調査		東北		01整備局 セイビキョク		43916.0		（財）建設物価調査会		00005722		建設コンサルタント等		菊地元		戸村秀紀		伊藤慶次郎		小野寺舞																		77		0		77		0		77		0		-

		R01d		110119013		小名浜港外みなとカメラ検討業務		東北		01整備局 セイビキョク		43861.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		眞山丈夫		稲田憲武		佐藤敬		八木英紀																上野雅明		73		0		73		0		77		0		65

		R01d		110119014		東北港湾の活用による物流施策推進検討業務		東北		01整備局 セイビキョク		43899.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		水野正博		岡田哲一		苣木かおり																				75		0		75		0		75		0		-

		R01d		110119014		東北港湾の活用による物流施策推進検討業務		東北		01整備局 セイビキョク		43899.0		（株）地域開発研究所		00001597		建設コンサルタント等				高橋健太		山下正貴		安藤義宗																		75		0		75		0		75		0		-

		R01d		110119015		クルーズ船寄港拡大方策検討業務		東北		01整備局 セイビキョク		43889.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		田中裕作		戸田智司		田中三郎		池田秀文		太田正規		外山康夫		福田一郎		権野弘之										75		0		75		0		73		0		-

		R01d		110119016		東北地域の自動車関連企業集積に伴う物流体系検討業務		東北		01整備局 セイビキョク		43889.0		三井共同建設コンサルタント（株）		00000003		建設コンサルタント等		冨田薫		古山卓司		豊田雄介		松尾智征		宮元正治																77		0		77		0		76		0		-

		R01d		110119017		港湾施設の維持管理技術情報提供業務		東北		01整備局 セイビキョク		43819.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		稲田勉		海老名正裕		岩崎和弘		佐藤昌宏		森晴夫		守屋正平		川村浩		遠藤敏雄										78		0		78		0		79		0		-

		R01d		110119020		港湾機能継続計画の実効性向上検討業務		東北		01整備局 セイビキョク		43909.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		眞山丈夫		西見裕司		上野雅明		松永康司																		73		0		73		0		73		0		-

		R01d		111018001		青森港品質監視等補助業務		東北		01整備局 セイビキョク		43917.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		川守田正路																								76		0		76		0		76		0		-

		R01d		111118001		八戸港外品質監視等補助業務		東北		01整備局 セイビキョク		43917.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		鈴木惠生		佐々木和夫		小橋一雄																				76		0		76		0		76		0		-

		R01d		111119002		八戸港監督補助業務		東北		01整備局 セイビキョク		43917.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		中村奉文		上平俊幸		大場政治																				76		0		76		0		76		0		-

		R01d		111119022		八戸港航路泊地(埋没)付帯施設実施設計		東北		01整備局 セイビキョク		43917.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		瀬良敬二		加藤圭		豊間根汐里		嘉數浩靖																山口達治		79		0		79		0		77		0		77

		R01d		111119023		八戸港国有港湾施設維持管理計画書作成業務		東北		01整備局 セイビキョク		43903.0		ポートコンサルタント（株）		00000927		建設コンサルタント等		紺谷明泰		薄葉有矢		本間靖明		中野友輔		庄司克巳		内藤輝		反田行雄												77		0		77		0		76		0		-

		R01d		111119024		八戸港航路泊地(埋没)付帯施設修正設計		東北		01整備局 セイビキョク		43819.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		瀬良敬二		加藤圭		川俣秀樹		豊間根汐里		嘉數浩靖														山口達治		77		0		77		0		78		0		78

		R01d		111218001		秋田港品質監視等補助業務		東北		01整備局 セイビキョク		43917.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		藤田隆																								78		0		78		0		78		0		-

		R01d		111218001		秋田港品質監視等補助業務		東北		01整備局 セイビキョク		43917.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等				高橋直志																						78		0		78		0		78		0		-

		R01d		111219006		秋田港コンテナターミナル外事業効果検討業務		東北		01整備局 セイビキョク		43889.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		宇於崎泰寛		戸田智司		池田秀文		太田正規		山本涼平		福田一郎												岡田哲一		73		0		73		0		69		0		67

		R01d		111219013		能代港静穏度検討業務		東北		01整備局 セイビキョク		43903.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		内山一郎		村瀬良平		兒玉俊介		山本禎寿																安野経治		78		0		78		0		78		0		67

		R01d		111318001		久慈港外品質監視等補助業務		東北		01整備局 セイビキョク		43917.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等				大島勇																						76		0		76		0		76		0		-

		R01d		111318001		久慈港外品質監視等補助業務		東北		01整備局 セイビキョク		43917.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		及川勝朋		大山典夫																						76		0		76		0		76		0		-

		R01d		111319021		中妻宿舎内装改修修正設計		東北		01整備局 セイビキョク		43735.0		（有）みやび建築工房		XC00001811		建設コンサルタント等		米田祐恵		金子知好		須藤省三		金子学																		70		0		70		0		70		0		-

		R01d		111319024		久慈港湾口地区防波堤周辺影響検討業務		東北		01整備局 セイビキョク		43917.0		（株）アルファ水工コンサルタンツ		00000066		建設コンサルタント等		堀江岳人		浅沼丈夫		井鳥聖也		遠藤次郎		千原美季		宍戸雄太		冨澤伸樹		橋本孝治		上山美登里						坂本辰哉		79		0		79		0		79		0		80

		R01d		111319025		宮古港藤原地区港湾施設概略検討業務		東北		01整備局 セイビキョク		43916.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		瀬良敬二		加藤圭		豊間根汐里		田渡竜乃介		嘉數浩靖		北田彰久		荒木大志										山口達治		78		0		78		0		78		0		80

		R01d		111418001		酒田港品質監視等補助業務		東北		01整備局 セイビキョク		43917.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		戸川守		田村雅義																						77		0		77		0		77		0		-

		R01d		111418002		酒田港監督補助業務		東北		01整備局 セイビキョク		43917.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		戸川守		高荒聡		馬場智		菊地旭成																		78		0		78		0		78		0		-

		R01d		111419008		酒田港整備効果検討業務		東北		01整備局 セイビキョク		43889.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		荒牧健		大西智之		堤光一郎		山端俊也		上村圭介		久保浩司		山本禎寿		今村均								内山一郎		81		1		81		1		79		0		82

		R01d		111419013		酒田港波浪観測装置実施設計業務		東北		01整備局 セイビキョク		43900.0		（株）アルファ水工コンサルタンツ		00000066		建設コンサルタント等		堀江岳人		長尾善伸		遠藤次郎		宍戸雄太		鈴木彰		桑原正博		重永真孝		平井豊規		酒向章哲								80		1		80		1		80		1		-

		R01d		111419014		酒田港国有港湾施設維持管理計画策定業務		東北		01整備局 セイビキョク		43889.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		内山一郎		後藤洋之		鈴木雄太		伊藤諒		鈴木裕太		伊藤誠														76		0		76		0		76		0		-

		R01d		111518001		仙台塩釜港外品質監視等補助業務		東北		01整備局 セイビキョク		43917.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		川守田正路		佐々木義朗																						77		0		77		0		77		0		-

		R01d		111518002		仙台塩釜港監督補助業務		東北		01整備局 セイビキョク		43917.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		中村奉文		高泉信嘉		北浦修																				77		0		77		0		77		0		-

		R01d		111519005		仙台塩釜港発注補助業務		東北		01整備局 セイビキョク		43913.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		及川勝朋		星野英昭																				及川勝朋		79		0		79		0		79		0		-

		R01d		111519013		仙台空港排水施設効果外検討業務		東北		01整備局 セイビキョク		43889.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		久野了史		竹井義博		片柳敦喜		平野猛也		亀井慎一郎																81		1		81		1		79		0		-

		R01d		111519024		仙台塩釜港国有港湾施設維持管理計画書作成業務		東北		01整備局 セイビキョク		43819.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		内山一郎		伊藤諒		鈴木裕太		伊藤誠																		76		0		76		0		75		0		-

		R01d		111519029		仙台塩釜港仙台港区向洋地区岸壁(-14m)細部設計		東北		01整備局 セイビキョク		43917.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		内山一郎		鳥飼千晶		堤光一郎		久保浩司																久下真一		79		0		79		0		78		0		80

		R01d		111519033		仙台塩釜港塩釜港区貞山地区岸壁(-9m)上部工詳細設計		東北		01整備局 セイビキョク		43915.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		山口達治		加藤圭		竹田正彦		安下純平		砂川透吾														瀬良敬二		79		0		79		0		78		0		80

		R01d		111619002		船舶技術検討業務		東北		01整備局 セイビキョク		43913.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		藤田秀雄		皿澤薫		長崎義男		平山誠		岩月哲三		今井泰男		菊池俊雄		本多大茂		島田晴弘						谷雄一		72		0		72		0		71		0		65

		R01d		111619008		青森港本港地区堤埠頭岸壁(-7.5m)(改良)修正設計		東北		01整備局 セイビキョク		43861.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		山口達治		加藤圭		竹田正彦		川俣秀樹		砂川透吾		安下純平												瀬良敬二		78		0		78		0		79		0		82

		R01d		111619010		管内技術課題に関する技術支援業務		東北		01整備局 セイビキョク		43915.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		川村浩		岩崎和弘		大村厚夫		森晴夫		春日井康夫		畠山貴之		峯村浩治												78		0		78		0		79		0		-

		R01d		111619011		潮位観測データ信頼性維持検討業務		東北		01整備局 セイビキョク		43889.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		加藤誠		鶴島大樹		荒居博之		小池克征																		78		0		78		0		77		0		-

		R01d		111619011		潮位観測データ信頼性維持検討業務		東北		01整備局 セイビキョク		43889.0		（社）海洋調査協会		00009906		建設コンサルタント等				山口晶敬		安立重昭																				78		0		78		0		77		0		-

		R01d		111619015		機械設備技術検討業務		東北		01整備局 セイビキョク		43889.0		（社）港湾荷役機械システム協会		00009978		建設コンサルタント等		平形忠之		中村允彦		森本哲郎																		増田勝人		71		0		71		0		72		0		65

		R01d		111718001		小名浜港外品質監視等補助業務		東北		01整備局 セイビキョク		43917.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		吉田稔		小宮勝彦																						74		0		74		0		74		0		-

		R01d		111718001		小名浜港外品質監視等補助業務		東北		01整備局 セイビキョク		43917.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等				馬場智		楠清文																				74		0		74		0		74		0		-

		R01d		111718002		小名浜港外監督補助業務		東北		01整備局 セイビキョク		43917.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		戸川守		阿部徳夫		浅野裕之		並木宏幸		松村五男		中嶋嘉和		坪高光		伊藤容啓		高荒聡								74		0		74		0		74		0		-

		R01d		111719018		小名浜港東港地区岸壁(-18m)(耐震)パイロット事業モニタリング業務		東北		01整備局 セイビキョク		43909.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		川村浩		海老名正裕		梶谷卓美		稲田勉		小澤義之		田所篤博		遠藤敏雄												80		1		80		1		80		1		-

		R01d		111719019		小名浜港船体動揺検討業務		東北		01整備局 セイビキョク		43909.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		高山知司		細井晶弘		大村厚夫		佐藤昌宏		森晴夫		田所篤博		守屋正平		川村浩		井瀬肇								77		0		77		0		77		0		-

		R01d		111719020		相馬港整備効果検討業務		東北		01整備局 セイビキョク		43915.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		佐藤広章		久米俊治		真期俊行		西村壮介		田守利充		西尾岳裕		田中次人		吉川慎一		野々村さやか								83		1		83		1		82		1		-

		R01d		120118023		クルーズを通じた地域振興等の方策に係る検討業務		関東		01整備局 セイビキョク		43616.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		太田正規		清水邦彦		田中三郎		守屋良美		生巣武		福田一郎														76		0		76		0		76		0		-

		R01d		120118027		CONPAS改修及びコンテナ輸送効率化実証業務		関東		01整備局 セイビキョク		43635.0		（株）三井Ｅ＆Ｓマシナリー		K002172653		建設コンサルタント等				石田英明		小西謙吾		在間秀樹		安井誠																78		0		78		0		80		1		-

		R01d		120118027		CONPAS改修及びコンテナ輸送効率化実証業務		関東		01整備局 セイビキョク		43635.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		池田秀文		畑中諭		西土井誠		宇於崎泰寛		福田一郎																78		0		78		0		80		1		-

		R01d		120118033		みなとカメラ仕様検討業務		関東		01整備局 セイビキョク		43917.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		八木英紀		眞山丈夫		西見裕司																				77		0		77		0		76		0		-

		R01d		120118035		関東地方整備局海洋環境整備船建造技術検討業務		関東		01整備局 セイビキョク		43909.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		野村剛		平山誠		亀井修		澤明		菊池俊雄		百合本隆														77		0		77		0		77		0		-

		R01d		120118044		横浜港生態系環境再生調査		関東		01整備局 セイビキョク		43896.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		福田一郎		石山孝義		菅家英朗		池田忠継		西土井誠		松山為時														78		0		78		0		78		0		-

		R01d		120119002		関東地方整備局管内港湾・空港技術審査補助業務		関東		01整備局 セイビキョク		43915.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		長内勝彦		二瓶正広		古川勝久		竹矢和正		上原正光		小林雅幸												近藤隆道		78		0		78		0		78		0		-

		R01d		120119003		建設資材等価格調査		関東		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）経済調査会		00005711		建設コンサルタント等		森下剛史		林誠		岩瀬真																				77		0		77		0		77		0		-

		R01d		120119004		水中部施工状況確認業務		関東		01整備局 セイビキョク		43921.0		（社）日本潜水協会		00010151		建設コンサルタント等		三浦孝一		天坂勇治		川村昭二																				76		0		76		0		76		0		-

		R01d		120119005		港湾・空港整備に係る沿岸気象海象情報の予測情報等提供業務		関東		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		山本浩之		吉永泰祐		鈴木善光		守屋正平		内田裕之																78		0		78		0		78		0		-

		R01d		120119006		港湾及び空港における工事安全対策業務		関東		01整備局 セイビキョク		43889.0		特定非営利活動法人みなとサポート		00169944		建設コンサルタント等		手塚哲		菅原邦彦		木村岩男																				77		0		77		0		79		0		-

		R01d		120119007		船舶機械技術資料作成業務		関東		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		近藤隆道		竹内孝之																						77		0		77		0		77		0		-

		R01d		120119010		船舶機械施工確認業務		関東		01整備局 セイビキョク		43921.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		吉田誠		入江重則		中村洋一																				76		0		76		0		76		0		-

		R01d		120119016		走行支援技術を活用した港湾におけるコンテナ輸送効率化方策検討業務		関東		01整備局 セイビキョク		43909.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		池田秀文		池田忠継		水野正博		宇於崎泰寛																		79		0		79		0		79		0		-

		R01d		120119023		京浜港におけるコンテナターミナルゲート効率化検証業務		関東		01整備局 セイビキョク		43903.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		岡本辰生		笹岡大輔		丁子信		和田翔		山内慎平		磯山直佑		南部浩之		千田祐一郎										83		1		83		1		83		1		-

		R01d		120119028		東京湾の港湾における事業継続計画検討業務		関東		01整備局 セイビキョク		43903.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		眞山丈夫		稲田憲武		上野雅明		松永康司																		77		0		77		0		77		0		-

		R01d		120119034		石炭灰混合材料を活用した東京湾水環境再生手法検討業務		関東		01整備局 セイビキョク		43909.0		（社）水底質浄化技術協会		00009957		建設コンサルタント等		村上和男		川西龍一		小島洋		斗沢照夫		江原仁																77		0		77		0		77		0		-

		R01d		120119035		海外主要コンテナ港湾における先進技術等を踏まえた京浜港の機能高度化方策検討業務		関東		01整備局 セイビキョク		43909.0		（財）国際臨海開発研究センター		K001772909		建設コンサルタント等		宍戸達行		中島潔 ナカジマ キヨシ		竹原亨 タケハラ トオル		三上裕 ミカミ ユタカ		堀米繁久 ホリコメ シゲヒサ		黒米郁 クロ コメ イク		筧隆夫 カケイ タカオ												79		0		79		0		79		0		-

		R01d		120119043		港湾における小口貨物輸送方策検討業務		関東		01整備局 セイビキョク		43909.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		岡本辰生		笹岡大輔 ササオカ ダイスケ		丁子信		千田祐一郎 チダ ユウイチロウ																		79		0		79		0		78		0		-

		R01d		121018001		京浜港施工状況確認等補助業務		関東		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		古川勝久		佐藤秀幸		樋口勇一																				77		0		77		0		77		0		-

		R01d		121018001		京浜港施工状況確認等補助業務		関東		01整備局 セイビキョク		43921.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等				納戸逸彦		原久良																				77		0		77		0		77		0		-

		R01d		121018003		京浜港発注補助業務		関東		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		二瓶正広		荒井隆之		手塚進一		渡邉明浩																		76		0		76		0		76		0		-

		R01d		121018031		横浜港南本牧地区国際海上コンテナターミナル設計業務		関東		01整備局 セイビキョク		43630.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		奥村広幸		佐藤幸夫		岡本英久		斎藤芳彦		石井正		原田淳		三浦健悟		後藤寛								嶋田宏		78		0		78		0		80		1		79

		R01d		121018063		横浜港新本牧地区船舶航行安全検討業務		関東		01整備局 セイビキョク		43644.0		（社）東京湾海難防止協会		00010102		建設コンサルタント等		下野哲裕		新倉一馬		高橋昭一																				75		0		75		0		76		0		-

		R01d		121019010		川崎港臨港道路東扇島水江町線航行安全管理業務		関東		01整備局 セイビキョク		43921.0		（社）東京湾海難防止協会		00010102		建設コンサルタント等		汐崎愼二		末長隆二		米沢昭司		高栗良勝		吉田勝正																75		0		75		0		75		0		-

		R01d		121019011		京浜港営繕技術資料作成業務		関東		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		荒川直也																								76		0		76		0		76		0		-

		R01d		121019012		川崎港設計・調査資料作成業務		関東		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		荒川直也		桐山寿郎		加藤誠一		保坂鐵矢		町田文孝																78		0		78		0		78		0		-

		R01d		121019019		横浜港本牧地区岸壁(-16m)(耐震)細部設計		関東		01整備局 セイビキョク		43889.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		柴田大介		池田剛		山口高弘		中村秀一		田端優憲		相澤和善		案浦侑己										川嶋憲		78		0		78		0		78		0		81

		R01d		121019020		川崎港臨港道路建設資材価格等調査		関東		01整備局 セイビキョク		43910.0		（財）経済調査会		00005711		建設コンサルタント等		石井淳一		藤井辰悟		齋藤英人																				76		0		76		0		78		0		-

		R01d		121019023		川崎港臨港道路東扇島水江町線環境影響検討業務		関東		01整備局 セイビキョク		43889.0		八千代エンジニヤリング（株）		00000123		建設コンサルタント等		田宮昇		小原和之		大川稀生		小野寺一剛		上野洋一		石井重久														77		0		77		0		76		0		-

		R01d		121019027		横浜港新本牧地区船舶航行安全検討業務		関東		01整備局 セイビキョク		43873.0		（社）東京湾海難防止協会		00010102		建設コンサルタント等		下野哲裕		新倉一馬		高橋昭一		福谷幸資																		76		0		76		0		77		0		-

		R01d		121019032		横浜港新本牧地区及び本牧地区港湾施設施工法検討業務		関東		01整備局 セイビキョク		43903.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		荒木英二		古川勝久		櫻井良宏		加藤利弘		川瀬将																80		1		80		1		78		0		-

		R01d		121019033		横浜港新本牧地区港湾施設細部設計		関東		01整備局 セイビキョク		43917.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		久下真一		山口孝幸		岩崎賢一		田中文彦		稲葉育祐		小池麻里												内山一郎		75		0		75		0		73		0		79

		R01d		121019034		横浜港南本牧地区国際海上コンテナターミナル施工技術検討業務		関東		01整備局 セイビキョク		43913.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		宮下健一朗		佐藤幸夫 サトウ ユキオ		原田淳 ハラダ ジュン		後藤寛 ゴトウ ヒロシ		畔柳陽介 クロヤナギ ヨウスケ		山下武 ヤマシタ タケル												山口達治		80		1		80		1		80		1		79

		R01d		121019037		横浜港南本牧地区荷さばき地整備施工技術検討業務		関東		01整備局 セイビキョク		43881.0		八千代エンジニヤリング（株）		00000123		建設コンサルタント等		渡辺健二		天野俊 アマノ シュン		末益潤 スエマス ジュン		永瀬翔平 ナガセ ショウヘイ		深津貴之 フカツ タカユキ		関口翔也 セキグチ ショウヤ												吉田秀樹		76		0		76		0		77		0		76

		R01d		121019039		横浜港大黒地区岸壁(-12m)取付部細部設計他業務		関東		01整備局 セイビキョク		43889.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		久下真一		鈴木雄太		澤田天		山口孝幸		岩崎賢一		長沢洋一		後藤洋之		大西智之								安野経治		76		0		76		0		75		0		79

		R01d		121019044		川崎港臨港道路東扇島水江町線技術評価業務		関東		01整備局 セイビキョク		43909.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		遠藤敏雄		佐藤昌宏		森晴夫		森本悟司		小澤義之		田所篤博												梶谷卓美		77		0		77		0		77		0		77

		R01d		121019078		台風19号に伴う川崎港コンテナターミナル災害時支援業務		関東		01整備局 セイビキョク		43909.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		小林雅幸		渡邉明浩																						78		0		78		0		78		0		-

		R01d		121119001		鹿島港他発注補助業務		関東		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		近藤隆道		手塚進一 テヅカ シンイチ																						77		0		77		0		77		0		-

		R01d		121119002		鹿島港他監督補助業務		関東		01整備局 セイビキョク		43921.0		ニシキコンサルタント（株）		00001003		建設コンサルタント等		細井明		山田玄		今村照夫																				74		0		74		0		74		0		-

		R01d		121119004		茨城港施工状況確認等補助業務		関東		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		近藤隆道																								77		0		77		0		77		0		-

		R01d		121119012		茨城港設計・調査等資料作成業務		関東		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		近藤隆道		西野秀幸		蜜石一太																				78		0		78		0		78		0		-

		R01d		121119015		茨城港港湾業務艇建造検討業務		関東		01整備局 セイビキョク		43707.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		菊池俊雄		皿澤薫		福富泰		木村茂喜		中島武男		神野信行		岩月哲三		加藤英夫		前田武						平山誠		78		0		78		0		76		0		80

		R01d		121119020		鹿島港港湾整備に関する検討業務		関東		01整備局 セイビキョク		43903.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		久下真一		橋爪陽平		大西智之		横山友一		伊藤誠		上村圭介		荒牧健		稲葉育祐		坂本貴光						内山一郎		79		0		79		0		78		0		81

		R01d		121119021		茨城港常陸那珂港区中央ふ頭地区岸壁(-12m)延伸部細部設計他業務		関東		01整備局 セイビキョク		43817.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		久下真一		大西智之		堤光一郎		上村圭介		荒牧健		久保浩司												安野経治		79		0		79		0		79		0		81

		R01d		121119024		茨城港常陸那珂港区公有水面埋立承認願書作成業務		関東		01整備局 セイビキョク		43909.0		中電技術コンサルタント（株）		00000063		建設コンサルタント等		宮本浩司		江川英仁		近藤良		木下真吾		増本育子		福原和顕												上田昭彦		77		0		77		0		74		0		80

		R01d		121119031		茨城港常陸那珂港区中央ふ頭地区整備検討業務		関東		01整備局 セイビキョク		43917.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		白井英一		花井健太		井畑友理香		榎本真久		宮本敏行		丸井英明		石本健治										上原教善		79		0		79		0		77		0		80

		R01d		121218021		東京湾浅場造成工事品質確認・検討業務		関東		01整備局 セイビキョク		43850.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		田中裕作		千葉晃		木俣陽一																				79		0		79		0		80		1		-

		R01d		121218021		東京湾浅場造成工事品質確認・検討業務		関東		01整備局 セイビキョク		43850.0		（財）海域環境研究機構		00219352		建設コンサルタント等				高垣泰雄		細川恭史		田中洋行		吉田静子		長島文博		中島正雄												79		0		79		0		80		1		-

		R01d		121219002		千葉港他発注補助業務		関東		01整備局 セイビキョク		43915.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		小林雅幸																								77		0		77		0		77		0		-

		R01d		121219003		東京湾連続観測機器維持管理データ活用検討他業務		関東		01整備局 セイビキョク		43921.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		加地智彦		木下裕士郎		渡辺卓也		池田宗平		佐々木倫彦		伍井稔														78		0		78		0		77		0		-

		R01d		121219011		千葉港千葉中央地区国際物流ターミナル再編事業検討業務		関東		01整備局 セイビキョク		43913.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		西村壮介		牧野綾		久米俊治		真期俊行		横山茂生		曽根照人		楠謙吾		佐藤広章								岡部登		79		0		79		0		79		0		80

		R01d		121219012		千葉港葛南中央地区岸壁(-10m)補修対策検討業務		関東		01整備局 セイビキョク		43906.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		市川雅也		井上憲		山下篤郎		岡庭翔一		松平隼人		大野敦生												安岡啓一		79		0		79		0		78		0		80

		R01d		121219020		千葉港葛南中央地区海岸保全施設整備検討業務								関東		01整備局 セイビキョク		43920.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		石本健治		森谷拓実		丸井英明		小原陵		三枝巧		田中聡		倉持雅彦		安田将人										75		0		75		0		76		0		-

		R01d		121318002		東京国際空港施工状況確認補助業務		関東		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		相川誠		石岡勉 イシオカ ツトム		石垣誠一郎 イシガキ セイイチロウ		宇都悟 ウト サトル		影山浩一 カゲヤマ コウイチ		清水豊 シミズ ユタカ		安倍昭吉 アベ ショウキチ												71		0		71		0		71		0		-

		R01d		121318002		東京国際空港施工状況確認補助業務		関東		01整備局 セイビキョク		43921.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等				真田崇 サナダ タカシ																						71		0		71		0		71		0		-

		R01d		121318052		東京国際空港多摩川護岸(防潮壁区間)実施設計		関東		01整備局 セイビキョク		43672.0		中電技術コンサルタント（株）		00000063		建設コンサルタント等		村上公亮		生頼直樹		江川英仁		近藤良		橋本淳		北出圭介		松永真弥										上田昭彦		75		0		75		0		75		0		78

		R01d		121319001		東京国際空港発注補助業務		関東		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		石岡勉		野村修一		諸澤隆久		影山浩一																		76		0		76		0		76		0		-

		R01d		121319008		東京国際空港設計・調査資料作成業務		関東		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		板倉新		川越淳		木場貞和		平広志																		76		0		76		0		76		0		-

		R01d		121319010		東京国際空港アスファルト舗装改良等整備総合工程調査		関東		01整備局 セイビキョク		43920.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		桜井裕也		市川常憲		岸田茂之		青木康		佐藤英二		黒沼俊男												石井毅		77		0		77		0		77		0		80

		R01d		121319013		東京国際空港B滑走路他舗装改良設計		関東		01整備局 セイビキョク		43889.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		青木逸人		藤生孝典		田口壮年		二見康友		菱山義規														成島正倫		78		0		78		0		79		0		79

		R01d		121319017		東京国際空港建設資材等価格調査		関東		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）経済調査会		00005711		建設コンサルタント等		森下剛史		伊藤正久		福田航平																				76		0		76		0		75		0		-

		R01d		121319018		東京国際空港D滑走路動態観測調査等業務		関東		01整備局 セイビキョク		43917.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		大村厚夫		佐藤昌宏		森晴夫		高橋義典		渡部耕平		守屋正平		遠藤敏雄		蛭川愛志		細井晶弘						梶谷卓美		76		0		76		0		78		0		76

		R01d		121319021		東京国際空港場周道路改良設計		関東		01整備局 セイビキョク		43769.0		（株）オリエンタルコンサルタンツ		00000037		建設コンサルタント等		松平圭庸		藤田盛吾		高田真		山田大輔		松本壮史														石村佳之		76		0		76		0		76		0		78

		R01d		121319028		東京国際空港C滑走路延伸事業事後評価検証業務		関東		01整備局 セイビキョク		43854.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		錦織剛		熊澤将之		臼井衣織		杉山純子																清水啓		75		0		75		0		73		0		78

		R01d		121319029		東京国際空港D滑走路建設技術検証等業務		関東		01整備局 セイビキョク		43917.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		遠藤敏雄		細井晶弘		大村厚夫		佐藤昌宏		森晴夫		渡部耕平		守屋正平		山崎浩之								山本修司		76		0		76		0		77		0		76

		R01d		121319031		東京国際空港周辺海域水環境再生検討調査		関東		01整備局 セイビキョク		43913.0		（財）東京都内湾漁業環境整備協会		K001788495		建設コンサルタント等		村井衛		山川正巳		伊東二三夫																				76		0		76		0		76		0		-

		R01d		121319033		東京国際空港舗装技術検討業務		関東		01整備局 セイビキョク		43889.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		藤生孝典		田口壮年		池田将志		山村優佳		小野宗助														福岡知久		76		0		76		0		75		0		78

		R01d		121319036		東京国際空港東旅客ターミナル地区他基礎検討業務		関東		01整備局 セイビキョク		43909.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		櫻井良宏		永田享志		菅原広幸		佐藤光博		川瀬将														加藤利弘		78		0		78		0		77		0		78

		R01d		121319037		東京国際空港穴守橋東交差点他詳細設計		関東		01整備局 セイビキョク		43909.0		（株）オリエンタルコンサルタンツ		00000037		建設コンサルタント等		松平圭庸		木山貴裕		山田大輔		渡邉啓太		松本壮史														石村佳之		79		0		79		0		79		0		79

		R01d		121319038		東京国際空港周辺海域水生生物多様化方策検討業務		関東		01整備局 セイビキョク		43913.0		（財）東京都内湾漁業環境整備協会		K001788495		建設コンサルタント等		村井衛		山川正巳		伊東二三夫																				75		0		75		0		76		0		-

		R01d		121319042		東京国際空港N地区護岸基本設計		関東		01整備局 セイビキョク		43909.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		山口達治		竹田正彦		砂川透吾		豊間根汐里		嘉數浩靖		瀬良敬二												鈴木信夫		76		0		76		0		75		0		78

		R01d		121319043		東京国際空港多摩川護岸(B型護岸等)実施設計		関東		01整備局 セイビキョク		43914.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		田中文彦		後藤洋之		鈴木雄太		槇和義		澤田天		山口孝幸		岩崎賢一		稲葉育祐		小池麻里						安野経治		76		0		76		0		76		0		79

		R01d		121319047		東京国際空港J誘導路他地盤改良設計		関東		01整備局 セイビキョク		43909.0		復建調査設計（株）		00000032		建設コンサルタント等		藤井照久		福村拓人		佐藤秀政		水野匠		西村俊明		高田圭太												山田和弘		77		0		77		0		76		0		81

		R01d		121319049		東京国際空港高潮対策基礎検討業務		関東		01整備局 セイビキョク		43917.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		大久保陽介		岡本英久		高橋武志		大家隆行		鈴木信夫		岡田清宏												石河雅典		78		0		78		0		78		0		78

		R01d		121319050		東京国際空港際内トンネル技術資料作成等業務(その2)		関東		01整備局 セイビキョク		43903.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		倉田知己		長井寛之		平井光徳		近藤文人																		76		0		76		0		78		0		-

		R01d		121418034		横浜港新本牧地区護岸構造検討業務		関東		01整備局 セイビキョク		43812.0		八千代エンジニヤリング（株）		00000123		建設コンサルタント等		国生隼人		小山萌弥		永瀬翔平		清水研		張林松		八尋蓮		渡辺健二		山岡淳		天野俊						吉田秀樹		80		1		80		1		79		0		79

		R01d		121419001		東京湾環境情報センター環境調査データ解析及び維持管理業務		関東		01整備局 セイビキョク		43921.0		国際航業（株）		00000047		建設コンサルタント等		永松宏		渡邊紗代		金津伸好																				75		0		75		0		74		0		-

		R01d		121419002		港湾・空港施設の設計等に関する技術支援業務		関東		01整備局 セイビキョク		43909.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		春日井康夫		宮脇周作		浜口正志		渡部耕平		遠藤敏雄		本田浩隆														79		0		79		0		79		0		-

		R01d		121419003		閉鎖性海域における潜在的環境修復能力検討業務		関東		01整備局 セイビキョク		43917.0		復建調査設計（株）		00000032		建設コンサルタント等		三戸勇吾		大西晃輝		萩野裕朗		菅野孝則		渡邊丈夫														後藤正孝		78		0		78		0		76		0		79

		R01d		121419008		東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)支持力検討業務		関東		01整備局 セイビキョク		43920.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		團村肇		小原陵		三枝巧		西村和真		中村隆志		原信彦		安田将人										石本健治		79		0		79		0		78		0		79

		R01d		121419010		石積護岸の維持管理技術検討業務		関東		01整備局 セイビキョク		43903.0		（社）海洋調査協会		00009906		建設コンサルタント等		伊藤直和		高見之孝		井上満		矢下忠彦		山口晶敬																79		0		79		0		79		0		-

		R01d		121419011		横浜港本牧地区岸壁(-7.5m)基本設計		関東		01整備局 セイビキョク		43903.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		柴田大介		中村秀一 ナカムラ シュウイチ		久保田崇仁 クボタ タカヒト		案浦侑己 アン ウラ オノレ		田端優憲 タバタ ヤサ ケン		池田剛 イケダ ツヨシ		相澤和善 アイザワ カズヨシ										川嶋憲		78		0		78		0		77		0		78

		R01d		121419018		潮位観測データ解析・信頼性確認検証業務		関東		01整備局 セイビキョク		43889.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		加藤誠		三浦裕司		河辺一明		伍井稔																		77		0		77		0		77		0		-

		R01d		121419018		潮位観測データ解析・信頼性確認検証業務		関東		01整備局 セイビキョク		43889.0		（社）海洋調査協会		00009906		建設コンサルタント等				矢下忠彦		安立重昭																				77		0		77		0		77		0		-

		R01d		121419019		東京湾環境情報センター改良業務		関東		01整備局 セイビキョク		43889.0		国際航業（株）		00000047		建設コンサルタント等		永松宏		渡邊紗代		尾方浩平		金津伸好		田邉光一														藤良太郎		76		0		76		0		75		0		78

		R01d		121419020		既存観測機器等を活用した防災力強化方策検討業務		関東		01整備局 セイビキョク		43909.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		遠藤敏雄		田所篤博		守屋正平		大村厚夫		川村浩		本田浩隆		加辺圭太郎												77		0		77		0		78		0		-

		R01d		121519006		東京湾中央航路施工及び調査関係資料作成業務		関東		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		小林雅幸																								76		0		76		0		76		0		-

		R01d		121519013		東京湾中央航路第二海堡周辺施設構造現況調査		関東		01整備局 セイビキョク		43914.0		ポートコンサルタント（株）		00000927		建設コンサルタント等		内藤輝		本間靖明		坂井優太		中野友輔		中川和彦		佐野慎哉														79		0		79		0		79		0		-

		R01d		121618002		東京港臨港道路(南北線)環境調査		関東		01整備局 セイビキョク		43644.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		建設コンサルタント等		島田久子		小野ゆかり		立石賢吾		古橋正祐		岡部克顕		河内典子												合田賀彦		83		1		83		1		80		1		93

		R01d		121618027		東京港臨港道路南北線設備実施設計その2業務		関東		01整備局 セイビキョク		43921.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		岸見淳平																								78		0		78		0		70		0		-

		R01d		121618030		東京港臨港道路(南北線)陸上部付帯施設実施設計等業務		関東		01整備局 セイビキョク		43735.0		（株）オリエンタルコンサルタンツ		00000037		建設コンサルタント等		大竹省吾		徳山悟志		舛本隆司		徳山英二																倉田雅人		79		0		79		0		76		0		93

		R01d		121619003		東京港施工及び調査関係資料作成業務		関東		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		渡辺信		永木君治		桑田諭		田淵朝人																		77		0		77		0		77		0		-

		R01d		121619009		東京港臨港道路(南北線)付帯施設実施設計等業務		関東		01整備局 セイビキョク		43875.0		（株）オリエンタルコンサルタンツ		00000037		建設コンサルタント等		大竹省吾		徳山悟志		徳山英二		小徳利章		粟田泰紀		舛本隆司		内藤靖		大内隆志		梅林福太郎						倉田雅人		84		1		84		1		83		1		93

		R01d		121619010		東京港臨港道路(南北線)船舶航行安全対策検討業務		関東		01整備局 セイビキョク		43903.0		（社）東京湾海難防止協会		00010102		建設コンサルタント等		下野哲裕		新倉一馬		高橋昭一		福谷幸資																		75		0		75		0		74		0		-

		R01d		121619019		東京港臨港道路(南北線)立坑付帯施設実施設計等業務		関東		01整備局 セイビキョク		43909.0		（株）オリエンタルコンサルタンツ		00000037		建設コンサルタント等		大竹省吾		舛本隆司		徳山英二																		倉田雅人		82		1		82		1		80		1		93

		R01d		121619021		東京港臨港道路南北線主電気室棟他建築工事監理業務		関東		01整備局 セイビキョク		43921.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		岸見淳平																								78		0		78		0		78		0		-

		R01d		120119054		横浜港臨港道路(はま道路)緊急復旧検討業務(その2)		関東		01整備局 セイビキョク		43798.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		佐々木信和 ササキ ノブカズ		北市英生 キタ イチ ヒデオ		西岡真次郎 ニシオカ マコト ジロウ		池内正俊 イケウチ マサトシ																北田彰久 キタダ アキヒサ		77		0		77		0		76		0		76

		R01d		130119003		港湾整備等に係る沿岸気象海象情報の予測情報等提供業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		山本浩之		吉永泰祐		鈴木善光		田所篤博		内田裕之																77		0		77		0		80		1		-

		R01d		130119004		資材等単価調査		北陸		01整備局 セイビキョク		43915.0		（財）経済調査会		00005711		建設コンサルタント等		坂井弘		奥村貴雄		大西宏樹																				77		0		77		0		77		0		-

		R01d		130119005		水中部施工状況確認業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43909.0		（社）日本潜水協会		00010151		建設コンサルタント等		蜂須賀和吉		小林利夫																						76		0		76		0		76		0		-

		R01d		130119008		北陸地域港湾の事業継続計画における実効性向上検討業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43889.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		眞山丈夫		西見裕司		上野雅明		松永康司																		77		0		77		0		79		0		-

		R01d		130119009		ウォーターフロント空間を活用した地域振興方策検討業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43889.0		（社）ウォーターフロント協会		K001772359		建設コンサルタント等		平尾壽雄		藤川洋子		村松菜穂子		金子正子																		77		0		77		0		77		0		-

		R01d		130119011		港湾施設等の持続的な維持管理に係る技術情報提供業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43889.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		稲田勉		大村厚夫		小澤義之		田所篤博		峯村浩治		川村浩														78		0		78		0		79		0		-

		R01d		131018001		新潟港等監督等補助業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43913.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		柏原裕彦		山田久司		居城良夫		石田徹		加藤康博		坂井正史		大平吾郎		石川和幸										78		0		78		0		78		0		-

		R01d		131018002		新潟港等品質監視等補助業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43913.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		山之内哲也		佐々木順一		原田利秋		神田和宜		能勢山正行																78		0		78		0		78		0		-

		R01d		131018002		新潟港等品質監視等補助業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43913.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等				今城和政		関本勝廣		中嶋嘉和																		78		0		78		0		78		0		-

		R01d		131019007		新潟港等計画・調査等補助業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43915.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		山之内哲也		高橋伸一		武田武																				78		0		78		0		78		0		-

		R01d		131019010		新潟港海岸(西海岸地区)海岸保全施設状況調査		北陸		01整備局 セイビキョク		43909.0		（株）開発技術コンサルタント		00000586		建設コンサルタント等		高橋辰夫		田中正好		高橋由紀夫		矢沢英世		比企和昭		小谷松雄一		布川剛士		飯沼年光										79		0		79		0		78		0		-

		R01d		131019028		新潟港みなとカメラ配置計画検討業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43917.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		八木英紀		一ノ瀬敏		松永康司																		上野雅明		78		0		78		0		78		0		79

		R01d		131019029		新潟港海岸(西海岸地区)海岸保全施設機能検討業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43916.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		森晴夫		大村厚夫		佐藤昌宏		加辺圭太郎		守屋正平		古澤達也		遠藤敏雄										梶谷卓美		80		1		80		1		81		1		81

		R01d		131019030		新潟港海岸(西海岸地区)利用促進検討業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43917.0		（社）日本マリーナ・ビーチ協会		K001709439		建設コンサルタント等		木下明		山下雅人		下本幸嗣		佐藤恒夫		奥康彦																76		0		76		0		77		0		-

		R01d		131019031		離島港湾需要動向検討業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43920.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		池田秀文		太田正規		木村竜也		田中裕作		福田一郎																80		1		80		1		81		1		-

		R01d		131019032		新潟空港滑走路端安全区域実施設計		北陸		01整備局 セイビキョク		43889.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		原田秀敏		中垣規子		槇本祐司		舟越秀樹		平井俊之														石村勝伸		80		1		80		1		80		1		81

		R01d		131019033		新潟港(西港地区)道路(トンネル)遠方監視設備等実施設計		北陸		01整備局 セイビキョク		43824.0		（株）千代田コンサルタント		00000005		建設コンサルタント等		杉山明久		北條隆志		関根秀明		小林和裕		山上茂樹														竹内勝行		78		0		78		0		78		0		80

		R01d		131019034		新潟港(西港地区)浚渫土砂投入方策検討業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43889.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		柏原裕彦		上野佳三		相澤和善		池田剛		山口高弘		中村秀一		柴田大介		山部道		本田善之						永松宏一		77		0		77		0		78		0		80

		R01d		131019035		新潟港(西港地区)港湾施設整備基礎調査		北陸		01整備局 セイビキョク		43909.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		池田薫		稲田憲武		一ノ瀬敏		眞山丈夫		佐藤敬		小谷野喜二														79		0		79		0		79		0		-

		R01d		131019037		新潟港観測施設撤去検討業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43805.0		ポートコンサルタント（株）		00000927		建設コンサルタント等		鈴木孝幸		平野利幸		庄司克巳		反田行雄		佐野慎哉		西舘忍														77		0		77		0		76		0		-

		R01d		131118025		新潟空港護岸評価検討業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43840.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		大家隆行		高橋武志		小寺健太郎		山口達治		岡田清宏																79		0		79		0		80		1		-

		R01d		131119001		船舶技術検討業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43889.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		谷雄一		皿澤薫		神野信行		平山誠		岩月哲三		上坂賢三		今井泰男		本多大茂		島田晴弘								71		0		71		0		70		0		-

		R01d		131119004		港湾施設技術検討業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43917.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		田所篤博		細井晶弘		稲田勉		森晴夫		春日井康夫		加辺圭太郎		川村浩												81		1		81		1		81		1		-

		R01d		131119006		潮位観測データ信頼性維持検討業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43889.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		竹内一浩		水谷眞智子		工藤健太郎		三浦裕司																		79		0		79		0		80		1		-

		R01d		131119006		潮位観測データ信頼性維持検討業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43889.0		（社）海洋調査協会		00009906		建設コンサルタント等				矢下忠彦		安立重昭																				79		0		79		0		80		1		-

		R01d		131119007		伏木富山港(富山地区)岸壁(-10m)(2号)(改良)仮設構造物設計		北陸		01整備局 セイビキョク		43784.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		勝俣優		大角和輝		一色和明		中野尊之		村上裕宣														尾崎竜三		77		0		77		0		76		0		81

		R01d		131119013		防波堤安定検討業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43889.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		團村肇		樋口直人		小原陵		三枝巧		西村和真		原信彦		安田将人												79		0		79		0		79		0		-

		R01d		131119019		気象・海象データ追録業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43889.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		建設コンサルタント等		水野静		本間大賀		立石賢吾		山口初代																		77		0		77		0		77		0		-

		R01d		131218001		伏木富山港監督等補助業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43913.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		相澤和善		菊川進		堀俊吾		白崎忠男																		77		0		77		0		77		0		-

		R01d		131218002		伏木富山港品質監視等補助業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43913.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等				風間伸		北島登		村山誠																		78		0		78		0		78		0		-

		R01d		131218002		伏木富山港品質監視等補助業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43913.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		渡邉孝																								78		0		78		0		78		0		-

		R01d		131219001		伏木富山港計画・調査等補助業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43915.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		渡邉孝		藤田暁浩																						78		0		78		0		78		0		-

		R01d		131219011		伏木富山港(伏木地区)国際物流ターミナル整備効果資料作成業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43881.0		（株）アルファ水工コンサルタンツ		00000066		建設コンサルタント等		堀江岳人		井鳥聖也		岡本怜		浦島遼平		冨澤伸樹		酒向章哲														80		1		80		1		80		1		-

		R01d		131219014		伏木富山港(富山地区)岸壁(-10m)(2号)(改良)施工方策検討業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43881.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		林田秀樹		小出隆司		伊藤大吾		宮澤重夫		元波守		清原麻巳		三木隆之												79		0		79		0		79		0		-

		R01d		131219015		伏木富山港維持管理計画書作成業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43909.0		ポートコンサルタント（株）		00000927		建設コンサルタント等		反田行雄		本間靖明		中野友輔		紺谷明泰		内藤輝		佐野慎哉														77		0		77		0		76		0		-

		R01d		131219018		伏木富山港伏木分室耐震補強設計		北陸		01整備局 セイビキョク		43917.0		（株）アレックス		00169808		建設コンサルタント等		寺林安生		東孝聡		東邦哉		小竹康文																		76		0		76		0		77		0		-

		R01d		131318001		金沢港等監督等補助業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43913.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		古野幸治		平井祐次		曽山俊彦		大家利元		松川淳一		風間伸		今城和政												79		0		79		0		79		0		-

		R01d		131318002		金沢港等品質監視等補助業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43913.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		渡邉孝																								79		0		79		0		79		0		-

		R01d		131318003		輪島港等品質監視等補助業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43913.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		古野幸治		高橋繁喜		宗村光芳																				79		0		79		0		79		0		-

		R01d		131318035		小松空港構内道路歩道ルーフ改良調査設計		北陸		01整備局 セイビキョク		43728.0		（株）オリエンタルコンサルタンツ		00000037		建設コンサルタント等		工藤誠		星島輝空		佐藤祐司		根原孝輔		齋藤正文		坂口浩昭												猪爪一良		76		0		76		0		77		0		79

		R01d		131319006		金沢港等計画・調査等補助業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43917.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		渡邉孝		森英治																						79		0		79		0		79		0		-

		R01d		131319011		輪島港港内静穏度検討業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43915.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		山田貴裕		大竹剛史		大崎佑也																				81		1		81		1		81		1		-

		R01d		131319013		金沢港埋没対策検討業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43889.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		田所篤博		大村厚夫		森晴夫		加辺圭太郎		浜口正志		峯村浩治		川村浩										梶谷卓美		79		0		79		0		79		0		80

		R01d		131319016		金沢港・七尾港浚渫土利用検討業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43812.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		田中裕作		石山孝義		太田正規		西土井誠		福田一郎														首藤啓		79		0		79		0		79		0		80

		R01d		131319020		金沢港・七尾港整備効果検討業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43915.0		（株）アルファ水工コンサルタンツ		00000066		建設コンサルタント等		堀江岳人		井鳥聖也		遠藤次郎		千原美季		宍戸雄太		岡本怜		浦島遼平		橋本孝治		酒向章哲								80		1		80		1		80		1		-

		R01d		131319029		金沢港維持管理計画書作成業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43909.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		建設コンサルタント等		岡部克顕		高谷泰紀		立石賢吾		伊藤久芳		唐木毅																78		0		78		0		79		0		-

		R01d		131418001		敦賀港品質監視等補助業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43913.0		ニシキコンサルタント（株）		00001003		建設コンサルタント等		細井明		中村康之		繩岡慶至																				76		0		76		0		76		0		-

		R01d		131419007		敦賀港静穏度検証業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43913.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		大家隆行		加藤圭		高橋武志		山口達治		岡田清宏		神野竜之介		北田彰久		鈴木信夫		荒木大志								81		1		81		1		81		1		-

		R01d		131419018		敦賀港港湾施設調査検討業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43889.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		佐々木信和		三嶋英夫		倉田孝幸		岡崎健		野里栄照		福永陽平														78		0		78		0		77		0		-

		R01d		131419020		敦賀港港内波浪観測業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43913.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		伍井稔		渡辺卓也		藤森雄大		古河崎正博		加地智彦																78		0		78		0		77		0		-

		R01d		140119001		平成31年度　中部地方整備局発注補助業務		中部		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		赤石正廣		三浦雅巳		加藤篤志		千村聖治		夏井直		小椋進														79		0		79		0		79		0		-

		R01d		140119002		平成31年度　中部地方整備局技術審査補助業務		中部		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		赤石正廣		喜多佳門		杉山一信		酒井孝典		小椋進																76		0		76		0		76		0		-

		R01d		140119007		平成31年度　港湾整備に係る沿岸気象海象情報の予測情報等提供業務		中部		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		山本浩之		吉永泰祐		鈴木善光		守屋正平		内田裕之																77		0		77		0		77		0		-

		R01d		140119008		平成31年度　水中部施工状況確認業務		中部		01整備局 セイビキョク		43921.0		（社）日本潜水協会		00010151		建設コンサルタント等		栗谷幸一																								76		0		76		0		76		0		-

		R01d		140119011		平成31年度　材料単価調査		中部		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）経済調査会		00005711		建設コンサルタント等		永谷守		藤井拓也		東智広		米本剛理																		79		0		79		0		80		1		-

		R01d		140119012		平成31年度　伊勢湾環境影響評価資料作成業務		中部		01整備局 セイビキョク		43889.0		中電技術コンサルタント（株）		00000063		建設コンサルタント等		宮本浩司		牟田直樹		若尾拓志		眞田一磨		木下真吾		増本育子		田多一史												78		0		78		0		77		0		-

		R01d		140119014		平成31年度 産地と連携した農産品の輸出促進方策検討業務		中部		01整備局 セイビキョク		43917.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		岡田哲一		畑中諭		苣木かおり		守屋良美		木村竜也																77		0		77		0		80		1		-

		R01d		140119015		平成31年度 船舶技術調査業務		中部		01整備局 セイビキョク		43909.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		加藤英夫		皿澤薫		木村茂喜		中島武男		長崎義男		神野信行		岩月哲三		今井泰男		菊池俊雄								75		0		75		0		75		0		-

		R01d		140119017		平成31年度　伊勢湾再生に係る実施方策推進検討業務		中部		01整備局 セイビキョク		43900.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		菅家英朗		森谷粒志		太田正規		柏木信二																		78		0		78		0		79		0		-

		R01d		140119017		平成31年度　伊勢湾再生に係る実施方策推進検討業務		中部		01整備局 セイビキョク		43900.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等				鶴島大樹		小山悠人		永尾謙太郎																		78		0		78		0		79		0		-

		R01d		140119019		令和元年度　伊勢湾港湾機能継続計画外検討業務		中部		01整備局 セイビキョク		43906.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		橋元良二		稲田憲武		眞山丈夫		小谷野喜二																		77		0		77		0		79		0		-

		R01d		140119020		令和元年度　みなとカメラ設計業務		中部		01整備局 セイビキョク		43906.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		八木英紀		森田雅裕		松永康司		八木英紀		小谷野喜二														上野雅明		78		0		78		0		79		0		67

		R01d		140119022		令和元年度　伊勢湾の港湾における物流機能検討業務		中部		01整備局 セイビキョク		43889.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		橋元良二		西見裕司		一ノ瀬敏		上野雅明		小谷野喜二																78		0		78		0		76		0		-

		R01d		140119023		令和元年度　港湾施設の維持管理方策検討業務		中部		01整備局 セイビキョク		43909.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		稲田勉		細井晶弘		佐藤昌宏		春日井康夫		井瀬肇																82		1		82		1		83		1		-

		R01d		140119024		令和元年度　自動車産業における国際物流分析業務 		中部		01整備局 セイビキョク		43913.0		（財）国際臨海開発研究センター		K001772909		建設コンサルタント等		富田英治		成瀬進		竹原亨		堀米繁久		宇野喜之																78		0		78		0		77		0		-

		R01d		140119026		令和元年度　コンテナターミナルにおける物流効率化検討業務		中部		01整備局 セイビキョク		43889.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		田中裕作		高橋宏直		生巣武		中野敏彦		西土井誠		福田一郎														77		0		77		0		76		0		-

		R01d		140119027		令和元年度　既存システムを活用・集約した防災情報プラットフォーム構築検討業務		中部		01整備局 セイビキョク		43906.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		守屋正平		林洋介		佐藤昌宏		田所篤博		峯村浩治		遠藤敏雄		本田浩隆												78		0		78		0		79		0		-

		R01d		141019016		平成31年度　清水港富士見岸壁整備方策検討業務		中部		01整備局 セイビキョク		43728.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		上野佳三		相澤和善		川又淳子		山口高弘		磯上知良		永松宏一		本田善之												78		0		78		0		77		0		-

		R01d		141019020		平成31年度　田子の浦港港内施設波浪影響検討業務		中部		01整備局 セイビキョク		43882.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		山田貴裕		大竹剛史		甲原僚子		大崎佑也																		78		0		78		0		77		0		-

		R01d		141019024		令和元年度　下田港潮位観測データ解析・信頼性確認検討業務		中部		01整備局 セイビキョク		43909.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		竹内一浩		横山瑞江		小池克征																				77		0		77		0		77		0		-

		R01d		141019028		令和元年度　下田港防波堤整備効果検討業務		中部		01整備局 セイビキョク		43889.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		石本健治		宮川駿也		榎本真久		宮本敏行		白井英一		原信彦														77		0		77		0		75		0		-

		R01d		141019036		令和元年度　清水港岸壁予備設計		中部		01整備局 セイビキョク		43921.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		西尾岳裕		村上巧一		福井秀平		杉本有基		堤杏紗		田守利充												吉川慎一		80		1		80		1		78		0		80

		R01d		141118001		平成30年度　名古屋港湾事務所・三河港湾事務所品質監視等補助業務		中部		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		赤石正廣		大島雅宏		幡野正友																				77		0		77		0		77		0		-

		R01d		141118001		平成30年度　名古屋港湾事務所・三河港湾事務所品質監視等補助業務		中部		01整備局 セイビキョク		43921.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等				福本浩之		村上和司		柴哲生		吉地隆行																77		0		77		0		77		0		-

		R01d		141118002		平成30年度　名古屋港湾事務所・四日市港湾事務所監督等補助業務		中部		01整備局 セイビキョク		43921.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		西尾誠市		小林幸司		中村創		村山勝利		山本克弥		齋間靖人		金田光秀		竹内清一		相馬是則		山本勝司						79		0		79		0		79		0		-

		R01d		141119034		平成31年度　名古屋港船舶技術資料作成外業務		中部		01整備局 セイビキョク		43921.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		西尾誠市																								79		0		79		0		80		1		-

		R01d		141119039		平成31年度　名古屋港岸壁整備施工検討業務		中部		01整備局 セイビキョク		43889.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		川田博司		洞谷邦弘		三木隆之																				76		0		76		0		78		0		-

		R01d		141119044		平成31年度　名古屋港飛島ふ頭東地区岸壁(-15m)細部設計		中部		01整備局 セイビキョク		43881.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		吉川慎一		村上巧一		山本龍		梅田和成		杉本有基		高岡慶人		田守利充		西尾岳裕								岡部登		77		0		77		0		74		0		93

		R01d		141119052		令和元年度　名古屋港利用方策検討業務		中部		01整備局 セイビキョク		43889.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		太田正規		港絢子		田中裕作		福田一郎																		78		0		78		0		78		0		-

		R01d		141119060		令和元年度　名古屋港航行安全検討業務		中部		01整備局 セイビキョク		43889.0		（社）伊勢湾海難防止協会		K001760403		建設コンサルタント等		藤田義朝		岩崎昭男		野間卓志		浜野康彦																		77		0		77		0		79		0		-

		R01d		141119063		令和元年度　名古屋港コンテナターミナル運営効率化検討業務		中部		01整備局 セイビキョク		43917.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		水野正博		畑中諭		高橋宏直		太田正規		西土井誠		福田一郎														78		0		78		0		81		1		-

		R01d		141119065		令和元年度　名古屋港施工ヤード安定検討業務		中部		01整備局 セイビキョク		43798.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		石本健治		丸井英明		小原陵		三枝巧		西村和真																77		0		77		0		76		0		-

		R01d		141119067		令和元年度　名古屋港整備効果検討業務		中部		01整備局 セイビキョク		43889.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		岡本辰生		笹岡大輔		丁子信		山内慎平		磯山直佑		須賀佑実子		千田祐一郎												78		0		78		0		80		1		-

		R01d		141119079		令和元年度　名古屋港第3ポートアイランド余水処理計画検討業務		中部		01整備局 セイビキョク		43889.0		（社）水底質浄化技術協会		00009957		建設コンサルタント等		桑原正彦		村上和男		斗沢照夫		江原仁																		76		0		76		0		78		0		-

		R01d		141119080		令和元年度　名古屋港物流機能向上検討業務		中部		01整備局 セイビキョク		43889.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		千田祐一郎		丁子信		須賀佑実子		樗木千紘		岡本辰生																76		0		76		0		78		0		-

		R01d		141119082		令和元年度　名古屋港港湾施設施工技術検討業務		中部		01整備局 セイビキョク		43913.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		洞谷邦弘		川田博司		志村浩美		小椋進																		78		0		78		0		79		0		-

		R01d		141218001		平成30年度　三河港湾事務所監督等補助業務		中部		01整備局 セイビキョク		43921.0		ニシキコンサルタント（株）		00001003		建設コンサルタント等		金子達也		小川一行																						76		0		76		0		76		0		-

		R01d		141219005		平成31年度　三河港潮位データ信頼性維持検討及び風記録整理業務		中部		01整備局 セイビキョク		43921.0		玉野総合コンサルタント（株）		00000087		建設コンサルタント等		近藤泰徳		冨田昌		池尾進		石黒武文																		76		0		76		0		74		0		-

		R01d		141219020		令和元年度　三河港物流効率化検討業務		中部		01整備局 セイビキョク		43889.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		千田祐一郎		丁子信		山内慎平		河原知樹		梶川遥奈		須賀佑実子		樗木千紘		岡本辰生		山本宣永								79		0		79		0		79		0		-

		R01d		141219021		令和元年度　衣浦港防波堤整備効果にかかる施工資料作成業務		中部		01整備局 セイビキョク		43906.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		影地良昭		安波史喬		岩井翔平		新美達也		山下武																78		0		78		0		78		0		-

		R01d		141219026		令和元年度　三河港操業海域検討業務		中部		01整備局 セイビキョク		43889.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		青井浩二		佐藤寛之		五十嵐弘昭		井口謙		風間崇宏		高辻裕史														78		0		78		0		77		0		-

		R01d		141219028		令和元年度　三河港神野地区岸壁補修工法検討業務		中部		01整備局 セイビキョク		43889.0		三井共同建設コンサルタント（株）		00000003		建設コンサルタント等		中村充裕		古山卓司		佐藤翔平		三上康光		山本慶太		西村亜子		瀧澤竜一		近森裕之								松尾智征		79		0		79		0		78		0		78

		R01d		141219030		令和元年度　衣浦港物流効率化検討業務		中部		01整備局 セイビキョク		43889.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		岡本辰生		笹岡大輔		丁子信		山内慎平		千田祐一郎																78		0		78		0		77		0		-

		R01d		141219031		令和元年度　中山水道航路保全対策検討業務		中部		01整備局 セイビキョク		43921.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		影地良昭		安波史喬		岩井翔平		新美達也																平川了治		78		0		78		0		78		0		78

		R01d		141219034		令和元年度　三河湾海域環境再生方策検討業務		中部		01整備局 セイビキョク		43903.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		菅家英朗		森谷粒志		榎並万里子		田中裕作																		76		0		76		0		76		0		-

		R01d		141219037		令和元年度　海底地形探査装置活用検討業務		中部		01整備局 セイビキョク		43913.0		国際航業（株）		00000047		建設コンサルタント等		田邉光一		古田学		三宅宏		松田健也		藤井隆士郎																76		0		76		0		78		0		-

		R01d		141319002		平成31年度　津松阪港事務所監督等補助業務		中部		01整備局 セイビキョク		43921.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		西尾誠市		阿部寛		大湯聡		岩崎二朗		黒澤順一																79		0		79		0		79		0		-

		R01d		141319011		平成31年度　四日市港施設整備計画検討業務		中部		01整備局 セイビキョク		43903.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		岡本辰生		丁子信		山内慎平		磯山直佑		須賀佑実子		千田祐一郎														77		0		77		0		75		0		-

		R01d		141319016		平成31年度　津松阪港津地区(栗真)実施設計		中部		01整備局 セイビキョク		43889.0		中央コンサルタンツ（株）		00000140		建設コンサルタント等		浅野雄史		内廣俊介		吉田昂生		加藤貴裕		荒谷豪		岩崎友彦		丸山貴世		錦織庄吾								高木久徳		77		0		77		0		76		0		81

		R01d		141319019		令和元年度　四日市港臨港道路地下埋設物現況把握検討業務		中部		01整備局 セイビキョク		43889.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		塚田繁		菊池有		近藤浩毅		小澤段																		80		1		80		1		80		1		-

		R01d		141319020		令和元年度　津松阪港海岸(津地区)におけるビーチ利活用方策検討業務		中部		01整備局 セイビキョク		43909.0		（社）日本マリーナ・ビーチ協会		K001709439		建設コンサルタント等		木下明		山下雅人		下本幸嗣		佐藤恒夫		奥康彦																76		0		76		0		77		0		-

		R01d		141418019		平成30年度　津松阪港津地区(栗真)堤防基本設計		中部		01整備局 セイビキョク		43644.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		安田将人		丸井英明		小原陵		槙野公平		松原弘晃		中村隆志		原信彦										上原教善		81		1		81		1		79		0		81

		R01d		141419001		平成31年度　管内港湾・海岸に係る技術資料作成業務		中部		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		赤石正廣																								76		0		76		0		76		0		-

		R01d		141419003		平成31年度　設計技術検討業務		中部		01整備局 セイビキョク		43889.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		春日井康夫		細井晶弘		峯村浩治		守屋正平																		78		0		78		0		77		0		-

		R01d		141419005		平成31年度　伊勢湾水質連続観測実用化検証業務		中部		01整備局 セイビキョク		43917.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		高辻裕史		一柳昌史		永尾謙太郎		風間崇宏																		77		0		77		0		77		0		-

		R01d		141419006		平成31年度　施設診断システム簡易判定評価線更新検討業務		中部		01整備局 セイビキョク		43889.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		曽根照人		瀬戸口修造		山本龍		中垣規子		北野有美		高岡慶人		楠謙吾										杉原弘一		78		0		78		0		78		0		79

		R01d		141419006		平成31年度　施設診断システム簡易判定評価線更新検討業務		中部		01整備局 セイビキョク		43889.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等				海老名正裕		大村厚夫		佐藤昌宏		田所篤博		守屋正平		本田浩隆												78		0		78		0		78		0		-

		R01d		141419011		令和元年度　四日市港防波堤構造検討業務		中部		01整備局 セイビキョク		43917.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		石本健治		森谷拓実		槙野公平		松原弘晃		原信彦		安田将人												上原教善		78		0		78		0		78		0		79

		R01d		141419012		令和元年度　清水港外港防波堤被覆ブロック安定実験		中部		01整備局 セイビキョク		43861.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		長谷川巌		久保田徹		蔭地野勝		柴田邦善																		78		0		78		0		78		0		-

		R01d		141419013		令和元年度　海洋レーダによる海象観測技術高度化検討業務		中部		01整備局 セイビキョク		43889.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		守屋正平		稲田勉		森晴夫		田所篤博		渡部耕平		峯村浩治		川村浩												79		0		79		0		81		1		-

		R01d		141419014		令和元年度　四日市港係留施設設計業務		中部		01整備局 セイビキョク		43921.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		柴田大介		相澤和善		田端優憲		池田剛		案浦侑己		中村秀一												川嶋憲		79		0		79		0		79		0		79

		R01d		141419016		令和元年度　衣浦港外港地区岸壁構造検討業務		中部		01整備局 セイビキョク		43906.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		鈴木信夫		畔柳陽介		新美達也		影地良昭		山下武		宮下健一朗												石河雅典		78		0		78		0		78		0		79

		R01d		150118001		管内技術審査補助業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		高岡佳輝		瀬崎義美		齋藤輝夫		坂口剛		森西弘														高岡佳輝		79		0		79		0		79		0		-

		R01d		150118040		大阪湾港湾等における高潮解析検討等業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43707.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		田所篤博		林洋介		鈴木善光		守屋正平		古澤達也		井瀬肇														80		1		80		1		80		1		-

		R01d		150118040		大阪湾港湾等における高潮解析検討等業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43707.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等				樋口直人		森谷拓実		田中聡		宮本敏行		白井英一		鈴山勝之		中村隆志		原信彦								80		1		80		1		80		1		-

		R01d		150119003		管内水中部施工状況確認業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43921.0		（社）日本潜水協会		00010151		建設コンサルタント等		松井善樹		堀内義孝																						76		0		76		0		76		0		-

		R01d		150119004		港湾整備に係る沿岸気象海象情報の予測情報等提供業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		鈴木善光		吉永泰祐		田所篤博		内田裕之		山本浩之																77		0		77		0		77		0		-

		R01d		150119013		管内資材等価格調査		近畿		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）経済調査会		00005711		建設コンサルタント等		水口晶裕		浅川力一		佐々木淳		井藤浩典																		76		0		76		0		77		0		-

		R01d		150119014		大阪湾海域環境改善に資する適合資材の品質管理マニュアル検討業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43903.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		田中裕作		菅家英朗		木俣陽一																				78		0		78		0		78		0		-

		R01d		150119014		大阪湾海域環境改善に資する適合資材の品質管理マニュアル検討業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43903.0		（財）海域環境研究機構		00219352		建設コンサルタント等				永井秀憲		細川恭史		長島文博		中島正雄																78		0		78		0		78		0		-

		R01d		150119015		大阪湾における次世代内航ユニットロードターミナル形成検討業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43915.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		福田一郎		池田秀文		太田正規		池田忠継		宇於崎泰寛																75		0		75		0		76		0		-

		R01d		150119016		近畿地方太平洋側港湾における複合一貫輸送拠点形成検討業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43915.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		西村壮介		牧野綾		久米俊治		濱明日香		岡部登		佐藤広章														77		0		77		0		78		0		-

		R01d		150119027		港湾施設の維持管理に関する技術検討業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43889.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		稲田勉		林洋介		大村厚夫		春日井康夫		加辺圭太郎		畠山貴之														78		0		78		0		79		0		-

		R01d		150119028		外内貿連続バースの一体的利用による効率化検討業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43889.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		福田一郎		池田忠継		柏木信二		水野正博																		76		0		76		0		77		0		-

		R01d		150119030		管理型海面処分場の早期土地利用に関する検討業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43889.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		池田秀文		石山孝義		太田正規		田中裕作		宇於崎泰寛		福田一郎														77		0		77		0		77		0		-

		R01d		150119031		大阪湾諸港等の港湾事業継続計画検討業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43914.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		上野雅明		橋元良二		一ノ瀬敏		眞山丈夫		佐藤敬																76		0		76		0		74		0		-

		R01d		150119032		コンテナターミナルの段階的な高度化に関する検討業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43889.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		高橋琢磨		鳥居洋		武山陽樹		高橋浩二		中嶋実		飯尾昌和		小玉朋恵		増田龍哉										78		0		78		0		80		1		-

		R01d		150119034		管理型海面処分場の高度利用に関する技術検討業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43909.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		田所篤博		岩崎和弘		林洋介		大村厚夫		稲田勉		春日井康夫		古澤達也												79		0		79		0		76		0		-

		R01d		150119035		阪神港における国際コンテナ戦略港湾政策の深化・加速に係る方策検討業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43909.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		福田一郎		清水邦彦		太田正規		池田忠継		中藤智徳																75		0		75		0		76		0		-

		R01d		150119039		大阪湾港湾等における高潮に関する防災・減災の取り組み検討業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43889.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		田所篤博		佐藤昌宏		谷島義孝		森晴夫		守屋正平		畠山貴之		井瀬肇												78		0		78		0		79		0		-

		R01d		150119040		管内事業説明資料等作成業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43903.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		片山昌大郎		伊藤美樹		武山陽樹		大谷直寛																		76		0		76		0		78		0		-

		R01d		150119041		クルーズ需要拡大に向けた受入環境の施設整備に関する検討業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43903.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		池田秀文		太田正規		池田忠継		中藤智徳		田中裕作		福田一郎														74		0		74		0		75		0		-

		R01d		150119049		波浪観測検討業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43913.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		林洋介		佐藤昌宏		谷島義孝		浜口正志		守屋正平		古澤達也														75		0		75		0		76		0		-

		R01d		151018001		舞鶴港施工状況確認等補助業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		島崎義一		尾崎覚																				島崎義一		79		0		79		0		79		0		-

		R01d		151018020		舞鶴港和田地区道路(上安久線)物件調査等業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43909.0		（株）エイト日本技術開発		00000031		建設コンサルタント等		宮本恵司		吉幸正隆		波多野健二																		春名眞吾		76		0		76		0		78		0		69

		R01d		151019007		舞鶴港和田地区道路(上安久線)立竹木調査業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43909.0		（株）エイト日本技術開発		00000031		建設コンサルタント等		宮本恵司		波多野健二																				春名眞吾		77		0		77		0		79		0		69

		R01d		151019011		舞鶴港和田地区道路(上安久線)付属工詳細設計		近畿		01整備局 セイビキョク		43913.0		セントラルコンサルタント（株）		00000028		建設コンサルタント等		鎌田克也		池永拓人		進藤嵩史		真砂忠宏		藤村昌樹														加古和彦		75		0		75		0		75		0		79

		R01d		151019012		舞鶴港港湾物流影響等検討業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43909.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		千田祐一郎		笹岡大輔		大角和輝		磯山直佑		須賀佑実子		樗木千紘		岡本辰生												79		0		79		0		79		0		-

		R01d		151019013		舞鶴港外みなとカメラ配置計画等検討業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43889.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		大野雅人		村田守		田口雄太		内藤裕司		野添裕貴		原田淳		福田泰久												78		0		78		0		78		0		-

		R01d		151019017		舞鶴港和田地区道路(上安久線)環境予測業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43882.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		神山博志		井上太樹		徐懋		寺田伸子																		79		0		79		0		78		0		-

		R01d		151019018		舞鶴港和田地区道路(上安久線)用地調査点検等技術業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43921.0		（株）四門		00003445		建設コンサルタント等		古家孝浩		永井裕之		舘利久		徳保昭典		永田泰成														後藤修		78		0		78		0		77		0		80

		R01d		151019019		舞鶴港和田地区道路(上安久線)物件調査等業務(第2工区)		近畿		01整備局 セイビキョク		43921.0		（株）エイト日本技術開発		00000031		建設コンサルタント等		澁谷賢司		宮本恵司		吉幸正隆																		春名眞吾		75		0		75		0		77		0		69

		R01d		151019024		舞鶴港和田地区道路(上安久線)土地評価業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43921.0		（株）関西総合鑑定所		XC00001812		建設コンサルタント等		細見幸司		細見幸司		細見幸司		杉若浩孝																細見正博		76		0		76		0		77		0		69

		R01d		151119018		大阪港北港南地区国際海上コンテナターミナル整備事業効果検討業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43914.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		西村壮介		宇野元浩		牧野綾		三荒智也		久米俊治		江田拓真		濱明日香		野々村さやか		佐藤広章								83		1		83		1		84		1		-

		R01d		151119026		大阪港北港南地区航路(-16m)附帯施設沈下解析等検討業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43909.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		市川雅也		井上憲		山下篤郎		岡庭翔一		松平隼人		久田祐輔												安岡啓一		82		1		82		1		81		1		82

		R01d		151119030		大阪港北港南地区航路(-16m)等航行船舶実態調査		近畿		01整備局 セイビキョク		43812.0		（株）ＭＯＬマリン		00007360		建設コンサルタント等		豊島伸匡		福井栄		濱田辰海		北澤文香		井手麻奈美		大竹祐一郎														76		0		76		0		74		0		-

		R01d		151119031		大阪港北港南地区航路(-16m)等施工計画検討業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43909.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		山口匡宏		西原大晴		一色和明		福田健		尾崎竜三		手皮章夫														77		0		77		0		77		0		-

		R01d		151119042		八尾空港エプロン整備計画検討業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43920.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		尾上正浩		後藤元樹		才治和朗		坂井典和																		79		0		79		0		77		0		-

		R01d		151119043		堺泉北港堺2区複合一貫輸送ターミナル検討業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43914.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		牧野綾		久米俊治		濱明日香		西村壮介		岡部登		佐藤広章														79		0		79		0		79		0		-

		R01d		151218040		神戸港工事等に伴う航行安全情報管理業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43921.0		（社）神戸海難防止研究会		K001675226		建設コンサルタント等		宮崎忠弘		荒賀正英		上村健太郎		赤穂進		赤穴紘		秋元金助		堤洋一		後藤紀夫		三木博美								75		0		75		0		75		0		-

		R01d		151218054		神戸港国際海上コンテナターミナル施工計画検討業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43644.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		柏原裕彦		相澤和善		高野向後		村上義和		安部浩史		清水建一朗		本田善之												78		0		78		0		75		0		-

		R01d		151219021		神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等施工計画検討業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43903.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		清水建一朗		黒木賢一		松本範子		長田光希		長谷翔平		宇野勝哉														78		0		78		0		78		0		-

		R01d		151219029		神戸港臨港道路等施工検討業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43909.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		永田享志		芳賀敬二		島崎義一		松下健一		三木隆之		川瀬将														77		0		77		0		74		0		-

		R01d		151219044		神戸港潮流解析業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43903.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		小野健		大久保慧		鈴木綜人		川崎太輝		酒井康彦		泉伸司														78		0		78		0		75		0		-

		R01d		151318007		舞鶴港和田地区道路(上安久線)橋梁詳細設計		近畿		01整備局 セイビキョク		43644.0		八千代エンジニヤリング（株）		00000123		建設コンサルタント等		上田浩章		白川祐太		山口隆憲		田中克典		村田慎		小張裕介												川畑宏志		83		1		83		1		81		1		83

		R01d		151318012		和歌山下津港海岸(海南地区)内海水門護岸(改良)基本設計		近畿		01整備局 セイビキョク		43616.0		八千代エンジニヤリング（株）		00000123		建設コンサルタント等		国生隼人		小山萌弥		永瀬翔平		清水研		八尋蓮		関口翔也		勝山敏		阿部匡浩		天野俊						渡辺健二		79		0		79		0		80		1		81

		R01d		151318032		舞鶴港和田地区道路(上安久線)橋梁等詳細設計		近畿		01整備局 セイビキョク		43886.0		八千代エンジニヤリング（株）		00000123		建設コンサルタント等		山口隆憲		白川祐太		加藤大介		渋谷賢志		真島君騎		田中栄一		稲垣貴広		柳平真志								田中克典		84		1		84		1		83		1		83

		R01d		151318033		ドライドック施設復旧設計		近畿		01整備局 セイビキョク		43665.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		中尾健		金子大介		林利一		古川元一																		76		0		76		0		75		0		-

		R01d		151319002		大阪港北港南地区航路(-16m)汚濁防止施設構造検討業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43815.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		森田整		片山理恵		村上花		松原弘晃		白木喜章		中村隆志		田村圭一		石本健治		安田将人						小野信幸		78		0		78		0		82		1		67

		R01d		151319006		船舶技術検討業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43914.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		菊池俊雄		皿澤薫		木村茂喜		中島武男		長崎義男		神野信行		平山誠		岩月哲三		今井泰男								73		0		73		0		73		0		-

		R01d		151319008		八尾空港A誘導路等実施設計業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43710.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		尾上正浩		塩澤宗卓		後藤元樹		坂井典和																石井毅		78		0		78		0		77		0		79

		R01d		151319010		港湾構造物における摩擦増大用アスファルトマットの長期耐久性能評価業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43810.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		山本修司		佐藤昌宏		宮脇周作		守屋正平		畠山貴之																77		0		77		0		78		0		-

		R01d		151319016		都市型海岸施設の耐震対策検討業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43920.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		林洋介		岩崎和弘		佐藤昌宏		田所篤博		守屋正平		遠藤敏雄		井瀬肇		山崎浩之										78		0		78		0		78		0		-

		R01d		151319016		都市型海岸施設の耐震対策検討業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43920.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等				戎健次		江口拓生		高岡慶人		桑原直範																78		0		78		0		78		0		-

		R01d		151319022		波浪・高潮等に対する新技術への適用検討業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43908.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		田所篤博		林洋介		稲田勉		谷島義孝		春日井康夫		小澤義之		本田浩隆												79		0		79		0		80		1		-

		R01d		151319022		波浪・高潮等に対する新技術への適用検討業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43908.0		八千代エンジニヤリング（株）		00000123		建設コンサルタント等				小山萌弥		永瀬翔平		清水研		国生隼人		渡辺健二														79		0		79		0		80		1		-

		R01d		151319025		大阪湾における環境再生評価検討業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43903.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		建設コンサルタント等		合田賀彦		森航大		菊田昌義		水島康一郎																		78		0		78		0		78		0		-

		R01d		151418001		和歌山下津港等監督補助業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43921.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		石丸守		中井剛		古田秀夫		高美裕司		山本佳行																78		0		78		0		78		0		-

		R01d		151418002		和歌山下津港等施工状況確認等補助業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43921.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等				青柳久		堀田陽一		星加嗣																		78		0		78		0		78		0		-

		R01d		151418002		和歌山下津港等施工状況確認等補助業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		國重康弘		瀬角明		箱田秀信		田邊英之		池澤譲次														國重康弘		78		0		78		0		78		0		-

		R01d		151418016		和歌山港湾事務所庁舎建築設計業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43656.0		（株）都市環境設計		00009527		建設コンサルタント等		大久保誠悟		杉浦康彦		秋山和弘		三木正貴																		79		0		79		0		79		0		-

		R01d		151419007		和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第3工区)詳細設計		近畿		01整備局 セイビキョク		43861.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		安部浩史		上野佳三		田村直貴		蒔苗嘉人		中島滉平		大塚正和		高野向後										清水建一朗		79		0		79		0		76		0		83

		R01d		151419017		和歌山下津港海岸(海南地区)海岸保全施設管理方策検討業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43889.0		（社）日本マリーナ・ビーチ協会		K001709439		建設コンサルタント等		山下雅人		木下明		佐藤恒夫		奥康彦																		77		0		77		0		76		0		-

		R01d		151419019		和歌山下津港北港地区における波浪推算等検討業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43875.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		中村隆志		坂井良輔		森谷拓実		甲原僚子		田中陽二		田中聡		鈴山勝之												79		0		79		0		79		0		-

		R01d		151419020		和歌山下津港防波堤施設における原形復旧に向けた施工計画等検討業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43867.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		川上雅彦		荒木英二		芳賀敬二		志村浩美		國重康弘		川瀬将												櫻井良宏		78		0		78		0		78		0		71

		R01d		151419021		和歌山下津港海岸(海南地区)家屋調査(事前調査)		近畿		01整備局 セイビキョク		43914.0		（株）ファノバ		00001673		建設コンサルタント等		冨永弘実		蔵下貴博																				藤本勉		76		0		76		0		75		0		80

		R01d		151419031		和歌山下津港海岸(海南地区)実施設計等業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43920.0		協同エンジニアリング（株）		00000569		建設コンサルタント等		富安良一		山田麻矢		水野満博		荒木健人		松原恭博		森京介												澤田守		81		1		81		1		79		0		83

		R01d		160118001		管内発注資料作成補助業務		中国		01整備局 セイビキョク		43889.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		中川裕介		友田和良		大上博志		毛利聖		山下仁																77		0		77		0		77		0		-

		R01d		160118011		中国地方におけるクルーズ振興に向けた方策検討業務		中国		01整備局 セイビキョク		43581.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		福田一郎		西畑剛		田中三郎		西土井誠		港絢子																76		0		76		0		77		0		-

		R01d		160118011		中国地方におけるクルーズ振興に向けた方策検討業務		中国		01整備局 セイビキョク		43581.0		セントラルコンサルタント（株）		00000028		建設コンサルタント等				西田敦史		神野竜之介		伊東弘人		西谷真洋																76		0		76		0		77		0		-

		R01d		160119002		港湾整備に係る沿岸気象海象情報の予測情報等提供業務		中国		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		鈴木善光		吉永泰祐		春日井康夫		内田裕之		山本浩之																77		0		77		0		75		0		-

		R01d		160119003		潜水による水中部施工状況確認業務		中国		01整備局 セイビキョク		43921.0		（社）日本潜水協会		00010151		建設コンサルタント等		松井善樹		堀内義孝																						77		0		77		0		77		0		-

		R01d		160119004		資材価格等調査		中国		01整備局 セイビキョク		43915.0		（財）経済調査会		00005711		建設コンサルタント等		柴田康史		向井達也																						78		0		78		0		76		0		-

		R01d		160119005		船舶技術検討業務		中国		01整備局 セイビキョク		43917.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		平山誠		福富泰		木村茂喜		藤田秀雄		神野信行		岩月哲三		上坂賢三		今井泰男										73		0		73		0		73		0		-

		R01d		160119011		中国地方におけるコンテナ物流効率化検討業務		中国		01整備局 セイビキョク		43889.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		水野正博		苣木かおり		山本涼平		宇於崎泰寛																		73		0		73		0		73		0		-

		R01d		160119014		瀬戸内海・山陰地方におけるクルーズ振興に関するアクションプラン検討業務		中国		01整備局 セイビキョク		43913.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		福田一郎		西畑剛		港絢子		田中三郎		中野敏彦																81		1		81		1		82		1		-

		R01d		160119015		港湾施設の点検・診断の効率化に関する技術検討業務		中国		01整備局 セイビキョク		43889.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		佐藤昌宏		林洋介		稲田勉		谷島義孝		森本悟司		小澤義之		本田浩隆												80		1		80		1		80		1		-

		R01d		160119016		瀬戸内海総合水質調査データ整理等業務		中国		01整備局 セイビキョク		43889.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		建設コンサルタント等		正田孝明		門谷綱祐		菊田昌義		久子克昭																		76		0		76		0		75		0		-

		R01d		161018004		境港等施工状況確認等補助業務		中国		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		梶谷則正		岩谷健吾																						79		0		79		0		79		0		-

		R01d		161019001		境港等監督等補助業務		中国		01整備局 セイビキョク		43921.0		ニシキコンサルタント（株）		00001003		建設コンサルタント等		細井明		金田博之		渡邉清之																				77		0		77		0		77		0		-

		R01d		161019015		島根県内港湾施設整備効果検討業務		中国		01整備局 セイビキョク		43798.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		牧野綾		久米俊治		濱明日香		西村壮介		曽根照人		岡部登		佐藤広章												77		0		77		0		76		0		-

		R01d		161019017		境港港湾施設整備手法等検討業務		中国		01整備局 セイビキョク		43812.0		三井共同建設コンサルタント（株）		00000003		建設コンサルタント等		中村充裕		古山卓司		山本慶太		西村亜子		近森裕之		冨田薫														77		0		77		0		75		0		-

		R01d		161019021		浜田港福井地区岸壁(-12m)改良検討業務		中国		01整備局 セイビキョク		43909.0		中電技術コンサルタント（株）		00000063		建設コンサルタント等		近藤良		江川英仁		田中晶典		岩本典丈		橋本淳		木下真吾		宮本浩司		日高康之		北出圭介						上田昭彦		77		0		77		0		78		0		78

		R01d		161019022		美保飛行場エプロン改良等調査検討業務		中国		01整備局 セイビキョク		43920.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		尾上正浩		片柳敦喜		廣田真喜子																		石井毅		79		0		79		0		78		0		80

		R01d		161019027		鳥取港港内静穏度検討業務		中国		01整備局 セイビキョク		43878.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		山田貴裕		坂井良輔		甲原僚子																				79		0		79		0		76		0		-

		R01d		161019031		境港外港昭和南地区岸壁(-13m)改良検討業務		中国		01整備局 セイビキョク		43889.0		（株）エイト日本技術開発		00000031		建設コンサルタント等		丹下英雄		野村昌平		藤原拓哉		後藤成秀		森永一也		板野誠司		福島康宏		後藤朋子										81		1		81		1		80		1		-

		R01d		161019032		境港外港竹内南地区岸壁(-10m)等維持管理計画書作成業務		中国		01整備局 セイビキョク		43903.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		黒木敬司		下地雅俊		中平達也		福田孝晴		倉持雅彦																75		0		75		0		76		0		-

		R01d		161019033		浜田港福井地区整備計画検討業務		中国		01整備局 セイビキョク		43920.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		石本健治		團村肇		坂井良輔		槙野公平		川名清三		宮本敏行		松原弘晃		白井英一		安田将人						上原教善		79		0		79		0		80		1		78

		R01d		161118005		水島港監督等補助業務		中国		01整備局 セイビキョク		43921.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		下倉良一		井上和久		大川慎吾		黒瀬順一郎																		78		0		78		0		78		0		-

		R01d		161118037		水島港玉島地区航路・泊地(-12m)等航行安全管理業務		中国		01整備局 セイビキョク		43769.0		（社）瀬戸内海海上安全協会		K001669930		建設コンサルタント等		永山哲弘		寺田昭人		福本勝海		藤岡親志																		76		0		76		0		76		0		-

		R01d		161119013		水島港玉島地区岸壁(-12m)等維持管理計画策定業務		中国		01整備局 セイビキョク		43889.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		岡崎健		三嶋英夫		倉田孝幸		小西陽右		加藤哲也		芋野智成												寺島彰人		77		0		77		0		76		0		80

		R01d		161119016		水島港玉島地区家屋等調査(事後)		中国		01整備局 セイビキョク		43915.0		（株）エイト日本技術開発		00000031		建設コンサルタント等		大草実		馬屋原誠司		関勇二		山本治寿																春名眞吾		80		1		80		1		74		0		95

		R01d		161119024		水島港整備効果検討業務		中国		01整備局 セイビキョク		43889.0		（株）アルファ水工コンサルタンツ		00000066		建設コンサルタント等		堀江岳人		井鳥聖也		小川昌美		浦島遼平		橋本孝治																83		1		83		1		83		1		-

		R01d		161119027		水島港環境修復検討業務		中国		01整備局 セイビキョク		43889.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		建設コンサルタント等		岡部克顕		岩村栄世		松田咲実		菊田昌義		立石賢吾		下野緑		西村和一郎		安宅政志										82		1		82		1		82		1		-

		R01d		161119028		水島港係留施設検討業務		中国		01整備局 セイビキョク		43913.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		添田洋		後藤洋之		鈴木雄太		寺本昭		澤田天														内山一郎		79		0		79		0		78		0		81

		R01d		161119029		船舶建造技術検討業務		中国		01整備局 セイビキョク		43917.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		野村剛		皿澤薫		長崎義男		藤田秀雄		亀井修		上坂賢三		澤明		菊池俊雄										76		0		76		0		76		0		-

		R01d		161218051		福山港漁業補償調査業務		中国		01整備局 セイビキョク		43769.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		合田耕一		志津馬沙帆 ココロザシ ツ ウマ スナホ		野元彰人 ノモト アキト		福嶋正博																		79		0		79		0		75		0		-

		R01d		161218068		福山港における浚渫等土砂の処分計画検討業務		中国		01整備局 セイビキョク		43676.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		春日井康夫		稲田勉		森晴夫		田所篤博		古澤達也		遠藤敏雄		井瀬肇												78		0		78		0		78		0		-

		R01d		161218068		福山港における浚渫等土砂の処分計画検討業務		中国		01整備局 セイビキョク		43676.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等				高野向後		片山昌大郎		久保田崇仁		安部浩史		清水建一朗														78		0		78		0		78		0		-

		R01d		161218069		広島空港滑走路端安全区域概略検討業務		中国		01整備局 セイビキョク		43763.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		尾上正浩		片柳敦喜		塩澤宗卓		才治和朗		桜井裕也		椎葉徹治		土肥野隆史		坂井典和								石井毅		79		0		79		0		78		0		79

		R01d		161219012		広島港海岸整備効果検討業務		中国		01整備局 セイビキョク		43819.0		（株）エイト日本技術開発		00000031		建設コンサルタント等		板野誠司		野村昌平		藤原拓哉		後藤成秀		森永一也		後藤朋子												土屋善浩		78		0		78		0		78		0		80

		R01d		161219014		福山港航行安全対策検討業務		中国		01整備局 セイビキョク		43824.0		（社）瀬戸内海海上安全協会		K001669930		建設コンサルタント等		永山哲弘		寺田昭人		福本勝海		小貫真理子																		74		0		74		0		76		0		-

		R01d		161219017		福山港埋立承認申請図書作成業務		中国		01整備局 セイビキョク		43824.0		中電技術コンサルタント（株）		00000063		建設コンサルタント等		宮本浩司		江川英仁		田中晶典		広兼元		近藤良		木下真吾		増本育子												80		1		80		1		81		1		-

		R01d		161219025		福山港施工検討等業務		中国		01整備局 セイビキョク		43915.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		中川裕介		大上博志		友田和良		櫻井良宏		毛利聖		石井康貴														84		1		84		1		84		1		-

		R01d		161219034		広島港海岸中央西地区(吉島)家屋調査(事前)		中国		01整備局 セイビキョク		43735.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		野々村匡史		刈谷友紀		川合崇		山中清次		阿部浩次郎																79		0		79		0		76		0		-

		R01d		161219035		管内事業整備効果検討業務		中国		01整備局 セイビキョク		43903.0		中電技術コンサルタント（株）		00000063		建設コンサルタント等		岩本典丈		塚野真美		田多一史		厚井恵子		日高康之																77		0		77		0		77		0		-

		R01d		161219041		福山港細部設計等業務		中国		01整備局 セイビキョク		43909.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		坂本貴光		鳥飼千晶		澤田天		堤光一郎		久保浩司														安野経治		79		0		79		0		78		0		81

		R01d		161219044		福山港細部設計等業務(その2)		中国		01整備局 セイビキョク		43908.0		（株）エイト日本技術開発		00000031		建設コンサルタント等		後藤朋子		野村昌平 ノムラ ショウヘイ		藤原拓哉 フジハラ タクヤ		後藤成秀 ゴトウ ナ ヒデ		玉置康雄 タマキ ヤスオ		板野誠司 イタノ セイジ												土屋善浩		80		1		80		1		80		1		81

		R01d		161219053		福山港細部設計等業務(その3)		中国		01整備局 セイビキョク		43913.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		水野博史		山下篤郎		岡庭翔一		小走規浩		市川雅也		岡本経孝												安岡啓一		78		0		78		0		76		0		80

		R01d		161219063		広島港出島地区整備検討業務		中国		01整備局 セイビキョク		43915.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		山口匡宏		西原大晴		一色和明		福田健		村上裕宣		尾崎竜三												手皮章夫		82		1		82		1		82		1		82

		R01d		161318004		徳山下松港等施工状況確認等補助業務		中国		01整備局 セイビキョク		43921.0		（株）クローバーエンジニアリング		00008563		建設コンサルタント等				二宮正紀		酒本伸二																				77		0		77		0		77		0		-

		R01d		161318004		徳山下松港等施工状況確認等補助業務		中国		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		小林健二		藤田雅英																						77		0		77		0		77		0		-

		R01d		161318005		徳山下松港等監督等補助業務		中国		01整備局 セイビキョク		43921.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		中尾正治		石丸勇介		清水征二		中岡孝之		河村雅美		佐渡原光誠														79		0		79		0		79		0		-

		R01d		161318018		徳山下松港下松地区桟橋(-19m)細部設計		中国		01整備局 セイビキョク		43769.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		寺島彰人		影地良昭		小西陽右		鈴木信夫		加藤哲也		芋野智成												天野紀		79		0		79		0		78		0		81

		R01d		161318026		徳山下松港下松地区桟橋(-19m)跨橋部等細部設計		中国		01整備局 セイビキョク		43644.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		田中文彦		鳥飼千晶		大西智之		堤光一郎		岩崎賢一		久保浩司		稲葉育祐		小池麻里		坂本貴光						安野経治		78		0		78		0		76		0		81

		R01d		161318032		徳山下松港下松地区桟橋(-19m)渡橋部細部設計		中国		01整備局 セイビキョク		43644.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		坂本貴光		鳥飼千晶		大西智之		山口孝幸		堤光一郎		岩崎賢一		久保浩司										安野経治		79		0		79		0		78		0		81

		R01d		161318050		徳山下松港徳山地区航路(-14m)航行安全管理業務		中国		01整備局 セイビキョク		43714.0		（社）瀬戸内海海上安全協会		K001669930		建設コンサルタント等		永山哲弘		寺田昭人		福本勝海		藤岡親志																		75		0		75		0		75		0		-

		R01d		161318055		宇部港本港地区航行安全管理業務		中国		01整備局 セイビキョク		43789.0		（社）西部海難防止協会		K001658016		建設コンサルタント等		松下誠		松本昌之 マツモト アキラ ノ		濱田大策 ハマダ ダイ サク		松永義憲 マツナガ ヨシノリ		杉原和夫 スギハラ カズオ																75		0		75		0		75		0		-

		R01d		161319001		宇部港等施工状況確認補助業務		中国		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		小林健二																								77		0		77		0		77		0		-

		R01d		161319002		宇部港等監督等補助業務		中国		01整備局 セイビキョク		43921.0		ニシキコンサルタント（株）		00001003		建設コンサルタント等		金子達也																								78		0		78		0		78		0		-

		R01d		161319003		岩国港臨港道路整備事業監理業務の実施体制の強化に関する試行検討業務		中国		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		中川裕介		大石和彦		合田聖一																				78		0		78		0		78		0		-

		R01d		161319004		管内港湾整備計画検討業務		中国		01整備局 セイビキョク		43909.0		中電技術コンサルタント（株）		00000063		建設コンサルタント等		岩本典丈		塚野真美		木下真吾		田多一史		厚井恵子		日高康之														83		1		83		1		79		0		-

		R01d		161319005		岩国港臨港道路整備効果検討業務		中国		01整備局 セイビキョク		43861.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		藤見俊彦		傅梟雄		逸見啓輔		鈴木健嗣																		78		0		78		0		74		0		-

		R01d		161319006		徳山下松港土砂処分場沈下計測等業務		中国		01整備局 セイビキョク		43915.0		復建調査設計（株）		00000032		建設コンサルタント等		高宮晃一		米浦大輔		松本晶子		藤原朱里		竹村薫		金徳圭三												山田和弘		79		0		79		0		79		0		80

		R01d		161319009		岩国港臨港道路修正設計		中国		01整備局 セイビキョク		43889.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		植村亮		山時翔		辰巳綾菜		田村史絵																白川修		75		0		75		0		76		0		76

		R01d		161319015		宇部港維持管理計画作成業務		中国		01整備局 セイビキョク		43819.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		水野博史		小走規浩		岡本経孝																				77		0		77		0		75		0		-

		R01d		161319018		徳山下松港徳山地区岸壁(-12m)付属施設整備検討業務		中国		01整備局 セイビキョク		43915.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		水野博史		井上憲		小走規浩		岡本経孝		伍井稔														安岡啓一		76		0		76		0		73		0		89

		R01d		161319027		岩国港臨港道路詳細設計		中国		01整備局 セイビキョク		43909.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		籠谷統啓		藤岡健祐		福代康文		川久保槙二		鬼本英憲		牛島忠史												谷口丈志		77		0		77		0		77		0		77

		R01d		161418010		管内の港湾施設等に係る技術的支援に関する調査等検討業務		中国		01整備局 セイビキョク		43677.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		梶谷卓美		林洋介		菅野高弘		小澤義之		田所篤博		藤岡淳		海老名正裕												78		0		78		0		78		0		-

		R01d		161418018		リサイクル材を活用した経済的な港湾構造物等に関する技術的検討業務		中国		01整備局 セイビキョク		43735.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		林洋介		春日井康夫		岡田理		加辺圭太郎		遠藤敏雄		蛭川愛志														79		0		79		0		78		0		-

		R01d		161418019		福山港箕沖地区岸壁(-10m)基本設計		中国		01整備局 セイビキョク		43707.0		（株）エイト日本技術開発		00000031		建設コンサルタント等		武田靖男		高木一毅		荻野和剛		末葭良太		佐々木章夫		関勇二		丹下英雄		森本茂之								館野俊之		76		0		76		0		76		0		81

		R01d		161418020		福山港箕島地区岸壁(-12m)基本設計		中国		01整備局 セイビキョク		43672.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		石河雅典		大澤史崇		諸澤朱里		小西陽右		江田周次郎		芋野智成												寺島彰人		83		1		83		1		82		1		83

		R01d		161419001		瀬戸内海の環境修復技術に関する検討業務		中国		01整備局 セイビキョク		43889.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		首藤啓		守屋良美		太田正規		田中裕作		西土井誠																77		0		77		0		78		0		-

		R01d		161419002		浜田港福井地区防波堤(新北)基本設計		中国		01整備局 セイビキョク		43798.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		團村肇		安田将人 ヤスタ マサト		小原陵 オハラ リョウ		三枝巧 ミエ タク		西村和真 ニシムラ カズ シン		原信彦 ハラ シン ヒコ		中村隆志 ナカムラ タカ ココロザ										石本健治		84		1		84		1		83		1		83

		R01d		161419006		管内航路・泊地埋没対策等検討業務		中国		01整備局 セイビキョク		43889.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		高山知司		岩崎和弘		林洋介		稲田勉		森晴夫		春日井康夫		渡部耕平		守屋正平										79		0		79		0		81		1		-

		R01d		161419006		管内航路・泊地埋没対策等検討業務		中国		01整備局 セイビキョク		43889.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等				成毛辰徳		酒井康彦		岡本経孝		水野博史		伍井稔														79		0		79		0		81		1		-

		R01d		161419010		瀬戸内海の環境修復技術に関する影響の評価検討業務		中国		01整備局 セイビキョク		43889.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		酒井康彦		秋元彩渚		鈴木綜人		小野健		泉伸司		水野博史														79		0		79		0		80		1		-

		R01d		161419011		潮位観測データ解析・信頼性確認検討業務		中国		01整備局 セイビキョク		43889.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		三浦裕司		平中陸		椙村淑未		水野博史																		78		0		78		0		76		0		-

		R01d		161419016		リサイクル材を活用した経済的な港湾構造物等に関する技術的検討業務		中国		01整備局 セイビキョク		43889.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		林洋介		海老名正裕		大村厚夫		加辺圭太郎		田所篤博		山崎浩之														78		0		78		0		77		0		-

		R01d		170118001		管内工事技術審査補助業務		四国		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		後藤文男		原紀彦		海野政彦		宮竹秀典		吉田勝明		吉廣幸治												綱内博之		76		0		76		0		76		0		-

		R01d		170118026		GPS波浪計係留方策検討業務		四国		01整備局 セイビキョク		43735.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		大村厚夫		林洋介		森晴夫		浜口正志		田所篤博		守屋正平		川村浩		井瀬肇		佐藤昌宏								78		0		78		0		79		0		-

		R01d		170118029		四国におけるクルーズ船受入拡大に向けた検討業務		四国		01整備局 セイビキョク		43677.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		池田秀文		西畑剛		田中三郎		生巣武		田中裕作		福田一郎														77		0		77		0		77		0		-

		R01d		170119002		管内水中部施工状況確認業務		四国		01整備局 セイビキョク		43917.0		（社）日本潜水協会		00010151		建設コンサルタント等		松井善樹		堀内義孝																						75		0		75		0		75		0		-

		R01d		170119003		港湾整備に係る沿岸気象海象情報の予測情報等提供業務		四国		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		鈴木善光		吉永泰祐		守屋正平		内田裕之		山本浩之																76		0		76		0		77		0		-

		R01d		170119004		管内港湾等発注補助業務		四国		01整備局 セイビキョク		43915.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		後藤文男		吉廣幸治		宮竹秀典																		後藤文男		77		0		77		0		77		0		-

		R01d		170119006		船舶実施設計業務  		四国		01整備局 セイビキョク		43889.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		岩月哲三		皿澤薫		福富泰		長崎義男		神野信行		上坂賢三		今井泰男												75		0		75		0		72		0		-

		R01d		170119009		港湾施設等の維持管理に係る技術力向上検討業務		四国		01整備局 セイビキョク		43861.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		稲田勉		小澤義之		渡部耕平		守屋正平																		77		0		77		0		76		0		-

		R01d		170119011		四国の港湾施設整備に資する輸出入コンテナ貨物流動分析等業務		四国		01整備局 セイビキョク		43882.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等				山本涼平		宇於崎泰寛																				77		0		77		0		73		0		-

		R01d		170119011		四国の港湾施設整備に資する輸出入コンテナ貨物流動分析等業務		四国		01整備局 セイビキョク		43882.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		三溝裕之		古谷隆之		田中敦士																				77		0		77		0		73		0		-

		R01d		170119014		四国の海上における南海トラフ地震対策検討業務		四国		01整備局 セイビキョク		43906.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		上野雅明		稲田憲武		森田雅裕		佐藤敬		八木英紀																76		0		76		0		77		0		-

		R01d		170119017		四国における内貿ユニットロード輸送の高度化構想検討業務		四国		01整備局 セイビキョク		43917.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		白井英一		花井健太		宮川駿也		榎本真久		宮本敏行		安田将人														79		0		79		0		76		0		-

		R01d		170119017		四国における内貿ユニットロード輸送の高度化構想検討業務		四国		01整備局 セイビキョク		43917.0		（株）日本海洋科学		00004034		建設コンサルタント等				西澤慶介		岡野匡		久下剛也		岡田尚樹		原大地														79		0		79		0		76		0		-

		R01d		170119018		海域特性を踏まえたGPS波浪計の係留手法検討業務		四国		01整備局 セイビキョク		43917.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		大村厚夫		林洋介		稲田勉		春日井康夫		浜口正志		遠藤敏雄		井瀬肇												77		0		77		0		77		0		-

		R01d		170119020		浚渫土砂活用方策検討業務		四国		01整備局 セイビキョク		43908.0		（社）水底質浄化技術協会		00009957		建設コンサルタント等		小島洋		川西龍一		斗沢照夫		江原仁		唐澤仁士																76		0		76		0		76		0		-

		R01d		171018020		備讃瀬戸航路航行安全対策検討業務		四国		01整備局 セイビキョク		43707.0		（社）瀬戸内海海上安全協会		K001669930		建設コンサルタント等		寺田昭人		福本勝海		永山哲弘		小貫真理子																		72		0		72		0		72		0		-

		R01d		171018021		備讃瀬戸航路船舶航行解析業務		四国		01整備局 セイビキョク		43714.0		（株）日本海洋科学		00004034		建設コンサルタント等		島津雅納		高橋浩子		上妻清剛		岩切茂		岡田尚樹		原大地														78		0		78		0		78		0		-

		R01d		171018022		備讃瀬戸航路漁業補償調査業務		四国		01整備局 セイビキョク		43728.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		合田耕一		村山泰明		野元彰人		福嶋正博																		78		0		78		0		77		0		-

		R01d		171019008		高松空港滑走路端安全区域予備設計		四国		01整備局 セイビキョク		43735.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		亀井慎一郎		竹井義博		尾上正浩		久野了史		平野猛也														石井毅		78		0		78		0		78		0		69

		R01d		171019013		水質・底質分析試験		四国		01整備局 セイビキョク		43909.0		（株）環境防災		00000228		建設コンサルタント等		吉見準也		末松知也		森川悌		田根由佳里																		77		0		77		0		77		0		-

		R01d		171019015		坂出港番の州物揚場改良設計		四国		01整備局 セイビキョク		43721.0		（株）東光コンサルタンツ		00000008		建設コンサルタント等		荻正則		入江新吾		片渕信人		井上祐一朗																		74		0		74		0		72		0		-

		R01d		171019027		高松港朝日地区整備効果検討業務		四国		01整備局 セイビキョク		43889.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		牧野綾		久米俊治		濱明日香		真期俊行		西村壮介		西尾岳裕		野々村さやか		佐藤広章										81		1		81		1		76		0		-

		R01d		171019020		高松港朝日地区航行安全管理業務 タカマツコウ アサヒ チク コウコウ アンゼン カンリ ギョウム		四国 シコク		01整備局 セイビキョク		43738.0		（社）瀬戸内海海上安全協会 シャ セトナイカイ カイジョウ アンゼン キョウカイ		K001669930		建設コンサルタント等 ケンセツ ナド		永山哲弘 ナガヤマ テツヒロ		寺田昭人 テラダ アキト		福本勝海 フクモト カツ ウミ		藤岡親志 フジオカ オヤ ココロザシ																		77		0		77		0		77		0		-

		R01d		171118020		松山港外港地区岸壁(-13m)等施工検討業務		四国		01整備局 セイビキョク		43605.0		中央コンサルタンツ（株）		00000140		建設コンサルタント等		浅野雄史		福井裕也		内廣俊介		荒谷豪		岩崎友彦		丸山貴世		錦織庄吾												76		0		76		0		76		0		-

		R01d		171118030		松山空港エプロン改良実施設計		四国		01整備局 セイビキョク		43616.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		尾上正浩		廣田真喜子																				石井毅		77		0		77		0		74		0		79

		R01d		171118038		松山港外港地区航行安全対策検討業務		四国		01整備局 セイビキョク		43889.0		（社）瀬戸内海海上安全協会		K001669930		建設コンサルタント等		寺田昭人		福本勝海		永山哲弘		小貫真理子																		73		0		73		0		70		0		-

		R01d		171119018		水質・底質分析試験		四国		01整備局 セイビキョク		43915.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		建設コンサルタント等		山本恭資		坂元亮介		小田隆司																				76		0		76		0		72		0		-

		R01d		171119020		東予港中央地区航行安全管理業務		四国		01整備局 セイビキョク		43782.0		（社）瀬戸内海海上安全協会		K001669930		建設コンサルタント等		寺田昭人		福本勝海		永山哲弘		藤岡親志																		74		0		74		0		73		0		-

		R01d		171119028		松山空港道路駐車場整備検討業務		四国		01整備局 セイビキョク		43917.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		尾上正浩		竹井義博		廣田真喜子		白木信光		才治和朗		平野猛也		坂井典和										石井毅		76		0		76		0		76		0		79

		R01d		171119032		東予港中央地区施工検討等業務 トウヨコウ チュウオウチク セコウ ケントウ ナド ギョウム		四国 シコク		01整備局 セイビキョク		43903.0		（株）エイト日本技術開発 ニホン ギジュツ カイハツ		00000031		建設コンサルタント等 ケンセツ ナド		丹下英雄 タンゲ エイユウ		佐々木章夫 ササキ アキ オット		伊達明彦 ダテ アカ ヒコ		合田洋一 ゴウダ ヨウイチ		入川史義 イ カワ フミ ギ		紺藤一人 コン フジ イチ ヒト		寺岡豊彦 テラオカ トヨヒコ		五百木耕二 イツ ヒャク キ タガヤ ニ		山本靖志 ヤマモト ヤスシ								76		0		76		0		76		0		-

		R01d		171218001		小松島港湾・空港整備事務所品質監視等補助業務		四国		01整備局 セイビキョク		43915.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		志摩成人		梶坂昇司		三好宏昌																				78		0		78		0		78		0		-

		R01d		171218002		小松島港湾・空港整備事務所監督等補助業務		四国		01整備局 セイビキョク		43915.0		（株）エイト日本技術開発		00000031		建設コンサルタント等		日笠一志		西野満		大村裕樹		新谷邦能		青木活文																78		0		78		0		78		0		-

		R01d		171218010		徳島小松島港中期整備計画検討業務		四国		01整備局 セイビキョク		43738.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		白井英一		花井健太		宮川駿也		榎本真久		宮本敏行																83		1		83		1		80		1		-

		R01d		171219010		徳島小松島港本港地区岸壁(-9m)改良検討業務		四国		01整備局 セイビキョク		43889.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		勝俣優		大角和輝		小田隼也		福田健		江原千尋		村上裕宣		尾崎竜三										手皮章夫		79		0		79		0		78		0		81

		R01d		171219017		徳島小松島港赤石地区等施工検討業務		四国		01整備局 セイビキョク		43889.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		田中文彦		長沢洋一		寺本昭		大西智之																		78		0		78		0		78		0		-

		R01d		171219008		水質・底質分析試験 スイシツ テイシツ ブンセキ シケン		四国 シコク		01整備局 セイビキョク		43903.0		（株）環境防災 カンキョウ ボウサイ		00000228		建設コンサルタント等		森川悌 モリカワ テイ		吉見準也 ヨシミ ジュン ナリ		末松知也 スエマツ シ ナリ		吉見陽子 ヨシミ ヨウコ																		76		0		76		0		73		0		-

		R01d		171318001		高知港湾・空港整備事務所品質監視等補助業務(高知港外)		四国		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		海野政彦		渡辺真一		吉廣幸治		山口亨		佐野正佳		江戸田章弘		前田史男												77		0		77		0		77		0		-

		R01d		171318002		高知港湾・空港整備事務所品質監視等補助業務(須崎港外)		四国		01整備局 セイビキョク		43921.0		マリンテクノロジー（株）		00008926		建設コンサルタント等		山本雅之		疋田雅彦		杉野原司		山本昌信		渡部信																77		0		77		0		77		0		-

		R01d		171318054		高知港海岸等映像伝送システム設計業務		四国		01整備局 セイビキョク		43581.0		（株）東峯技術コンサルタント		00000303		建設コンサルタント等		遠藤大伸		西田芳樹		津本直樹		藤岡宏彰		平井郁二		溝口重一												河野隆章		75		0		75		0		72		0		80

		R01d		171319011		GPS波浪計基本設計等業務		四国		01整備局 セイビキョク		43738.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		佐藤昌宏		林洋介		森晴夫		春日井康夫		守屋正平		古澤達也		井瀬肇												78		0		78		0		77		0		-

		R01d		171319027		高知港海岸整備効果検討業務		四国		01整備局 セイビキョク		43906.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		原信彦		樋口直人		宮川駿也		宮本敏行		白井英一														田中聡		77		0		77		0		71		0		93

		R01d		171319030		須崎港環境影響検討業務		四国		01整備局 セイビキョク		43875.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		建設コンサルタント等		島田久子		馬込伸哉		白井秀和		菊田昌義		久子克昭		奥村邦明														78		0		78		0		72		0		-

		R01d		171319032		室津港室津地区静穏度検討業務		四国		01整備局 セイビキョク		43861.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		伍井稔		渡辺卓也		大野正博		杉浦幸彦		水野博史		加地智彦												上田茂		77		0		77		0		71		0		93

		R01d		171319056		高知港における港湾・海岸保全施設の整備方策検討業務		四国		01整備局 セイビキョク		43906.0		（社）日本マリーナ・ビーチ協会		K001709439		建設コンサルタント等		木下明		山下雅人		下本幸嗣		佐藤恒夫		奥康彦																77		0		77		0		73		0		-

		R01d		171418012		高知港海岸水門予備設計		四国		01整備局 セイビキョク		43574.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等				横山伸幸		藤原圭哉		涌井健		佐藤誠一		齋藤利則														78		0		78		0		77		0		-

		R01d		171418012		高知港海岸水門予備設計		四国		01整備局 セイビキョク		43574.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		高山知司		林洋介		森本悟司		守屋正平		畠山貴之		清宮理												大村厚夫		78		0		78		0		77		0		81

		R01d		171419003		管内技術課題検討業務		四国		01整備局 セイビキョク		43909.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		稲田勉		林洋介		加辺圭太郎		古澤達也																森晴夫		79		0		79		0		78		0		83

		R01d		171419006		防災総合数値解析システム改良業務		四国		01整備局 セイビキョク		43889.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		原信彦		樋口直人		森谷拓実		中村隆志																田中聡		78		0		78		0		78		0		78

		R01d		171419008		宿毛湾港池島地区防波堤(2)断面検討業務		四国		01整備局 セイビキョク		43903.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		安田将人		樋口直人		小原陵		三枝巧		西村和真		原信彦												石本健治		80		1		80		1		80		1		81

		R01d		171419013		潮位観測データ解析・信頼性確認検討業務		四国		01整備局 セイビキョク		43909.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		竹内一浩		平中陸		吉田一全																				77		0		77		0		76		0		-

		R01d		171419013		潮位観測データ解析・信頼性確認検討業務		四国		01整備局 セイビキョク		43909.0		（社）海洋調査協会		00009906		建設コンサルタント等				山口晶敬		安立重昭																				77		0		77		0		76		0		-

		R01d		180118001		平成30年度九州地方整備局管内港湾・空港等技術審査補助業務		九州		01整備局 セイビキョク		43917.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		高田忠宏		片平昌毅		岐部政利		小西貴晃		岐部政利														上田彰		78		0		78		0		78		0		-

		R01d		180118018		平成30年度みなとカメラ設置検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43728.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		八木英紀		鈴木武																				上野雅明		78		0		78		0		71		0		85

		R01d		180119006		平成31年度港湾整備に係る沿岸気象海象情報の予測情報等提供業務		九州		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		鈴木善光		吉永泰祐		春日井康夫		内田裕之		山本浩之																78		0		78		0		80		1		-

		R01d		180119007		平成31年度資材価格等調査		九州		01整備局 セイビキョク		43909.0		（財）経済調査会		00005711		建設コンサルタント等		中村敏明		猿渡大輔		森山慎太郎																				75		0		75		0		75		0		-

		R01d		180119008		平成31年度九州地方整備局管内水中部施工状況確認業務		九州		01整備局 セイビキョク		43920.0		（社）日本潜水協会		00010151		建設コンサルタント等		吉村文雄		入尾野幸雄																						75		0		75		0		75		0		-

		R01d		180119009		令和元年度港湾施設の維持管理に係わる技術向上検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43889.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		稲田勉		海老名正裕		佐藤昌宏		森晴夫		田所篤博		古澤達也		服部俊朗												78		0		78		0		78		0		-

		R01d		180119010		令和元年度九州地域における発着拠点港湾整備計画検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43892.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		福田一郎		田中三郎		宮崎秀秋		柏木信二																		79		0		79		0		81		1		-

		R01d		180119011		令和元年度クルーズ関連専門的情報収集による施設整備方策検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43899.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		西土井誠		田中三郎		太田正規		宮崎秀秋		柏木信二		福田一郎														79		0		79		0		81		1		-

		R01d		180119012		令和元年度九州管内の内航フェリー・ROROターミナルの機能強化検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43900.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		西畑剛		宮崎秀秋		池田忠継		西土井誠		宇於崎泰寛																79		0		79		0		79		0		-

		R01d		180119018		令和元年度港湾空間を核とした魅力あるみなとづくり方策検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43909.0		（社）ウォーターフロント協会		K001772359		建設コンサルタント等		平尾壽雄		藤川洋子		村松菜穂子		金子正子																		78		0		78		0		79		0		-

		R01d		180119019		令和元年度国際フェリー・RORO輸送を活用した物流の効率化検討調査		九州		01整備局 セイビキョク		43908.0		（財）国際臨海開発研究センター		K001772909		建設コンサルタント等		三宅光一		能勢道治		佐藤邦央		筧隆夫																		78		0		78		0		79		0		-

		R01d		180119022		令和元年度離島における港湾整備の迅速化に向けた施工検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43909.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		永田享志		新原力		川上雅彦		池田高則		小平田浩司		済藤生真														78		0		78		0		79		0		-

		R01d		181019003		平成31年度下関港外工事・調査関係資料作成業務		九州		01整備局 セイビキョク		43917.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		尾造秀敏		田中保彦																						78		0		78		0		76		0		-

		R01d		181019004		平成31年度下関港海岸変形把握業務		九州		01整備局 セイビキョク		43917.0		（株）三洋コンサルタント		00000391		建設コンサルタント等		伊藤陽		藤田正人		森本憲仁		大岡弘樹																		77		0		77		0		77		0		-

		R01d		181019006		平成31年度下関港海岸(山陽地区)実施設計外1件(9工区)		九州		01整備局 セイビキョク		43889.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		岡本経孝		末盛雅英		山下篤郎		津留秀臣		山田和也		市川雅也												北澤壯介		78		0		78		0		78		0		80

		R01d		181019007		平成31年度下関港(新港地区)細部設計		九州		01整備局 セイビキョク		43769.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		久下真一		鳥飼千晶		堤光一郎		久保浩司																安野経治		78		0		78		0		76		0		77

		R01d		181019008		平成31年度下関港湾事務所管内港湾施設実施設計外1件		九州		01整備局 セイビキョク		43917.0		（株）三洋コンサルタント		00000391		建設コンサルタント等		深見哲央		藤岡和正		角田篤		松村沙季		大岡弘樹														中藤和行		79		0		79		0		78		0		77

		R01d		181019013		平成31年度下関港湾事務所管内海岸施設実施設計外2件		九州		01整備局 セイビキョク		43917.0		協同エンジニアリング（株）		00000569		建設コンサルタント等		富安良一		赤嶺和哉 アカミネ カズヤ		荒木健人 アラキ ケント		衛藤慎一郎 エトウ シンイチロウ		後藤誠司 ゴトウ マサ シ		高橋芳友 タカハシ ヨシトモ		松原恭博 マツバラ ヤスシ ヒロシ		水野満博 ミズノ ミツヒロ		森京介 モリ キョウスケ						芝辻保		79		0		79		0		80		1		81

		R01d		181019022		平成31年度下関港海岸建物事前調査業務		九州		01整備局 セイビキョク		43798.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		野々村匡史		小松大悟		川合崇		西浦功		阿部浩次郎																78		0		78		0		78		0		-

		R01d		181019023		令和元年度下関港海岸(山陽地区)基本設計(11工区・19工区)		九州		01整備局 セイビキョク		43868.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		堀之内毅		門間俊之		橋村史香		堤拓摩		新美達也		太田和彦		倉田孝幸		加藤哲也								野里栄照		78		0		78		0		79		0		81

		R01d		181019026		令和元年度下関港における水上交通を活用した施設整備検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43902.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		池田忠継		石山孝義		田中三郎		宮崎秀秋		前川俊広		藤田萬世		田中裕作		西土井誠										80		1		80		1		80		1		-

		R01d		181019031		令和元年度下関港(新港地区)整備効果検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43914.0		三井共同建設コンサルタント（株）		00000003		建設コンサルタント等		冨田薫		古山卓司		小野美沙		宮元正治		山波博明																77		0		77		0		76		0		-

		R01d		181118008		平成30年度新門司沖外航行安全管理業務		九州		01整備局 セイビキョク		43579.0		（社）西部海難防止協会		K001658016		建設コンサルタント等		小西郁雄		中西清一		友利忠彦		宮脇史朗		中本久雄		平野昭博		松本晴信												75		0		75		0		70		0		-

		R01d		181118037		平成30年度新門司沖土砂処分場(2期)施工管理技術検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43644.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		兵頭武志		奥野一暢		志村浩美		幸福辰己		宗勇一		堀之内章宏														72		0		72		0		69		0		-

		R01d		181118048		平成30年度新門司沖土砂処分場(2期)船舶航行実態把握業務		九州		01整備局 セイビキョク		43644.0		中電技術コンサルタント（株）		00000063		建設コンサルタント等		日高康之		牟田直樹		日野原遼		月坂明広		田多一史		宮本浩司														77		0		77		0		75		0		-

		R01d		181118051		平成30年度北九州空港滑走路端安全区域対策基本設計		九州		01整備局 セイビキョク		43875.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		桜井裕也		竹井義博		久野了史		椎葉徹治		亀井慎一郎		土肥野隆史												石井毅		80		1		80		1		78		0		93

		R01d		181119009		平成31年度北九州港(新門司地区)岸壁(-10m)実施設計		九州		01整備局 セイビキョク		43735.0		復建調査設計（株）		00000032		建設コンサルタント等		室田博文		槇本一徳		南本浩一		吉住龍也		山岡雅英		萩尾和央												時吉学		70		0		70		0		68		0		87

		R01d		181119018		平成31年度新門司沖土砂処分場(3工区)技術検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43908.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		森晴夫		浜口正志		田所篤博		古澤達也		服部俊朗																80		1		80		1		79		0		-

		R01d		181119018		平成31年度新門司沖土砂処分場(3工区)技術検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43908.0		（株）日建設計シビル		00006933		建設コンサルタント等				片桐雅明		南野佑貴		大石幹太		村川史朗		本田道識														80		1		80		1		79		0		-

		R01d		181119024		令和元年度新門司沖土砂処分場(2期)施工検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43903.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		志村浩美		荒木英二		伊藤大吾		加藤利弘		池田高則		新原力														77		0		77		0		77		0		-

		R01d		181119025		令和元年度新門司沖浚渫土砂利活用検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43903.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		春日井康夫		大村厚夫		佐藤昌宏		寺崎英一		浜口正志		田所篤博		渡部耕平		服部俊朗										78		0		78		0		78		0		-

		R01d		181119025		令和元年度新門司沖浚渫土砂利活用検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43903.0		（株）日建設計シビル		00006933		建設コンサルタント等				片桐雅明		南野佑貴		片山政和		大石幹太		村川史朗														78		0		78		0		78		0		-

		R01d		181119027		令和元年度北九州港整備効果検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43917.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		荒牧健		山端俊也		上村圭介		内山一郎																		77		0		77		0		78		0		-

		R01d		181119042		令和元年度北九州港湾・空港整備事務所管内港湾施設実施設計外1件		九州		01整備局 セイビキョク		43917.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		勝俣優		米田泰		刈谷友紀		一色和明		小田隼也		中野尊之		山口匡宏		江原千尋 エバラ チヒロ								手皮章夫		78		0		78		0		77		0		81

		R01d		181119049		令和元年度北九州港国際物流検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43917.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		水野正博		宮崎秀秋		山本涼平		西土井誠		長倉敏郎																76		0		76		0		76		0		-

		R01d		181119050		令和元年度関門地域における港湾連携検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43917.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		池田薫		上野雅明		森田雅裕		松永康司		小谷野喜二																77		0		77		0		77		0		-

		R01d		181119051		令和元年度新門司沖土砂処分場(2期)施工管理技術検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43909.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		兵頭武志		稲福秀樹		奥野一暢		志村浩美		池田高則		室井雅弘														72		0		72		0		69		0		-

		R01d		181119054		令和元年度北九州港(響灘地区)施工検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43917.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		荒木英二		新原力		立田実		加藤利弘		池田高則		済藤生真														74		0		74		0		73		0		-

		R01d		181218071		平成30年度博多港整備船舶安全管理業務(第2次)		九州		01整備局 セイビキョク		43798.0		（社）西部海難防止協会		K001658016		建設コンサルタント等		高比良友希		山下貴史		小西郁雄		大坪哲美		平野昭博		松本晴信														76		0		76		0		76		0		-

		R01d		181219003		平成31年度福岡空港施工状況確認等補助業務		九州		01整備局 セイビキョク		43917.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		下川義和		平田正浩		梅田英二																				79		0		79		0		79		0		-

		R01d		181219008		平成31年度博多港(アイランドシティ地区)道路修正設計外1件		九州		01整備局 セイビキョク		43908.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		赤堀智幸		末崎将司		那須常浩																		鬼塚大輔		76		0		76		0		76		0		76

		R01d		181219009		平成31年度博多港湾・空港整備事務所管内港湾施設実施設計		九州		01整備局 セイビキョク		43909.0		（株）五省コンサルタント		00000064		建設コンサルタント等		小林泉一		久野敦史		北川航平		明康隆		東郷象次郎		南正臣												福嶋泰彦		79		0		79		0		76		0		79

		R01d		181219013		平成31年度福岡空港工事・調査関係資料作成業務		九州		01整備局 セイビキョク		43917.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		末永正次		齋藤守																						80		1		80		1		78		0		-

		R01d		181219014		平成31年度福岡空港滑走路増設事業実施設計外1件		九州		01整備局 セイビキョク		43913.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		清成竜太		山極政行		二見康友		那須常浩		青木逸人														成島正倫		75		0		75		0		78		0		67

		R01d		181219015		平成31年度福岡空港滑走路増設事業関係資料作成業務		九州		01整備局 セイビキョク		43900.0		（株）大建		00001241		建設コンサルタント等		佐々井太郎		濱地正孝																				角村良雄		78		0		78		0		76		0		80

		R01d		181219031		平成31年度福岡空港滑走路増設用地造成設計		九州		01整備局 セイビキョク		43909.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		平井俊之		早原健一郎		中垣規子		戎健次		槇本祐司		江口拓生		舟越秀樹		今北勝也		上田泰三						石村勝伸		78		0		78		0		78		0		79

		R01d		181219042		令和元年度福岡空港滑走路増設営業調査等業務		九州		01整備局 セイビキョク		43909.0		（株）孝栄設計コンサルタント		00004378		建設コンサルタント等		冨増耕介		妹尾英資		川崎健祐		井村崇		池田英樹														高橋秀和		79		0		79		0		78		0		78

		R01d		181219045		令和元年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)施工検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43913.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		安部和宏		櫻井良宏		池田高則		上田彰																		78		0		78		0		78		0		-

		R01d		181219046		令和元年度博多港浚渫土砂活用による環境改善方策検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43909.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		首藤啓		堺谷常廣		宮崎秀秋		前川俊広		西土井誠																78		0		78		0		77		0		-

		R01d		181219048		令和元年度博多湾における回遊性向上方策検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43909.0		（社）ウォーターフロント協会		K001772359		建設コンサルタント等		平尾壽雄		藤川洋子		村松菜穂子		金子正子																		78		0		78		0		75		0		-

		R01d		181219053		令和元年度福岡空港滑走路増設事業実施設計外1件(第2次)		九州		01整備局 セイビキョク		43913.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		清成竜太		山極政行		池田将志		青木逸人																上小牧司		75		0		75		0		75		0		67

		R01d		181219056		令和元年度博多港(アイランドシティ地区)岸壁細部設計外1件		九州		01整備局 セイビキョク		43854.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		加藤哲也		門間俊之		堤拓摩		福永陽平																野里栄照		81		1		81		1		79		0		81

		R01d		181219058		令和元年度博多港船舶航行安全検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43917.0		（社）西部海難防止協会		K001658016		建設コンサルタント等		白石喜代利		松村信之																						77		0		77		0		76		0		-

		R01d		181319006		平成31年度苅田港湾事務所管内港湾施設実施設計外1件		九州		01整備局 セイビキョク		43900.0		中電技術コンサルタント（株）		00000063		建設コンサルタント等		近藤良		江川英仁		田中晶典		広兼元		猿渡雄二		木下真吾		宮本浩司		北出圭介								上田昭彦		76		0		76		0		76		0		81

		R01d		181319008		令和元年度苅田港整備効果検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43889.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		堀之内毅		橋村史香		堤拓摩		北田彰久																野里栄照		80		1		80		1		80		1		80

		R01d		181319012		令和元年度苅田港埋没対策検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43889.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		春日井康夫		梶谷卓美		森晴夫		小澤義之		守屋正平		古澤達也		井瀬肇		服部俊朗										79		0		79		0		80		1		-

		R01d		181319012		令和元年度苅田港埋没対策検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43889.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等				花澤広貴		成毛辰徳		杉浦幸彦		加地智彦																79		0		79		0		80		1		-

		R01d		181319020		令和元年度苅田港維持管理計画書策定業務		九州		01整備局 セイビキョク		43909.0		（株）三洋コンサルタント		00000391		建設コンサルタント等		安部義美		藤田正人		八軒啓彰		森本憲仁																		76		0		76		0		78		0		-

		R01d		181319021		令和元年度苅田沖土砂処分場実施設計		九州		01整備局 セイビキョク		43909.0		（株）五省コンサルタント		00000064		建設コンサルタント等		浅田浩章		永井良子		南正臣		井手野創																花田泰利		77		0		77		0		76		0		79

		R01d		181419003		平成31年度別府港外工事・調査関係資料作成業務		九州		01整備局 セイビキョク		43917.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		下川義和		渡邊浩一																						78		0		78		0		76		0		-

		R01d		181419004		平成31年度大分港海岸改良技術検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43915.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		大村厚夫		森晴夫		寺崎英一		浜口正志		守屋正平		山崎浩之		服部俊朗												77		0		77		0		77		0		-

		R01d		181419015		平成31年度別府港湾・空港整備事務所管内港湾施設実施設計		九州		01整備局 セイビキョク		43900.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		山口匡宏		米田泰		丁子信		勝俣優		西原大晴		一色和明		千田祐一郎		尾崎竜三		西浦功						手皮章夫		79		0		79		0		78		0		81

		R01d		181419017		平成31年度大分港海岸施工検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43915.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		安部和宏		宗勇一		大木秀雄																		池田高則		77		0		77		0		77		0		78

		R01d		181419022		令和元年度大分港・別府港整備効果調査		九州		01整備局 セイビキョク		43889.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		牧野綾		久米俊治		濱明日香		真期俊行		西村壮介		岡部登		佐藤広章												79		0		79		0		78		0		-

		R01d		181419024		令和元年度大分空港滑走路改良実施設計外1件		九州		01整備局 セイビキョク		43889.0		三井共同建設コンサルタント（株）		00000003		建設コンサルタント等		砂場博明		田谷和樹		山崎康生		轟豊和																大森慎二郎		78		0		78		0		77		0		79

		R01d		181419031		令和元年度大分港(大在西地区)埋立承認願書作成		九州		01整備局 セイビキョク		43889.0		中電技術コンサルタント（株）		00000063		建設コンサルタント等		宮本浩司		江川英仁		田中晶典		近藤良		眞田一磨		木下真吾												梶谷茂		77		0		77		0		76		0		78

		R01d		181419032		令和元年度中津港周辺地域実態調査		九州		01整備局 セイビキョク		43861.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		笹岡大輔		樗木千紘		千田祐一郎		木俣順																		77		0		77		0		76		0		-

		R01d		181419041		令和元年度中津港・別府港概略設計		九州		01整備局 セイビキョク		43907.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		山口匡宏		勝俣優		西原大晴		一色和明		福田健		尾崎竜三												手皮章夫		78		0		78		0		77		0		79

		R01d		181419042		令和元年度大分港(大在西地区)岸壁(-9m)基本設計		九州		01整備局 セイビキョク		43915.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		吉川慎一		村上巧一		山本龍		福井秀平		杉本有基		堤杏紗		田守利充										西尾岳裕		79		0		79		0		78		0		81

		R01d		181518001		平成30年度伊万里港施工状況確認等補助業務		九州		01整備局 セイビキョク		43917.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		高田忠宏		岡本信吾 オカモト シンゴ																						78		0		78		0		78		0		-

		R01d		181519002		平成31年度唐津港港内静穏度検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43728.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		伍井稔		渡辺卓也		成毛辰徳		杉浦幸彦		加地智彦														上田茂		78		0		78		0		78		0		80

		R01d		181519004		平成31年度唐津港港湾施設改良基本検討業務外1件		九州		01整備局 セイビキョク		43763.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		團村肇		下地雅俊		小原陵		三枝巧		西村和真		福田孝晴		安田将人										石本健治		81		1		81		1		80		1		81

		R01d		181519008		令和元年度　伊万里港港湾施設実施設計		九州		01整備局 セイビキョク		43889.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		赤堀智幸		筬島隆司		那須常浩																		金澤友徳		78		0		78		0		78		0		78

		R01d		181519015		令和元年度唐津港港湾施設改良詳細検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43917.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		久保田崇仁		田端優憲		案浦侑己		國里立紀																川嶋憲		79		0		79		0		79		0		79

		R01d		181618001		平成30年度長崎港外施工状況確認等補助業務		九州		01整備局 セイビキョク		43917.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		中尾正治		村尾育高																						78		0		78		0		78		0		-

		R01d		181619002		平成31年度佐世保港工事・調査関係資料作成業務		九州		01整備局 セイビキョク		43917.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		尾造秀敏		田中賢司																						77		0		77		0		76		0		-

		R01d		181619010		平成31年度長崎港湾・空港整備事務所管内港湾施設実施設計外2件		九州		01整備局 セイビキョク		43915.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		古川元一		冨井沢郎		金子大介		林利一																横井和幸		81		1		81		1		81		1		80

		R01d		181619015		平成31年度長崎空港護岸改良検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43909.0		（株）三洋コンサルタント		00000391		建設コンサルタント等		深見哲央		小畑友紀		角田篤		岩川友紀		松尾亜依		寺田謙												安部義美		76		0		76		0		76		0		79

		R01d		181619017		平成31年度佐世保港(前畑地区)岸壁(-10m)(改良)細部設計		九州		01整備局 セイビキョク		43798.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		鶴田賢司		門間俊之		太田和彦		加藤哲也		福永陽平														野里栄照		79		0		79		0		80		1		80

		R01d		181619018		令和元年度厳原港港内静穏度検討調査		九州		01整備局 セイビキョク		43921.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		鶴田賢司		丹羽竜也		橋村史香		高橋武志		大家隆行		堀之内毅		岡田清宏										熊谷健蔵		80		1		80		1		81		1		80

		R01d		181619022		令和元年度長崎空港整備検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43920.0		（株）オリエンタルコンサルタンツ		00000037		建設コンサルタント等		小西圭介		吉田昂平		張楚		阪井峻		花立麻衣子		根岸和憲		齋藤正文		和田誠一								樋口嘉章		78		0		78		0		78		0		81

		R01d		181718001		平成30年度熊本港外施工状況確認等補助業務		九州		01整備局 セイビキョク		43917.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		平田正浩																								78		0		78		0		78		0		-

		R01d		181718001		平成30年度熊本港外施工状況確認等補助業務		九州		01整備局 セイビキョク		43917.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等				西川英明		井上義廣																				78		0		78		0		78		0		-

		R01d		181719004		平成31年度熊本港(夢咲島地区)整備効果検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43798.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		建設コンサルタント等		岡部克顕		早川辰徳		小野ゆかり		唐木毅		土畑正和																78		0		78		0		79		0		-

		R01d		181719016		平成31年度熊本空港道路駐車場外1件実施設計		九州		01整備局 セイビキョク		43910.0		中電技術コンサルタント（株）		00000063		建設コンサルタント等		平尾隆行		竹本誠		石塚雅教		横田誠之																亀迫裕保		77		0		77		0		77		0		79

		R01d		181719017		平成31年度熊本港湾・空港整備事務所管内港湾施設調査・設計業務		九州		01整備局 セイビキョク		43909.0		（株）五省コンサルタント		00000064		建設コンサルタント等		小林泉一		永井良子		東郷象次郎		南正臣		浅田浩章														花田泰利		80		1		80		1		79		0		81

		R01d		181719024		令和元年度熊本港(夢咲島地区)防波堤(南)基本設計		九州		01整備局 セイビキョク		43889.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		久下真一		橋爪陽平		安野経治		横山友一		田中文彦		坂本貴光												内山一郎		78		0		78		0		78		0		81

		R01d		181818030		平成30年度宮崎空港滑走路端安全区域基本設計外1件		九州		01整備局 セイビキョク		43812.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		安田将人		樋口直人		下地雅俊		丸井英明		小原陵		槙野公平		松原弘晃		原信彦		倉持雅彦						石本健治		78		0		78		0		77		0		83

		R01d		181819013		令和元年度宮崎港湾・空港整備事務所管内港湾施設実施設計		九州		01整備局 セイビキョク		43909.0		（株）五省コンサルタント		00000064		建設コンサルタント等		久野敦史		鮫島昭二		北川航平		有働采冬		岩下航大		小林泉一												福嶋泰彦		78		0		78		0		77		0		81

		R01d		181819014		令和元年度宮崎空港道路駐車場付帯施設実施設計外1件		九州		01整備局 セイビキョク		43854.0		九州工営（株）		00000276		建設コンサルタント等		真田慎一		工藤盛央		中村浩之		淵上友喜																宮崎晃太		76		0		76		0		77		0		78

		R01d		181819020		令和元年度細島港整備計画検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43920.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		白井英一		宮川駿也		宮本敏行		福田孝晴		中村隆志		原信彦		倉持雅彦										上原教善		78		0		78		0		76		0		80

		R01d		181918001		平成30年度名瀬港監督等補助業務		九州		01整備局 セイビキョク		43917.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		冨ケ原隆一		松枝博幸		谷口雄一		三上晴二																		79		0		79		0		79		0		-

		R01d		181918002		平成30年度鹿児島港外施工状況確認等補助業務		九州		01整備局 セイビキョク		43917.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		高田忠宏		佐伯直敬 サエキ チョク ケイ		村田勝海 ムラタ カ ウミ		岐部政利 キベ マサトシ																		79		0		79		0		79		0		-

		R01d		181918002		平成30年度鹿児島港外施工状況確認等補助業務		九州		01整備局 セイビキョク		43917.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等				松成和己 マツ カズミ		野崎和春 ノザキ ワ ハル																				79		0		79		0		79		0		-

		R01d		181918011		平成30年度指宿港海岸(湯の浜地区)監督等補助業務		九州		01整備局 セイビキョク		43917.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		冨ケ原隆一		塚原清人		芦谷孝志																				79		0		79		0		79		0		-

		R01d		181918061		平成30年度鹿児島港係留施設詳細設計		九州		01整備局 セイビキョク		43738.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		安田将人		團村肇		小原陵		丸井英明		原信彦 ハラ ノブヒコ		中村隆志 ナカムラ タカシ ココロザシ												石本健治		80		1		80		1		79		0		81

		R01d		181919001		平成31年度指宿港海岸変形把握業務		九州		01整備局 セイビキョク		43917.0		（株）新日本技術コンサルタント		00000259		建設コンサルタント等		結城要		山本茂教		東浩一		米澤佳明		宮田恵太		村田祐		禧久伸男		郷龍志		内村泰智								81		1		81		1		82		1		-

		R01d		181919002		平成31年度指宿港海岸整備検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43913.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		森晴夫		寺崎英一		森本悟司		田所篤博		峯村浩治		服部俊朗												稲田勉		78		0		78		0		77		0		80

		R01d		181919002		平成31年度指宿港海岸整備検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43913.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等				笠毛健生		小原陵		三宅崇智		白木喜章		小野信幸		中村隆志		石本健治										78		0		78		0		77		0		-

		R01d		181919003		平成31年度鹿児島港臨港道路整備効果検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43769.0		八千代エンジニヤリング（株）		00000123		建設コンサルタント等		永冨雅幸		宮木佑輔		鶴川屋拡		熊谷祐希																宮本一史		78		0		78		0		78		0		78

		R01d		181919008		平成31年度鹿児島港湾・空港整備事務所管内港湾施設実施設計外1件		九州		01整備局 セイビキョク		43913.0		（株）五省コンサルタント		00000064		建設コンサルタント等		小林泉一		中村真		國友七郎		明康隆		東郷象次郎		穂丸彰												福嶋泰彦		81		1		81		1		79		0		81

		R01d		181919009		平成31年度名瀬港(立神地区)防波堤(沖)災害復旧ケーソン細部設計		九州		01整備局 セイビキョク		43738.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		安田将人		團村肇		小原陵		三枝巧		西村和真														石本健治		81		1		81		1		80		1		81

		R01d		181919028		令和元年度鹿児島港(中央港区)岸壁細部設計		九州		01整備局 セイビキョク		43861.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		久下真一		鳥飼千晶		堤光一郎		久保浩司		山本禎寿														安野経治		78		0		78		0		78		0		81

		R01d		181919039		令和元年度指宿港海岸の利活用促進と維持管理体制に係る検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43903.0		（社）日本マリーナ・ビーチ協会		K001709439		建設コンサルタント等		木下明		山下雅人		下本幸嗣		佐藤恒夫		奥康彦																77		0		77		0		76		0		-

		R01d		181919051		令和元年度鹿児島港湾・空港整備事務所管内係留施設検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43913.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		内山一郎		坂本貴光 サカモト タカミツ		横山友一 ヨコヤマ ユウイチ		橋爪陽平 ハシズメ ヨウ ヒラ																安野経治		78		0		78		0		76		0		81

		R01d		181919053		令和元年度鹿児島港湾・空港整備事務所管内港湾施設実施設計		九州		01整備局 セイビキョク		43913.0		（株）五省コンサルタント		00000064		建設コンサルタント等		小林泉一		久野敦史		岩下航大		明康隆		南正臣		谷村浩二												福嶋泰彦		79		0		79		0		79		0		80

		R01d		181919054		令和元年度指宿港海岸における地域振興手法検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43913.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		太田正規		戸田智司		港絢子		宮崎秀秋		前川俊広																77		0		77		0		78		0		-

		R01d		181919056		令和元年度鹿児島港湾・空港整備事務所管内環境整備検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43909.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		建設コンサルタント等		正田孝明		土畑正和 ツチハタ マサカズ		島田久子 シマダ ヒサコ		サラゴンザルボマロ		岡部克顕 オカベ カ ケン		古橋正祐 フルハシ マサ ユウ		奥村邦明 オクムラ ホウ ア		入江正己 イリエ マサ オノレ		五味久昭 ゴミ ヒサアキ								77		0		77		0		76		0		-

		R01d		181919065		令和元年度鹿児島空港エプロン改良実施設計		九州		01整備局 セイビキョク		43915.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		亀井慎一郎		竹井義博		片柳敦喜		市川常憲																久野了史		81		1		81		1		78		0		81

		R01d		182019001		平成31年度志布志港船舶航行安全対策検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43860.0		（社）西部海難防止協会		K001658016		建設コンサルタント等		小森田重寿		松下誠																						75		0		75		0		74		0		-

		R01d		182019002		平成31年度志布志港湾事務所管内港湾施設設計・検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43915.0		（株）五省コンサルタント		00000064		建設コンサルタント等		穂丸彰		福田利紀		渡邉翔太		岩永将太朗		前田聡														藤田浩一		79		0		79		0		78		0		80

		R01d		182019010		令和元年度志布志港における農林水産物輸出拡大方策検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43896.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		西土井誠		戸田智司		池田秀文		太田正規		宮崎秀秋		福田一郎														78		0		78		0		77		0		-

		R01d		182119011		平成31年度関門航路整備船舶安全管理業務		九州		01整備局 セイビキョク		43840.0		（社）西部海難防止協会		K001658016		建設コンサルタント等		平野昭博		高橋裕一		本田亮一		中本久雄		松永義憲																77		0		77		0		78		0		-

		R01d		182119039		令和元年度関門航路整備船舶安全管理業務(第2次)		九州		01整備局 セイビキョク		43850.0		（社）西部海難防止協会		K001658016		建設コンサルタント等		平野昭博		高橋裕一		本田亮一		濱田大策		寺地孝																77		0		77		0		78		0		-

		R01d		182119052		令和元年度関門航路埋没対策検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43909.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		田所篤博		佐藤昌宏		森本悟司		守屋正平		畠山貴之		服部俊朗		井瀬肇												81		1		81		1		81		1		-

		R01d		182119052		令和元年度関門航路埋没対策検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43909.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等				笠毛健生		白木喜章		小野信幸																		81		1		81		1		81		1		-

		R01d		182119052		令和元年度関門航路埋没対策検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43909.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等				成毛辰徳		金澤延幸		杉浦幸彦		水野博史																81		1		81		1		81		1		-

		R01d		182219001		平成31年度九州地方整備局管内作業船維持整備技術検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43921.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		野村剛		花田龍二		木村茂喜		友田伸明		伊井清則		坪井浩三		上坂賢三		百合本隆		白井制治						山中光雄		72		0		72		0		73		0		74

		R01d		182219005		平成31年度潮流・波浪実験場建屋外壁修繕工事監理業務		九州		01整備局 セイビキョク		43735.0		（株）傳設計		00174038		建設コンサルタント等		岩本茂美		石戸谷光洋		高橋敏博																				72		0		72		0		72		0		-

		R01d		182219013		令和元年度大規模地震時における係留施設の使用可否判定方策検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43889.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		守屋正平		林洋介		春日井康夫		加辺圭太郎		森本悟司		服部俊朗												森晴夫		79		0		79		0		80		1		80

		R01d		182219013		令和元年度大規模地震時における係留施設の使用可否判定方策検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43889.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等				瀬戸口修造		山本龍		中垣規子		北野有美		高岡慶人		西尾岳裕		曽根照人		楠謙吾								79		0		79		0		80		1		-

		R01d		182219014		令和元年度次世代作業船技術検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43909.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		野村剛		谷雄一		藤田秀雄		平山誠		友田伸明		亀井修		今井泰男		澤明		百合本隆								70		0		70		0		70		0		-

		R01d		182219015		令和元年度管内港湾施設技術課題検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43889.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		山本修司		海老名正裕		大村厚夫		鈴木善光		森晴夫		寺崎英一		宮脇周作		守屋正平		服部俊朗		本田浩隆				梶谷卓美		76		0		76		0		75		0		75

		R01d		182219016		令和元年度志布志港岸壁耐震化概略検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43861.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		久下真一		澤田天		稲葉育祐		小池麻里																内山一郎		77		0		77		0		79		0		76

		R01d		182219018		令和元年度熊本港耐震強化岸壁構造検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43903.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		佐藤昌宏		山本修司		稲田勉		春日井康夫		峯村浩治		井瀬肇		山崎浩之		服部俊朗								大村厚夫		80		1		80		1		79		0		81

		R01d		182219018		令和元年度熊本港耐震強化岸壁構造検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43903.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等				戎健次		江口拓生		高岡慶人		桑原直範																80		1		80		1		79		0		-

		R01d		182219020		令和元年度潮位観測データ解析・信頼性確認検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43906.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		越田智喜		平中陸		三浦裕司		河野史郎		河辺一明																79		0		79		0		77		0		-

		R01d		182219020		令和元年度潮位観測データ解析・信頼性確認検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43906.0		（社）海洋調査協会		00009906		建設コンサルタント等				山口晶敬		安立重昭																				79		0		79		0		77		0		-

		R01d		182219021		令和元年度港湾施設等設計計算書作成業務		九州		01整備局 セイビキョク		43889.0		（株）五省コンサルタント		00000064		建設コンサルタント等		久野敦史		北川航平		中崎好希		有働采冬		岩下航大		東郷象次郎														77		0		77		0		77		0		-

		R01d		400119003		管内港湾技術審査補助業務		沖縄		02沖総局		43921.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		金城徹		金城邦宏		知花栄		小橋川共光		伊佐広正		宮城武弘		前原隆		小川哲功										83		1		83		1		83		1		-

		R01d		400119004		管内水中部施工状況確認業務		沖縄		02沖総局		43920.0		（社）日本潜水協会		00010151		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		三浦孝一		秋山恵一																						75		0		75		0		75		0		-

		R01d		400119005		那覇空港滑走路増設環境保全検討業務		沖縄		02沖総局		43920.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		首藤啓		港絢子		渡辺健太郎		守屋良美		生巣武																78		0		78		0		78		0		-

		R01d		400119005		那覇空港滑走路増設環境保全検討業務		沖縄		02沖総局		43920.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ				新宅航平		菅野絵理		平中晴朗		毛塚大輔		斎藤信之														78		0		78		0		78		0		-

		R01d		400119011		港湾整備等に係る沿岸気象海象情報及び波浪等予測情報提供業務　		沖縄		02沖総局		43921.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		鈴木善光		守屋正平		内田裕之		山本浩之																		76		0		76		0		66		0		-

		R01d		400119013		地域特性を考慮した海岸保全施設の老朽化対策手法検討調査業務		沖縄		02沖総局		43889.0		（社）日本マリーナ・ビーチ協会		K001709439		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		山下雅人		木下明		下本幸嗣		佐藤恒夫																		73		0		73		0		72		0		-

		R01d		400119014		沖縄の物流戦略検討調査		沖縄		02沖総局		43889.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		西村壮介		牧野綾		久米俊治		濱明日香		内田達夫		殿最浩司		野々村さやか		佐藤広章		藤村一雄								82		1		82		1		84		1		-

		R01d		401018005		中城湾港品質監視等補助業務		沖縄		02沖総局		43921.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		田仲康時		伊禮透																						79		0		79		0		79		0		-

		R01d		401018013		那覇空港滑走路増設発注補助業務		沖縄		02沖総局		43921.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		小早川弘		金城健		佐久田朝秀		玉城伸		新城茂		宇栄原大樹												澤木裕紀		80		1		80		1		80		1		-

		R01d		401018014		那覇空港滑走路増設品質監視等補助業務		沖縄		02沖総局		43921.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		小早川弘		中村勇		桃原忠男		知念栄		定久辰也																80		1		80		1		80		1		-

		R01d		401018015		那覇空港滑走路増設監督補助業務		沖縄		02沖総局		43921.0		（株）レキオコンサルタント		00008771		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		大濱用太郎		具志元		山城多持		八木海雄		奥間和紀		赤嶺光隆		比嘉茂												81		1		81		1		81		1		-

		R01d		401018016		那覇港品質監視等補助業務		沖縄		02沖総局		43921.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		田仲康時		稲福秀樹		嶺井孝泉																				78		0		78		0		78		0		-

		R01d		401018050		那覇空港高架道路実施設計業務		沖縄		02沖総局		43912.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		土田隆司		山田勝志		山本篤博		中田隆		帆足雄二		山本智弘		平床聡										岩城達思		77		0		77		0		76		0		78

		R01d		401018093		那覇港臨港道路（橋梁）劣化調査業務（その２）		沖縄		02沖総局		43819.0		（株）オリエンタルコンサルタンツ		00000037		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		田中樹由		黒川直哉																						77		0		77		0		78		0		-

		R01d		401018100		那覇港環境影響検討業務		沖縄		02沖総局		43798.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		田端重夫		菅野絵理		三保紗織		斎藤信之		加藤誠		木村哲郎														79		0		79		0		79		0		-

		R01d		401019005		那覇空港滑走路増設技術審査補助業務		沖縄		02沖総局		43921.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		金城徹		知花栄		宮城武弘		前原隆		小川哲功																78		0		78		0		78		0		-

		R01d		401019006		那覇空港滑走路増設事業船舶航行安全管理業務		沖縄		02沖総局		43861.0		（社）西部海難防止協会		K001658016		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		上鵜瀬啓二		糸数竹進		津波古譲治		小森田重寿		江尻信久		友利忠彦		前川富男		新里哲治		與那嶺克邦								75		0		75		0		75		0		-

		R01d		401019016		那覇空港監督補助業務		沖縄		02沖総局		43921.0		（株）レキオコンサルタント		00008771		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		大濱用太郎		山城多持		山城順也		安仁屋宗剛		儀間良太		上原真也														78		0		78		0		78		0		-

		R01d		401019017		那覇空港品質監視等補助業務		沖縄		02沖総局		43921.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		小早川弘		山城進																						78		0		78		0		78		0		-

		R01d		401019021		中城湾港環境整備検討業務		沖縄		02沖総局		43921.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		首藤啓		森谷粒志		渡辺健太郎		守屋良美		生巣武		長倉敏郎														80		1		80		1		80		1		-

		R01d		401019031		那覇空港滑走路増設技術検討業務		沖縄		02沖総局		43905.0		復建調査設計（株）		00000032		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ				山田和弘		石川雅也		金徳圭三		南本浩一		佐藤秀政														79		0		79		0		78		0		-

		R01d		401019031		那覇空港滑走路増設技術検討業務		沖縄		02沖総局		43905.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		森晴夫		梶谷卓美		大村厚夫		春日井康夫		岩崎和弘		山崎浩之														79		0		79		0		78		0		-

		R01d		401019032		中城湾港（新港地区）岸壁事業評価検討業務		沖縄		02沖総局		43921.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		西村壮介		牧野綾		久米俊治		濱明日香		田守利充		西尾岳裕		吉川慎一		佐藤広章										81		1		81		1		78		0		-

		R01d		401019035		那覇港臨港道路（橋梁）耐震性能評価業務		沖縄		02沖総局		43913.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		山本修司		佐藤昌宏		森晴夫		加辺圭太郎		田所篤博		渡部耕平		山崎浩之										稲田勉		79		0		79		0		78		0		78

		R01d		401019035		那覇港臨港道路（橋梁）耐震性能評価業務		沖縄		02沖総局		43913.0		（株）オリエンタルコンサルタンツ		00000037		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ				樋口嘉章		黒川直哉		田中樹由																		79		0		79		0		78		0		-

		R01d		401019037		那覇空港滑走路増設資材価格等調査業務		沖縄		02沖総局		43921.0		（財）建設物価調査会		00005722		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		柴尾治		岩崎靖弘																						77		0		77		0		73		0		-

		R01d		401019038		新技術活用システム登録等支援業務		沖縄		02沖総局		43889.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		鈴木信夫		大家隆行		三浦健悟		大久保陽介																		77		0		77		0		75		0		-

		R01d		401019041		中城湾港港湾施設検討業務		沖縄		02沖総局		43915.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		吉川慎一		村上巧一		杉本有基		江口拓生		山田雅行		西村壮介		田守利充		西尾岳裕		岡部登						平井俊之		67		0		67		0		68		0		62

		R01d		401019043		那覇港臨港道路（橋梁）劣化調査業務		沖縄		02沖総局		43917.0		（株）オリエンタルコンサルタンツ		00000037		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		田中樹由		黒川直哉																						77		0		77		0		78		0		-

		R01d		401019045		那覇空港滑走路増設実施設計業務		沖縄		02沖総局		43915.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		鈴木信夫		岡本英久		岸名久之		三浦健悟		大久保陽介		濱田純平		島内拓人										宮下健一朗		79		0		79		0		77		0		79

		R01d		401019048		那覇空港滑走路改良外１件実施設計業務		沖縄		02沖総局		43913.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		清成竜太		藤生孝典		山極政行		加藤倫平		天谷徹男														成島正倫		77		0		77		0		75		0		78

		R01d		401019051		那覇空港滑走路増設空港土木施設実施設計業務		沖縄		02沖総局		43915.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		清成竜太		田口壮年		石原宏二		城野裕介		藤森修吾		安藤興太												成島正倫		82		1		82		1		82		1		81

		R01d		401019069		那覇港防波堤周辺外１件環境調査業務		沖縄		02沖総局		43889.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		黒木敬司		岡田亘		山口奈津美		眞喜志一		青山宗平		今泉久祥		金澤遼		栖原有里		高橋由浩								79		0		79		0		77		0		-

		R01d		401019087		那覇港船舶航行安全対策検討業務		沖縄		02沖総局		43921.0		（社）西部海難防止協会		K001658016		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		本間睦裕		松村信之																						77		0		77		0		75		0		-

		R01d		401019089		那覇港臨港道路（港湾１号線）橋梁劣化調査業務		沖縄		02沖総局		43889.0		（株）オリエンタルコンサルタンツ		00000037		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		田中樹由		黒川直哉																						77		0		77		0		78		0		-

		R01d		401019092		中城湾港公有水面埋立免許変更承認申請書作成業務		沖縄		02沖総局		43889.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		鈴木信夫		北市英生		岡田万由子		北田彰久		三浦健悟																74		0		74		0		71		0		-

		R01d		401019098		潮位観測データ信頼性確認検討業務		沖縄		02沖総局		43889.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		竹内一浩		小池克征		石水秀延																				78		0		78		0		76		0		-

		R01d		401019098		潮位観測データ信頼性確認検討業務		沖縄		02沖総局		43889.0		（社）海洋調査協会		00009906		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ				山口晶敬		安立重昭																				78		0		78		0		76		0		-

		R01d		401019109		那覇空港滑走路増設西側管理用道路実施設計外１件業務		沖縄		02沖総局		43915.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		鈴木信夫		岡本英久		三浦健悟																		宮下健一朗		82		1		82		1		82		1		81

		R01d		401118001		平良港監督補助業務		沖縄		02沖総局		43921.0		（株）レキオコンサルタント		00008771		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		湧川智		大濱用太郎 オオハマ ヨウ タロウ		宮里正幸 ミヤザト マサユキ		城間健 シロマ ケン																		78		0		78		0		78		0		-

		R01d		401119013		平良港船舶航行安全検討業務		沖縄		02沖総局		43917.0		（社）西部海難防止協会		K001658016		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		松村信之		白石喜代利																						75		0		75		0		73		0		-

		R01d		401218001		石垣港発注補助業務		沖縄		02沖総局		43921.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		小早川弘		金城健		小橋川共光																		中田英治		79		0		79		0		79		0		-

		R01d		401218002		石垣港品質監視等補助業務		沖縄		02沖総局		43921.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		小早川弘		中田英治																						79		0		79		0		79		0		-

		R01d		401218003		石垣港監督補助業務		沖縄		02沖総局		43921.0		（株）レキオコンサルタント		00008771		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		湧川智		大濱用太郎		越地信博		譜久山輝明		當山孝亮																78		0		78		0		78		0		-

		R01d		401219014		竹富南航路監視カメラ外１件設置検討業務		沖縄		02沖総局		43909.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		上野雅明		西見裕司		八木英紀		松永康司																		78		0		78		0		74		0		-

		R01d		401219015		石垣港事業効果検討業務		沖縄		02沖総局		43917.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		西村壮介		牧野綾		久米俊治		濱明日香		真期俊行		田守利充		西尾岳裕		佐藤広章		山下剛史						吉川慎一		82		1		82		1		82		1		78

		R01d		401219022		石垣港（新港地区）岸壁（ー１０ｍ）維持管理計画書作成外１件業務		沖縄		02沖総局		43917.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		黒木敬司		岡田亘		山口奈津美		松原弘晃		福田孝晴		川崎貴之		高橋由浩		倉持雅彦		安田将人								82		1		82		1		82		1		-

		R01d		190119001		船舶稼働状況及び損料算定等調査業務		国総研		03国総研		43917.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		芳賀敬二		荒木英二		幸田毅彦		志村浩美		加藤利弘																77		0		77		0		78		0		-

		R01d		190119002		港湾情報処理システム利用高度化等検討業務		国総研		03国総研		43921.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		井野洋		西原孝仁		加納丈司		室屋聡智		西岡護		澤田博道		元木誠		藤田浩司		長谷川忠相								78		0		78		0		78		0		-

		R01d		190119003		港湾請負工事積算システム機能改良業務		国総研		03国総研		43917.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		奥野一暢		幸田毅彦		西原孝仁		澤田博道		長谷川忠相		大木秀雄														75		0		75		0		77		0		-

		R01d		190119004		全国港湾海洋波浪情報網観測情報システム稼働状況等検討業務		国総研		03国総研		43921.0		（財）日本気象協会		00004942		建設コンサルタント等		前田正裕		村山貴彦		石川大樹		福田ちはる																		76		0		76		0		74		0		-

		R01d		190119016		港湾土木請負工事積算基準施工実態解析等業務		国総研		03国総研		43909.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		島田伊浩		高山和敏		室井雅弘		小黒章二																		72		0		72		0		72		0		-

		R01d		190119042		港湾情報処理システム改良検討・構築業務		国総研		03国総研		43917.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		井野洋		幸田毅彦		西原孝仁		西口佳之		加納丈司		室屋聡智		西岡護		澤田博道		藤田浩司								77		0		77		0		76		0		-

		R01d		190119043		労務単価等調査解析業務		国総研		03国総研		43906.0		（財）経済調査会		00005711		建設コンサルタント等		三科正和		竹内伸夫		石渕重伸		佐藤剛		高橋徹也		三輪幸一														73		0		73		0		70		0		-

		R01d		190119044		維持管理DB改良検討業務		国総研		03国総研		43906.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		西原孝仁		井野洋		室屋聡智																				76		0		76		0		76		0		-

		R01d		190119046		船舶および機械製造修理請負工事積算基準解析業務		国総研		03国総研		43889.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		島田伊浩		高山和敏		室井雅弘																				71		0		71		0		68		0		-

		R01d		190219003		コンテナの漂流対策および耐風対策に関する検討業務		国総研		03国総研		43889.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		長谷川巌		久保田徹		小沼慎司		宮里一郎																		74		0		74		0		70		0		-

		R01d		190219004		機械学習を用いた3次元流体解析モデルに関する検討業務		国総研		03国総研		43889.0		みずほ情報総研（株）		00001761		建設コンサルタント等		荒木和博		筧雅行		加藤幸一郎		石田純一																		76		0		76		0		75		0		-

		R01d		190219006		海域の環境改善に利用する材料の化学特性に関する検討業務		国総研		03国総研		43889.0		（株）東京久栄		00001626		建設コンサルタント等		萩野裕基		新井功		浄土真佐実		小林努																神尾光一郎		82		1		82		1		82		1		84

		R01d		190219007		宮古湾における底質・藻場調査業務		国総研		03国総研		43847.0		（株）東京久栄		00001626		建設コンサルタント等		岩下勉		萩野裕基		高伏剛																				78		0		78		0		75		0		-

		R01d		190219008		沿岸域における環境価値の評価に関する検討業務		国総研		03国総研		43889.0		復建調査設計（株）		00000032		建設コンサルタント等		三戸勇吾		大西晃輝		増田孝文		高橋俊之		菅野孝則		山田和弘														78		0		78		0		78		0		-

		R01d		190219009		新技術を活用した海岸保全施設の簡易な点検手法に関する検討業務		国総研		03国総研		43920.0		（社）海洋調査協会		00009906		建設コンサルタント等		安立重昭		高見之孝		井上満		矢下忠彦		山口晶敬																73		0		73		0		76		0		-

		R01d		190219010		干潟の生物調査業務		国総研		03国総研		43889.0		（株）東京久栄		00001626		建設コンサルタント等		山岸秀樹		新井功		大西謙吾		豊福真也																		77		0		77		0		76		0		-

		R01d		190219011		海岸保全施設の設計・管理に関する課題検討業務		国総研		03国総研		43921.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		大村厚夫		海老名正裕		細井晶弘		森晴夫		守屋正平		川村浩														76		0		76		0		76		0		-

		R01d		190219011		海岸保全施設の設計・管理に関する課題検討業務		国総研		03国総研		43921.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等				樋口直人		田中聡		鈴山勝之		原信彦		石本健治														76		0		76		0		76		0		-

		R01d		190219012		UAV・AIを活用した港湾施設の点検・診断システム開発検討業務		国総研		03国総研		43920.0		（株）パスコ		00000067		建設コンサルタント等		小関真征		後藤敏光		林大貴		芳倉勝治		金井憲一		門田寛		牧本貴夫		福島庸介										75		0		75		0		77		0		-

		R01d		190219013		東京湾の浅場の情報整理業務		国総研		03国総研		43889.0		復建調査設計（株）		00000032		建設コンサルタント等		三戸勇吾		梅本章弘		大西晃輝		増田孝文		萩野裕朗		竹下邦明														76		0		76		0		75		0		-

		R01d		190319001		我が国におけるクルーズ船寄港に伴う経済効果分析調査業務		国総研		03国総研		43889.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		福田一郎		西畑剛 ニシハタ ツヨシ		池田秀文 イケダ ヒデフミ		太田正規 オオタ タダ																		75		0		75		0		75		0		-

		R01d		190319001		我が国におけるクルーズ船寄港に伴う経済効果分析調査業務		国総研		03国総研		43889.0		セントラルコンサルタント（株）		00000028		建設コンサルタント等				西田敦史		西岡昌哉		伊東弘人 イトウ ヒロト		西谷真洋 ニシタニ マ ヨウ																75		0		75		0		75		0

		R01d		190319002		航路幅員算定手法及び航路法線(屈曲部)の曲率半径算定に関する検討業務		国総研		03国総研		43889.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		高橋宏直		高尾敏幸																						80		1		80		1		80		1		-

		R01d		190319003		港湾分野における情報通信技術等の活用促進に関する検討業務		国総研		03国総研		43903.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		小黒章二		井野洋																						75		0		75		0		74		0		-

		R01d		190319003		港湾分野における情報通信技術等の活用促進に関する検討業務		国総研		03国総研		43903.0		八千代エンジニヤリング（株）		00000123		建設コンサルタント等				金谷実		宮下嘉人		佐島裕也		木山芙美		沼田太郎		山岡淳												75		0		75		0		74		0		-

		R01d		190319004		長期予測のための経済・貿易構造分析モデル検討調査業務		国総研		03国総研		43889.0		セントラルコンサルタント（株）		00000028		建設コンサルタント等		伊東弘人		西田敦史		西岡昌哉		西谷真洋																		75		0		75		0		74		0		-

		R01d		190319005		既存港湾施設の有効活用に関する情報提供システムの高度化検討業務		国総研		03国総研		43889.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		佐々木信和		大崎雄治		池内正俊		森暁雄																		83		1		83		1		83		1		-

		R01d		190319009		港湾空港等事業の品質確保の促進に関する調査業務		国総研		03国総研		43903.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		小黒章二		高山和敏		入部忠道																				77		0		77		0		78		0		-

		R01d		190319010		港湾空港分野における環境物品等の利用促進に関する技術検討業務		国総研		03国総研		43861.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		森晴夫		海老名正裕		佐藤昌宏		春日井康夫		守屋正平		遠藤敏雄		畠山貴之												76		0		76		0		74		0		-

		R01d		190319011		大型係船曲柱の設計法に関する細部検討業務		国総研		03国総研		43889.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		尾崎竜三		山口匡宏 ヤマグチ タダス		村上裕宣 ムラカミ ユタカ セン		勝俣優 カツマタ ヤサ		大角和輝 オオスミ ワ カガヤ		西原大晴 ニシハラ オオ ハ		小田隼也 オダ ハヤブサ ナリ												78		0		78		0		77		0		-

		R01d		190319012		効率的な荷役機械を有するコンテナターミナルに関する動向調査		国総研		03国総研		43889.0		（社）港湾荷役機械システム協会		00009978		建設コンサルタント等		野口仁志		白石哲也		石原弘一																				78		0		78		0		76		0		-

		R01d		190319014		コンテナターミナルの利用率・沖待ち状況の把握手法検討業務		国総研		03国総研		43889.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		高橋宏直		高尾敏幸																						77		0		77		0		77		0		-

		R01d		190319015		我が国の港湾基準の海外普及方策に関する検討業務		国総研		03国総研		43909.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		佐藤昌宏		細井晶弘		山本修司		守屋正平		遠藤敏雄		本田浩隆		宮脇周作												74		0		74		0		73		0		-

		R01d		190419002		空港の地震複合被害等に関する検討調査業務		国総研		03国総研		43889.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等				清水啓 シミズ ケイ		熊澤将之 クマザワ マサユキ																				78		0		78		0		77		0		-

		R01d		190419002		空港の地震複合被害等に関する検討調査業務		国総研		03国総研		43889.0		（株）シオ政策経営研究所		00004074		建設コンサルタント等		中神啓介		西崎英治 ニシザキ エイジ ジ		渡辺明彦 ワタナベ アキヒコ		内野実花子 ウチノ ミカコ																		78		0		78		0		77		0		-

		R01d		190419005		空港施設に関する図面管理システム等改良業務		国総研		03国総研		43909.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		室屋聡智		幸田毅彦		井野洋		加納丈司																		76		0		76		0		74		0		-

		R01d		190419006		空港アスファルト舗装の耐久性等に関する調査業務		国総研		03国総研		43887.0		ティーアール・コンサルタント（株）		00005705		建設コンサルタント等		久野晃弘		菅原信吉		中村太郎		鈴木潤也		吉原昌貴																81		1		81		1		78		0		-

		R01d		190419007		空港舗装巡回等点検システム機能改良業務		国総研		03国総研		43909.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		幸田毅彦		井野洋		室屋聡智																				76		0		76		0		73		0		-

		R01d		190419008		航空需要予測手法改善検討基礎調査業務		国総研		03国総研		43889.0		（株）三菱総合研究所		00001994		建設コンサルタント等		大石礎		磯野文暁 イソノ フミアキ		清水春来 シミズ ハルキ																				75		0		75		0		74		0		-

		R01d		190419009		空港土木工事の施工基準等に関する検討業務		国総研		03国総研		43913.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		菅野真弘		伊藤大吾		大木秀雄		猿渡守		佐藤光博																76		0		76		0		73		0		-

		R01d		190419010		空港舗装の構造設計法及び路面評価法に関する調査業務		国総研		03国総研		43913.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		福岡知久		藤生孝典		横山隼佑		市村直登		二見康友		田代広行														78		0		78		0		75		0		-

		R01d		190419012		空港の被災復旧事例に関する数量的検討調査業務		国総研		03国総研		43861.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		清水啓		熊澤将之																						83		1		83		1		82		1		-

		R01d		190419001		空港土木工事積算システム支援機能導入等改良業務 セキサン シエン キノウ ドウニュウ トウ カイリョウ ギョウム		国総研		03国総研		43917.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		奥野一暢		幸田毅彦 コウダ タケシ ビコ		西原孝仁		澤田博道 サワダ ヒロシ ミチ																		78		0		78		0		73		0		-

		R01d		190419004		空港請負工事に関する施工実態調査等業務 ウケオイ コウジ カン セコウ ジッタイ チョウサ トウ ギョウム		国総研		03国総研		43909.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		猿渡守		伊藤大吾		大木秀雄		佐藤光博		菅野真弘																78		0		78		0		75		0		-

		R01d		190319016		変形を考慮した港湾構造物の耐震設計の高度化、及び設計入力地震動の合理的評価に関する検討業務		国総研		03国総研		43921.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		山田雅行 ヤマダ マサユキ		森田真弘 モリタ マサ ヒロ		江口拓生 エグチ タクミ		藤野義範 フジノ ヨシ ハン		中村友紀恵 ナカムラ ユキエ		羽田浩二 ハダ コウジ		曽根照人 ソネ テル ヒト		八木悟 ヤギ サトル		桒原直範 クワバラ ナオ ノリ								81		1		81		1		82		1		-

		R02d		110120001		東北地方整備局管内技術審査補助業務		東北		01整備局		44279.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		押切泰弘		吉田稔		川守田正路		佐藤信		鈴木惠生		藤田隆		及川勝朋		田中道幸		下澤治						押切泰弘		79		0		79		0		79		0		-

		R02d		110120003		港湾整備に係る沿岸気象海象情報の予測情報等提供業務		東北		01整備局		44286.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		鈴木善光		田所篤博		内田裕之		山本浩之																		78		0		78		0		77		0		-

		R02d		110120004		水中部施工状況確認業務		東北		01整備局		44281.0		（社）日本潜水協会		00010151		建設コンサルタント等		東山安彦		小林利夫																						77		0		77		0		77		0		-

		R02d		110120005		建設資材等価格調査		東北		01整備局		44280.0		（財）建設物価調査会		00005722		建設コンサルタント等		菊地元		菊池信博		戸村秀紀		伊藤慶次郎		丹治大尭																78		0		78		0		77		0		-

		R02d		110120007		復興・創生期間後の東北地方の港湾の将来像検討業務		東北		01整備局		44280.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		小谷野喜二		西見裕司		上野雅明		中本隆																		78		0		78		0		76		0		-

		R02d		110120010		東北港湾におけるコンテナ物流効率化検討業務		東北		01整備局		44285.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		水野正博		岡田哲一		戸田智司		苣木かおり		長倉敏郎																73		0		73		0		75		0		-

		R02d		110120011		港湾施設の維持管理技術情報提供業務		東北		01整備局		44187.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		稲田勉		鈴木理		川村浩		中島一朗		奈良透																79		0		79		0		77		0		-

		R02d		110120012		港湾機能継続計画の実効性向上検討業務		東北		01整備局		44274.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		眞山丈夫		西見裕司		上野雅明		加賀谷俊和																		70		0		70		0		72		0		-

		R02d		111020004		青森港事業効果検討業務		東北		01整備局		44252.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		山田貴裕		花井健太		川口直也		榎本真久		宮本敏行		白井英一														80		1		80		1		79		0		-

		R02d		111020009		青森港洋上風力拠点整備検討業務		東北		01整備局		44270.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		山田貴裕		花井健太		小原陵		大崎佑也		榎本真久		宇野喜之		白井英一		安田将人										78		0		78		0		77		0		-

		R02d		111119027		八戸港埋没対策外検討業務		東北		01整備局		43944.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		川村浩		岩崎和弘		稲田勉		田所篤博		渡部耕平		遠藤敏雄														79		0		79		0		77		0		-

		R02d		111119027		八戸港埋没対策外検討業務		東北		01整備局		43944.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等				榎本真久		白井英一		山田貴裕		黒木敬司		小野信幸		伊東啓勝		原信彦		石本健治								79		0		79		0		77		0		-

		R02d		111120001		八戸港品質監視等補助業務		東北		01整備局		44281.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		鈴木惠生		佐々木和夫		大山典夫																				77		0		77		0		77		0		-

		R02d		111120002		八戸港監督補助業務		東北		01整備局		44281.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		中村奉文		上平俊幸		大浦優幸																				77		0		77		0		77		0		-

		R02d		111120025		八戸港における浚渫土砂濁り対策検討業務		東北		01整備局		44260.0		（社）水底質浄化技術協会		00009957		建設コンサルタント等		江原仁		川西龍一		桑原正彦		小島洋		村上和男		近藤隆道														75		0		75		0		75		0		-

		R02d		111120026		八戸港国有港湾施設維持管理計画書作成業務		東北		01整備局		44265.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		建設コンサルタント等		藤井隆行		大友優真		立石賢吾		高城隆昌		松村繁徳		唐木毅														79		0		79		0		78		0		-

		R02d		111220011		秋田港大浜地区岸壁(-10m)外実施設計		東北		01整備局		44089.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		内山一郎		原久良		鈴木雄太		伊藤諒		鈴木裕太		村瀬良平		兒玉俊介		伊藤誠		浜岡高司								74		0		74		0		74		0		-

		R02d		111319009		久慈港監督補助業務		東北		01整備局		44284.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		中村奉文		岩谷達		石村成章		菊地旭成		高橋正治																77		0		77		0		77		0		-

		R02d		111320001		久慈港外品質監視等補助業務		東北		01整備局		44281.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		及川勝朋																								77		0		77		0		77		0		-

		R02d		111320001		久慈港外品質監視等補助業務		東北		01整備局		44281.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等				大島勇																						77		0		77		0		77		0		-

		R02d		111320017		宮古港竜神崎地区防波堤(災害復旧)3区調整函細部設計		東北		01整備局		44022.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		内山一郎		鳥飼千晶		堤光一郎		久保浩司																久下真一		79		0		79		0		79		0		82

		R02d		111320026		久慈港事業効果検討業務		東北		01整備局		44277.0		（株）アルファ水工コンサルタンツ		00000066		建設コンサルタント等		堀江岳人		浅沼丈夫		井鳥聖也		野地雅貴		早川雄飛		岡本怜		浦島遼平		平井豊規		橋本孝治						坂本辰哉		80		1		80		1		79		0		78

		R02d		111320030		宮古港外維持管理計画書作成業務		東北		01整備局		44281.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		建設コンサルタント等		立石賢吾		岩村栄世		松田咲実		河合啓悟		高谷泰紀		大友優真		水野静		高城隆昌										81		1		81		1		83		1		-

		R02d		111320036		釜石港湾口防波堤維持管理に関わるCIMデータ作成業務		東北		01整備局		44281.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		佐々木信和		川俣秀樹		池内正俊		八代正美		加賀屋範幸														大家隆行		79		0		79		0		79		0		79

		R02d		111420018		酒田港国有港湾施設維持管理計画書作成業務		東北		01整備局		44225.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		倉持雅彦		下地雅俊		丸井英明		福田孝晴		先岡良宏		伊東啓勝														78		0		78		0		77		0		-

		R02d		111420021		酒田港防波堤効果検討業務		東北		01整備局		44267.0		（株）アルファ水工コンサルタンツ		00000066		建設コンサルタント等		堀江岳人		小畑雄大		千原美季		早川雄飛		吉田侑矢		岩倉祐二		橋本孝治										酒向章哲		79		0		79		0		78		0		80

		R02d		111519022		仙台塩釜港における浚渫土砂を活用した海域環境効果検討業務		東北		01整備局		44012.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		菅家英朗		港絢子		太田正規		松山為時		高尾敏幸		福田一郎												首藤啓		73		0		73		0		71		0		70

		R02d		111519022		仙台塩釜港における浚渫土砂を活用した海域環境効果検討業務		東北		01整備局		44012.0		復建調査設計（株）		00000032		建設コンサルタント等				大西晃輝		三戸勇吾		萩野裕朗																		73		0		73		0		71		0		-

		R02d		111520001		仙台塩釜港石巻港区品質監視等補助業務		東北		01整備局		44281.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		鈴木惠生		鳥海亮																						76		0		76		0		76		0		-

		R02d		111520002		仙台塩釜港監督補助業務		東北		01整備局		44281.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		中村奉文		北浦修		浅野裕之																				78		0		78		0		78		0		-

		R02d		111520003		仙台塩釜港発注補助業務		東北		01整備局		44281.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		下澤治		平輝明		星野英昭		小橋一雄																下澤治		75		0		75		0		75		0		-

		R02d		111520004		仙台塩釜港外品質監視等補助業務		東北		01整備局		44281.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		田中道幸		佐々木義朗																						74		0		74		0		74		0		-

		R02d		111520020		仙台空港津波漂流物対策施設整備効果検討業務		東北		01整備局		44279.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		清水啓		熊澤将之		竹井義博		春日井杏奈		久野了史		亀井慎一郎		土肥野隆史										石井毅		79		0		79		0		79		0		80

		R02d		111520020		仙台空港津波漂流物対策施設整備効果検討業務		東北		01整備局		44279.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等				樋口直人		森谷拓実		田中聡		中村隆志		原信彦		安田将人												79		0		79		0		79		0		-

		R02d		111520026		仙台塩釜港国有港湾施設維持管理計画書作成業務		東北		01整備局		44281.0		ポートコンサルタント（株）		00000927		建設コンサルタント等		反田行雄		本間靖明		中野友輔		安野結菜		佐野慎哉																74		0		74		0		73		0		-

		R02d		111520028		仙台塩釜港仙台港区向洋地区岸壁(-14m)細部設計		東北		01整備局		44280.0		ポートコンサルタント（株）		00000927		建設コンサルタント等		石田誠		本間靖明		中野友輔		安野結菜		紺谷明泰		佐野慎哉												反田行雄		78		0		78		0		78		0		82

		R02d		111619013		係留施設における重量物取扱いに関する構造検討業務		東北		01整備局		44253.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		山口達治		加藤圭		竹田正彦		川俣秀樹		砂川透吾		田渡竜乃介		小林誠		安下純平		佐久間謙史						瀬良敬二		80		1		80		1		80		1		77

		R02d		111620003		船舶技術検討業務		東北		01整備局		44278.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		藤田秀雄		皿澤薫		長崎義男		平山誠		岩月哲三		今井泰男		菊池俊雄		本多大茂		島田晴弘						谷雄一		71		0		71		0		70		0		70

		R02d		111620004		東北管内設計波浪検討業務		東北		01整備局		44253.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		田所篤博		佐藤昌宏		森晴夫		渡部耕平		峯村浩治		川村浩		重村洋平		奈良透								梶谷卓美		82		1		82		1		81		1		82

		R02d		111620004		東北管内設計波浪検討業務		東北		01整備局		44253.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等				杉山亜沙美		金子大介		永松宏一		柴田大介		田中和広		山部道												82		1		82		1		81		1		-

		R02d		111620004		東北管内設計波浪検討業務		東北		01整備局		44253.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等				樋口直人		森谷拓実		田中陽二		田中聡		鈴山勝之		原信彦												82		1		82		1		81		1		-

		R02d		111620005		船舶建造資材等価格調査		東北		01整備局		44043.0		（財）経済調査会		00005711		建設コンサルタント等		三科正和		岩瀬真																						76		0		76		0		73		0		-

		R02d		111620007		仙台港湾空港技術調査事務所庁舎改修実施設計		東北		01整備局		44225.0		（株）構建築設計事務所		00005524		建設コンサルタント等		徳田伸治		藤田藍																						76		0		76		0		76		0		-

		R02d		111620008		青森港外港湾施設安定性検討業務		東北		01整備局		44274.0		中央コンサルタンツ（株）		00000140		建設コンサルタント等		中元英樹		水口祐太		佐々木勇人		合田貴		菰方弘樹		丸山貴世		錦織庄吾		藤本将行		矢野大河						窪田一樹		76		0		76		0		77		0		77

		R02d		111620009		仙台塩釜港外港湾施設安定性検討業務		東北		01整備局		44274.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		山口達治		加藤圭		竹田正彦		川俣秀樹		安下純平		砂川透吾		小林誠										瀬良敬二		78		0		78		0		78		0		77

		R02d		111620010		秋田港外港湾施設安定性検討業務		東北		01整備局		44274.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		山口達治		加藤圭		砂川透吾		豊間根汐里		田渡竜乃介		小林誠		嘉數浩靖		瀬良敬二								鈴木信夫		78		0		78		0		78		0		77

		R02d		111620012		久慈港外港湾施設安定性検討業務		東北		01整備局		44274.0		三井共同建設コンサルタント（株）		00000003		建設コンサルタント等		中村充裕		田谷和樹		佐藤翔平		三上康光		山崎康生		山本慶太		西村亜子		轟豊和		近森裕之						砂場博明		78		0		78		0		78		0		77

		R02d		111620013		青森港本港地区堤埠頭岸壁(-7.5m)(改良)細部設計外		東北		01整備局		44253.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		山口達治		加藤圭		竹田正彦		川俣秀樹		砂川透吾														瀬良敬二		79		0		79		0		79		0		84

		R02d		111620014		管内技術課題に関する技術支援業務		東北		01整備局		44274.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		川村浩		細井晶弘		重村洋平		遠藤敏雄		奈良透		宮崎祥一														78		0		78		0		76		0		-

		R02d		111620021		潮位観測データ信頼性維持検討業務		東北		01整備局		44253.0		（社）海洋調査協会		00009906		建設コンサルタント等				山口晶敬		安立重昭																				78		0		78		0		75		0		-

		R02d		111620021		潮位観測データ信頼性維持検討業務		東北		01整備局		44253.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		加藤誠		鶴島大樹		荒居博之		小池克征																		78		0		78		0		75		0		-

		R02d		111620033		秋田港港湾業務艇建造設計図書確認業務		東北		01整備局		44281.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		藤田秀雄		皿澤薫		長崎義男		平山誠		岩月哲三		菊池俊雄														74		0		74		0		71		0		-

		R02d		111720001		小名浜港監督補助業務		東北		01整備局		44281.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		戸川守		村山勝利		松村五男																				78		0		78		0		78		0		-

		R02d		111720002		小名浜港外品質監視等補助業務		東北		01整備局		44281.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		吉田稔		小宮勝彦																						77		0		77		0		77		0		-

		R02d		111720002		小名浜港外品質監視等補助業務		東北		01整備局		44281.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等				楠清文																						77		0		77		0		77		0		-

		R02d		111720019		相馬港事業評価資料作成業務		東北		01整備局		44253.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		内山一郎		村瀬良平		兒玉俊介		山端俊也		荒牧健		山本禎寿														78		0		78		0		79		0		-

		R02d		111720024		相馬港本港地区防波堤(沖)維持管理計画書作成業務		東北		01整備局		44253.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		建設コンサルタント等		唐木毅		河合啓悟		立石賢吾		藤井隆行		奥村邦明		盛田高好		坂田晴香		繁原俊弘		高城隆昌								79		0		79		0		78		0		-

		R02d		111720025		小名浜港東港地区岸壁(-16m)外維持管理計画書作成業務		東北		01整備局		44281.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		内山一郎		後藤洋之		原久良		鈴木雄太		伊藤諒		鈴木裕太		兒玉俊介		伊藤誠										78		0		78		0		77		0		-

		R02d		120119017		情報通信技術等を活用したコンテナ輸送効率化検討業務(その2)		関東		01整備局		44104.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		池田秀文		畑中諭		黒田隆明		宇於崎泰寛		福田一郎																78		0		78		0		79		0		-

		R02d		120119017		情報通信技術等を活用したコンテナ輸送効率化検討業務(その2)		関東		01整備局		44104.0		（株）三井Ｅ＆Ｓマシナリー		K002172653		建設コンサルタント等				石田英明		小西謙吾		在間秀樹		小椋満																78		0		78		0		79		0		-

		R02d		120119024		クルーズを通じた地域振興等の方策に係る検討業務		関東		01整備局		44043.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		太田正規		堺谷常廣		港絢子		守屋良美		木村竜也																79		0		79		0		80		1		-

		R02d		120119032		東京湾水環境再生計画に係る生物生息環境改善検討等業務		関東		01整備局		43980.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		菅家英朗		森谷粒志		松山為時		高尾敏幸																		78		0		78		0		76		0		-

		R02d		120119048		関東地方整備局港湾業務艇建造技術検討業務		関東		01整備局		44260.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		菊池俊雄		木村茂喜		中島武男		長崎義男		神野信行		岩月哲三														76		0		76		0		76		0		-

		R02d		120120001		関東地方整備局管内港湾・空港技術審査補助業務		関東		01整備局		44280.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		菊池一志		二瓶正広		渡辺信		古川勝久		竹矢和正																79		0		79		0		79		0		-

		R02d		120120003		水中部施工状況確認業務		関東		01整備局		44286.0		（社）日本潜水協会		00010151		建設コンサルタント等		三浦孝一		天坂勇治		川村昭二																				78		0		78		0		78		0		-

		R02d		120120004		港湾・空港整備に係る沿岸気象海象情報の予測情報等提供業務		関東		01整備局		44286.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		山本浩之		鈴木善光		守屋正平		内田裕之		山崎浩之																78		0		78		0		77		0		-

		R02d		120120005		港湾及び空港における工事安全対策業務		関東		01整備局		44253.0		特定非営利活動法人みなとサポート		00169944		建設コンサルタント等		菅原邦彦		木村岩男		三上豊																				77		0		77		0		77		0		-

		R02d		120120006		船舶機械技術資料作成業務		関東		01整備局		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		佐野幸保		竹内孝之																						77		0		77		0		77		0		-

		R02d		120120007		建設資材等価格調査		関東		01整備局		44286.0		（財）経済調査会		00005711		建設コンサルタント等		森下剛史		林誠		岩瀬真		岩楯功治																		77		0		77		0		76		0		-

		R02d		120120009		東京湾水環境再生計画に係る進捗状況検討業務		関東		01整備局		44284.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		菅家英朗		森谷粒志		松山為時		高尾敏幸		堀之内尚志																79		0		79		0		78		0		-

		R02d		120120010		関東地方整備局海洋環境整備船建造技術検討業務		関東		01整備局		44274.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		野村剛		平山誠		亀井修		上坂賢三		澤明		菊池俊雄		百合本隆												77		0		77		0		77		0		-

		R02d		120120013		船舶機械施工確認業務		関東		01整備局		44286.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		吉田誠		中村洋一		松本茂																				77		0		77		0		77		0		-

		R02d		120120017		クルーズに係る港湾利用状況分析及び利便性向上方策検討業務		関東		01整備局		44274.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		太田正規		港絢子		田中三郎		守屋良美		檀之上ひろこ																78		0		78		0		78		0		-

		R02d		120120018		関東管内の港湾等における長期的な機能強化方策検討業務		関東		01整備局		44274.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		千田祐一郎		丁子信		山内慎平		磯山直佑		西村洋紀		樗木千紘		岡本辰生												79		0		79		0		77		0		-

		R02d		120120019		石炭灰混合材料による実証試験検討業務		関東		01整備局		44274.0		（社）水底質浄化技術協会		00009957		建設コンサルタント等		村上和男		近藤隆道		江原仁																				78		0		78		0		76		0		-

		R02d		120120020		関東管内の港湾における事業継続計画検討業務		関東		01整備局		44284.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		眞山丈夫		稲田憲武		上野雅明		加賀谷俊和		根木貴史																78		0		78		0		78		0		-

		R02d		120120022		横浜港南本牧ふ頭地区における船舶航行安全検討業務		関東		01整備局		44286.0		（社）東京湾海難防止協会		00010102		建設コンサルタント等		福谷幸資		新倉一馬		高橋昭一		松下英慈		西田克史		長澤安純														77		0		77		0		74		0		-

		R02d		120120029		諸外国の事例を踏まえた港湾における危機管理対策検討業務		関東		01整備局		44274.0		（財）国際臨海開発研究センター		K001772909		建設コンサルタント等		三宅光一		成瀬進		三上裕		浅香泰三		川上泰司																77		0		77		0		75		0		-

		R02d		120120031		京浜港におけるコンテナターミナル待機時間調査手法検討他業務		関東		01整備局		44281.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		岡本辰生		丁子信		山内慎平		西村洋紀		千田祐一郎																79		0		79		0		79		0		-

		R02d		121019001		京浜港施工状況確認等補助業務		関東		01整備局		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		二瓶正広		奥川真行		山崎幸輝																				77		0		77		0		77		0		-

		R02d		121019002		京浜港発注補助業務		関東		01整備局		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		二瓶正広		遠藤隆則		軽部歩																				77		0		77		0		77		0		-

		R02d		121019003		京浜港監督補助業務		関東		01整備局		44286.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		吉田誠		秋山英夫		村田収一		稲干章博		高荒聡																77		0		77		0		77		0		-

		R02d		121019004		京浜港監督補助業務(その2)		関東		01整備局		44286.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		吉田誠		福村達也		神賀千秋		大関章裕																		78		0		78		0		78		0		-

		R02d		121019021		川崎港臨港道路東扇島水江町線東扇島他アプローチ部実施設計		関東		01整備局		44099.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		大宅克幸		金谷俊秀		李莉		岩城達思		鹿野光一		五十嵐誠												南口浩志		79		0		79		0		79		0		80

		R02d		121019022		川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部詳細設計		関東		01整備局		44104.0		八千代エンジニヤリング（株）		00000123		建設コンサルタント等		上田浩章		堀内深		谷口和昭		日野昭二		岡戸甲子雄		名古屋和史		佐藤大		渡辺遼		綿引浩一						鷲見英吾		85		1		85		1		85		1		85

		R02d		121019025		横浜港南本牧地区コンテナヤード入場ゲート設計意図伝達等業務		関東		01整備局		43977.0		八千代エンジニヤリング（株）		00000123		建設コンサルタント等		吉田勝彦		三好量平		亀山浩																				78		0		78		0		78		0		-

		R02d		121019028		横浜港における整備効果検討業務		関東		01整備局		44008.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		西村壮介		牧野綾		久米俊治		濱明日香		真期俊行		曽根照人		楠謙吾		佐藤広章		内田達夫								79		0		79		0		81		1		-

		R02d		121019041		川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部防衝工他実施設計		関東		01整備局		44064.0		大日本コンサルタント（株）		00000080		建設コンサルタント等		諏訪部宏之		永尾豊明		寺田武志		秋山孝		瀧本英男		井手康介		徳橋亮治										吉岡勉		75		0		75		0		75		0		75

		R02d		121019068		川崎港臨港道路東扇島水江町線昇降施設基本設計(その2)		関東		01整備局		44104.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		岩城達思		池辺俊佑		竹内努		山田朗弘		柴山裕則		瀧澤伸之		河崎猛士										加藤久晶		75		0		75		0		75		0		77

		R02d		121019079		横浜港臨港道路(はま道路)緊急復旧検討業務		関東		01整備局		43997.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		服部達也		湯川圭悟		中川碧		輿石正己																友田富雄		80		1		80		1		81		1		80

		R02d		121020001		京浜港施工状況確認補助業務		関東		01整備局		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		荒川直也		奥川真行																						79		0		79		0		79		0		-

		R02d		121020003		京浜港施工状況確認補助業務(その2)		関東		01整備局		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		古川勝久																								77		0		77		0		77		0		-

		R02d		121020007		川崎港設計・調査資料作成業務		関東		01整備局		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		荒川直也		桐山寿郎		加藤誠一		保坂鐵矢		町田文孝																77		0		77		0		77		0		-

		R02d		121020008		川崎港臨港道路東扇島水江町線航行安全管理業務		関東		01整備局		44286.0		（社）東京湾海難防止協会		00010102		建設コンサルタント等		加瀬龍太郎		吉田勝正		米沢昭司		高栗良勝		藤井俊樹																75		0		75		0		75		0		-

		R02d		121020010		川崎港臨港道路東扇島水江町線技術評価業務		関東		01整備局		44274.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		遠藤敏雄		岩崎和弘		佐藤昌宏		春日井康夫		森本悟司		高橋健		若林信孝												77		0		77		0		77		0		-

		R02d		121020010		川崎港臨港道路東扇島水江町線技術評価業務		関東		01整備局		44274.0		大日本コンサルタント（株）		00000080		建設コンサルタント等				永尾豊明		吉岡勉		寺田武志		豊島孝之		秋山孝		井手康介										諏訪部宏之		77		0		77		0		77		0		77

		R02d		121020011		川崎港臨港道路建設資材価格等調査		関東		01整備局		44277.0		（財）経済調査会		00005711		建設コンサルタント等		石井淳一		藤井辰悟		齋藤英人																				76		0		76		0		77		0		-

		R02d		121020020		横浜港港湾施設整備検討業務		関東		01整備局		44281.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		久下真一		後藤洋之		鈴木雄太		山口孝幸		堤光一郎		井上泰		岩崎賢一		稲葉育祐		小池麻里						内山一郎		82		1		82		1		82		1		82

		R02d		121020023		横浜港における整備効果検討業務		関東		01整備局		44246.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		宇野元浩		牧野綾		三荒智也		江田拓真		濱明日香		西村壮介		内田達夫		佐藤広章										82		1		82		1		80		1		-

		R02d		121020025		京浜港国有港湾施設維持管理計画策定業務		関東		01整備局		44253.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		久下真一		伊藤諒		鈴木裕太		伊藤誠																		78		0		78		0		77		0		-

		R02d		121020030		横浜港コンテナターミナル施設配置検討業務		関東		01整備局		44172.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		飯尾昌和		鳥居洋		高橋琢磨		小玉朋恵		増田龍哉		本田善之														81		1		81		1		80		1		-

		R02d		121020031		横浜港の大水深岸壁における大型荷役機械諸元検討業務		関東		01整備局		44280.0		（社）港湾荷役機械システム協会		00009978		建設コンサルタント等		増田勝人		森本哲郎																						80		1		80		1		81		1		-

		R02d		121020034		横浜港国有港湾施設検討業務		関東		01整備局		44102.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		横山伸幸		増沢光也		南雲祐一郎		脇田尚幸																		77		0		77		0		79		0		-

		R02d		121020036		横浜港新本牧地区船舶航行安全検討業務		関東		01整備局		44246.0		（社）東京湾海難防止協会		00010102		建設コンサルタント等		福谷幸資		新倉一馬		高橋昭一		松下英慈		西田克史		長澤安純														74		0		74		0		73		0		-

		R02d		121020037		川崎港臨港道路東扇島水江町線整備効果検討業務		関東		01整備局		44281.0		八千代エンジニヤリング（株）		00000123		建設コンサルタント等		上野洋一		小篠耕平		片上諒		草野孝佳		大久保朔也		石田周平		稲田竜一		中村悟		兼古英明								79		0		79		0		78		0		-

		R02d		121020038		川崎港臨港道路東扇島水江町線航行安全検討業務		関東		01整備局		44281.0		（社）東京湾海難防止協会		00010102		建設コンサルタント等		福谷幸資		新倉一馬		高橋昭一		松下英慈		西田克史		長澤安純														74		0		74		0		73		0		-

		R02d		121119003		鹿島港施工状況確認等補助業務		関東		01整備局		44286.0		（株）シーラム		00005529		建設コンサルタント等		阿部保之		眞鍋幸晴		小野淳		木村治信																		76		0		76		0		76		0		-

		R02d		121120001		鹿島港他発注補助業務		関東		01整備局		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		渡辺信		手塚進一																						76		0		76		0		76		0		-

		R02d		121120002		鹿島港他監督補助業務		関東		01整備局		44286.0		ニシキコンサルタント（株）		00001003		建設コンサルタント等		金子達也		山田玄		今村照夫																				74		0		74		0		74		0		-

		R02d		121120003		茨城港施工状況確認補助業務		関東		01整備局		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		渡辺信																								77		0		77		0		77		0		-

		R02d		121120017		鹿島港漂砂・静穏度対策施設に関する整備効果等検討業務		関東		01整備局		44274.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		川村浩		田所篤博		遠藤敏雄		井上吉弘		鈴木理		奈良透														79		0		79		0		77		0		-

		R02d		121120023		鹿島港港湾整備に関する検討業務		関東		01整備局		44284.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		久下真一		橋爪陽平		大西智之		上村圭介		荒牧健		坂本貴光												内山一郎		80		1		80		1		79		0		80

		R02d		121120025		茨城港国有港湾施設維持管理計画書策定業務		関東		01整備局		44165.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		建設コンサルタント等		藤井隆行		高谷泰紀		立石賢吾		唐木毅																		76		0		76		0		77		0		-

		R02d		121120027		百里飛行場排水改良実施設計		関東		01整備局		44274.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		上野功		二又尚人		坂上知弥		渡邉明日香		小寺健太郎		佐伯嘉隆												高岡英伸		78		0		78		0		78		0		77

		R02d		121120029		鹿島港及び茨城港常陸那珂港区における整備効果等検討業務		関東		01整備局		44284.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		白井英一		花井健太		川口直也		榎本真久		宮本敏行																78		0		78		0		77		0		-

		R02d		121120034		鹿島港北公共ふ頭地区整備検討業務		関東		01整備局		44284.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		久下真一		伊藤諒		鳥飼千晶		鈴木裕太		大西智之		伊藤誠		上村圭介		久保浩司								内山一郎		78		0		78		0		78		0		79

		R02d		121219001		千葉港他施工状況確認等補助業務		関東		01整備局		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		小野正明		長村忠春																						75		0		75		0		75		0		-

		R02d		121219016		東京湾浅場造成の品質確認・環境改善効果検証業務		関東		01整備局		44270.0		（財）海域環境研究機構		00219352		建設コンサルタント等				高垣泰雄		中島正雄		細川恭史		田中洋行		吉田静子		長島文博		矢内榮二		千葉晃		小林信雄						79		0		79		0		79		0		-

		R02d		121219016		東京湾浅場造成の品質確認・環境改善効果検証業務		関東		01整備局		44270.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		田中裕作		堺谷常廣		千葉晃		木俣陽一		堀之内尚志		中野敏彦														79		0		79		0		79		0		-

		R02d		121220001		千葉港他発注補助業務		関東		01整備局		44281.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		渡辺信																								77		0		77		0		77		0		-

		R02d		121220004		東京湾連続観測機器管理保守点検他業務		関東		01整備局		44286.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		加地智彦		渡辺卓也		花澤広貴		池田宗平		佐々木倫彦		市川雅也														77		0		77		0		77		0		-

		R02d		121220017		千葉港葛南中央地区岸壁(-10m)補修対策他検討業務		関東		01整備局		44225.0		ポートコンサルタント（株）		00000927		建設コンサルタント等		反田行雄		平野利幸		本間靖明		中野友輔		安野結菜		紺谷明泰		西舘忍										内藤輝		77		0		77		0		76		0		74

		R02d		121319002		東京国際空港監督補助業務		関東		01整備局		44286.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		青木康		松本隆俊		吉野努																				76		0		76		0		76		0		-

		R02d		121319003		東京国際空港監督補助業務(その2)		関東		01整備局		44286.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		青木康		中村覚		長野直紀																				76		0		76		0		76		0		-

		R02d		121319044		東京国際空港N地区エプロン他実施設計		関東		01整備局		44165.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		桜井裕也		塩澤宗卓		市川常憲		岸田茂之		佐藤英二														石井毅		76		0		76		0		75		0		75

		R02d		121319055		東京国際空港エプロン改修基礎検討業務		関東		01整備局		44028.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		藤生孝典		田口壮年		池田将志		山村優佳		小野宗助														青木逸人		76		0		76		0		75		0		75

		R02d		121320001		東京国際空港発注補助業務		関東		01整備局		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		大橋照美		野村修一		石垣誠一郎		諸澤隆久																		73		0		73		0		73		0		-

		R02d		121320006		東京国際空港設計・調査資料作成業務		関東		01整備局		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		板倉新		川越淳		木場貞和		平広志		菅原広幸		片野智華子														76		0		76		0		76		0		-

		R02d		121320012		東京国際空港基本施設他整備総合工程調査業務		関東		01整備局		44274.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		桜井裕也		岸田茂之		青木康		佐藤英二		石井毅		黒沼俊男												徳岡秀明		77		0		77		0		75		0		75

		R02d		121320013		東京国際空港D滑走路建設技術検証等業務		関東		01整備局		44286.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		遠藤敏雄		細井晶弘		大村厚夫		稲田勉		本田浩隆														梶谷卓美		80		1		80		1		81		1		77

		R02d		121320017		東京国際空港C滑走路南側用地実施設計		関東		01整備局		44183.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		青木逸人		田口壮年		二見康友		大槻康雄		森篤史														清成竜太		77		0		77		0		76		0		79

		R02d		121320019		東京国際空港建設資材等価格調査		関東		01整備局		44286.0		（財）経済調査会		00005711		建設コンサルタント等		森下剛史		伊藤正久		新納宏太		上野隆広																		76		0		76		0		77		0		-

		R02d		121320021		東京国際空港D滑走路動態観測調査等業務		関東		01整備局		44281.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		大村厚夫		細井晶弘		春日井康夫		浜口正志		遠藤敏雄		山崎浩之		佐藤昌宏		若林信孝								梶谷卓美		76		0		76		0		75		0		72

		R02d		121320028		東京国際空港際内トンネル技術資料作成業務		関東		01整備局		44260.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		長井寛之		甲斐紳也		渡邊友聖		平井光徳		近藤文人		倉田知己														76		0		76		0		75		0		-

		R02d		121320029		東京国際空港B滑走路他舗装実施設計		関東		01整備局		44211.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		青木逸人		藤生孝典		二見康友		池田将志		山村優佳		菱山義規												清成竜太		77		0		77		0		77		0		79

		R02d		121320033		東京国際空港N地区護岸実施設計		関東		01整備局		44253.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		山口達治		竹田正彦		砂川透吾		豊間根汐里		嘉數浩靖														瀬良敬二		79		0		79		0		80		1		78

		R02d		121320035		東京国際空港周辺海域水環境再生検討調査		関東		01整備局		44280.0		（財）東京都内湾漁業環境整備協会		K001788495		建設コンサルタント等		村井衛		山川正巳		伊東二三夫		安藤和人																		75		0		75		0		75		0		-

		R02d		121320041		東京国際空港空港アクセス鉄道基盤施設整備概略検討業務		関東		01整備局		44281.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		春日井康夫		井上吉弘		海田翔平		遠藤敏雄																山崎浩之		79		0		79		0		77		0		79

		R02d		121320041		東京国際空港空港アクセス鉄道基盤施設整備概略検討業務		関東		01整備局		44281.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等				藤原鉄朗		栗木実		青木逸人																		79		0		79		0		77		0		-

		R02d		121320041		東京国際空港空港アクセス鉄道基盤施設整備概略検討業務		関東		01整備局		44281.0		日本シビックコンサルタント（株）		00000420		建設コンサルタント等				広田健一		渡邊尚史		蘭康則																		79		0		79		0		77		0		-

		R02d		121320044		東京国際空港A滑走路南側航空保安施設用地他検討業務		関東		01整備局		44274.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		大久保陽介		土橋陽一朗		小林篤司		宮下健一朗		上野功		鈴木信夫		高橋武志		大家隆行								瀬良敬二		78		0		78		0		76		0		79

		R02d		121320045		東京国際空港周辺海域環境改善方策分析業務		関東		01整備局		44281.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		松山為時		堀之内尚志		鈴木覚		長倉敏郎		西土井誠																77		0		77		0		76		0		-

		R02d		121320049		東京国際空港N地区排水実施設計		関東		01整備局		44279.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		桜井裕也		市川常憲		佐藤英二																		石井毅		76		0		76		0		75		0		75

		R02d		121320051		東京国際空港C滑走路地盤改良設計		関東		01整備局		44253.0		復建調査設計（株）		00000032		建設コンサルタント等		藤井照久		岩城徹也		水野匠		高田圭太																山田和弘		78		0		78		0		76		0		77

		R02d		121320052		東京国際空港舗装技術検討業務		関東		01整備局		44281.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		藤生孝典		山村優佳		横山幹																		青木逸人		76		0		76		0		76		0		77

		R02d		121320053		東京国際空港排水対策検討業務		関東		01整備局		44281.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		青木逸人		田口壮年		横山幹																		清成竜太		77		0		77		0		76		0		77

		R02d		121419022		東京国際空港ターミナルエプロン舗装構造検討業務		関東		01整備局		44246.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		白石保律		藤生孝典		小西花実		清成竜太		青木逸人		大和田貴博												福岡知久		79		0		79		0		78		0		77

		R02d		121419023		横浜港新本牧地区における水理模型実験		関東		01整備局		44043.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		長谷川巌		五十嵐輝美		久保田徹		柴田邦善		宮里一郎														森田整		79		0		79		0		78		0		79

		R02d		121420001		東京湾環境情報センター環境調査データ解析及び維持管理業務		関東		01整備局		44286.0		国際航業（株）		00000047		建設コンサルタント等		永松宏		柳谷紗代		尾方浩平		金津伸好																		75		0		75		0		75		0		-

		R02d		121420004		閉鎖性海域における潜在的環境修復能力検討業務		関東		01整備局		44281.0		復建調査設計（株）		00000032		建設コンサルタント等		三戸勇吾		大西晃輝		増田孝文		萩野裕朗		菅野孝則		渡邊丈夫												山田和弘		78		0		78		0		77		0		79

		R02d		121420006		港湾・空港施設の設計等に関する技術支援業務		関東		01整備局		44274.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		春日井康夫		海田翔平		佐藤昌宏		浜口正志		遠藤敏雄		山崎浩之		本田浩隆		若林信孝										79		0		79		0		78		0		-

		R02d		121420007		高波・高潮に対する護岸防波技術検討調査		関東		01整備局		44279.0		（社）海洋調査協会		00009906		建設コンサルタント等		矢下忠彦		山口晶敬																				安立重昭		76		0		76		0		76		0		75

		R02d		121420008		護岸・岸壁における砂の吸い出し防止対策検討調査		関東		01整備局		44274.0		マリンテクノロジー（株）		00008926		建設コンサルタント等		木村光俊		高橋総一		伊藤圭汰		今吉一郎		秋本孝		若松誠														79		0		79		0		78		0		-

		R02d		121420009		千葉港千葉中央地区岸壁(-9m)基本設計		関東		01整備局		44267.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		鈴木信夫		畔柳陽介		安下純平		國吉早紀		山下武		宮下健一朗												山口達治		81		1		81		1		80		1		79

		R02d		121420010		茨城港常陸那珂港区中央ふ頭地区岸壁(-15m)基本設計		関東		01整備局		44274.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		鈴木信夫		畔柳陽介		安下純平		國吉早紀		影地良昭		山下武		宮下健一朗		大久保陽介								山口達治		79		0		79		0		78		0		77

		R02d		121420021		既存観測機器等を活用した防災力強化方策検討業務		関東		01整備局		44274.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		遠藤敏雄		深澤貴光		森晴夫		山崎浩之		奈良透		本田浩隆		齋藤豪												78		0		78		0		78		0		-

		R02d		121420023		潮位観測データ解析・信頼性確認検証業務		関東		01整備局		44253.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		鶴島大樹		三浦裕司		河辺一明		伍井稔																		78		0		78		0		77		0		-

		R02d		121420023		潮位観測データ解析・信頼性確認検証業務		関東		01整備局		44253.0		（社）海洋調査協会		00009906		建設コンサルタント等				矢下忠彦																						78		0		78		0		77		0		-

		R02d		121519005		平成31年度　東京湾中央航路情報管理等業務		関東		01整備局		44286.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		中村洋一		経種暁		竹内竜也		前原隆士		市川正之		今野隆		佐藤潤一		宮本利文										77		0		77		0		77		0		-

		R02d		121519011		東京湾中央航路第二海堡観光促進対策検討他業務		関東		01整備局		44027.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		神野竜之介		北市英生		岡田万由子		芳賀徹也		荒ひかり		小澤里美		小野崎研郎												80		1		80		1		80		1		-

		R02d		121519016		東京湾中央航路付帯施設設計業務		関東		01整備局		44040.0		ポートコンサルタント（株）		00000927		建設コンサルタント等		内藤輝		本間靖明		紺谷明泰		佐野慎哉		石田誠		西舘忍												反田行雄		78		0		78		0		78		0		79

		R02d		121520006		東京湾中央航路施工及び調査関係資料作成業務		関東		01整備局		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		千葉照男																								76		0		76		0		76		0		-

		R02d		121520016		東京湾中央航路整備効果検討調査(その2)		関東		01整備局		44281.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		荒牧健		岩崎賢一		山端俊也		上村圭介																		79		0		79		0		79		0		-

		R02d		121619001		東京港監督補助業務		関東		01整備局		44286.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		佐藤亮		前田希一		浜畑光広		柴哲生																		77		0		77		0		77		0		-

		R02d		121619002		東京港施工状況確認補助業務		関東		01整備局		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		荒川直也		草野賢一		鈴木良典																				77		0		77		0		77		0		-

		R02d		121619004		東京港建設資材価格等調査		関東		01整備局		44001.0		（財）建設物価調査会		00005722		建設コンサルタント等		渡辺弘一		高梨卓司		島田理久		岩井卓矢		小林法雅																77		0		77		0		78		0		-

		R02d		121619012		東京港臨港道路(南北線)技術資料作成業務		関東		01整備局		44253.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		川瀬将		永田享志		荒川直也		志村浩美		川上雅彦		大木秀雄														78		0		78		0		77		0		-

		R02d		121619025		東京港国有港湾施設引渡図書作成		関東		01整備局		44281.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		中村秀一		山口高弘		磯上知良		宮脇周作		本田善之														川嶋憲		74		0		74		0		75		0		75

		R02d		121619027		臨港道路構造物計測技術検討業務		関東		01整備局		44280.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		森晴夫		岩崎和弘		森晴夫		森本悟司		田所篤博		遠藤敏雄		山崎浩之		高橋健										77		0		77		0		76		0		-

		R02d		121619028		東京港臨港道路(南北線)付帯施設実施設計等業務(その2)		関東		01整備局		44134.0		（株）オリエンタルコンサルタンツ		00000037		建設コンサルタント等		大竹省吾		舛本隆司		徳山英二		小徳利章		星島輝空		齋藤正文												倉田雅人		72		0		72		0		72		0		70

		R02d		121620002		東京港施工及び調査関係資料作成業務		関東		01整備局		44104.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		小林雅幸		永木君治		桑田諭		平間雄二		田淵朝人																77		0		77		0		77		0		-

		R02d		121620008		東京港臨港道路(南北線)公示及び管理用図書作成業務		関東		01整備局		44281.0		（財）首都高速道路技術センター		K001702986		建設コンサルタント等		八崎弘昌		伊藤近		加藤秀一		中下博樹		繪鳩武史		岩井渉												青木聡		74		0		74		0		75		0		75

		R02d		121620010		東京港中央防波堤外側地区国際海上コンテナターミナル施工法検討業務		関東		01整備局		44253.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		永田享志		伊藤大吾		新原力		荒川直也		済藤生真		川瀬将												三木隆之		78		0		78		0		77		0		77

		R02d		121620014		東京港臨港道路(南北線)付帯施設実施設計等業務		関東		01整備局		44277.0		（株）オリエンタルコンサルタンツ		00000037		建設コンサルタント等		大竹省吾		舛本隆司		徳山英二		小徳利章		星島輝空		山崎雅弘		有村健太郎		塚本将康		梅林福太郎						倉田雅人		80		1		80		1		79		0		80

		R02d		121620017		東京港国際海上コンテナターミナル整備効果検討業務		関東		01整備局		44274.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		丁子信		和田翔		山内慎平		磯山直佑		樗木千紘		岡本辰生														81		1		81		1		80		1		-

		R02d		121620019		東京港中央防波堤外側地区岸壁(ー16m)(耐震)詳細設計等業務(その2)		関東		01整備局		44280.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		團村肇		小原陵		志柿友基		宗本金吾		安田将人														石本健治		78		0		78		0		78		0		79

		R02d		121620020		東京港発注補助業務		関東		01整備局		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		小野正明		桑田諭																						77		0		77		0		77		0		-

		R02d		121620021		東京港中央防波堤外側地区国際海上コンテナターミナル船舶航行安全対策検討業務		関東		01整備局		44281.0		（社）東京湾海難防止協会		00010102		建設コンサルタント等		福谷幸資		新倉一馬		高橋昭一		松下英慈		西田克史		長澤安純														75		0		75		0		75		0		-

		R02d		121620023		東京港維持管理計画書作成業務		関東		01整備局		44281.0		（株）プライア・コンサルタント		00007951		建設コンサルタント等		厳駿		柴田和樹		渡邉康司郎		葛西照雄																藤林均		74		0		74		0		72		0		70

		R02d		121720003		特定離島港湾管理船に関する検討業務		関東		01整備局		44267.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		藤田秀雄		皿澤薫		平山誠		亀井修		岩月哲三		野村剛												谷雄一		74		0		74		0		73		0		72

		R02d		130119001		技術審査補助業務		北陸		01整備局		44281.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		木村正信		小出隆司		林田秀樹		清原麻巳																		79		0		79		0		79		0		-

		R02d		130119002		発注補助業務		北陸		01整備局		44281.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		宮澤重夫		小出隆司		林田秀樹		清原麻巳																		79		0		79		0		79		0		-

		R02d		130119010		北陸管内港湾における物流方策検討業務		北陸		01整備局		44012.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		太田正規		石山孝義		安田志穂		山本涼平		木村竜也																77		0		77		0		79		0		-

		R02d		130120002		港湾整備等に係る沿岸気象海象情報の予測情報等提供業務		北陸		01整備局		44286.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		山本浩之		鈴木善光		田所篤博		内田裕之																		77		0		77		0		76		0		-

		R02d		130120005		北陸管内港湾機能方策検討業務		北陸		01整備局		44281.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		上野雅明		稲田憲武		中本隆																				78		0		78		0		77		0		-

		R02d		130120006		資材等単価調査		北陸		01整備局		44280.0		（財）経済調査会		00005711		建設コンサルタント等		坂井弘		慶野功		奥村貴雄																				77		0		77		0		77		0		-

		R02d		130120007		水中部施工状況確認業務		北陸		01整備局		44274.0		（社）日本潜水協会		00010151		建設コンサルタント等		蜂須賀和吉		小林利夫																						76		0		76		0		76		0		-

		R02d		130120009		北陸管内設計波浪算定業務		北陸		01整備局		44242.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		大家隆行		畔柳陽介		國吉早紀		高橋武志		山口達治		岡田清宏		池内正俊												79		0		79		0		75		0		-

		R02d		130120012		北陸地域港湾の事業継続計画における実効性向上検討業務		北陸		01整備局		44253.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		眞山丈夫		西見裕司		上野雅明		加賀谷俊和																		78		0		78		0		79		0		-

		R02d		130120013		港湾施設等の持続的な維持管理に係る技術情報提供業務		北陸		01整備局		44211.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		稲田勉		井上吉弘		鈴木理		川村浩		奈良透																79		0		79		0		78		0		-

		R02d		130120014		北陸地域の港湾を活用した物流機能強靱化方策検討業務		北陸		01整備局		44281.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		太田正規		安田志穂		木村竜也		長倉敏郎		荒木大志																79		0		79		0		78		0		-

		R02d		131020003		新潟港等計画・調査等補助業務		北陸		01整備局		44280.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		白井正生		高橋伸一		武田武																				79		0		79		0		79		0		-

		R02d		131020013		新潟港海岸(西海岸地区)海岸保全施設状況調査		北陸		01整備局		44274.0		（株）開発技術コンサルタント		00000586		建設コンサルタント等		高橋辰夫		田中正好		高橋由紀夫		矢沢英世		比企和昭		小谷松雄一		布川剛士		飯沼年光										79		0		79		0		79		0		-

		R02d		131020025		新潟港海岸(西海岸地区)海岸保全施設機能検討業務		北陸		01整備局		44267.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		森晴夫		井上吉弘		鈴木理		佐藤昌宏		田所篤博														梶谷卓美		79		0		79		0		79		0		78

		R02d		131020025		新潟港海岸(西海岸地区)海岸保全施設機能検討業務		北陸		01整備局		44267.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		片野明良		加藤一正		宇野喜之		黒木敬司																		79		0		79		0		79		0		-

		R02d		131020026		新潟港海岸(西海岸地区)海岸保全施設長寿命化計画検討業務		北陸		01整備局		44183.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		竹内麻衣子		戎健次		家村健吾		森本睦		大利公二																79		0		79		0		79		0		-

		R02d		131020028		新潟港海岸(西海岸地区)管理用通路等検討業務		北陸		01整備局		44134.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		團村肇		小原陵		志柿友基		宗本金吾																安田将人		77		0		77		0		76		0		75

		R02d		131020033		新潟港海岸(西海岸地区)利用促進方策検討業務		北陸		01整備局		44253.0		（社）日本マリーナ・ビーチ協会		K001709439		建設コンサルタント等		木下明		山下雅人		下本幸嗣		黒滝秀平		佐藤恒夫																79		0		79		0		78		0		-

		R02d		131020034		新潟空港滑走路端安全区域施工方策検討業務		北陸		01整備局		44278.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		原田秀敏		槇本祐司		舟越秀樹		平井俊之		大谷祐司														石村勝伸		79		0		79		0		80		1		77

		R02d		131020035		新潟港海岸(西海岸地区)飛砂防止検討業務		北陸		01整備局		44134.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		中村隆志		丸井英明		稲垣賢人		福田孝晴		先岡良宏		伊東啓勝		倉持雅彦												71		0		71		0		69		0		-

		R02d		131020036		新潟港(西港地区)道路(トンネル)排水設備実施設計		北陸		01整備局		44203.0		（株）千代田コンサルタント		00000005		建設コンサルタント等		杉山明久		北條隆志		関根秀明		山上茂樹																竹内勝行		79		0		79		0		79		0		82

		R02d		131020039		新潟港(西港地区)浚渫土砂海洋投入許可報告書作成業務		北陸		01整備局		44274.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		建設コンサルタント等		伊藤久芳		馬込伸哉		小野ゆかり		古橋正祐		島田久子		松村繁徳														79		0		79		0		78		0		-

		R02d		131020040		新潟港浚渫土砂管理検討業務		北陸		01整備局		44225.0		（社）水底質浄化技術協会		00009957		建設コンサルタント等		川西龍一		桑原正彦		近藤隆道		江原仁																村上和男		79		0		79		0		79		0		87

		R02d		131020041		新潟港海岸施設効果検証業務		北陸		01整備局		44274.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		大家隆行		高橋武志		志村一歩		岩井翔平		岡田清宏		永澤豪												鈴木信夫		80		1		80		1		80		1		78

		R02d		131020042		新潟港(西港地区)航路泊地付帯施設施工方策検討業務		北陸		01整備局		44277.0		（株）アルファ水工コンサルタンツ		00000066		建設コンサルタント等		冨澤伸樹		斯波正尚		井鳥聖也		福田和雄		尾崎亮太		平井豊規		堀江岳人		上山美登里		奥村広幸						坂本辰哉		80		1		80		1		80		1		80

		R02d		131020046		新潟港(西港地区)堆積土砂縮減対策検討業務		北陸		01整備局		44270.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		伍井稔		渡辺卓也		花澤広貴		岡村誠司		加地智彦																81		1		81		1		83		1		-

		R02d		131119016		新潟空港進入灯橋梁(改良)実施設計		北陸		01整備局		43930.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		服部達也		西嶋正		酒本真先		佐々木優輔		岩城紀之														浅田尚		79		0		79		0		79		0		81

		R02d		131119030		北陸管内設計沖波算定業務		北陸		01整備局		44104.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		鈴山勝之		田中陽二		夏一青		マナワセカラチャトラ		田中聡		原信彦														79		0		79		0		78		0		-

		R02d		131120001		輪島港(輪島崎地区)防波堤(第6)断面実験		北陸		01整備局		44193.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		永松宏一		田端優憲		西脇朗		松尾俊平		杉山亜沙美		古川翔		田中和広		山部道		小林邦夫								80		1		80		1		79		0		-

		R02d		131120002		船舶技術検討業務		北陸		01整備局		44253.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		谷雄一		皿澤薫		長崎義男		神野信行		岩月哲三		上坂賢三		今井泰男		本多大茂		島田晴弘								72		0		72		0		72		0		-

		R02d		131120004		潮位観測データ信頼性維持検討業務		北陸		01整備局		44253.0		（社）海洋調査協会		00009906		建設コンサルタント等				矢下忠彦		安立重昭																				79		0		79		0		79		0		-

		R02d		131120004		潮位観測データ信頼性維持検討業務		北陸		01整備局		44253.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		鶴島大樹		水谷眞智子		三浦裕司		伍井稔																		79		0		79		0		79		0		-

		R02d		131120005		港湾施設の設計等に関する技術支援業務		北陸		01整備局		44281.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		田所篤博		岩崎和弘		大村厚夫		鈴木理		川村浩																80		1		80		1		79		0		-

		R02d		131120006		既存係留施設構造検討業務		北陸		01整備局		44242.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		山口達治		畔柳陽介		安下純平		國吉早紀		山下武		宮下健一朗												瀬良敬二		79		0		79		0		80		1		75

		R02d		131120011		敦賀港(鞠山南地区)岸壁(-14m)地盤解析業務		北陸		01整備局		44225.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		團村肇		小原陵		志柿友基		宗本金吾		安田将人																79		0		79		0		78		0		-

		R02d		131120012		伏木富山港(新湊地区)防波堤(波除)基本設計(改良)外2件		北陸		01整備局		44285.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		團村肇		小原陵		志柿友基		宗本金吾		中村隆志		原信彦		安田将人		サリュコフミハイル								石本健治		82		1		82		1		82		1		80

		R02d		131120015		新潟港(西港地区)航路泊地付帯施設断面実験		北陸		01整備局		44274.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		永松宏一		西脇朗		松尾俊平		杉山亜沙美		金子大介		古川翔		田中和広		山部道		小林邦夫								80		1		80		1		79		0		-

		R02d		131120016		気象・海象データ追録業務		北陸		01整備局		44260.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		團村肇		田中陽二		仲井圭二		村瀬博一																		78		0		78		0		77		0		-

		R02d		131120017		実験設備補修計画検討業務		北陸		01整備局		44267.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		長谷川巌		久保田徹		上原教善		柴田邦善		小畠大典		宮里一郎														76		0		76		0		76		0		-

		R02d		131219013		伏木富山港港内静穏度解析検討業務		北陸		01整備局		43928.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		團村肇		樋口直人		坂井良輔		森谷拓実		甲原僚子		山田貴裕		中村隆志		原信彦								田中聡		79		0		79		0		79		0		80

		R02d		131220004		伏木富山港計画・調査等補助業務		北陸		01整備局		44280.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		渡邉孝		藤田暁浩																						79		0		79		0		78		0		-

		R02d		131220018		伏木富山港(新湊地区)岸壁(-14m)(中央2号)(改良)施工方策検討業務		北陸		01整備局		44274.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		林田秀樹		小出隆司		伊藤大吾		新原力		宮澤重夫		渡邉孝		元波守		済藤生真										81		1		81		1		78		0		-

		R02d		131220019		伏木富山港(新湊地区)物件調査業務		北陸		01整備局		44267.0		（株）国土開発センター		00000257		建設コンサルタント等		斎藤俊雄		中土春輝		坂井耕平		長田涼佑		坂林智														上坂佳伸		77		0		77		0		76		0		77

		R02d		131319031		小松空港エプロン新設調査設計		北陸		01整備局		44274.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		上野功		二又尚人		坂上知弥		青木彩		小寺健太郎		後藤寛												高岡英伸		79		0		79		0		77		0		80

		R02d		131320004		金沢港等計画・調査等補助業務		北陸		01整備局		44281.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		渡邉孝		森英治																						79		0		79		0		79		0		-

		R02d		131320015		輪島港・七尾港整備効果検討業務		北陸		01整備局		44183.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		神野竜之介		木村祐太		土屋広太郎		岡田万由子		上原悠輔		高田雄暉		北田彰久		山口達治		小野寺仁								78		0		78		0		77		0		-

		R02d		131320016		金沢港利活用検討業務		北陸		01整備局		44265.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		上野雅明		西見裕司		稲田憲武																				78		0		78		0		78		0		-

		R02d		131320019		小松空港構内道路駐車場改良調査設計		北陸		01整備局		44277.0		（株）オリエンタルコンサルタンツ		00000037		建設コンサルタント等		松平圭庸		桐生健志		今川奈保		山田大輔		井深ゆきの		松本壮史												石村佳之		80		1		80		1		77		0		80

		R02d		131320020		小松空港排水対策検討業務		北陸		01整備局		44270.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		清成竜太		二見康友		高木洋明																		青木逸人		77		0		77		0		75		0		77

		R02d		131419008		敦賀港構造安定性照査業務		北陸		01整備局		43927.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		寺島彰人		田中美帆		諸澤朱里		影地良昭		岡崎健		小西陽右		芋野智成												77		0		77		0		77		0		-

		R02d		131420011		敦賀港整備効果検討業務		北陸		01整備局		44239.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		牧野綾		久米俊治		濱明日香		佐藤広章																		78		0		78		0		76		0		-

		R02d		131420014		敦賀港港内反射波低減検討業務		北陸		01整備局		44267.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		大家隆行		豊間根汐里		高橋武志		嘉數浩靖		瀬良敬二		岡田清宏														79		0		79		0		78		0		-

		R02d		140118023		平成30年度　伊勢湾漁業現況調査業務		中部		01整備局		43938.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		合田耕一		山田洋介		竹本昭男		井口謙		永尾謙太郎		風間崇宏														80		1		80		1		79		0		-

		R02d		140120001		令和2年度　中部地方整備局発注補助業務		中部		01整備局		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		赤石正廣		三浦雅巳		千村聖治		小椋進		夏井直																76		0		76		0		76		0		-

		R02d		140120002		令和2年度　中部地方整備局技術審査補助業務		中部		01整備局		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		赤石正廣		加藤篤志		杉山一信		酒井孝典		小椋進		齋田和成		夏井直												76		0		76		0		76		0		-

		R02d		140120003		令和2年度　港湾整備に係る沿岸気象海象情報の予測情報等提供業務 		中部		01整備局		44286.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		山本浩之		鈴木善光		守屋正平		内田裕之		山崎浩之																77		0		77		0		76		0		-

		R02d		140120004		令和2年度　水中部施工状況確認業務		中部		01整備局		44286.0		（社）日本潜水協会		00010151		建設コンサルタント等		三浦孝一		太田一之																						76		0		76		0		76		0		-

		R02d		140120006		令和2年度　材料単価調査		中部		01整備局		44286.0		（財）経済調査会		00005711		建設コンサルタント等		永谷守		吉沢毅		斎木泰史		青木智明																		77		0		77		0		78		0		-

		R02d		140120010		令和2年度　船舶技術検討業務		中部		01整備局		44253.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		加藤英夫		皿澤薫		木村茂喜		中島武男		長崎義男		神野信行		岩月哲三		今井泰男		菊池俊雄								74		0		74		0		71		0		-

		R02d		140120011		令和2年度　コンテナターミナルにおける物流効率化検討業務		中部		01整備局		44190.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		田中裕作		中藤智徳		中野敏彦		長倉敏郎		宇於崎泰寛		福田一郎														77		0		77		0		76		0		-

		R02d		140120012		令和2年度　港湾の災害復旧における建設業者からの支援強化に向けた検討業務		中部		01整備局		44253.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		川田博司		杉山一信		小椋進		赤石正廣																		78		0		78		0		77		0		-

		R02d		140120016		令和2年度　名古屋港におけるコンテナ荷役効率化検討業務		中部		01整備局		44270.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		水野正博		畑中諭		宮崎秀秋		長倉敏郎		宇於崎泰寛																79		0		79		0		78		0		-

		R02d		140120018		令和2年度　伊勢湾海域における環境再生方策検討業務		中部		01整備局		44274.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等				鶴島大樹		赤星怜		永尾謙太郎																		78		0		78		0		80		1		-

		R02d		140120018		令和2年度　伊勢湾海域における環境再生方策検討業務		中部		01整備局		44274.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		田中裕作		菅家英朗		森谷粒志		鈴木覚																		78		0		78		0		80		1		-

		R02d		140120019		令和2年度　国内外における情報通信技術を活用した物流生産性向上技術検討業務		中部		01整備局		44277.0		（財）国際臨海開発研究センター		K001772909		建設コンサルタント等		富田英治		木村進		坂井良輔		堀米繁久		山下祐介																79		0		79		0		78		0		-

		R02d		140120020		令和2年度　大規模災害時における航路啓開の実効性向上検討業務		中部		01整備局		44270.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		橋元良二		稲田憲武		眞山丈夫		根木貴史																		78		0		78		0		79		0		-

		R02d		140120022		令和2年度　内航航路を活用した農産物の輸出促進方策検討業務		中部		01整備局		44253.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		池田秀文		畑中諭		苣木かおり		宮崎秀秋		木村竜也		長倉敏郎														74		0		74		0		73		0		-

		R02d		140120024		令和2年度　防災情報プラットフォームシステム機能高度化検討業務		中部		01整備局		44270.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		遠藤敏雄		並木達也		森晴夫		山崎浩之		宮崎祥一		本田浩隆														77		0		77		0		78		0		-

		R02d		141019001		平成31年度　清水港湾事務所品質監視等補助業務		中部		01整備局		44286.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等																										77		0		77		0		77		0		-

		R02d		141019001		平成31年度　清水港湾事務所品質監視等補助業務		中部		01整備局		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		洞谷邦弘																								77		0		77		0		77		0		-

		R02d		141019002		平成31年度　清水港湾事務所監督等補助業務		中部		01整備局		44286.0		マリンテクノロジー（株）		00008926		建設コンサルタント等		西田幸成		上村肇		相本泰宏		西田幸成		吉田眞一郎		松原亘一		坂野英次		佐伯静彦		伊藤圭汰								77		0		77		0		77		0		-

		R02d		141019019		平成31年度　清水港施設規模予測調査業務		中部		01整備局		43951.0		（株）シオ政策経営研究所		00004074		建設コンサルタント等		藤田順史		木村昭宣		内田景子		中神啓介		西崎英治		藤木隆二														78		0		78		0		78		0		-

		R02d		141019044		令和元年度　清水港日の出岸壁施工検討業務		中部		01整備局		44043.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		洞谷邦弘		川田博司		小椋進		済藤生真																		76		0		76		0		75		0		-

		R02d		141019045		令和元年度　清水港日の出岸壁実施設計		中部		01整備局		44043.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		影地良昭		安波史喬		岩井翔平		山下武																新美達也		80		1		80		1		79		0		79

		R02d		141020011		令和2年度　清水港整備効果検討業務		中部		01整備局		44281.0		（株）シオ政策経営研究所		00004074		建設コンサルタント等		藤田順史		木村昭宣		内田景子		中神啓介		西崎英治		藤木隆二														77		0		77		0		74		0		-

		R02d		141020014		令和2年度　田子の浦港港内施設波浪対策検討業務		中部		01整備局		44281.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		山田貴裕		大竹剛史		大崎佑也		宇野喜之																		78		0		78		0		79		0		-

		R02d		141020020		令和2年度　御前崎港整備効果検討業務		中部		01整備局		44253.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		石本健治		花井健太		川口直也		榎本真久		白井英一		中村隆志		原信彦												76		0		76		0		74		0		-

		R02d		141020021		令和2年度　下田港利用方策検討業務		中部		01整備局		44253.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		石本健治		宮川駿也		鈴木一帆		宮本敏行		白井英一		原信彦														75		0		75		0		74		0		-

		R02d		141020024		令和2年度　下田港潮位観測データ解析・信頼性確認検討業務		中部		01整備局		44274.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		建設コンサルタント等		立石賢吾		馬込伸哉		坂田晴香		水野静		奥村邦明		山口初代														78		0		78		0		77		0		-

		R02d		141020035		令和2年度　清水港減災対策検討業務		中部		01整備局		44274.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		山田貴裕		大竹剛史		大崎佑也		宇野喜之																		79		0		79		0		78		0		-

		R02d		141020036		令和2年度　御前崎港利活用方策検討業務		中部		01整備局		44265.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		田中裕作		鈴木覚		中野敏彦		長倉敏郎		宇於崎泰寛		福田一郎														77		0		77		0		76		0		-

		R02d		141119098		令和元年度　名古屋港ポートアイランド護岸機能維持検討業務		中部		01整備局		44032.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		石本健治		丸井英明		笠毛健生		小原陵		森谷香澄		小野信幸												安田将人		78		0		78		0		78		0		80

		R02d		141119103		令和元年度　名古屋港環境影響検討業務		中部		01整備局		43973.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		建設コンサルタント等		伊藤久芳		柴宮孝明		立石賢吾		橋本幸治		古橋正祐		島田久子														75		0		75		0		75		0		-

		R02d		141120007		令和2年度　名古屋港船舶技術資料作成外業務		中部		01整備局		44286.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		西尾誠市																								77		0		77		0		72		0		-

		R02d		141120040		令和2年度　名古屋港船舶航行安全対策検討業務		中部		01整備局		44281.0		（社）伊勢湾海難防止協会		K001760403		建設コンサルタント等		藤田義朝		岩崎昭男		野間卓志		浜野康彦																		78		0		78		0		77		0		-

		R02d		141120041		令和2年度　名古屋港利用促進方策検討業務　		中部		01整備局		44281.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		太田正規		港絢子		田中裕作		長倉敏郎		鈴木覚																78		0		78		0		79		0		-

		R02d		141120042		令和2年度　名古屋港港湾業務艇建造設計図書確認業務		中部		01整備局		44225.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		加藤英夫		木村茂喜		中島武男		神野信行		岩月哲三		菊池俊雄														75		0		75		0		72		0		-

		R02d		141120043		令和2年度　名古屋港岸壁整備施工計画検討業務		中部		01整備局		44274.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		川田博司		洞谷邦弘		小椋進		三木隆之																		77		0		77		0		76		0		-

		R02d		141120062		令和2年度　名古屋港第3ポートアイランド築堤補修検討業務		中部		01整備局		44165.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		石本健治		丸井英明		槙野公平		松原弘晃																安田将人		78		0		78		0		78		0		80

		R02d		141120067		令和2年度　名古屋港金城ふ頭岸壁(-12m)端部実施設計		中部		01整備局		44242.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		石本健治		團村肇		小原陵		志柿友基		宗本金吾		安田将人												倉持雅彦		78		0		78		0		78		0		80

		R02d		141120067		令和2年度　名古屋港金城ふ頭岸壁(-12m)端部実施設計		中部		01整備局		44242.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等				池田剛		國里立紀		久保田崇仁		中村秀一		柴田大介														78		0		78		0		78		0		-

		R02d		141120084		令和2年度　名古屋港整備効果検討業務		中部		01整備局		44274.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		丁子信		山内慎平		磯山直佑		岡本辰生		千田祐一郎																77		0		77		0		79		0		-

		R02d		141120085		令和2年度　名古屋港港湾施設施工技術検討業務		中部		01整備局		44285.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		洞谷邦弘		川田博司		志村浩美		小椋進																		81		1		81		1		80		1		-

		R02d		141120086		令和2年度 名古屋港臨港交通施設効果検討業務		中部		01整備局		44281.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		丁子信		横井和樹		須賀佑実子		岡本辰生		吉岡正人																79		0		79		0		80		1		-

		R02d		141120092		令和2年度 名古屋港港湾整備事業による水底質環境改善基礎検討業務		中部		01整備局		44285.0		（社）水底質浄化技術協会		00009957		建設コンサルタント等		江原仁		桑原正彦		村上和男		近藤隆道																		78		0		78		0		77		0		-

		R02d		141220008		令和2年度　三河港潮位データ信頼性維持検討業務		中部		01整備局		44286.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		建設コンサルタント等		正田孝明		鈴木琢也		柴宮孝明		橋本幸治		水野静		高野聖之		山口初代												78		0		78		0		78		0		-

		R02d		141220010		令和2年度　三河港整備効果検討業務		中部		01整備局		44253.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		丁子信		磯山直佑		西村洋紀		岡本辰生		千田祐一郎																81		1		81		1		81		1		-

		R02d		141220014		令和2年度　衣浦港港湾施設の機能強化方策検討業務		中部		01整備局		44281.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		眞山丈夫		一ノ瀬敏		森田雅裕		小谷野喜二																		78		0		78		0		77		0		-

		R02d		141220015		令和2年度　三河港物流機能高度化検討業務		中部		01整備局		44253.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		千田祐一郎		丁子信		山内慎平		河原知樹		梶川遥奈		岩瀬杏奈		樗木千紘		岡本辰生		山本宣永								77		0		77		0		77		0		-

		R02d		141220016		令和2年度　衣浦港防波堤撤去施工資料作成業務		中部		01整備局		44180.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		影地良昭		安波史喬		唐子けん		新美達也																		79		0		79		0		75		0		-

		R02d		141220017		令和2年度　衣浦港防波堤付属物等撤去細部設計		中部		01整備局		44180.0		（株）アルファ水工コンサルタンツ		00000066		建設コンサルタント等		上山美登里		斯波正尚		浅沼丈夫		福田和雄		尾崎亮太		メイー・プイン・ピュー		平井豊規										橋本孝治		78		0		78		0		77		0		75

		R02d		141220018		令和2年度　三河港港湾業務艇建造設計図書確認業務		中部		01整備局		44253.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		加藤英夫		木村茂喜		中島武男		神野信行		岩月哲三		菊池俊雄														76		0		76		0		73		0		-

		R02d		141220020		令和2年度　三河港環境実態分析業務		中部		01整備局		44281.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		望月洋輔		成瀬美佑樹		賀川泰棋		賀川真樹		井口謙		風間崇宏														78		0		78		0		77		0		-

		R02d		141319001		平成31年度　四日市港湾事務所品質監視等補助業務		中部		01整備局		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		川田博司		原田辰夫																						76		0		76		0		76		0		-

		R02d		141319001		平成31年度　四日市港湾事務所品質監視等補助業務		中部		01整備局		44286.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等				土田正彦																						76		0		76		0		76		0		-

		R02d		141319030		令和元年度　津松阪港津地区(阿漕浦・御殿場)2-1工区実施設計		中部		01整備局		44119.0		ポートコンサルタント（株）		00000927		建設コンサルタント等		内藤輝		平野利幸		本間靖明		中野友輔		紺谷明泰		反田行雄		佐野慎哉										足立元良		76		0		76		0		80		1		82

		R02d		141320008		令和2年度　四日市港施設計画検討業務		中部		01整備局		44281.0		（株）シオ政策経営研究所		00004074		建設コンサルタント等		藤田順史		木村昭宣		内田景子		中神啓介		西崎英治		渡辺明彦		藤木隆二												82		1		82		1		80		1		-

		R02d		141320015		令和2年度　四日市港係留施設構造詳細検討業務		中部		01整備局		44281.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		柴田大介		田端優憲		池田剛		山下真奈		中村秀一		横井和幸												川嶋憲		79		0		79		0		79		0		80

		R02d		141320018		令和2年度　四日市港係留施設施工方策検討業務		中部		01整備局		44277.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		本田善之		上野佳三		相澤和善		川又淳子		島田哉太		横井和幸		柴田大介												79		0		79		0		79		0		-

		R02d		141320021		令和2年度　津松阪港海岸(阿漕浦・御殿場工区)海岸保全施設管理方策検討業務		中部		01整備局		44274.0		（社）日本マリーナ・ビーチ協会		K001709439		建設コンサルタント等		木下明		山下雅人		下本幸嗣		黒滝秀平		佐藤恒夫																78		0		78		0		75		0		-

		R02d		141419022		令和元年度　名古屋港港湾施設構造検討業務		中部		01整備局		44104.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		柴田大介		田端優憲		案浦侑己		國里立紀		杉山亜沙美		山下真奈		古川翔		田中和広								川嶋憲		78		0		78		0		78		0		80

		R02d		141419024		令和元年度　名古屋港港湾施設平面実験		中部		01整備局		44253.0		玉野総合コンサルタント（株）		00000087		建設コンサルタント等		森川高徳		吉田要		池尾進		近藤泰徳																		78		0		78		0		77		0		-

		R02d		141419025		令和元年度　管内波浪解析業務		中部		01整備局		44183.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		石本健治		樋口直人		森谷拓実		田中陽二		マナワセカラチャトラ		鈴山勝之		中村隆志		原信彦								田中聡		79		0		79		0		79		0		82

		R02d		141419025		令和元年度　管内波浪解析業務		中部		01整備局		44183.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等				池田剛		松尾俊平		杉山亜沙美		古川翔		永松宏一		柴田大介		田中和広		山部道								79		0		79		0		79		0		-

		R02d		141420001		令和2年度　管内港湾・海岸に係る技術資料作成業務		中部		01整備局		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		赤石正廣																								79		0		79		0		79		0		-

		R02d		141420008		令和2年度　伊勢湾水質連続観測実用化検証業務		中部		01整備局		44281.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		建設コンサルタント等		正田孝明		北條優		吉永一男		小泉喜之		原田浩二		奥村邦明														78		0		78		0		77		0		-

		R02d		141420009		令和2年度　名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)(耐震)基本設計		中部		01整備局		44225.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		西尾岳裕		村上巧一		福井秀平		杉本有基		久野杏紗		田守利充												吉川慎一		78		0		78		0		79		0		80

		R02d		141420010		令和2年度　海洋レーダによる海象観測技術高度化検討業務		中部		01整備局		44286.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		春日井康夫		海田翔平		峯村浩治		遠藤敏雄																		82		1		82		1		81		1		-

		R02d		141420010		令和2年度　海洋レーダによる海象観測技術高度化検討業務		中部		01整備局		44286.0		国際航業（株）		00000047		建設コンサルタント等				尾方浩平		金津伸好		永松宏		藤良太郎																82		1		82		1		81		1		-

		R02d		141420011		令和2年度　施設診断システム簡易判定評価線更新検討業務		中部		01整備局		44253.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等				海老名正裕		田所篤博		若林信孝																		77		0		77		0		76		0		-

		R02d		141420011		令和2年度　施設診断システム簡易判定評価線更新検討業務		中部		01整備局		44253.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		曽根照人		瀬戸口修造		山本龍		高岡慶人		中西淳		杉原弘一		楠謙吾										横山茂生		77		0		77		0		76		0		75

		R02d		141420012		令和2年度　管内港湾施設安定性照査		中部		01整備局		44281.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		柴田大介		田端優憲		池田剛		上原甲太郎		國里立紀		平川恭奨		久保田崇仁		中村秀一		横井和幸						川嶋憲		77		0		77		0		77		0		77

		R02d		141420012		令和2年度　管内港湾施設安定性照査		中部		01整備局		44281.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等				森谷拓実		小原陵		志柿友基		宗本金吾		中村隆志		原信彦		石本健治		安田将人								77		0		77		0		77		0		-

		R02d		141420013		令和2年度　管内港湾施設浸水検討業務		中部		01整備局		44281.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		佐藤昌宏		並木達也		峯村浩治		山本浩之		宮崎祥一														遠藤敏雄		78		0		78		0		77		0		79

		R02d		141420013		令和2年度　管内港湾施設浸水検討業務		中部		01整備局		44281.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等				池田剛		杉山亜沙美		金子大介		古川翔		永松宏一		柴田大介		田中和広		山部道								78		0		78		0		77		0		-

		R02d		141420013		令和2年度　管内港湾施設浸水検討業務		中部		01整備局		44281.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等				樋口直人		森谷拓実		米山裕一		宇野喜之		田中聡		山田貴裕		中村隆志		原信彦								78		0		78		0		77		0		-

		R02d		141420017		令和2年度　台風来襲時における港湾施設の安定性検討業務		中部		01整備局		44281.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		佐藤昌宏		深澤貴光		峯村浩治		川村浩		山本浩之		國田淳		齋藤豪										春日井康夫		78		0		78		0		78		0		79

		R02d		141420017		令和2年度　台風来襲時における港湾施設の安定性検討業務		中部		01整備局		44281.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等				樋口直人		森谷拓実		田中陽二		米山裕一		田中聡		鈴山勝之		中村隆志		原信彦								78		0		78		0		78		0		-

		R02d		141420017		令和2年度　台風来襲時における港湾施設の安定性検討業務		中部		01整備局		44281.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等				池田剛		松尾俊平		杉山亜沙美		金子大介		永松宏一		柴田大介		田中和広		山部道								78		0		78		0		78		0		-

		R02d		150119021		大阪湾環境改善・修復に関する検討業務		近畿		01整備局		43980.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		菅家英朗		木俣陽一		中藤智徳		首藤啓		高尾敏幸																75		0		75		0		73		0		-

		R02d		150119033		管内技術課題検討支援業務		近畿		01整備局		44004.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		山本修司		林洋介		佐藤昌宏		森晴夫		岡田理		森本悟司		小澤義之		田所篤博		峯村浩治								78		0		78		0		76		0		-

		R02d		150119050		海外港湾の動向を踏まえた阪神港における航路の多方面・多頻度化に向けた方策検討業務		近畿		01整備局		44253.0		（財）国際臨海開発研究センター		K001772909		建設コンサルタント等		宍戸達行		中島潔		島田敬		三上裕		佐藤清二		黒米郁														77		0		77		0		76		0		-

		R02d		150120005		管内水中部施工状況確認業務		近畿		01整備局		44286.0		（社）日本潜水協会		00010151		建設コンサルタント等		松井善樹		堀内義孝																						76		0		76		0		76		0		-

		R02d		150120006		港湾整備に係る沿岸気象海象情報の予測情報等提供業務		近畿		01整備局		44286.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		鈴木善光		田所篤博		内田裕之		山本浩之																		77		0		77		0		75		0		-

		R02d		150120009		管内資材等価格調査		近畿		01整備局		44286.0		（財）経済調査会		00005711		建設コンサルタント等		水口晶裕		浅川力一		佐々木淳		井藤浩典																		77		0		77		0		76		0		-

		R02d		150120011		阪神港におけるコンテナターミナルゲート効率化検討業務		近畿		01整備局		44281.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		宇於崎泰寛		畑中諭		太田正規		田中裕作		水野正博																78		0		78		0		77		0		-

		R02d		150120012		管内事業説明資料等作成業務		近畿		01整備局		44267.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		片山昌大郎		伊藤美樹		大谷直寛		中浜和人																		77		0		77		0		76		0		-

		R02d		150120025		大阪湾再生・修復に関する検討業務		近畿		01整備局		44281.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		高尾敏幸		堀之内尚志		菅家英朗		森谷粒志		中藤智徳		首藤啓														78		0		78		0		76		0		-

		R02d		150120026		高波等に対する港湾施設の耐波性能等照査業務		近畿		01整備局		44281.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等				田村直貴		蒔苗嘉人		中島滉平		大塚正和		高野向後		安部浩史										清水建一朗		80		1		80		1		82		1		80

		R02d		150120026		高波等に対する港湾施設の耐波性能等照査業務		近畿		01整備局		44281.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等				小原陵		槙野公平		松原弘晃		中村隆志		原信彦		安田将人										石本健治		80		1		80		1		82		1		80

		R02d		150120026		高波等に対する港湾施設の耐波性能等照査業務		近畿		01整備局		44281.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		山崎浩之		林洋介		海田翔平		峯村浩治																梶谷卓美		80		1		80		1		82		1		80

		R02d		150120028		高波等に対する港湾施設の天端高検証業務		近畿		01整備局		44274.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		鈴山勝之		樋口直人		久保田徹		森谷拓実		長谷川巌		柴田邦善		中村隆志		原信彦		宮里一郎								81		1		81		1		80		1		-

		R02d		150120028		高波等に対する港湾施設の天端高検証業務		近畿		01整備局		44274.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等				松尾俊平		杉山亜沙美		金子大介		永松宏一		宇野勝哉		田中和広		安部浩史		山部道								81		1		81		1		80		1		-

		R02d		150120030		大阪湾諸港等の広域港湾事業継続計画に係る検討業務		近畿		01整備局		44279.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		上野雅明		橋元良二		一ノ瀬敏		眞山丈夫		根木貴史																76		0		76		0		74		0		-

		R02d		150120033		港湾施設の維持管理に関する技術検討業務		近畿		01整備局		44253.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		稲田勉		高橋健		深澤貴光		林洋介		森晴夫		原田順平		齋藤豪												77		0		77		0		75		0		-

		R02d		150120038		大阪湾港湾等における高潮に関する防災・減災の取り組み検討業務		近畿		01整備局		44274.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		田所篤博		井上吉弘		林洋介		谷島義孝		若林信孝		原田順平														77		0		77		0		75		0		-

		R02d		150120038		大阪湾港湾等における高潮に関する防災・減災の取り組み検討業務		近畿		01整備局		44274.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等				樋口直人		森谷拓実		田中聡		中村隆志		原信彦														77		0		77		0		75		0		-

		R02d		150120039		海外事例を踏まえた阪神港における競争力強化に向けた方策検討業務		近畿		01整備局		44274.0		（財）国際臨海開発研究センター		K001772909		建設コンサルタント等		佐藤清二		中島潔		島田敬		黒米郁		元野一生																77		0		77		0		76		0		-

		R02d		150120040		神戸港における最適な施設配置等検討業務		近畿		01整備局		44270.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		西村壮介		牧野綾		久米俊治		濱明日香		小田文武		近藤英則		佐藤広章												79		0		79		0		77		0		-

		R02d		150120042		近畿地方太平洋側港湾における複合一貫輸送事業検討業務		近畿		01整備局		44274.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		佐藤広章		牧野綾		久米俊治		濱明日香		西村壮介																79		0		79		0		78		0		-

		R02d		151019026		舞鶴港和田地区道路(上安久線)施工計画検討業務		近畿		01整備局		44253.0		八千代エンジニヤリング（株）		00000123		建設コンサルタント等		柳平真志		真島君騎		田中栄一		山口隆憲		小林隆広																81		1		81		1		82		1		-

		R02d		151019027		舞鶴港和田地区道路(上安久線)協議資料作成業務		近畿		01整備局		44162.0		セントラルコンサルタント（株）		00000028		建設コンサルタント等		龍野恵則		田熊明佳		今堀琢士		岡本尚武																		76		0		76		0		74		0		-

		R02d		151020012		舞鶴港和田地区道路(上安久線)用地調査点検等技術等業務		近畿		01整備局		44286.0		（株）四門		00003445		建設コンサルタント等		古家孝浩		永井裕之		舘利久		徳保昭典		永田泰成														後藤修		77		0		77		0		75		0		77

		R02d		151020015		舞鶴港和田地区事業効果検討業務		近畿		01整備局		44267.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		千田祐一郎		大角和輝		磯山直佑		西村洋紀		樗木千紘		岡本辰生														83		1		83		1		82		1		-

		R02d		151119005		大阪港等施工状況確認等補助業務		近畿		01整備局		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		國重康弘		小塚透		田邊英之		尾崎覚																國重康弘		78		0		78		0		78		0		-

		R02d		151119005		大阪港等施工状況確認等補助業務		近畿		01整備局		44286.0		（株）クローバーエンジニアリング		00008563		建設コンサルタント等				隠岐淳二		小西倫夫																				78		0		78		0		78		0		-

		R02d		151119006		大阪港等監督補助業務		近畿		01整備局		44286.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		中川誠		殖田昌実																				寺島彰人		77		0		77		0		77		0		-

		R02d		151119025		大阪港海上工事に伴う航行安全対策検討業務		近畿		01整備局		44074.0		（社）神戸海難防止研究会		K001675226		建設コンサルタント等		伊藤雅之		藤原昇		奥原徳男		渡川明																		79		0		79		0		77		0		-

		R02d		151120008		大阪港夢咲トンネル咲洲側換気所みなとカメラシステム詳細設計		近畿		01整備局		44155.0		（株）東峯技術コンサルタント		00000303		建設コンサルタント等		藤岡宏彰		山田真也		堀一		津本直樹		遠藤大伸		溝口重一												河野隆章		74		0		74		0		72		0		79

		R02d		151120017		大阪港北港南地区荷さばき地工作物調査業務		近畿		01整備局		44106.0		（株）ファノバ		00001673		建設コンサルタント等		橋本真治		久冨健治		安西英明																		渡部信吾		73		0		73		0		74		0		73

		R02d		151120018		大阪港北港南地区航路(-16m)附帯施設沈下解析等検討業務		近畿		01整備局		44274.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		井上憲		山下篤郎		岡庭翔一		久田祐輔		飯塚功二		市川雅也												安岡啓一		80		1		80		1		79		0		82

		R02d		151120019		堺泉北港漁業実態調査		近畿		01整備局		44274.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		合田耕一		山田和彦		野元彰人		福嶋正博		井口謙																81		1		81		1		80		1		-

		R02d		151120022		大阪港北港南地区複合一貫輸送ターミナル概略構造検討業務		近畿		01整備局		44277.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		村上裕宣		勝俣優		大角和輝		西原大晴		小田隼也		山崎近浩		石川湧裕										尾崎竜三		81		1		81		1		80		1		80

		R02d		151120024		大阪港事業効果検討業務		近畿		01整備局		44277.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		西村壮介		牧野綾		久米俊治		濱明日香		野々村さやか		佐藤広章														79		0		79		0		78		0		-

		R02d		151219003		神戸港等施工状況確認等補助業務		近畿		01整備局		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		齋藤輝夫																						齋藤輝夫		76		0		76		0		76		0		-

		R02d		151219004		神戸港臨港道路等施工状況確認等補助業務		近畿		01整備局		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		松下健一		藤原耕司																				松下健一		76		0		76		0		76		0		-

		R02d		151219005		神戸港等監督補助業務		近畿		01整備局		44286.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		松田康博		山口裕章		亀井勝		田野和史		樋口和巳		吉田剛		柴哲生												77		0		77		0		77		0		-

		R02d		151219014		神戸港六甲アイランド地区荷さばき地等施工計画検討業務		近畿		01整備局		44104.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		清水建一朗		黒木賢一		長田光希		長谷翔平		阿南亮平		宇野勝哉														83		1		83		1		80		1		-

		R02d		151219033		神戸港における船舶航行安全対策検討業務		近畿		01整備局		44211.0		（社）神戸海難防止研究会		K001675226		建設コンサルタント等		伊藤雅之		藤原昇		奥原徳男		渡川明		井田英樹																79		0		79		0		76		0		-

		R02d		151219036		神戸港における船舶航行シミュレーション等業務		近畿		01整備局		44180.0		（株）日本海洋科学		00004034		建設コンサルタント等		島津雅納		高橋浩子		久下剛也		原大地																		78		0		78		0		77		0		-

		R02d		151219045		神戸港における生物共生方策検討業務		近畿		01整備局		43966.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		榎並万里子		菅家英朗		中藤智徳																				74		0		74		0		74		0		-

		R02d		151219055		神戸港漁業実態調査		近畿		01整備局		44183.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		合田耕一		山田和彦		野元彰人		井口謙																		79		0		79		0		79		0		-

		R02d		151219076		神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(拡張部)施工計画検討業務		近畿		01整備局		44281.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		清水建一朗		黒木賢一		松本範子		長田光希		長谷翔平		宇野勝哉														80		1		80		1		79		0		-

		R02d		151220001		神戸港工事に伴う航行安全情報管理業務		近畿		01整備局		44286.0		（社）神戸海難防止研究会		K001675226		建設コンサルタント等		宮崎忠弘		荒賀正英		上村健太郎		秋元金助		堤洋一		後藤紀夫		三木博美		岸本英世		原田敬司								76		0		76		0		76		0		-

		R02d		151220008		神戸港における生物共生方策検討業務		近畿		01整備局		44274.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		榎並万里子		堺谷常廣		菅家英朗		中藤智徳		鈴木覚																74		0		74		0		72		0		-

		R02d		151220009		神戸港みなとカメラ配置計画等検討業務		近畿		01整備局		44165.0		（株）東峯技術コンサルタント		00000303		建設コンサルタント等		遠藤大伸		山田真也		堀一		津本直樹		藤岡宏彰		溝口重一												河野隆章		74		0		74		0		72		0		77

		R02d		151220019		姫路港広畑地区岸壁(-14m)等事業効果検討業務		近畿		01整備局		44267.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		千田祐一郎		丁子信		山内慎平		磯山直佑		西村洋紀		岡本辰生		中川雄太郎		高尾秀樹										83		1		83		1		81		1		-

		R02d		151220021		神戸港臨港道路等施工検討業務		近畿		01整備局		44274.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		三木隆之		伊藤大吾		新原力		永田享志		松下健一		済藤生真		川瀬将												74		0		74		0		71		0		-

		R02d		151220035		神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等施工計画検討業務		近畿		01整備局		44280.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		宇野勝哉		黒木賢一		長田光希		松田もも		渡部善啓		清水建一朗														79		0		79		0		77		0		-

		R02d		151220038		神戸港における航行船舶実態調査		近畿		01整備局		44141.0		（株）日本海洋科学		00004034		建設コンサルタント等		島津雅納		西澤慶介		岡野匡		高橋浩子		岩切茂		久下剛也		原大地		安田克										77		0		77		0		77		0		-

		R02d		151220039		姫路港広畑地区岸壁(-14m)等施工計画検討業務		近畿		01整備局		44267.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		高野向後		田村直貴		蒔苗嘉人		中島滉平		大塚正和		安部浩史														77		0		77		0		75		0		-

		R02d		151220040		神戸港海上工事に伴う船舶航行安全対策検討業務		近畿		01整備局		44274.0		（社）神戸海難防止研究会		K001675226		建設コンサルタント等		伊藤雅之		藤原昇		奥原徳男		渡川明		宇出津弘昭		井田英樹														78		0		78		0		76		0		-

		R02d		151319007		和歌山下津港海岸(海南地区)藤白護岸(改良)(第2・3工区)(7・8・9号桟橋部等)基本設計		近畿		01整備局		44004.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		大塚正和		田村直貴		蒔苗嘉人		中島滉平		高野向後		安部浩史												清水建一朗		81		1		81		1		80		1		80

		R02d		151319012		和歌山下津港海岸(海南地区)藤白水門基本設計		近畿		01整備局		44012.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		高野和成		木下歩		滝沢友吾		吉川宜保		西村学		小西陽右		松浦功		安道明寿		河平幹雄						天野紀		83		1		83		1		83		1		82

		R02d		151319013		和歌山下津港海岸(海南地区)藤白護岸(改良)(第3-2工区)基本設計		近畿		01整備局		43997.0		協同エンジニアリング（株）		00000569		建設コンサルタント等		荒木健人		衛藤慎一郎		山田麻矢		水野満博		芝辻保		澤田守		松原恭博		森京介								富安良一		86		1		86		1		86		1		87

		R02d		151319026		和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(改良)(第2-1工区)基本設計		近畿		01整備局		44246.0		八千代エンジニヤリング（株）		00000123		建設コンサルタント等		国生隼人		小山萌弥		永瀬翔平		清水研		八尋蓮		天野俊												渡辺健二		81		1		81		1		80		1		79

		R02d		151319032		堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)基本設計		近畿		01整備局		44165.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		吉川慎一		山本龍		杉本有基		久野杏紗		江口拓生		高岡慶人		田守利充		西尾岳裕		桑原直範						岡部登		81		1		81		1		79		0		79

		R02d		151320001		管内技術課題検討支援業務		近畿		01整備局		44281.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		林洋介		大村厚夫		森本悟司		守屋正平		重村洋平		並木達也		中島一朗		高橋健										78		0		78		0		77		0		-

		R02d		151320002		船舶技術検討業務		近畿		01整備局		44279.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		野村剛		皿澤薫		木村茂喜		長崎義男		神野信行		平山誠		岩月哲三		上坂賢三										73		0		73		0		73		0		-

		R02d		151320004		高波等に対する港湾施設の設計外力照査業務		近畿		01整備局		44176.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		鈴山勝之		樋口直人		森谷拓実		田中陽二		夏一青		マナワセカラチャトラ		山田貴裕		中村隆志		原信彦								82		1		82		1		81		1		-

		R02d		151320004		高波等に対する港湾施設の設計外力照査業務		近畿		01整備局		44176.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等				松尾俊平		杉山亜沙美		金子大介		永松宏一		宇野勝哉		田中和広		安部浩史		山部道								82		1		82		1		81		1		-

		R02d		151320007		和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(改良)(第2-2工区)基本設計		近畿		01整備局		44277.0		八千代エンジニヤリング（株）		00000123		建設コンサルタント等		国生隼人		末益潤		小山萌弥		坂井優太		永瀬翔平		清水研		山岡淳		天野俊								渡辺健二		81		1		81		1		81		1		79

		R02d		151320008		和歌山下津港本港地区防波堤(外)(2)(改良)基本設計		近畿		01整備局		44281.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		家村健吾		福島有加里		福井秀平		杉本有基		戎健次		佐藤広章												平井俊之		77		0		77		0		77		0		79

		R02d		151320010		撓曲帯の影響を考慮した橋梁主塔基礎の有効応力解析検討業務		近畿		01整備局		44274.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		曽根照人		中西泰之		瀬戸口修造		江口拓生		中西淳		内田諭		杉原弘一		楠謙吾		平井俊之								81		1		81		1		80		1		-

		R02d		151320011		都市型海岸施設の耐震対策検討業務		近畿		01整備局		44270.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		林洋介		岩崎和弘		大村厚夫		谷島義孝		中島一朗		原田順平														78		0		78		0		80		1		-

		R02d		151320011		都市型海岸施設の耐震対策検討業務		近畿		01整備局		44270.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等				杉本有基		江口拓生		高本昌幸		桑原直範																78		0		78		0		80		1		-

		R02d		151320014		大阪湾汚濁機構解明検討業務		近畿		01整備局		44274.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		小野健		大久保慧		鈴木綜人		川崎太輝																		78		0		78		0		76		0		-

		R02d		151320015		太陽光を活用した水域環境改善技術検討業務		近畿		01整備局		44274.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		酒井康彦		山田和彦		藤井清香		古河崎正博		泉伸司		田中浩一														79		0		79		0		77		0		-

		R02d		151419029		和歌山下津港海岸(海南地区)内海水門・取付護岸(改良)詳細設計		近畿		01整備局		43980.0		八千代エンジニヤリング（株）		00000123		建設コンサルタント等		渡辺健二		小山萌弥		内藤忍		永瀬翔平		清水研		長洋之輔		国生隼人		阿部匡浩		山岡淳						天野俊		82		1		82		1		81		1		80

		R02d		151420005		和歌山下津港海岸(海南地区)実施設計業務		近畿		01整備局		44281.0		協同エンジニアリング（株）		00000569		建設コンサルタント等		森京介		衛藤慎一郎		山田麻矢		水野満博		芝辻保		荒木健人		澤田守		松原恭博		師井崇充						富安良一		81		1		81		1		80		1		80

		R02d		151420007		和歌山下津港北港地区事業効果検討業務		近畿		01整備局		44183.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		酒井康彦		秋元彩渚		植屋純平		泉伸司																		79		0		79		0		77		0		-

		R02d		151420010		和歌山下津港海岸における大型水門の構造検討業務		近畿		01整備局		44104.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		久下真一		後藤洋之		鈴木雄太		田中文彦																		78		0		78		0		78		0		-

		R02d		151420024		和歌山下津港海岸(海南地区)内海護岸等施工方策検討業務		近畿		01整備局		44270.0		八千代エンジニヤリング（株）		00000123		建設コンサルタント等		渡辺健二		末益潤		小山萌弥		坂井優太		永瀬翔平		清水研		国生隼人		松野慎一								天野俊		79		0		79		0		79		0		77

		R02d		151420029		和歌山下津港海岸(海南地区)藤白護岸(改良)(第2工区)詳細設計		近畿		01整備局		44274.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		大塚正和		上野佳三		田村直貴		蒔苗嘉人		中島滉平		高野向後												安部浩史		76		0		76		0		74		0		74

		R02d		151420030		和歌山下津港海岸における護岸構造検討業務		近畿		01整備局		44211.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		安部浩史		田村直貴		蒔苗嘉人		武本英		大塚正和		高野向後														78		0		78		0		77		0		-

		R02d		151420031		電気通信施設等移設検討業務		近畿		01整備局		44180.0		（株）東峯技術コンサルタント		00000303		建設コンサルタント等		遠藤大伸		山田真也		堀一		津本直樹		溝口重一														河野隆章		77		0		77		0		77		0		80

		R02d		151420040		和歌山下津港北港地区防波堤(南)細部設計		近畿		01整備局		44253.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		吉川慎一		村上巧一		山本龍		杉本有基		久野杏紗		田守利充												西尾岳裕		79		0		79		0		79		0		80

		R02d		151420049		和歌山下津港本港地区事業効果検討業務		近畿		01整備局		44274.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		牧野綾		久米俊治		濱明日香		西村壮介		野々村さやか		佐藤広章														79		0		79		0		78		0		-

		R02d		160119001		管内技術審査資料作成補助業務		中国		01整備局		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		相田大作		眞鍋和博		堀之内章宏																		相田大作		77		0		77		0		77		0		-

		R02d		160119008		管内みなとカメラ設置検討業務		中国		01整備局		44183.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		眞山丈夫		一ノ瀬敏		松永康司		八木英紀		加賀谷俊和														上野雅明		77		0		77		0		77		0		82

		R02d		160119017		中国管内港湾における中長期構想検討業務		中国		01整備局		44008.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		千田祐一郎		笹岡大輔		丁子信		山内慎平		磯山直佑		須賀佑実子		樗木千紘		岡本辰生										79		0		79		0		76		0		-

		R02d		160119020		管内発注資料作成補助業務		中国		01整備局		44253.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		中川裕介		大上博志		友田和良		山下仁		毛利聖		大石和彦		岩谷健吾												78		0		78		0		78		0		-

		R02d		160119023		中国管内港湾における既存ストックを活用した地域振興方策検討業務		中国		01整備局		44190.0		（社）ウォーターフロント協会		K001772359		建設コンサルタント等		平尾壽雄		藤川洋子		村松菜穂子		金子正子																		77		0		77		0		75		0		-

		R02d		160120006		港湾整備に係る沿岸気象海象情報の予測情報等提供業務		中国		01整備局		44286.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		鈴木善光		守屋正平		内田裕之		山本浩之		山崎浩之																77		0		77		0		77		0		-

		R02d		160120007		潜水による水中部施工状況確認業務		中国		01整備局		44286.0		（社）日本潜水協会		00010151		建設コンサルタント等		松井善樹		堀内義孝																						77		0		77		0		77		0		-

		R02d		160120008		資材価格等調査		中国		01整備局		44280.0		（財）経済調査会		00005711		建設コンサルタント等		柴田康史		平岡聖章																						78		0		78		0		78		0		-

		R02d		160120009		船舶技術検討業務		中国		01整備局		44281.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		平山誠		福富泰		木村茂喜		長崎義男		藤田秀雄		神野信行		上坂賢三		今井泰男		澤明								74		0		74		0		74		0		-

		R02d		160120010		クルーズ振興・港湾物流関係資料作成等業務		中国		01整備局		44281.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		北田彰久		増原実樹		木村祐太		神野竜之介		岡田万由子		上原悠輔		小澤里美		神雪直										79		0		79		0		78		0		-

		R02d		160120012		高潮・高波等に対する耐波性能確認業務		中国		01整備局		44281.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		寺島彰人		高橋武志		新美達也		岡崎健		山下武		大家隆行		宮下健一朗		鈴木信夫		加藤哲也						石河雅典		77		0		77		0		78		0		78

		R02d		160120013		広域連携によるクルーズ誘致に関する調査検討業務		中国		01整備局		44253.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		池田秀文		戸田智司		沖田一弘		福田一郎																		80		1		80		1		79		0		-

		R02d		160120014		中国管内港湾における中長期構想検討業務		中国		01整備局		44253.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		橋元良二		上野雅明		森田雅裕		加賀谷俊和		根木貴史																76		0		76		0		75		0		-

		R02d		160120015		港湾施設の維持管理に関する技術検討業務		中国		01整備局		44270.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		佐藤昌宏		林洋介		海田翔平		稲田勉		原田順平		本田浩隆														79		0		79		0		75		0		-

		R02d		160120018		瀬戸内海総合水質調査データ整理等業務		中国		01整備局		44253.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		水野博史		大久保慧		川崎太輝		小野健																		79		0		79		0		79		0		-

		R02d		160120019		港湾業務艇技術検討業務		中国		01整備局		44267.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		平山誠		皿澤薫		福富泰		中島武男		神野信行		岩月哲三		澤明										藤田秀雄		75		0		75		0		74		0		75

		R02d		160120020		中国管内の港湾における広域連携BCP検討業務		中国		01整備局		44280.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		橋元良二		一ノ瀬敏		森田雅裕		中本隆																		75		0		75		0		74		0		-

		R02d		161019002		浜田港監督等補助業務		中国		01整備局		44286.0		（株）エイト日本技術開発		00000031		建設コンサルタント等		関勇二		安達広和		山田信司																				78		0		78		0		78		0		-

		R02d		161019003		浜田港施工状況確認等補助業務		中国		01整備局		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		梶谷則正																								78		0		78		0		78		0		-

		R02d		161019038		浜田港福井地区防波堤(新北)細部設計		中国		01整備局		44043.0		（株）三洋コンサルタント		00000391		建設コンサルタント等		安部義美		藤岡和正		松尾亜依		深見哲央		中藤和行														野上博光		78		0		78		0		77		0		80

		R02d		161020001		境港等施工状況確認等補助業務		中国		01整備局		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		山下仁		山田治司																						79		0		79		0		79		0		-

		R02d		161020006		浜田港福井地区整備効果検討業務		中国		01整備局		44253.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		白井英一		宮川駿也		鈴木一帆		宮本敏行		今井善信																77		0		77		0		76		0		-

		R02d		161020014		浜田港福井地区防波堤(新北)施工検討業務		中国		01整備局		44253.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		寺島彰人		田中美帆		三嶋英夫		岡崎健		小西陽右		江田周次郎														81		1		81		1		78		0		-

		R02d		161020015		美保飛行場エプロン改良施工検討業務		中国		01整備局		44281.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		尾上正浩		片柳敦喜		春日井杏奈		市川常憲		廣田真喜子		亀井慎一郎												久野了史		78		0		78		0		77		0		77

		R02d		161020016		浜田港福井地区岸壁(-12m)改良施工検討業務		中国		01整備局		44274.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		坂本貴光		伊藤諒		橋爪陽平		鈴木裕太		大西智之		横山友一		岩崎賢一		伊藤誠								内山一郎		81		1		81		1		81		1		84

		R02d		161020018		境港外港昭和南地区岸壁(-13m)改良施工検討業務		中国		01整備局		44204.0		（株）エイト日本技術開発		00000031		建設コンサルタント等		板野誠司		野村昌平		森永一也		後藤朋子		吉井邦夫														後藤成秀		77		0		77		0		76		0		75

		R02d		161020021		浜田港福井地区防波堤(新北)細部設計		中国		01整備局		44251.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		芋野智成		手塚尚也		諸澤朱里		岡本英久		荒木達斗		小西陽右		寺島彰人										岡崎健		78		0		78		0		78		0		80

		R02d		161020022		管内港湾防波堤整備効果検討業務		中国		01整備局		44225.0		三井共同建設コンサルタント（株）		00000003		建設コンサルタント等		冨田薫		豊田雄介		小野美沙		松尾智征																		78		0		78		0		79		0		-

		R02d		161020030		浜田港福井地区岸壁施工検討業務		中国		01整備局		44253.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		石本健治		團村肇		水口隼人		志柿友基		白木喜章		宗本金吾		倉持雅彦										安田将人		75		0		75		0		75		0		77

		R02d		161020031		三隅港航路埋没対策検討業務		中国		01整備局		44260.0		中電技術コンサルタント（株）		00000063		建設コンサルタント等		日高康之		塚野真美		山根愛理		橋本淳		田多一史		宮本浩司														79		0		79		0		79		0		-

		R02d		161119002		水島港施工状況確認等補助業務		中国		01整備局		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		相田大作		山田治司		藤田雅英																				78		0		78		0		78		0		-

		R02d		161119014		水島港玉島地区岸壁(-12m)付属施設整備検討業務		中国		01整備局		43980.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		石本健治		小原陵		田中聡		宮本敏行		中村隆志		原信彦												安田将人		81		1		81		1		81		1		80

		R02d		161120005		水島港濁り拡散検討業務		中国		01整備局		44134.0		三井共同建設コンサルタント（株）		00000003		建設コンサルタント等		黒木利幸		高橋真里恵		魚井夏子		桑名遥一朗		和田浩幸														山田義朗		77		0		77		0		77		0		77

		R02d		161120009		水島港玉島地区航路・泊地(-12m)等航行安全管理業務		中国		01整備局		44145.0		（社）瀬戸内海海上安全協会		K001669930		建設コンサルタント等		永山哲弘		寺田昭人		福本勝海		藤岡親志																		75		0		75		0		74		0		-

		R02d		161120015		水島港航行安全検討業務		中国		01整備局		44274.0		（社）瀬戸内海海上安全協会		K001669930		建設コンサルタント等		寺田昭人		福本勝海		小貫真理子		永山哲弘																		75		0		75		0		75		0		-

		R02d		161120018		水島港土砂処分検討業務		中国		01整備局		44274.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		石本健治		丸井英明		片山理恵		小原陵		槙野公平		松原弘晃		白木喜章		宗本金吾		安田将人								79		0		79		0		79		0		-

		R02d		161120019		水島港係留施設施工検討等業務		中国		01整備局		44274.0		（株）エイト日本技術開発		00000031		建設コンサルタント等		関勇二		稲垣正芳		森永一也		板野誠司		武田靖男		赤澤俊樹														83		1		83		1		83		1		-

		R02d		161219001		広島港等監督等補助業務		中国		01整備局		44286.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		中尾正治		笠下真司		樋口和巳		石丸勇介		高原和義																77		0		77		0		77		0		-

		R02d		161219002		広島港海岸監督等補助業務		中国		01整備局		44286.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		中尾正治		杉浦宏治		清家崇		政所義明		神田嘉孝																79		0		79		0		79		0		-

		R02d		161219003		広島港等施工状況確認等補助業務		中国		01整備局		44286.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		中尾正治		松川勝		森脇和弘		杉浦宏治		紀三井泰行																77		0		77		0		77		0		-

		R02d		161219075		広島港海岸の利活用等に係る検討業務		中国		01整備局		43938.0		（社）日本マリーナ・ビーチ協会		K001709439		建設コンサルタント等		山下雅人		木下明		佐藤恒夫		奥康彦																		77		0		77		0		77		0		-

		R02d		161219078		広島港海岸中央西地区陸閘等設計業務		中国		01整備局		44253.0		（株）エイト日本技術開発		00000031		建設コンサルタント等		後藤朋子		野村昌平		藤原拓哉		後藤成秀		丹下英雄														土屋善浩		84		1		84		1		84		1		84

		R02d		161219081		広島空港サブエプロン改良他実施設計業務		中国		01整備局		43928.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		尾上正浩		片柳敦喜		才治和朗		坂井典和																石井毅		78		0		78		0		75		0		75

		R02d		161219085		広島空港滑走路端安全区域基本設計業務		中国		01整備局		44242.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		桜井裕也		竹井義博		片柳敦喜		久野了史		亀井慎一郎		坂井典和												尾上正浩		79		0		79		0		79		0		80

		R02d		161220013		広島港海岸中央西地区(吉島)家屋調査(事前)		中国		01整備局		44092.0		（株）エイト日本技術開発		00000031		建設コンサルタント等		畑野和久		馬屋原誠司		山本治寿		波多野健二																村上正彦		79		0		79		0		80		1		80

		R02d		161220016		広島港海岸整備事業監理業務の実施体制の強化に関する試行検討業務		中国		01整備局		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		中川裕介		石井康貴		毛利聖																				80		1		80		1		78		0		-

		R02d		161220021		福山港築堤構造検討業務		中国		01整備局		44162.0		（株）エイト日本技術開発		00000031		建設コンサルタント等		後藤朋子		野村昌平		藤原拓哉		後藤成秀		板野誠司																81		1		81		1		82		1		-

		R02d		161220035		広島港整備効果検討業務		中国		01整備局		44183.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		酒井康彦		秋元彩渚		植屋純平		岡本経孝		泉伸司		水野博史														80		1		80		1		79		0		-

		R02d		161220039		呉港広多賀谷地区岸壁(-4.5m)等整備検討業務		中国		01整備局		44260.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		芋野智成		諸澤朱里		堤拓摩		荒木達斗		岡崎健		小西陽右		加藤哲也										寺島彰人		80		1		80		1		81		1		80

		R02d		161220060		広島港海岸の事業実施に係る放置艇等対策検討業務		中国		01整備局		44270.0		（社）日本マリーナ・ビーチ協会		K001709439		建設コンサルタント等		山下雅人		木下明		下本幸嗣		黒滝秀平		佐藤恒夫																77		0		77		0		76		0		-

		R02d		161220063		広島空港排水概略検討業務		中国		01整備局		44285.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		尾上正浩		竹井義博		片柳敦喜		春日井杏奈		才治和朗														久野了史		78		0		78		0		76		0		79

		R02d		161319017		管内港湾における石炭輸送の効率化検討業務		中国		01整備局		44012.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		西土井誠		西畑剛		太田正規		生巣武		宇於崎泰寛																76		0		76		0		77		0		-

		R02d		161319031		徳山下松港徳山地区漁業補償調査業務		中国		01整備局		44274.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		合田耕一		小野健		野元彰人		福嶋正博																		79		0		79		0		77		0		-

		R02d		161319037		徳山下松港土砂処分場底質改善方策検討業務		中国		01整備局		44092.0		（社）水底質浄化技術協会		00009957		建設コンサルタント等		川西龍一		斗沢照夫		江原仁		唐澤仁士																		77		0		77		0		78		0		-

		R02d		161319040		徳山下松港下松地区工事用道路設計業務		中国		01整備局		44012.0		中電技術コンサルタント（株）		00000063		建設コンサルタント等		村上公亮		松永真弥		吉澤麻衣		橋本淳		北出圭介																79		0		79		0		78		0		-

		R02d		161319048		徳山下松港徳山地区航路(-14m)航行安全管理業務		中国		01整備局		44006.0		（社）瀬戸内海海上安全協会		K001669930		建設コンサルタント等		永山哲弘		寺田昭人		福本勝海		藤岡親志																		75		0		75		0		74		0		-

		R02d		161319049		宇部港本港地区航行安全管理業務		中国		01整備局		44043.0		（社）西部海難防止協会		K001658016		建設コンサルタント等		白石喜代利		松本昌之		杉原和夫		豊田惣治																		75		0		75		0		74		0		-

		R02d		161319054		宇部港芝中地区における公共埠頭の多目的利用方策検討業務		中国		01整備局		44084.0		（社）西部海難防止協会		K001658016		建設コンサルタント等		松村信之		白石喜代利																						75		0		75		0		75		0		-

		R02d		161320001		宇部港等施工状況確認補助業務		中国		01整備局		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等 ケンセツ ナド		小林健二																								77		0		77		0		77		0		-

		R02d		161320002		宇部港等監督等補助業務		中国		01整備局		44286.0		ニシキコンサルタント（株）		00001003		建設コンサルタント等 ケンセツ ナド		金子達也																								78		0		78		0		78		0		-

		R02d		161320004		岩国港臨港道路整備事業に係る監理補佐試行検討業務		中国		01整備局		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等 ケンセツ ナド		中川裕介		合田聖一																						77		0		77		0		77		0		-

		R02d		161320007		徳山下松港徳山地区航路(-14m)航行安全管理業務		中国		01整備局		44223.0		（社）瀬戸内海海上安全協会		K001669930		建設コンサルタント等		永山哲弘		寺田昭人		福本勝海		藤岡親志																		75		0		75		0		74		0		-

		R02d		161320011		岩国港臨港道路新港地区家屋等調査(事前)		中国		01整備局		44043.0		（株）栗林設計		00005064		建設コンサルタント等 ケンセツ ナド		栗林隆		井上了二		末本義彦		南口信義		井上英之		林正之												蔵重茂彦		76		0		76		0		75		0		77

		R02d		161320012		管内港湾整備効果検討業務		中国		01整備局		44274.0		中電技術コンサルタント（株）		00000063		建設コンサルタント等		日高康之		塚野真美		森山弘將		木下真吾		田多一史		厚井恵子														79		0		79		0		81		1		-

		R02d		161320017		徳山下松港土砂処分場付帯施設施工検討業務		中国		01整備局		44092.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等 ケンセツ ナド		志村浩美		伊藤大吾		新原力		中川裕介		済藤生真																77		0		77		0		76		0		-

		R02d		161320024		宇部港本港地区航行安全管理業務		中国		01整備局		44155.0		（社）西部海難防止協会		K001658016		建設コンサルタント等		大坪哲美		松本昌之		杉原和夫		豊田惣治																		75		0		75		0		74		0		-

		R02d		161320030		徳山下松港土砂処分場底質改善方策検討業務		中国		01整備局		44274.0		（社）水底質浄化技術協会		00009957		建設コンサルタント等		川西龍一		近藤隆道		江原仁		唐澤仁士																		77		0		77		0		79		0		-

		R02d		161320037		管内港湾におけるバルク貨物輸送の効率化検討業務		中国		01整備局		44274.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		西土井誠		前川知輝		高橋宏直		宮崎秀秋		長倉敏郎																78		0		78		0		79		0		-

		R02d		161419009		管内の港湾施設等に係る技術的支援に関する調査等検討業務		中国		01整備局		43994.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		佐藤昌宏		海老名正裕		林洋介		大村厚夫		森本悟司		山崎浩之														78		0		78		0		78		0		-

		R02d		161419014		徳山下松港土砂処分場付帯施設基本設計		中国		01整備局		43980.0		復建調査設計（株）		00000032		建設コンサルタント等		室田博文		高見慶一		高橋宏樹		南本浩一		佐藤秀政		杉本卓司												井上浩司		77		0		77		0		79		0		86

		R02d		161419023		高潮・高波等に対する耐波性能確認に係る波浪推算業務		中国		01整備局		44253.0		（財）日本気象協会		00004942		建設コンサルタント等		大西健二		前田正裕		君塚政文		鈴木隆宏		村山貴彦		米田彩乃		安部智彦		窪田和彦		松浦邦明								83		1		83		1		81		1		-

		R02d		161419025		高潮・高波等に対する耐波性能確認に係る波浪変形計算業務		中国		01整備局		44225.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等				永松宏一		田中和広		安部浩史		山部道		清水建一朗														79		0		79		0		80		1		-

		R02d		161419025		高潮・高波等に対する耐波性能確認に係る波浪変形計算業務		中国		01整備局		44225.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		田中聡		森谷拓実		大竹剛史		大崎佑也		宇野喜之		白木喜章		山田貴裕		小野信幸		原信彦						黒木敬司		79		0		79		0		80		1		80

		R02d		161420001		浜田港福井地区岸壁構造検討		中国		01整備局		44134.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		團村肇		小原陵		志柿友基		宗本金吾		山田貴裕		安田将人												石本健治		81		1		81		1		81		1		80

		R02d		161420004		瀬戸内海の環境修復技術に関する検討業務		中国		01整備局		44253.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		首藤啓		堺谷常廣		守屋良美		太田正規		中藤智徳																74		0		74		0		74		0		-

		R02d		161420005		リサイクル材を活用した経済的な港湾構造物に関する技術的検討業務		中国		01整備局		44253.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		林洋介		海老名正裕		稲田勉		加辺圭太郎		田所篤博		鈴木理														77		0		77		0		78		0		-

		R02d		161420006		管内の港湾施設等に係る技術的支援に関する調査等検討業務		中国		01整備局		44253.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		佐藤昌宏		春日井康夫		山崎浩之		林洋介		鈴木理		中島一朗														79		0		79		0		78		0		-

		R02d		161420010		管内航路・泊地埋没対策等検討業務		中国		01整備局		44253.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		森晴夫		岩崎和弘		重村洋平		林洋介		佐藤昌宏																77		0		77		0		80		1		-

		R02d		161420010		管内航路・泊地埋没対策等検討業務		中国		01整備局		44253.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等				花澤広貴		成毛辰徳		水野博史		伍井稔																77		0		77		0		80		1		-

		R02d		161420011		油谷港唐崎地区防波堤(北)基本設計		中国		01整備局		44281.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		松原弘晃		團村肇		小原陵		槙野公平		大崎佑也		山田貴裕		中村隆志		原信彦		安田将人						石本健治		79		0		79		0		79		0		77

		R02d		161420012		広島港海岸中央西地区(江波)護岸設計業務		中国		01整備局		44253.0		（株）エイト日本技術開発		00000031		建設コンサルタント等 ケンセツ ナド		後藤朋子		藤原拓哉		梅田敢司		後藤成秀		丹下英雄		板野誠司												土屋善浩		82		1		82		1		82		1		82

		R02d		161420013		潮位観測データ解析・信頼性確認検討業務		中国		01整備局		44253.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		三浦裕司		平中陸		椙村淑未		河辺一明																		77		0		77		0		75		0		-

		R02d		161420015		広島港地震動検討業務		中国		01整備局		44274.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等 ケンセツ ナド		佐藤誠一		福田謙太郎		酒本真先		三木拓也		齋藤和寿		大和田貴博														78		0		78		0		77		0		-

		R02d		170119008		四国における生物共生を考慮した港湾整備手法検討業務		四国		01整備局		44071.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		建設コンサルタント等				須田祐次		永友繁																				75		0		75		0		75		0		-

		R02d		170119008		四国における生物共生を考慮した港湾整備手法検討業務		四国		01整備局		44071.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		榎並万里子		田中裕作																						75		0		75		0		75		0		-

		R02d		170119010		四国の港湾に関する中長期構想・整備計画等検討業務		四国		01整備局		44012.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		池田薫		稲田憲武		鈴木武		眞山丈夫		佐藤敬		小谷野喜二														77		0		77		0		77		0		-

		R02d		170119016		海洋環境整備船建造検討業務		四国		01整備局		44134.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		谷雄一		藤田秀雄		神野信行		平山誠		亀井修		菊池俊雄		前田武										野村剛		73		0		73		0		73		0		70

		R02d		170119019		四国におけるクルーズ船を活用した地域活性化方策検討業務		四国		01整備局		44270.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		田中裕作		田中三郎		太田正規		中野敏彦																		77		0		77		0		75		0		-

		R02d		170120002		管内港湾等発注補助業務		四国		01整備局		44280.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		後藤文男		宮竹秀典																				後藤文男		76		0		76		0		76		0		-

		R02d		170120003		港湾整備に係る沿岸気象海象情報の予測情報等提供業務		四国		01整備局		44286.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		鈴木善光		内田裕之		山本浩之		山崎浩之																		75		0		75		0		73		0		-

		R02d		170120004		管内水中部施工状況確認業務		四国		01整備局		44286.0		（社）日本潜水協会		00010151		建設コンサルタント等		松井善樹		堀内義孝																						76		0		76		0		76		0		-

		R02d		170120005		船舶実施設計業務		四国		01整備局		44253.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		岩月哲三		谷雄一		皿澤薫		福富泰		長崎義男		神野信行		上坂賢三		菊池俊雄										75		0		75		0		73		0		-

		R02d		170120009		港湾施設等の維持管理に係る技術力向上検討業務		四国		01整備局		44225.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		稲田勉		重村洋平		並木達也																				77		0		77		0		74		0		-

		R02d		170120017		海域特性を踏まえたGPS波浪計の係留手法検討業務		四国		01整備局		44274.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		大村厚夫		海田翔平		春日井康夫		若林信孝		秋山斉		國田淳														77		0		77		0		75		0		-

		R02d		170120021		四国の海上における南海トラフ地震対策検討業務		四国		01整備局		44253.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		上野雅明		稲田憲武		中本隆		八木英紀																		74		0		74		0		71		0		-

		R02d		170120029		瀬戸内海航路計画に係る基礎調査業務		四国		01整備局		44281.0		中電技術コンサルタント（株）		00000063		建設コンサルタント等		日高康之		牟田直樹		塚野真美		木下真吾		田多一史																80		1		80		1		79		0		-

		R02d		171019001		高松港外施工状況確認等補助業務		四国		01整備局		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		山口亨		森尾健志		蝶野良典																				77		0		77		0		77		0		-

		R02d		171020007		高松空港滑走路端安全区域基本設計		四国		01整備局		44253.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		亀井慎一郎		竹井義博		片柳敦喜		市川常憲		久野了史		平野猛也												石井毅		78		0		78		0		78		0		77

		R02d		171020009		水質・底質分析試験		四国		01整備局		44277.0		エヌエス環境（株）		00001072		建設コンサルタント等		藤本充		稲葉岳志		三上恭治																				74		0		74		0		71		0		-

		R02d		171020010		高松港朝日地区航行安全管理業務		四国		01整備局		44104.0		（社）瀬戸内海海上安全協会		K001669930		建設コンサルタント等		寺田昭人		福本勝海		永山哲弘		藤岡親志																		77		0		77		0		75		0		-

		R02d		171020011		高松港整備効果検討業務		四国		01整備局		44211.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		建設コンサルタント等		島田久子		小野ゆかり		立石賢吾		古橋正祐		唐木毅		河内典子														77		0		77		0		76		0		-

		R02d		171020016		高松空港排水施設検討業務		四国		01整備局		44253.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		上野功		高森直樹		青木彩		佐伯嘉隆																後藤寛		77		0		77		0		77		0		77

		R02d		171020022		みなとカメラ整備検討業務		四国		01整備局		44270.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		八木英紀		稲田憲武		加賀谷俊和																		上野雅明		78		0		78		0		77		0		79

		R02d		171119001		松山港外施工状況確認等補助業務		四国		01整備局		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		佐野正佳		梶家昭利		井上靖		近江洋一																		78		0		78		0		78		0		-

		R02d		171119005		松山港外監督等補助業務		四国		01整備局		44286.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		込山清		野村昭治		松川淳一		蛯名喜文																		78		0		78		0		78		0		-

		R02d		171119024		松山港外港地区岸壁(-13m)等実施設計		四国		01整備局		44134.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		市川雅也		井上憲		栗木秀治		山下篤郎		松平隼人		安岡啓一		岡庭翔一												78		0		78		0		78		0		-

		R02d		171119029		松山港潮流解析業務		四国		01整備局		43966.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		原信彦		片山理恵		水口隼人		古泉統義		白木喜章		小野信幸		田村圭一												78		0		78		0		76		0		-

		R02d		171119033		松山港外港地区漁業実態調査		四国		01整備局		44267.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		合田耕一		山田和彦		野元彰人		福嶋正博		井口謙																78		0		78		0		77		0		-

		R02d		171119035		松山空港滑走路端安全区域護岸予備設計		四国		01整備局		44074.0		（株）オリエンタルコンサルタンツ		00000037		建設コンサルタント等		和田誠一		星島輝空																				齋藤正文		76		0		76		0		77		0		77

		R02d		171119035		松山空港滑走路端安全区域護岸予備設計		四国		01整備局		44074.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等				久野了史		亀井慎一郎																				76		0		76		0		77		0		-

		R02d		171120006		東予港中央地区航行安全管理業務		四国		01整備局		44134.0		（社）瀬戸内海海上安全協会		K001669930		建設コンサルタント等		寺田昭人		福本勝海		永山哲弘		藤岡親志																		75		0		75		0		73		0		-

		R02d		171120012		水質・底質分析試験		四国		01整備局		44280.0		環境テクノス（株）		00001995		建設コンサルタント等		尾濱徹		高田大地		神野亮太		花田尚																		74		0		74		0		74		0		-

		R02d		171120019		四国西南航路施設保全対策検討業務		四国		01整備局		44211.0		中電技術コンサルタント（株）		00000063		建設コンサルタント等		近藤良		牟田直樹		舟津智司		田中晶典		木下真吾		宮本浩司		日高康之												80		1		80		1		79		0		-

		R02d		171120032		東予港中央地区水質予測検討業務		四国		01整備局		44267.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		白木喜章		片山理恵		甲原僚子		水口隼人		小野信幸		原信彦														78		0		78		0		79		0		-

		R02d		171219007		徳島小松島港防波堤安定性照査等業務		四国		01整備局		43945.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		石河雅典		丹羽竜也		新美達也		岡崎健		小西陽右		熊谷健蔵		寺島彰人										芋野智成		82		1		82		1		82		1		80

		R02d		171219025		徳島飛行場滑走路端安全区域護岸予備設計		四国		01整備局		44165.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等				秋本淳一		藤堂明		村上和康		藤森修吾		佐藤誠一														77		0		77		0		77		0		-

		R02d		171219025		徳島飛行場滑走路端安全区域護岸予備設計		四国		01整備局		44165.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		春日井康夫		細井晶弘		林洋介		大村厚夫		田所篤博		山崎浩之		高橋健										梶谷卓美		77		0		77		0		77		0		77

		R02d		171219028		徳島小松島港みずき代替船係留施設概略検討業務		四国		01整備局		44123.0		（株）エイト日本技術開発		00000031		建設コンサルタント等		館野俊之		荻野和剛		佐々木章夫		伊達明彦																		78		0		78		0		78		0		-

		R02d		171220007		徳島小松島港沖洲(外)地区護岸(防波)改良実施設計		四国		01整備局		44043.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		芋野智成		諸澤朱里		荒木達斗		小西陽右		寺島彰人																78		0		78		0		78		0		-

		R02d		171220010		水質・底質分析試験		四国		01整備局		44270.0		（株）環境防災		00000228		建設コンサルタント等		森川悌		吉見準也		吉見陽子																				77		0		77		0		76		0		-

		R02d		171220026		徳島小松島港金磯地区岸壁(-11m)改良施工検討業務		四国		01整備局		44272.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		勝俣優		大角和輝		西原大晴		小田隼也		江原千尋		森博昭		村上裕宣		尾崎竜三								手皮章夫		80		1		80		1		77		0		79

		R02d		171319026		高知港海岸景観・利便性等検討業務		四国		01整備局		44071.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		楠謙吾		内藤雅紀		北野有美		杉本真莉		増田将典		曽根照人		春木雄介										横山茂生		76		0		76		0		77		0		82

		R02d		171319041		高知港海岸施工方法検討業務		四国		01整備局		44183.0		中央コンサルタンツ（株）		00000140		建設コンサルタント等		岩崎友彦		福井裕也		長谷川潤		錦織庄吾		谷部遼河																78		0		78		0		78		0		-

		R02d		171319055		室津港室津地区基本設計		四国		01整備局		44008.0		中電技術コンサルタント（株）		00000063		建設コンサルタント等		北出圭介		生頼直樹		山根愛理		吉澤麻衣		橋本淳		眞田一磨		村上公亮		日高康之								梶谷茂		81		1		81		1		81		1		82

		R02d		171320027		高知港海岸景観・利便性等検討業務		四国		01整備局		44267.0		八千代エンジニヤリング（株）		00000123		建設コンサルタント等		高須祐行		進藤尚子		森岡晃史		大山高志		花田昌幸																78		0		78		0		77		0		-

		R02d		171320030		須崎港みなとカメラシステム設計業務		四国		01整備局		44253.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		八木英紀		稲田憲武																				上野雅明		76		0		76		0		74		0		76

		R02d		171320043		浚渫土砂活用方策等検討業務		四国		01整備局		44267.0		（社）水底質浄化技術協会		00009957		建設コンサルタント等		小島洋		川西龍一		近藤隆道		江原仁																		76		0		76		0		76		0		-

		R02d		171320044		室津港室津地区防波堤(II)細部設計		四国		01整備局		44267.0		（株）三洋コンサルタント		00000391		建設コンサルタント等		安部義美		藤岡和正		松村沙季		松尾亜依																中藤和行		77		0		77		0		76		0		80

		R02d		171320060		高知港海岸浦戸湾地区工作物等事前調査		四国		01整備局		44225.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		野々村匡史		小松大悟		川合崇		阿部浩次郎		村上裕宣		尾崎竜三		山中清次												75		0		75		0		73		0		-

		R02d		171419007		高知港海岸津波防波堤断面検討業務		四国		01整備局		44104.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		曽根照人		福島有加里		福井秀平		北野有美		家村健吾		西尾岳裕		志方建仁		楠謙吾		佐藤広章						岡部登		78		0		78		0		78		0		77

		R02d		171419014		高知港海岸種崎堤防断面検討業務		四国		01整備局		44286.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		佐藤誠一		酒本真先		脇田尚幸		村上和康		藤森修吾		森篤史												横山伸幸		78		0		78		0		77		0		75

		R02d		171419015		高松港朝日地区岸壁(-7.5m)断面検討業務		四国		01整備局		44148.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		寺島彰人		田中美帆		諸澤朱里		岡崎健		小西陽右		江田周次郎		芋野智成										加藤哲也		78		0		78		0		75		0		69

		R02d		171419016		高知港海岸タナスカ護岸断面検討業務		四国		01整備局		44277.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		石河雅典		小西陽右		山下武		宮下健一朗		江田周次郎		寺島彰人		芋野智成										森崎啓		80		1		80		1		81		1		80

		R02d		171419017		高知港海岸陸閘基本設計		四国		01整備局		44286.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		佐藤誠一		酒本真先		加藤禎洋		奥村昂史		村上和康		齋藤利則		小園裕司										横山伸幸		77		0		77		0		72		0		70

		R02d		171420001		管内港湾施設における耐波性能検討業務		四国		01整備局		44274.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等				池田剛		金子大介		渡部善啓		高野向後		宇野勝哉		田中和広		安部浩史		清水建一朗								77		0		77		0		76		0		-

		R02d		171420001		管内港湾施設における耐波性能検討業務		四国		01整備局		44274.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		原信彦		樋口直人		田中陽二		マナワセカラチャトラ		松原弘晃		鈴山勝之		山田貴裕		中村隆志		安田将人						上原教善		77		0		77		0		76		0		71

		R02d		171420002		管内技術課題検討業務		四国		01整備局		44274.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		林洋介		森晴夫		山崎浩之		井上吉弘		並木達也														梶谷卓美		77		0		77		0		75		0		70

		R02d		171420007		潮位観測データ解析・信頼性確認検討業務		四国		01整備局		44274.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		三浦裕司		吉田一全		伍井稔																				78		0		78		0		77		0		-

		R02d		171420007		潮位観測データ解析・信頼性確認検討業務		四国		01整備局		44274.0		（社）海洋調査協会		00009906		建設コンサルタント等				山口晶敬		安立重昭																				78		0		78		0		77		0		-

		R02d		171420009		松山港吉田浜地区防波堤基本設計		四国		01整備局		44277.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		桑原直範		福井秀平		久野杏紗		江口拓生		高岡慶人		高本昌幸		真期俊行		西尾岳裕		曽根照人						岡部登		77		0		77		0		74		0		70

		R02d		171420010		須崎港大峰地区岸壁(-13m)断面検討業務		四国		01整備局		44286.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		影地良昭		安波史喬		唐子けん		新美達也		石河雅典		江田周次郎												寺島彰人		78		0		78		0		78		0		77

		R02d		171420012		高知港海岸津波防波堤断面検討業務		四国		01整備局		44274.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		曽根照人		牧野綾		福島有加里		福井秀平		中西淳		家村健吾		志方建仁		楠謙吾		佐藤広章						岡部登		78		0		78		0		76		0		77

		R02d		180119001		平成31年度九州地方整備局管内港湾等発注補助業務		九州		01整備局		44281.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		岡野正		田平良太		本村祐輔		亀倉隆		池内誠一郎		田中賢司		小西貴晃										尾造秀敏		77		0		77		0		77		0		-

		R02d		180119002		平成31年度九州地方整備局管内空港発注補助業務		九州		01整備局		44281.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		岡野正		尾造秀敏		田平良太		亀倉隆		田中賢司		小西貴晃		池内誠一郎										本村祐輔		79		0		79		0		79		0		-

		R02d		180119020		令和元年度みなとカメラ設置検討業務		九州		01整備局		44253.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		眞山丈夫		西見裕司		八木英紀																		上野雅明		81		1		81		1		81		1		84

		R02d		180120007		令和2年度港湾整備に係る沿岸気象海象情報の予測情報等提供業務		九州		01整備局		44286.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		鈴木善光		田所篤博		内田裕之		山本浩之																		79		0		79		0		78		0		-

		R02d		180120008		令和2年度資材価格等調査		九州		01整備局		44274.0		（財）経済調査会		00005711		建設コンサルタント等		寺田浩一		猿渡大輔		松本隆生																				75		0		75		0		75		0		-

		R02d		180120009		令和2年度九州地方整備局管内水中部施工状況確認業務		九州		01整備局		44286.0		（社）日本潜水協会		00010151		建設コンサルタント等		入尾野幸雄		吉村文雄																						78		0		78		0		78		0		-

		R02d		180120011		令和2年度港湾施設の維持管理に係わる技術向上検討業務		九州		01整備局		44246.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		稲田勉		重村洋平		並木達也		服部俊朗																		78		0		78		0		76		0		-

		R02d		180120012		令和2年度林産品輸出港湾の高度化検討業務		九州		01整備局		44243.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		橋元良二		一ノ瀬敏		上野雅明		中本隆		根木貴史																78		0		78		0		73		0		-

		R02d		180120013		令和2年度港湾空間を核とした魅力あるみなとづくり方策検討業務		九州		01整備局		44214.0		（社）ウォーターフロント協会		K001772359		建設コンサルタント等		平尾壽雄		藤川洋子		村松菜穂子		金子正子																		78		0		78		0		75		0		-

		R02d		180120016		令和2年度南海トラフ地震を想定した包括的災害協定団体等との連携方策業務		九州		01整備局		44253.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		上野雅明		橋元良二		稲田憲武		森田雅裕		根木貴史																75		0		75		0		73		0		-

		R02d		180120018		令和2年度訪日外国人旅行者等需要拡大に伴う受入環境整備方策検討業務		九州		01整備局		44284.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		宮崎秀秋		田中三郎		増田雄祐		西土井誠		石山孝義		福田一郎														78		0		78		0		76		0		-

		R02d		180120022		令和2年度北部九州の空港施設に関する基礎検討業務		九州		01整備局		44265.0		（株）三菱総合研究所		00001994		建設コンサルタント等		大石礎		清水春来		磯野文暁																				78		0		78		0		76		0		-

		R02d		180120023		令和2年度フェリー・RORO輸送を活用した物流の効率化検討業務		九州		01整備局		44267.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		西土井誠		戸田智司		宮崎秀秋		中野敏彦		長倉敏郎																79		0		79		0		76		0		-

		R02d		181019001		平成31年度下関港外施工状況確認等補助業務		九州		01整備局		44281.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		冨ケ原隆一		宮崎敏明		井上義廣		小原康史		荒川智志		床次裕一														79		0		79		0		79		0		-

		R02d		181019014		平成31年度下関港海岸整備効果検討業務		九州		01整備局		43938.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		堀之内毅		橋村史香		堤拓摩		加藤哲也																太田和彦		78		0		78		0		75		0		74

		R02d		181019015		平成31年度下関港海岸宮崎沖合水門外1件基本設計		九州		01整備局		43930.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		高野和成		木下歩		吉川宜保		中川裕貴		鶴田賢司		加藤哲也		竹本憲史		田中里菜		浅野寿雄						堀之内毅		78		0		78		0		77		0		79

		R02d		181019030		令和元年度下関港海岸(山陽地区)水門管理運用検討業務		九州		01整備局		43936.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		高野和成		梶純也		木下歩		吉川宜保		中川裕貴		松田如水		橋村史香		堀之内毅										81		1		81		1		80		1		-

		R02d		181020003		令和2年度下関港外工事関係資料作成業務		九州		01整備局		44281.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		上田彰		田中保彦																						78		0		78		0		77		0		-

		R02d		181020004		令和2年度下関港海岸調査関係資料作成業務		九州		01整備局		44281.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		上田彰		牟田邦雄																						77		0		77		0		76		0		-

		R02d		181020008		令和2年度下関港湾事務所管内港湾施設実施設計外1件		九州		01整備局		44274.0		（株）三洋コンサルタント		00000391		建設コンサルタント等		深見哲央		藤岡和正		角田篤		松村沙季		大岡弘樹														野上博光		78		0		78		0		78		0		76

		R02d		181020009		令和2年度下関港海岸変形把握業務		九州		01整備局		44281.0		（株）三洋コンサルタント		00000391		建設コンサルタント等		伊藤陽		藤廣学		大岡弘樹																				78		0		78		0		78		0		-

		R02d		181020010		令和2年度下関港湾事務所管内海岸施設実施設計外1件		九州		01整備局		44278.0		協同エンジニアリング（株）		00000569		建設コンサルタント等		富安良一		衛藤慎一郎		山田麻矢		後藤誠司		水野満博		荒木健人		松原恭博		森京介		赤嶺和哉						芝辻保		79		0		79		0		78		0		80

		R02d		181020011		令和2年度下関港海岸(山陽地区)実施設計外1件(11・19工区)		九州		01整備局		44277.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		堀之内毅		木下歩		橋村史香		堤拓摩		高野和成		新田喜浩		加藤哲也		門間俊之								鶴田賢司		79		0		79		0		78		0		80

		R02d		181020017		令和2年度下関港海岸(山陽地区)実施設計(宮崎水門)		九州		01整備局		44277.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		高野和成		門間俊之		木下歩		吉川宜保		工藤麻衣		岡嶋理功		大島直樹		太田和彦		鶴田賢司						天野紀		82		1		82		1		81		1		84

		R02d		181020018		令和2年度下関港海岸(長府・壇ノ浦地区)基本設計(7工区)		九州		01整備局		44281.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		家村健吾		福島有加里		福井秀平		杉本有基		真期俊行		竹内麻衣子		森本睦		平井俊之								岡部登		79		0		79		0		78		0		80

		R02d		181020029		令和2年度下関港利活用方策検討業務		九州		01整備局		44267.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		宇於崎泰寛		宮崎秀秋		長倉敏郎		西土井誠		荒木大志																76		0		76		0		76		0		-

		R02d		181119001		平成31年度北九州港外施工状況確認等補助業務		九州		01整備局		44281.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		宗勇一																								78		0		78		0		78		0		-

		R02d		181119006		平成31年度新門司沖外航行安全管理業務		九州		01整備局		44043.0		（社）西部海難防止協会		K001658016		建設コンサルタント等		小西郁雄		宮脇史朗		濱田大策		平野昭博		松本昌之		松永義憲														74		0		74		0		72		0		-

		R02d		181120004		令和2年度北九州港外工事・調査関係資料作成業務		九州		01整備局		44281.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		高田忠宏		亀倉隆																						78		0		78		0		78		0		-

		R02d		181120004		令和2年度北九州港外工事・調査関係資料作成業務		九州		01整備局		44281.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等				前川俊広																						78		0		78		0		78		0		-

		R02d		181120006		令和2年度新門司沖土砂処分場(2期)実施設計外1件		九州		01整備局		44281.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		加藤哲也		橋村史香		堤拓摩		堀之内毅		上野功		佐伯嘉隆												森山正明		79		0		79		0		78		0		82

		R02d		181120011		令和2年度北九州港(響灘東地区)岸壁(-13m)基本設計		九州		01整備局		44104.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		勝俣優		大角和輝		西原大晴		小田隼也		江原千尋		中野尊之		村上裕宣		尾崎竜三								手皮章夫		81		1		81		1		80		1		80

		R02d		181120016		令和2年度新門司沖土砂処分場(3工区)技術検討業務		九州		01整備局		44274.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		森晴夫		井上吉弘		大村厚夫		若林信孝		服部俊朗																79		0		79		0		79		0		-

		R02d		181120016		令和2年度新門司沖土砂処分場(3工区)技術検討業務		九州		01整備局		44274.0		（株）日建設計シビル		00006933		建設コンサルタント等				片桐雅明		南野佑貴		山崎誓也		大石幹太		村川史朗														79		0		79		0		79		0		-

		R02d		181120017		令和2年度新門司沖土砂処分場(2期)施工検討業務		九州		01整備局		44274.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		志村浩美		荒木英二		加藤利弘		池田高則		恒藤純子																79		0		79		0		78		0		-

		R02d		181120018		令和2年度北九州港湾・空港整備事務所管内港湾施設実施設計外1件		九州		01整備局		44271.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		勝俣優		米田泰		刈谷友紀		一色和明		江原千尋		中野尊之		西原大晴		小田隼也										79		0		79		0		79		0		-

		R02d		181120019		令和2年度北九州空港エプロン改良等実施設計外1件		九州		01整備局		44280.0		三井共同建設コンサルタント（株）		00000003		建設コンサルタント等		砂場博明		田谷和樹		山崎康生		羽田野遼		轟豊和		坂本真一		米良一徳		松本洋平								大森慎二郎		77		0		77		0		75		0		81

		R02d		181120030		令和2年度新門司沖浚渫土砂利活用検討業務		九州		01整備局		44274.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		春日井康夫		重村洋平		深澤貴光		森晴夫		服部俊朗		齋藤豪														78		0		78		0		79		0		-

		R02d		181120030		令和2年度新門司沖浚渫土砂利活用検討業務		九州		01整備局		44274.0		（株）日建設計シビル		00006933		建設コンサルタント等				片桐雅明		南野佑貴		山崎誓也		大石幹太		村川史朗														78		0		78		0		79		0		-

		R02d		181120032		令和2年度北九州港整備効果検討業務		九州		01整備局		44246.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		建設コンサルタント等		島田久子		日高光帆		奥村邦明		内田肇		唐木毅		土畑正和														76		0		76		0		74		0		-

		R02d		181120037		令和2年度新門司沖土砂処分場(2期)施工管理技術検討業務		九州		01整備局		44279.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		兵頭武志		稲福秀樹		奥野一暢		志村浩美		池田高則		室井雅弘														78		0		78		0		76		0		-

		R02d		181120038		令和2年度北九州空港排水改良設計		九州		01整備局		44274.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		平野猛也		竹井義博		片柳敦喜		春日井杏奈		坂井典和														久野了史		77		0		77		0		78		0		86

		R02d		181120041		令和2年度北九州空港滑走路端安全区域対策実施設計		九州		01整備局		44270.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		亀井慎一郎		片柳敦喜		後藤元樹		才治和朗		坂井典和														久野了史		77		0		77		0		76		0		75

		R02d		181219001		平成31年度三池港監督等補助業務		九州		01整備局		44281.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		井上和久																								77		0		77		0		77		0		-

		R02d		181219002		平成31年度博多港施工状況確認等補助業務		九州		01整備局		44281.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		福田睦久		石橋弘康																						78		0		78		0		78		0		-

		R02d		181219037		平成31年度福岡空港滑走路増設事業施工技術検討業務		九州		01整備局		44050.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		大木秀雄		安部和宏		西原孝仁		井野洋		幸福辰己		下川義和		池田高則		佐藤光博		加藤利弘								78		0		78		0		77		0		-

		R02d		181219052		令和元年度博多港整備船舶安全管理業務		九州		01整備局		44008.0		（社）西部海難防止協会		K001658016		建設コンサルタント等		高比良友希		山下貴史		小西郁雄		大坪哲美		濱田大策		松本晴信														76		0		76		0		75		0		-

		R02d		181219055		令和元年度福岡空港滑走路増設土地評価外2件業務		九州		01整備局		44267.0		（株）孝栄設計コンサルタント		00004378		建設コンサルタント等		川崎健祐		高橋秀和		川崎芳裕		小嶋宏		妹尾英資		冨増耕介		池田英樹										宮本繁治		81		1		81		1		81		1		80

		R02d		181220001		令和2年度福岡空港施工状況確認等補助業務		九州		01整備局		44281.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		下川義和		平田正浩		梅田英二																				79		0		79		0		79		0		-

		R02d		181220009		令和2年度博多港湾・空港整備事務所管内港湾施設実施設計		九州		01整備局		44274.0		（株）五省コンサルタント		00000064		建設コンサルタント等		小林泉一		久野敦史		北川航平		有働采冬		岩永将太朗		明康隆												福嶋泰彦		79		0		79		0		78		0		79

		R02d		181220012		令和2年度福岡空港工事・調査関係資料作成業務		九州		01整備局		44281.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		下川義和		齋藤守																						80		1		80		1		79		0		-

		R02d		181220014		令和2年度博多港(アイランドシティ地区)臨港道路維持管理計画策定業務		九州		01整備局		44190.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		岡崎健		田中滋士		尾崎大樹		雨宮和弘																		77		0		77		0		76		0		-

		R02d		181220023		令和2年度福岡空港滑走路外地盤改良工事にかかる技術協力業務		九州		01整備局		44043.0		五洋建設（株）		K000105531		建設コンサルタント等		堤彩人		秋本哲平		曽和洋平		山本敦		松下弘志		増田雄太郎												林健太郎		79		0		79		0		79		0		79

		R02d		181220028		令和2年度福岡空港滑走路増設建物等事前調査業務		九州		01整備局		44134.0		（株）孝栄設計コンサルタント		00004378		建設コンサルタント等		川崎孝志		妹尾英資																				川崎健祐		78		0		78		0		78		0		77

		R02d		181220037		令和2年度博多港整備船舶安全管理業務		九州		01整備局		44183.0		（社）西部海難防止協会		K001658016		建設コンサルタント等		松本晴信		小西郁雄		大坪哲美		高比良友希																		76		0		76		0		75		0		-

		R02d		181220048		令和2年度博多港(アイランドシティ地区)道路建物等事後調査		九州		01整備局		44175.0		（株）孝栄設計コンサルタント		00004378		建設コンサルタント等		川崎孝志		妹尾英資																				川崎健祐		78		0		78		0		78		0		77

		R02d		181220051		令和2年度博多港整備効果調査		九州		01整備局		44270.0		三井共同建設コンサルタント（株）		00000003		建設コンサルタント等		冨田薫		古山卓司		小野美沙		松尾智征		宮元正治																80		1		80		1		80		1		-

		R02d		181220055		令和2年度福岡空港滑走路排水対策検討調査		九州		01整備局		44267.0		復建調査設計（株）		00000032		建設コンサルタント等		金子智之		間貴春		木村康隆		西本秀憲		西村俊明																78		0		78		0		78		0		-

		R02d		181220057		令和2年度博多港港湾機能の方向性に関する検討業務		九州		01整備局		44270.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		小谷野喜二		橋元良二		森田雅裕		加賀谷俊和																		79		0		79		0		77		0		-

		R02d		181220058		令和2年度博多港浚渫土砂活用による環境改善方策検討業務		九州		01整備局		44274.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		首藤啓		堀之内尚志		鈴木覚		守屋良美		長倉敏郎		西土井誠														79		0		79		0		78		0		-

		R02d		181220059		令和2年度博多湾における回遊性向上方策検討業務		九州		01整備局		44274.0		（社）ウォーターフロント協会		K001772359		建設コンサルタント等		平尾壽雄		藤川洋子		村松菜穂子		金子正子																		78		0		78		0		77		0		-

		R02d		181319001		平成31年度苅田港施工状況確認等補助業務		九州		01整備局		44281.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		尾造秀敏		坂本光信																						78		0		78		0		78		0		-

		R02d		181320006		令和2年度苅田港湾事務所管内港湾施設実施設計外業務		九州		01整備局		44267.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		吉川慎一		村上巧一		山本龍		戎健次		久野杏紗		高岡慶人		田守利充		竹内麻衣子		森本睦						岡部登		79		0		79		0		79		0		80

		R02d		181320009		令和2年度苅田港係留施設設計業務		九州		01整備局		44270.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		桑原直範		村上巧一		山本龍		戎健次		江口拓生		高岡慶人		高本昌幸		西尾岳裕		岡部登						平井俊之		78		0		78		0		78		0		80

		R02d		181320020		令和2年度苅田港埋没対策検討業務		九州		01整備局		44284.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等				花澤広貴		成毛辰徳		杉浦幸彦		加地智彦																78		0		78		0		76		0		-

		R02d		181320020		令和2年度苅田港埋没対策検討業務		九州		01整備局		44284.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		服部俊朗		井上吉弘		並木達也		森晴夫																		78		0		78		0		76		0		-

		R02d		181419001		平成31年度別府港外施工状況確認等補助業務		九州		01整備局		44281.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		冨ケ原隆一		鶴上芳樹		佐渡原光誠		藤岡誠		村尾育高																78		0		78		0		78		0		-

		R02d		181419020		令和元年度大分港海岸(津留地区)基本設計外1件		九州		01整備局		43992.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		石河雅典		竹田正彦		砂川透吾		佐藤成		山口達治														鶴田賢司		78		0		78		0		78		0		77

		R02d		181419021		令和元年度大分港海岸(津留地区)基本設計外1件(第2次)		九州		01整備局		43992.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		鶴田賢司		門間俊之		橋村史香		堤拓摩		佐藤成		堀之内毅		福永陽平										野里栄照		78		0		78		0		78		0		77

		R02d		181419026		令和元年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)基本設計外2件		九州		01整備局		44004.0		協同エンジニアリング（株）		00000569		建設コンサルタント等		松原恭博		衛藤慎一郎		山田麻矢		水野満博		荒木健人		富安良一		澤田守		森京介								芝辻保		78		0		78		0		78		0		77

		R02d		181419027		令和元年度大分港海岸施設概略設計		九州		01整備局		43992.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		堀之内毅		橋村史香		新美達也		鶴田賢司		加藤哲也		福永陽平												野里栄照		78		0		78		0		78		0		77

		R02d		181419048		令和元年度大分港海岸(津留地区)基本設計		九州		01整備局		44265.0		協同エンジニアリング（株）		00000569		建設コンサルタント等		松原恭博		衛藤慎一郎		山田麻矢		水野満博		荒木健人		富安良一		澤田守		森京介								芝辻保		79		0		79		0		78		0		80

		R02d		181420002		令和2年度別府港外工事・調査関係資料作成業務		九州		01整備局		44281.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		高田忠宏		渡邊浩一																						78		0		78		0		76		0		-

		R02d		181420003		令和2年度大分港海岸施設実施設計		九州		01整備局		44274.0		（株）五省コンサルタント		00000064		建設コンサルタント等		久野敦史		鮫島昭二		北川航平		有働采冬		岩永将太朗		中村真		藤井金蔵												78		0		78		0		78		0		-

		R02d		181420011		令和2年度別府港湾・空港整備事務所管内港湾施設実施設計		九州		01整備局		44284.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		村上裕宣		山内慎平		西原大晴		一色和明		小田隼也		福田健		樗木千紘		千田祐一郎		尾崎竜三						手皮章夫		79		0		79		0		78		0		79

		R02d		181420012		令和2年度大分港(大在西地区)岸壁(-9m)(耐震)施工検討業務		九州		01整備局		44253.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		安部和宏		宗勇一		上田彰		恒藤純子																池田高則		78		0		78		0		77		0		77

		R02d		181420019		令和2年度大分港海岸(津留地区)基本設計		九州		01整備局		44265.0		協同エンジニアリング（株）		00000569		建設コンサルタント等		松原恭博		衛藤慎一郎		山田麻矢		水野満博		荒木健人		富安良一		森京介										芝辻保		83		1		83		1		83		1		82

		R02d		181420022		令和2年度大分港海岸改良技術検討業務		九州		01整備局		44280.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		堀之内毅		橋村史香		岡嶋理功		鶴田賢司		福永陽平														石河雅典		78		0		78		0		78		0		80

		R02d		181420023		令和2年度大分港海岸施設概略設計		九州		01整備局		44280.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		堀之内毅		橋村史香		堤拓摩		岡嶋理功		鶴田賢司		加藤哲也		福永陽平										野里栄照		77		0		77		0		76		0		79

		R02d		181420024		令和2年度大分港海岸(津留地区)詳細設計		九州		01整備局		44273.0		（株）五省コンサルタント		00000064		建設コンサルタント等		東郷象次郎		中崎好希		中村真		小林泉一		明康隆		谷村浩二												久野敦史		79		0		79		0		78		0		80

		R02d		181420025		令和2年度大分港海岸(津留地区)修正設計		九州		01整備局		44273.0		協同エンジニアリング（株）		00000569		建設コンサルタント等		森京介		衛藤慎一郎		山田麻矢		水野満博		荒木健人		富安良一		松原恭博										芝辻保		78		0		78		0		78		0		80

		R02d		181420027		令和2年度大分港(大在西地区)岸壁(-9m)(耐震)細部設計外1件		九州		01整備局		44183.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		吉川慎一		村上巧一		山本龍		杉本有基		久野杏紗		高岡慶人		田守利充										西尾岳裕		79		0		79		0		78		0		77

		R02d		181420028		令和2年度大分空港滑走路改良実施設計外1件		九州		01整備局		44281.0		三井共同建設コンサルタント（株）		00000003		建設コンサルタント等		砂場博明		田谷和樹		山崎康生		羽田野遼		轟豊和		松本洋平		村上悦生		河野文俊								大森慎二郎		81		1		81		1		81		1		80

		R02d		181420031		令和2年度大分空港滑走路端安全区域基本設計外1件		九州		01整備局		44281.0		（株）オリエンタルコンサルタンツ		00000037		建設コンサルタント等		山口匡宏		星島輝空		小西圭介		阪井峻		根岸和憲		堀太成		和田誠一										樋口嘉章		77		0		77		0		77		0		77

		R02d		181420036		令和2年度大分空港エプロン拡張計画検討業務		九州		01整備局		44280.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		尾上正浩		市川常憲		後藤元樹		才治和朗		平野猛也														亀井慎一郎		77		0		77		0		77		0		77

		R02d		181420040		令和2年度大分港(大在西地区)岸壁(-9m)基本設計		九州		01整備局		44277.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		安田将人		丸井英明		小原陵		槙野公平		松原弘晃		宗本金吾												石本健治		77		0		77		0		77		0		77

		R02d		181420045		令和2年度大分空港用地造成(護岸改良)基本設計外1件		九州		01整備局		44284.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		古川元一		案浦侑己		加茂藍子		田中佳太		林利一														古田芳彦		79		0		79		0		79		0		79

		R02d		181420048		令和2年度大分港海岸(津留地区)修正設計(第2次)		九州		01整備局		44280.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		鶴田賢司		門間俊之		岡嶋理功		福永陽平																野里栄照		77		0		77		0		76		0		79

		R02d		181520008		令和2年度伊万里港港湾施設実施設計		九州		01整備局		44279.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		赤堀智幸		筬島隆司		那須常浩		吉田洋樹		山崎剛														川部知範		76		0		76		0		76		0		76

		R02d		181620013		令和2年度長崎港湾・空港整備事務所管内港湾施設実施設計外3件		九州		01整備局		44281.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		古川元一		案浦侑己		田中佳太		村上義和		林利一														横井和幸		79		0		79		0		78		0		77

		R02d		181620014		令和2年度佐世保港(前畑地区)建物等事前調査業務		九州		01整備局		44050.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		野々村匡史		小松大悟 コマツ ダイゴ		川合崇		西浦功		阿部浩次郎																77		0		77		0		79		0		-

		R02d		181620015		令和2年度長崎港係留施設施工検討業務		九州		01整備局		44225.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		川瀬将		安部和宏		伊藤大吾		永田享志		志村浩美		池田高則		済藤生真										新原力		77		0		77		0		79		0		77

		R02d		181620019		令和2年度長崎港湾・空港整備事務所管内港湾施設予備設計外1件		九州		01整備局		44281.0		（株）アルファ水工コンサルタンツ		00000066		建設コンサルタント等		堀江岳人		井鳥聖也		早川雄飛		岡本怜		鈴木彰		岡本侃大		平井豊規		橋本孝治		奥村広幸						坂本辰哉		78		0		78		0		78		0		75

		R02d		181620022		令和2年度長崎空港滑走路端安全区域施工検討業務		九州		01整備局		44274.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		川上雅彦		池田高則		福田睦久		済藤生真		川瀬将		菅野真弘												永田享志		77		0		77		0		77		0		77

		R02d		181620023		令和2年度長崎港船舶航行安全対策検討業務		九州		01整備局		44281.0		（社）西部海難防止協会		K001658016		建設コンサルタント等		小森田重寿		岩切康		白石喜代利																				76		0		76		0		74		0		-

		R02d		181620028		令和2年度長崎空港排水施設設計外1件		九州		01整備局		44274.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		清成竜太		山極政行		二見康友		大塚柚人		高木洋明		横山幹		成島正倫										青木逸人		76		0		76		0		75		0		75

		R02d		181719020		令和元年度有明海・八代海海域環境検討業務		九州		01整備局		44012.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		西土井誠		港絢子		宮崎秀秋		松山為時																		78		0		78		0		77		0		-

		R02d		181719037		令和元年度八代港(外港地区)事業損失調査業務		九州		01整備局		44043.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		野々村匡史		刈谷友紀		小松大悟		川合崇		阿部浩次郎														西浦功		77		0		77		0		77		0		77

		R02d		181720016		令和2年度熊本港湾・空港整備事務所管内港湾施設調査・設計業務		九州		01整備局		44274.0		（株）五省コンサルタント		00000064		建設コンサルタント等		小林泉一		永井良子		藤井金蔵		南正臣		浅田浩章		森智史												花田泰利		76		0		76		0		76		0		75

		R02d		181720017		令和2年度熊本港(夢咲島地区)防波堤(南)細部設計		九州		01整備局		44165.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		吉川慎一		杉本有基		田守利充		家村健吾		西尾岳裕		楠謙吾		桑原直範										岡部登		76		0		76		0		75		0		77

		R02d		181720020		令和2年度有明海・八代海海域環境検討業務		九州		01整備局		44281.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		西土井誠		港絢子		宮崎秀秋		長倉敏郎		松山為時																81		1		81		1		79		0		-

		R02d		181720026		令和2年度熊本港係留施設検討業務		九州		01整備局		44274.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		桑原直範		村上巧一		福島有加里		高岡慶人		家村健吾		平井俊之												西尾岳裕		80		1		80		1		80		1		77

		R02d		181720032		令和2年度有明海・八代海における官民連携漂流物情報収集方策検討業務		九州		01整備局		44281.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		宮崎秀秋		西土井誠		松山為時		高尾敏幸																		78		0		78		0		76		0		-

		R02d		181819001		平成31年度細島港監督等補助業務		九州		01整備局		44281.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		井上和久		谷川義彦																						77		0		77		0		77		0		-

		R02d		181819002		平成31年度宮崎港外施工状況確認等補助業務		九州		01整備局		44281.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		宗勇一																								79		0		79		0		79		0		-

		R02d		181820001		令和2年度宮崎港湾・空港整備事務所管内港湾施設実施設計		九州		01整備局		44274.0		（株）三洋コンサルタント		00000391		建設コンサルタント等		安部義美		河野光宏		早坂俊亮		松尾亜依		中藤和行		松原千恵		小野貴也		大岡弘樹								野上博光		78		0		78		0		78		0		85

		R02d		181820002		令和2年度宮崎空港用地造成外1件実施設計		九州		01整備局		44274.0		中電技術コンサルタント（株）		00000063		建設コンサルタント等		北出圭介		山根愛理		小橋力也		喜種将		橋本淳		眞田一磨		村上公亮		近藤良		宮本浩司						上田昭彦		78		0		78		0		78		0		77

		R02d		181820007		令和2年度宮崎空港耐震対策整備計画検討業務		九州		01整備局		44253.0		復建調査設計（株）		00000032		建設コンサルタント等		金子智之		坂口勇人		間貴春		岩井鉄平		木村康隆		西村俊明														78		0		78		0		76		0		-

		R02d		181820024		令和2年度細島港係留施設設計業務		九州		01整備局		44277.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		加藤哲也		門間俊之		堤拓摩		鶴田賢司		野里栄照		福永陽平												太田和彦		79		0		79		0		78		0		82

		R02d		181919038		令和元年度鹿児島港(中央港区)岸壁細部設計(第2次)		九州		01整備局		43930.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		加藤哲也		門間俊之		堤拓摩		太田和彦		鶴田賢司		福永陽平												野里栄照		79		0		79		0		79		0		80

		R02d		181919058		令和元年度指宿港海岸(湯の浜地区)細部設計外1件		九州		01整備局		43980.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		石本健治		丸井英明		小原陵		白木喜章		小野信幸		中村隆志		安田将人										久保龍造		78		0		78		0		76		0		68

		R02d		181919070		令和元年度鹿児島港(谷山二区)係留施設検討業務		九州		01整備局		44162.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		久保田崇仁		上原甲太郎		國里立紀		林利一																川嶋憲		79		0		79		0		79		0		77

		R02d		181920007		令和2年度指宿港海岸変形把握業務		九州		01整備局		44281.0		（株）新日本技術コンサルタント		00000259		建設コンサルタント等		結城要		米澤佳明		宮田恵太		内村泰智		宮下誠矢		平田洋士		鎌下直樹		東浩一		禧久伸男		村田祐						79		0		79		0		77		0		-

		R02d		181920008		令和2年度鹿児島港湾・空港整備事務所管内港湾施設実施設計外1件		九州		01整備局		44280.0		（株）五省コンサルタント		00000064		建設コンサルタント等		小林泉一		中村真		明康隆		東郷象次郎		藤井金蔵		谷村浩二												福嶋泰彦		79		0		79		0		78		0		79

		R02d		181920013		令和2年度指宿港海岸整備検討業務		九州		01整備局		44281.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		森晴夫		大村厚夫		森本悟司		峯村浩治		服部俊朗		高橋健												梶谷卓美		78		0		78		0		77		0		77

		R02d		181920013		令和2年度指宿港海岸整備検討業務		九州		01整備局		44281.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等				笠毛健生		小原陵		三宅崇智		白木喜章		小野信幸		中村隆志		石本健治										78		0		78		0		77		0		-

		R02d		181920016		令和2年度鹿児島港臨港道路整備(鴨池中央港区線)に係る営業調査等業務		九州		01整備局		44267.0		（株）孝栄設計コンサルタント		00004378		建設コンサルタント等		冨増耕介		妹尾英資		池田英樹																		川崎健祐		76		0		76		0		76		0		75

		R02d		181920027		令和2年度指宿港海岸における安全利用検討業務		九州		01整備局		44279.0		（社）日本マリーナ・ビーチ協会		K001709439		建設コンサルタント等		木下明		山下雅人		下本幸嗣		黒滝秀平		佐藤恒夫																78		0		78		0		75		0		-

		R02d		181920036		令和2年度鹿児島港(谷山二区)係留施設詳細設計		九州		01整備局		44267.0		（株）五省コンサルタント		00000064		建設コンサルタント等		小林泉一		久野敦史		北川航平		有働采冬		岩永将太朗														福嶋泰彦		79		0		79		0		80		1		82

		R02d		181920041		令和2年度指宿港海岸整備効果検討業務		九州		01整備局		44281.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		白井英一		花井健太		宮川駿也		鈴木一帆		榎本真久		宮本敏行														79		0		79		0		77		0		-

		R02d		182020004		令和2年度志布志港湾事務所管内港湾施設設計・検討業務		九州		01整備局		44280.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		内山一郎		橋爪陽平		大西智之		横山友一		山端俊也		川瀬友紀		坂本貴光		稲葉育祐		小池麻里						安野経治		79		0		79		0		76		0		77

		R02d		182119001		平成31年度関門航路施工状況確認等補助業務		九州		01整備局		44281.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		福田睦久		牟田邦雄		石橋弘康																				78		0		78		0		78		0		-

		R02d		182120014		令和2年度関門航路整備船舶安全管理業務		九州		01整備局		44190.0		（社）西部海難防止協会		K001658016		建設コンサルタント等		寺地孝		堀江泰		本田亮一		濱田大策		松永義憲																76		0		76		0		75		0		-

		R02d		182120031		令和2年度関門航路周辺船舶航行実態解析業務		九州		01整備局		44214.0		（株）ＭＯＬマリン		00007360		建設コンサルタント等		豊島伸匡		北澤文香		井手麻奈美		古賀一弥		北川樹李		小川裕介		三明薫		大竹祐一郎		生田陽一								77		0		77		0		76		0		-

		R02d		182120041		令和2年度関門航路通航船舶貨物把握整理業務		九州		01整備局		44183.0		（株）五省コンサルタント		00000064		建設コンサルタント等		國友七郎		渡邉翔太		右田健二		藤井金蔵																		79		0		79		0		79		0		-

		R02d		182120046		令和2年度関門航路整備効果検討業務		九州		01整備局		44280.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		白井英一		花井健太		宮川駿也		鈴木一帆		榎本真久		宮本敏行														78		0		78		0		78		0		-

		R02d		182220002		令和2年度潮流・波浪実験場建屋外壁修繕工事監理業務		九州		01整備局		44103.0		（株）傳設計		00174038		建設コンサルタント等		藤田明大		田邊健吾		林田真知																				75		0		75		0		75		0		-

		R02d		182220003		令和2年度九州地方整備局管内作業船維持整備技術検討業務		九州		01整備局		44286.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		菊池俊雄		花田龍二		長崎義男		友田伸明		伊井清則		百合本隆		白井制治		矢野博文								山中光雄		75		0		75		0		75		0		75

		R02d		182220004		令和2年度港湾施設の設計条件等検討業務		九州		01整備局		44274.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		春日井康夫		田所篤博		峯村浩治		山崎浩之		服部俊朗		山本浩之		本田浩隆										梶谷卓美		80		1		80		1		82		1		82

		R02d		182220004		令和2年度港湾施設の設計条件等検討業務		九州		01整備局		44274.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等				森谷拓実		大竹剛史		大崎佑也		山田貴裕		小野信幸		中村隆志		原信彦		石本健治								80		1		80		1		82		1		-

		R02d		182220004		令和2年度港湾施設の設計条件等検討業務		九州		01整備局		44274.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等				案浦侑己		加茂藍子		田中佳太		久保田崇仁		横井和幸		林利一		古川元一		川嶋憲								80		1		80		1		82		1		-

		R02d		182220004		令和2年度港湾施設の設計条件等検討業務		九州		01整備局		44274.0		（財）日本気象協会		00004942		建設コンサルタント等				君塚政文		鈴木隆宏		園田彩乃		宇都宮好博		大西健二		窪田和彦		内田洋平		松浦邦明								80		1		80		1		82		1		-

		R02d		182220006		令和2年度大分港海岸改良技術資料作成検討業務		九州		01整備局		44274.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		大村厚夫		峯村浩治		山崎浩之		服部俊朗		本田浩隆																78		0		78		0		77		0		-

		R02d		182220011		令和2年度管内技術課題検討業務		九州		01整備局		44281.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		山崎浩之		海老名正裕		佐藤昌宏		服部俊朗		本田浩隆		海田翔平		宮崎祥一										梶谷卓美		80		1		80		1		77		0		74

		R02d		182220012		令和2年度大規模地震時における係留施設の使用可否判定方策検討業務		九州		01整備局		44253.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		服部俊朗		細井晶弘		高橋健		森晴夫																		81		1		81		1		79		0		-

		R02d		182220012		令和2年度大規模地震時における係留施設の使用可否判定方策検討業務		九州		01整備局		44253.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等				山本龍		高岡慶人		竹内麻衣子		曽根照人		森本睦		大利公二												81		1		81		1		79		0		-

		R02d		182220016		令和2年度海洋環境整備船建造資料作成業務		九州		01整備局		44274.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		加藤英夫		亀井修		上坂賢三		矢野博文		野村剛		山中光雄		澤明		百合本隆		前田武						中島武男		78		0		78		0		77		0		72

		R02d		182220020		令和2年度潮位観測データ解析・信頼性確認検討業務		九州		01整備局		44270.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		鈴山勝之		田中陽二		仲井圭二		田中聡		村瀬博一																76		0		76		0		75		0		-

		R02d		400120001		管内技術審査補助業務		沖縄		02沖総局		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		金城徹		金城邦宏		知花栄		小橋川共光		伊佐広正		嶺井孝泉		宮城武弘		小川哲功								金城徹		79		0		79		0		79		0		-

		R02d		400120002		管内水中部施工状況確認業務		沖縄		02沖総局		44281.0		（社）日本潜水協会		00010151		建設コンサルタント等		秋山恵一																								77		0		77		0		77		0		-

		R02d		400120003		港湾整備等に係る沿岸気象海象情報及び波浪等予測情報提供業務		沖縄		02沖総局		44286.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		鈴木善光		守屋正平		内田裕之		山本浩之		山崎浩之																78		0		78		0		79		0		-

		R02d		400120004		那覇空港滑走路増設環境保全検討業務		沖縄		02沖総局		44285.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等				新宅航平		菅野絵理		柳原和彦		斎藤信之		鳥居高志														79		0		79		0		78		0		-

		R02d		400120004		那覇空港滑走路増設環境保全検討業務		沖縄		02沖総局		44285.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		首藤啓		渡辺健太郎		守屋良美		山鹿典子		具志良太																79		0		79		0		78		0		-

		R02d		400120005		地域特性を考慮した海岸保全施設の老朽化対策手法等検討調査業務		沖縄		02沖総局		44253.0		（社）日本マリーナ・ビーチ協会		K001709439		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		山下雅人		木下明		下本幸嗣		黒滝秀平		佐藤恒夫																75		0		75		0		73		0		-

		R02d		400120008		沖縄の物流戦略検討調査		沖縄		02沖総局		44281.0		八千代エンジニヤリング（株）		00000123		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		兼古英明		住澤亮		伊藤果穂		岸本平嗣																佐藤環		75		0		75		0		74		0		74

		R02d		400120008		沖縄の物流戦略検討調査		沖縄		02沖総局		44281.0		（株）ＭＯＬマリン		00007360		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ				北川樹李		酒井直美		楯由香利		福留聖司		生田陽一														75		0		75		0		74		0		-

		R02d		401019003		中城湾港発注補助業務		沖縄		02沖総局		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		崎間敏男		金城邦宏		金城健		幸地博																伊禮透		80		1		80		1		80		1		-

		R02d		401019004		中城湾港監督補助業務		沖縄		02沖総局		44286.0		（株）レキオコンサルタント		00008771		建設コンサルタント等		湧川智		石橋睦巳		与座茂一		儀間良太		山城多持		八木海雄														79		0		79		0		80		1		-

		R02d		401019009		那覇港発注補助業務		沖縄		02沖総局		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等 ケンセツ ナド		崎間敏男		城間隆男		金城健		伊禮貞治		永吉真作		新城茂		宮城邦昭										中村勇		78		0		78		0		78		0		-

		R02d		401019010		那覇港監督補助業務		沖縄		02沖総局		44286.0		（株）レキオコンサルタント		00008771		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		湧川智		大城英之		儀間良太		友利正樹		具志元		山城多持		奥間和紀												78		0		78		0		78		0		-

		R02d		401019033		中城湾港施工検討外１件業務		沖縄		02沖総局		43938.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		三浦健悟		岡本英久		岡崎健		鈴木信夫		大久保陽介														石河雅典		81		1		81		1		81		1		80

		R02d		401019034		那覇空港排水工改良外１件実施設計業務		沖縄		02沖総局		44286.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		佐藤誠一		南雲祐一郎		横山伸幸		酒本真先		加藤倫平		小谷拓		清成竜太		天谷徹男		菱山義規						成島正倫		80		1		80		1		80		1		81

		R02d		401019044		那覇港（新港ふ頭地区）岸壁詳細設計業務		沖縄		02沖総局		44012.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		鈴木信夫		岡本英久		豊間根汐里		瀬良敬二		大家隆行		加藤哲也		大久保陽介		上出竜司		三井亨保						三浦健悟		77		0		77		0		75		0		80

		R02d		401019055		那覇港臨港道路渋滞対策検討業務		沖縄		02沖総局		44004.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		鈴木信夫		末永雄一		小野市春																		三浦健悟		77		0		77		0		75		0		80

		R02d		401019073		那覇港臨港道路（橋梁）詳細設計業務（その２）		沖縄		02沖総局		44279.0		（株）ホープ設計		00005248		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		神谷信賢		宇地原崇夫		高本寛之		崎原盛伍		大見謝秀樹		我那覇忠男		島袋嘉博		田場邦男		宮城正						親泊宏		83		1		83		1		83		1		82

		R02d		401019088		那覇港（那覇ふ頭地区）臨港道路（空港線）維持管理検討業務		沖縄		02沖総局		43987.0		（株）オリエンタルコンサルタンツ		00000037		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		粟田泰紀		北川知輝		坂上竜也		徳山英二		城戸哲哉		宇都宮毅												出本剛史		78		0		78		0		77		0		82

		R02d		401019120		沖縄管内における高波等に関する波浪推算検討業務		沖縄		02沖総局		44286.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		春日井康夫		海老名正裕		大村厚夫		鈴木善光		古澤達也		井上吉弘												梶谷卓美		79		0		79		0		79		0		79

		R02d		401019120		沖縄管内における高波等に関する波浪推算検討業務		沖縄		02沖総局		44286.0		（財）日本気象協会		00004942		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ				君塚政文		鈴木隆宏		米田彩乃		宇都宮好博														松浦邦明		79		0		79		0		79		0		79

		R02d		401019124		沖縄管内港湾施設機能検討業務		沖縄		02沖総局		44274.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		久保田崇仁		田端優憲		案浦侑己		中村秀一		古川元一		田中和広		安部浩史		山部道		清水建一朗						川嶋憲		84		1		84		1		84		1		83

		R02d		401019124		沖縄管内港湾施設機能検討業務		沖縄		02沖総局		44274.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ				海老名正裕		岩崎和弘																				84		1		84		1		84		1		-

		R02d		401019124		沖縄管内港湾施設機能検討業務		沖縄		02沖総局		44274.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ				福井秀平		真期俊行		横山茂生		田中次人		曽根照人		楠謙吾		野々村さやか		佐藤広章								84		1		84		1		84		1		-

		R02d		401019124		沖縄管内港湾施設機能検討業務		沖縄		02沖総局		44274.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ				森谷拓実		小原陵		田中聡		宗本金吾		中村隆志		原信彦		石本健治		安田将人								84		1		84		1		84		1		-

		R02d		401020011		那覇空港監督補助業務		沖縄		02沖総局		44286.0		（株）レキオコンサルタント		00008771		建設コンサルタント等		大濱用太郎		上原真也		山城多持		安仁屋宗剛		譜久山輝明		比嘉茂														77		0		77		0		77		0		-

		R02d		401020013		那覇空港発注補助業務		沖縄		02沖総局		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		澤木裕紀		佐久田朝秀		山城進		伊藝壽剛																定久辰也		81		1		81		1		81		1		-

		R02d		401020017		那覇港水質監視調査業務		沖縄		02沖総局		44280.0		（株）沖縄環境科学研究所		00006630		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		平良栄康		高柳圭吾		武村佳哉		三原正法																		75		0		75		0		73		0		-

		R02d		401020018		中城湾港環境整備検討業務		沖縄		02沖総局		44286.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		首藤啓		港絢子		渡辺健太郎		山鹿典子		具志良太																79		0		79		0		78		0		-

		R02d		401020019		中城湾港施工検討外１件業務		沖縄		02沖総局		44286.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		三浦健悟		瀬良敬二		鈴木信夫		大久保陽介																		77		0		77		0		75		0		-

		R02d		401020020		中城湾港事業化検討業務		沖縄		02沖総局		44286.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		西村壮介		牧野綾		福井秀平		久米俊治		濱明日香		岡部登		佐藤広章												80		1		80		1		78		0		-

		R02d		401020021		那覇空港サンゴ調査業務		沖縄		02沖総局		44265.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ				瀬戸文久		小谷和彦																				80		1		80		1		79		0		-

		R02d		401020021		那覇空港サンゴ調査業務		沖縄		02沖総局		44265.0		（株）イーエーシー		00000491		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		木村英彰		眞武明生		久保宗賢		千葉澄夫		粂正幸																80		1		80		1		79		0		-

		R02d		401020022		那覇空港海藻草類調査業務		沖縄		02沖総局		44274.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		田端重夫		新宅航平		池原浩太		菅野絵理		青山光		杉本嵩臣		青木航		毛塚大輔		鳥居高志								80		1		80		1		79		0		-

		R02d		401020023		中城湾港環境監視調査業務		沖縄		02沖総局		44286.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		中西喜栄		石森博雄		新宅航平		青木航		平中晴朗		毛塚大輔		松下訓		佐藤泰夫										81		1		81		1		82		1		-

		R02d		401020024		中城湾港環境監視調査業務（その２）		沖縄		02沖総局		44286.0		（財）沖縄県環境科学センター		00004086		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		佐川鉄平		青山夕貴子		三部碧		小澤宏之		風岡雅輝		山本拓良		小笠原敬		長井隆		岩村俊平								83		1		83		1		84		1		-

		R02d		401020025		中城湾港環境監視調査業務（その３）		沖縄		02沖総局		44286.0		（株）沖縄環境保全研究所		00000205		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		砂辺理		佐々木壮		八木洋史		白木一太朗		永澤拓也		新垣渚		黒島開		安仁屋真勝								角一人		79		0		79		0		79		0		80

		R02d		401020026		中城湾港地形変化調査検討業務		沖縄		02沖総局		44286.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		黒木敬司		岡田亘		眞喜志一		大崎佑也		上原勝一		片野明良														82		1		82		1		80		1		-

		R02d		401020027		那覇空港環境監視調査業務		沖縄		02沖総局		44253.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		小谷和彦		瀬戸文久		石原宏二																				80		1		80		1		79		0		-

		R02d		401020027		那覇空港環境監視調査業務		沖縄		02沖総局		44253.0		（株）イーエーシー		00000491		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ				西村雄貴		水野拓		木村英彰		青柳克		東誠一郎														80		1		80		1		79		0		-

		R02d		401020037		那覇港外施工歩掛等調査業務		沖縄		02沖総局		44286.0		（財）建設物価調査会		00005722		建設コンサルタント等 ケンセツ ナド		岩崎靖弘		日下知之																						78		0		78		0		79		0		-

		R02d		401020041		新技術活用システム登録等支援業務		沖縄		02沖総局		44253.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		鈴木信夫		大家隆行		三浦健悟		大久保陽介																		78		0		78		0		78		0		-

		R02d		401020060		那覇港（那覇ふ頭地区）臨港道路（空港線）設備実施設計業務		沖縄		02沖総局		44274.0		（株）オリエンタルコンサルタンツ		00000037		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		粟田泰紀		北川知輝		坂上竜也		木村壮陽		盛郁子		宇都宮毅												大竹省吾		79		0		79		0		79		0		78

		R02d		401020062		那覇港整備検討業務		沖縄		02沖総局		44286.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等 ケンセツ ナド		鈴木信夫		木村祐太		岡田万由子		黒川一志		三浦健悟		大久保陽介												北田彰久		74		0		74		0		75		0		77

		R02d		401020063		那覇港施工検討業務		沖縄		02沖総局		44274.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		荒木英二		新原力		金城健		永田享志		知念栄		志村浩美		川上雅彦		三木隆之								加藤利弘		80		1		80		1		79		0		78

		R02d		401020075		那覇空港護岸浸水対策等検討業務		沖縄		02沖総局		44281.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		田中聡		森谷拓実		川崎貴之		中村隆志		高橋由浩		原信彦												石本健治		81		1		81		1		77		0		74

		R02d		401020075		那覇空港護岸浸水対策等検討業務		沖縄		02沖総局		44281.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ				金子大介		永松宏一		田中和広																		81		1		81		1		77		0		-

		R02d		401020075		那覇空港護岸浸水対策等検討業務		沖縄		02沖総局		44281.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ				竹井義博		片柳敦喜		後藤元樹		久野了史																81		1		81		1		77		0		-

		R02d		401020075		那覇空港護岸浸水対策等検討業務		沖縄		02沖総局		44281.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ				海老名正裕		大村厚夫		鈴木善光																		81		1		81		1		77		0		-

		R02d		401020084		那覇港臨港道路上部工劣化調査業務		沖縄		02沖総局		44286.0		（株）オリエンタルコンサルタンツ		00000037		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		田中樹由		黒川直哉																						78		0		78		0		78		0		-

		R02d		401020087		潮位観測データ信頼性確認検討業務		沖縄		02沖総局		44253.0		（社）海洋調査協会		00009906		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ				山口晶敬		安立重昭																				77		0		77		0		76		0		-

		R02d		401020087		潮位観測データ信頼性確認検討業務		沖縄		02沖総局		44253.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		竹内一浩		小池克征		石水秀延																				77		0		77		0		76		0		-

		R02d		401020091		那覇空港構内道路等実施設計業務		沖縄		02沖総局		44286.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		山本智弘		山田勝志		日向隆裕		三浦健悟		後藤寛		帆足雄二												高岡英伸		78		0		78		0		76		0		77

		R02d		401119002		平良港発注補助業務		沖縄		02沖総局		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		崎間敏男		金城健		伊佐広正		宮城邦昭		伊禮貞治		崎間敏男												前原隆		81		1		81		1		81		1		-

		R02d		401119003		平良港品質監視等補助業務		沖縄		02沖総局		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		崎間敏男		比嘉正巳		前原隆																				81		1		81		1		81		1		-

		R02d		401119011		平良港（漲水地区）岸壁（ー１０ｍ）（防波堤外）構造検討外２件業務		沖縄		02沖総局		43997.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		鈴木信夫		岡本英久		重信兼史		大久保陽介																三浦健悟		80		1		80		1		80		1		80

		R02d		401119019		平良港維持管理計画書作成業務		沖縄		02沖総局		43997.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		鈴木信夫		岡本英久		重信兼史		三浦健悟		大久保陽介																79		0		79		0		79		0		-

		R02d		401120006		平良港環境監視調査業務		沖縄		02沖総局		44286.0		（株）沖縄環境保全研究所		00000205		建設コンサルタント等		砂辺理		安次嶺要		佐々木壮		本田龍太郎		名城仁詞		安仁屋真勝		角一人		金城直樹										83		1		83		1		84		1		-

		R02d		401120007		平良港（漲水地区）岸壁（ー１０ｍ）（防波堤外）実施設計外２件業務		沖縄		02沖総局		44285.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		鈴木信夫		瀬良敬二		大家隆行		加藤哲也		大久保陽介														三浦健悟		81		1		81		1		82		1		80

		R02d		401120016		平良港事業評価検討業務		沖縄		02沖総局		44286.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		西村壮介		牧野綾		久米俊治		濱明日香		佐藤広章																79		0		79		0		78		0		-

		R02d		401120018		平良港（下崎地区）係留施設細部設計業務		沖縄		02沖総局		44285.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		安田将人		團村肇		小原陵		槙野公平		松原弘晃		宗本金吾		中村隆志		高橋由浩		倉持雅彦						石本健治		83		1		83		1		83		1		80

		R02d		401120020		平良港みなとカメラ設置検討業務		沖縄		02沖総局		44267.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		上野雅明		森田雅裕		八木英紀																				78		0		78		0		77		0		-

		R02d		401219019		竹富南航路保全計画検討業務		沖縄		02沖総局		44012.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		西土井誠		森谷粒志		渡辺健太郎		生巣武		首藤啓																78		0		78		0		78		0		-

		R02d		401220013		石垣港船舶航行安全管理業務		沖縄		02沖総局		44286.0		（社）西部海難防止協会		K001658016		建設コンサルタント等		上鵜瀬啓二		糸数竹進		津波古譲治		友利忠彦		小森田重寿		本間睦裕														78		0		78		0		78		0		-

		R02d		401220015		石垣港事業効果検討業務		沖縄		02沖総局		44281.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		西村壮介		牧野綾		久米俊治		濱明日香		佐藤広章														吉川慎一		79		0		79		0		77		0		80

		R02d		401220023		竹富南航路保全計画検討業務		沖縄		02沖総局		44279.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		首藤啓		渡辺健太郎		山鹿典子		具志良太		高尾敏幸																77		0		77		0		75		0		-

		R02d		190120001		港湾情報処理システム高度化等検討業務		国総研		03国総研		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		井野洋		幸田毅彦		加納丈司		室屋聡智		西岡護		澤田博道		元木誠		藤田浩司		伊藤秀敏								78		0		78		0		76		0		-

		R02d		190120002		全国港湾海洋波浪情報網観測情報システム稼働状況等検討業務		国総研		03国総研		44286.0		（財）日本気象協会		00004942		建設コンサルタント等		前田正裕		村山貴彦		石川大樹		福田ちはる																		76		0		76		0		75		0		-

		R02d		190120003		船舶損料及び稼働状況等調査業務		国総研		03国総研		44274.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		荒木英二		新原力		幸田毅彦		志村浩美		加藤利弘		嶋田和美														76		0		76		0		76		0		-

		R02d		190120004		港湾工事積算支援機能改良業務		国総研		03国総研		44284.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		奥野一暢		兵頭武志		幸田毅彦		澤田博道		阿部雅彦																75		0		75		0		74		0		-

		R02d		190120005		全国港湾海洋波浪情報網観測情報システム基本設計業務		国総研		03国総研		44255.0		（財）日本気象協会		00004942		建設コンサルタント等		前田正裕		村山貴彦		石川大樹		福田ちはる																		75		0		75		0		74		0		-

		R02d		190120006		維持管理情報データベース改良検討業務		国総研		03国総研		44271.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		井野洋		兵頭武志		加納丈司		室屋聡智		澤田博道		元木誠														76		0		76		0		76		0		-

		R02d		190120008		港湾情報処理システム機能改良業務		国総研		03国総研		44281.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		西岡護		幸田毅彦		西口佳之		井野洋		加納丈司		室屋聡智		澤田博道		元木誠		藤田浩司								79		0		79		0		78		0		-

		R02d		190120009		港湾工事施工歩掛実態調査等業務		国総研		03国総研		44274.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		島田伊浩		高山和敏		藤井伸之		小黒章二																		73		0		73		0		71		0		-

		R02d		190120010		船舶および機械製造修理工事積算基準検討業務		国総研		03国総研		44253.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		島田伊浩		高山和敏		藤井伸之																				72		0		72		0		69		0		-

		R02d		190120011		港湾工事労務費調査等業務		国総研		03国総研		44274.0		（財）経済調査会		00005711		建設コンサルタント等		三科正和		竹内伸夫		高橋徹也		加藤久乃		三輪幸一																75		0		75		0		74		0		-

		R02d		190219001		港湾の事業継続計画(港湾BCP)のあり方に関する検討業務		国総研		03国総研		43980.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		上野雅明		西見裕司		上野雅明		森田雅裕		佐藤敬		小谷野喜二														76		0		76		0		76		0		-

		R02d		190219014		海域の底質改善に利用する材料の化学動態に関する検討業務		国総研		03国総研		43930.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		酒井康彦		大久保豊		小玉一哉		澤井淳		佐才秀平		久米智久														79		0		79		0		79		0		-

		R02d		190220001		東京湾における海生生物の生息場間の移動に関する検討業務		国総研		03国総研		44183.0		復建調査設計（株）		00000032		建設コンサルタント等		三戸勇吾		大西晃輝		金子航		増田孝文		萩野裕朗		菅野孝則														77		0		77		0		75		0		-

		R02d		190220002		機械学習を用いた3次元流体解析モデルに関する検討業務		国総研		03国総研		44193.0		みずほ情報総研（株）		00001761		建設コンサルタント等		荒木和博		筧雅行		吉村英人		高橋昌伸																		83		1		83		1		82		1		-

		R02d		190220003		沿岸域の環境価値の定量化に関する検討業務		国総研		03国総研		44186.0		復建調査設計（株）		00000032		建設コンサルタント等		三戸勇吾		大西晃輝		金子航		増田孝文		五十嵐厚夫		菅野孝則		高田圭太												79		0		79		0		78		0		-

		R02d		190220004		陸上発生土の海域の環境改善への利用に関する検討業務		国総研		03国総研		44253.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		大久保豊		久保田通代		小玉一哉		粟田智		澤井淳		久米智久		戸田美沙												80		1		80		1		80		1		-

		R02d		190220005		港湾における施設の設計・管理に関する課題検討業務		国総研		03国総研		44286.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		大村厚夫		岩崎和弘		細井晶弘		鈴木善光		田所篤博		遠藤敏雄														75		0		75		0		79		0		-

		R02d		190220005		港湾における施設の設計・管理に関する課題検討業務		国総研		03国総研		44286.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等				樋口直人		田中陽二		マナワセカラチャトラ		田中聡		鈴山勝之		原信彦		石本健治										75		0		75		0		79		0		-

		R02d		190220006		陰イオン界面活性剤の分解に関する検討業務		国総研		03国総研		44253.0		（株）東京久栄		00001626		建設コンサルタント等		萩野裕基		新井功		佐藤誠浩		高伏剛		神尾光一郎		浄土真佐実		矢代幸太郎												79		0		79		0		77		0		-

		R02d		190220007		UAV・AIを活用した港湾施設の点検・診断システム改良検討業務		国総研		03国総研		44281.0		（株）パスコ		00000067		建設コンサルタント等		小関真征		後藤敏光		林大貴		夫津木亮介		芳倉勝治		金井憲一		門田寛		福島庸介										78		0		78		0		76		0		-

		R02d		190220009		コンテナの漂流対策および耐風対策に関する検討業務		国総研		03国総研		44277.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		長谷川巌		久保田徹		小沼慎司		宮里一郎		石本健治																74		0		74		0		72		0		-

		R02d		190319017		台風等に伴う高潮等によるコンテナターミナルの被害原因等に関する基礎検討業務		国総研		03国総研		43951.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		神野竜之介		岡田万由子		飯田進史		北田彰久		荒木大志																76		0		76		0		69		0		-

		R02d		190320001		港湾施設の海外設計実務調査・比較設計検討業務		国総研		03国総研		44274.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		佐藤昌宏		細井晶弘		山本修司		森晴夫		秋山斉		本田浩隆		國田淳												83		1		83		1		82		1		-

		R02d		190320002		港湾空港分野における環境物品等の利用の促進・拡大に関する検討業務		国総研		03国総研		44169.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等				藤井清香		酒井康彦		泉伸司																		78		0		78		0		77		0		-

		R02d		190320002		港湾空港分野における環境物品等の利用の促進・拡大に関する検討業務		国総研		03国総研		44169.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		森晴夫		海老名正裕		大村厚夫		海田翔平		田所篤博																78		0		78		0		77		0		-

		R02d		190320003		効率的な荷役機械に対応したコンテナターミナルの規模設定に関する調査業務		国総研		03国総研		44253.0		（社）港湾荷役機械システム協会		00009978		建設コンサルタント等		野口仁志		白石哲也																						77		0		77		0		76		0		-

		R02d		190320004		港湾分野における情報通信技術等の活用促進・拡大に関する検討業務		国総研		03国総研		44277.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		小黒章二		藤井伸之																						79		0		79		0		76		0		-

		R02d		190320004		港湾分野における情報通信技術等の活用促進・拡大に関する検討業務		国総研		03国総研		44277.0		八千代エンジニヤリング（株）		00000123		建設コンサルタント等				金谷実		佐島裕也		木山芙美		新井勇次		沼田太郎		山岡淳												79		0		79		0		76		0		-

		R02d		190320004		港湾分野における情報通信技術等の活用促進・拡大に関する検討業務		国総研		03国総研		44277.0		（株）パスコ		00000067		建設コンサルタント等				芳倉勝治		小関真征		牧本貴夫		福島庸介		日吉昌史		二木あさ子												79		0		79		0		76		0		-

		R02d		190320005		既存港湾施設の有効活用に関する情報提供システムの拡大検討業務		国総研		03国総研		44253.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		佐々木信和		大崎雄治		池内正俊		島村徹仙		森暁雄																78		0		78		0		75		0		-

		R02d		190320006		外貿コンテナ貨物の港湾・経路選択モデルの構造検討業務		国総研		03国総研		44253.0		セントラルコンサルタント（株）		00000028		建設コンサルタント等		伊東弘人		西田敦史		西岡昌哉		西谷真洋																		77		0		77		0		76		0		-

		R02d		190320007		港湾空港等事業の公共調達に関する調査業務		国総研		03国総研		44279.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		小黒章二		高山和敏		藤井伸之		入部忠道																		78		0		78		0		74		0		-

		R02d		190320008		コンテナターミナルの利用率・沖待ち状況の把握手法高度化検討業務		国総研		03国総研		44253.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		高橋宏直		高尾敏幸																						78		0		78		0		75		0		-

		R02d		190320009		クルーズ旅客の訪問地別消費額把握手法検討調査業務		国総研		03国総研		44186.0		セントラルコンサルタント（株）		00000028		建設コンサルタント等		西田敦史		西岡昌哉		伊東弘人		西谷真洋																		76		0		76		0		75		0		-

		R02d		190320010		係船曲柱の設計法・基本仕様等に関する検討業務		国総研		03国総研		44253.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		尾崎竜三		勝俣優		大角和輝		西原大晴		小田隼也		村上裕宣														77		0		77		0		76		0		-

		R02d		190320011		コンテナターミナルの各施設の浸水深・風速に応じた被害形態・復旧時間・復旧コストの評価手法等の基礎的検討業務		国総研		03国総研		44274.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		神野竜之介		的場萌実		岩堀英明		木村祐太		田中健也		嶋田宏														78		0		78		0		77		0		-

		R02d		190320012		港湾構造物の耐震設計および設計入力地震動の合理化に関する検討業務		国総研		03国総研		44274.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		山田雅行		森田真弘		江口拓生		藤野義範		中村友紀恵		羽田浩二		曽根照人		八木悟		桑原直範								80		1		80		1		79		0		-

		R02d		190320013		港湾分野における浚渫データの効率的なノイズ処理に関する検討業務		国総研		03国総研		44274.0		（株）パスコ		00000067		建設コンサルタント等		小関真征		上甲健		鈴木智晶		近藤雅之		福島庸介		日吉昌史		二木あさ子												78		0		78		0		76		0		-

		R02d		190320014		港湾分野におけるICT機器等新技術の適用検討業務		国総研		03国総研		44281.0		（社）海洋調査協会		00009906		建設コンサルタント等		安立重昭		矢下忠彦		伊藤直和		山口晶敬		上濱暉男																72		0		72		0		70		0		-

		R02d		190320015		港湾における浸水深・風速に応じたクレーン及び受変電所等の被害形態・復旧時間・復旧コストの評価手法の基礎的検討業務		国総研		03国総研		44274.0		（社）港湾荷役機械システム協会		00009978		建設コンサルタント等		増田勝人																								77		0		77		0		75		0		-

		R02d		190419011		GSEの軌跡分析・現況再現シミュレーション実施調査業務		国総研		03国総研		43971.0		（株）三菱総合研究所		00001994		建設コンサルタント等		磯野文暁		サーヴェドラネアントロ		磯江麻里		佐藤賢																		77		0		77		0		75		0		-

		R02d		190420001		空港土木工事積算システム機能改良業務		国総研		03国総研		44284.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		澤田博道		幸田毅彦		奥野一暢		佐藤光博		阿部雅彦																79		0		79		0		78		0		-

		R02d		190420002		空港災害時の運航・旅客滞留等に関する検討調査業務		国総研		03国総研		44253.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等				熊澤将之		清水啓																				80		1		80		1		78		0		-

		R02d		190420002		空港災害時の運航・旅客滞留等に関する検討調査業務		国総研		03国総研		44253.0		（株）シオ政策経営研究所		00004074		建設コンサルタント等		中神啓介		西崎英治																						80		1		80		1		78		0		-

		R02d		190420003		空港舗装に用いる常温及び加熱アスファルト混合物に関する調査業務		国総研		03国総研		44181.0		グリーン・コンサルタント（株）		00003963		建設コンサルタント等		馬場良輔		飯田隆紀		松村和史		松澤宏朗		黒澤伸治		石川健一														74		0		74		0		74		0		-

		R02d		190420004		航空需要予測手法改善検討調査業務		国総研		03国総研		44253.0		（株）三菱総合研究所		00001994		建設コンサルタント等		大石礎		清水春来		磯野文暁																				80		1		80		1		76		0		-

		R02d		190420005		GSE軌跡分析・現況再現シミュレーション実施調査業務		国総研		03国総研		44286.0		（株）三菱総合研究所		00001994		建設コンサルタント等		磯野文暁		サーヴェドラネアントロ		磯江麻里		佐藤賢																		74		0		74		0		75		0		-

		R02d		190420006		空港施設CALSシステム機能改良及び帳票管理システム構築調査検討業務		国総研		03国総研		44253.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		幸田毅彦		井野洋		室屋聡智																				77		0		77		0		73		0		-

		R02d		190420007		空港請負工事施工実態調査解析等業務		国総研		03国総研		44274.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		佐藤光博		伊藤大吾		佐藤佳行		大木秀雄		菅野真弘																79		0		79		0		78		0		-

		R02d		190420008		空港舗装巡回等点検システム機能改良検討業務		国総研		03国総研		44253.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		幸田毅彦		井野洋		室屋聡智																				75		0		75		0		73		0		-

		R02d		190420009		空港土木施設施工基準等検討業務		国総研		03国総研		44278.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		猿渡守		伊藤大吾		佐藤佳行		大木秀雄		菅野真弘																79		0		79		0		76		0		-

		R02d		190420010		空港土木施設点検ドローン活用検討業務		国総研		03国総研		44180.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		藤生孝典		井上靖志		二見康友		奥田浩季		村上陸																79		0		79		0		76		0		-

		R02d		190420011		自動運転空港除雪車両の導入に関する基礎調査業務		国総研		03国総研		44286.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		藤生孝典		山村優佳		藤村幸大		神林翠																		82		1		82		1		81		1		-

		R02d		190420012		空港アスファルト舗装の構造評価及び経年劣化に関する調査業務		国総研		03国総研		44286.0		ティーアール・コンサルタント（株）		00005705		建設コンサルタント等		久野晃弘		菅原信吉		中村太郎		鈴木潤也		吉原昌貴																81		1		81		1		80		1		-

		R02d		190420013		空港舗装の構造設計法改訂に関する調査業務		国総研		03国総研		44272.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		藤生孝典		山極政行		山村優佳		清成竜太																		78		0		78		0		79		0		-

		R02d		190420014		空港整備事業の評価手法検討業務		国総研		03国総研		44286.0		（株）三菱総合研究所		00001994		建設コンサルタント等		牧浩太郎		松井京子		磯野文暁		大石礎																		75		0		75		0		70		0		-





評価見直し（案）

																見直し（案）表彰を10点→4点に見直した場合 ミナオ アン ヒョウショウ テン テン ミナオ バアイ												見直し（案）表彰を10点→8点に見直した場合 ミナオ アン ヒョウショウ テン テン ミナオ バアイ												見直し（案）表彰を10点→6点に見直した場合 ミナオ アン ヒョウショウ テン テン ミナオ バアイ

				現行 ゲンコウ																																																見直し（案）※表彰配点を変更しない場合 ミナオ アン ヒョウショウ ハイテン ヘンコウ バアイ

				請負業務平均成績点 ウケオイ ギョウム ヘイキン セイセキ テン		評価点 ヒョウカテン										請負業務平均成績点 ウケオイ ギョウム ヘイキン セイセキ テン		評価点 ヒョウカテン										請負業務平均成績点 ウケオイ ギョウム ヘイキン セイセキ テン		評価点 ヒョウカテン										請負業務平均成績点 ウケオイ ギョウム ヘイキン セイセキ テン		評価点 ヒョウカテン										請負業務平均成績点 ウケオイ ギョウム ヘイキン セイセキ テン		評価点 ヒョウカテン

						公募型・簡易公募型プロポーザル
標準型（価格：技術＝１：３） コウボガタ カンイ コウボガタ ヒョウジュン ガタ カカク ギジュツ		標準型（価格：技術＝１：３）
チャレンジ型 ヒョウジュン ガタ カカク ギジュツ ガタ		標準型（価格：技術＝１：２）
簡易型（価格：技術＝１：１） カンイ		標準型（価格：技術＝１：２）
簡易型（価格：技術＝１：１）
チャレンジ型 カンイ ガタ						公募型・簡易公募型プロポーザル
標準型（価格：技術＝１：３） コウボガタ カンイ コウボガタ ヒョウジュン ガタ カカク ギジュツ		標準型（価格：技術＝１：３）
チャレンジ型 ヒョウジュン ガタ カカク ギジュツ ガタ		標準型（価格：技術＝１：２）
簡易型（価格：技術＝１：１） カンイ		標準型（価格：技術＝１：２）
簡易型（価格：技術＝１：１）
チャレンジ型 カンイ ガタ						公募型・簡易公募型プロポーザル
標準型（価格：技術＝１：３） コウボガタ カンイ コウボガタ ヒョウジュン ガタ カカク ギジュツ		標準型（価格：技術＝１：３）
チャレンジ型 ヒョウジュン ガタ カカク ギジュツ ガタ		標準型（価格：技術＝１：２）
簡易型（価格：技術＝１：１） カンイ		標準型（価格：技術＝１：２）
簡易型（価格：技術＝１：１）
チャレンジ型 カンイ ガタ						公募型・簡易公募型プロポーザル
標準型（価格：技術＝１：３） コウボガタ カンイ コウボガタ ヒョウジュン ガタ カカク ギジュツ		標準型（価格：技術＝１：３）
チャレンジ型 ヒョウジュン ガタ カカク ギジュツ ガタ		標準型（価格：技術＝１：２）
簡易型（価格：技術＝１：１） カンイ		標準型（価格：技術＝１：２）
簡易型（価格：技術＝１：１）
チャレンジ型 カンイ ガタ						公募型・簡易公募型プロポーザル
標準型（価格：技術＝１：３） コウボガタ カンイ コウボガタ ヒョウジュン ガタ カカク ギジュツ		標準型（価格：技術＝１：３）
チャレンジ型 ヒョウジュン ガタ カカク ギジュツ ガタ		標準型（価格：技術＝１：２）
簡易型（価格：技術＝１：１） カンイ		標準型（価格：技術＝１：２）
簡易型（価格：技術＝１：１）
チャレンジ型 カンイ ガタ

						最大点「40点」 サイダイテン テン		最大点「20点」 サイダイテン テン		最大点「30点」 サイダイテン テン		最大点「15点」 サイダイテン テン						最大点「46点」の場合 サイダイテン テン バアイ		最大点「23点」の場合 サイダイテン テン バアイ		最大点「36点」の場合 サイダイテン テン バアイ		最大点「18点」の場合 サイダイテン テン バアイ						最大点「42点」の場合 サイダイテン テン バアイ		最大点「20点」の場合 サイダイテン テン バアイ		最大点「32点」の場合 サイダイテン テン バアイ		最大点「15点」の場合 サイダイテン テン バアイ						最大点「44点」 サイダイテン テン		最大点「22点」 サイダイテン テン		最大点「34点」 サイダイテン テン		最大点「17点」 サイダイテン テン						最大点「40点」の場合 サイダイテン テン バアイ		最大点「20点」の場合 サイダイテン テン バアイ		最大点「30点」の場合 サイダイテン テン バアイ		最大点「15点」の場合 サイダイテン テン バアイ

				80点以上 テン イジョウ		40		20		30		15				80点以上 テン イジョウ		46		23		36		18				80点以上 テン イジョウ		42		20		32		15				80点以上 テン イジョウ		44		22		34		17				80点以上 テン イジョウ		40		20		30		15



				79		35		17		26		13				79		43		22		34		17				79		39		19		30		14				79		42		21		32		16				79		37.5		19		28		14

				78												78		40		21		32		16				78		36.5		18		28		13				78		40		20		30		15				78		35		18		26		13

				77		30		14		22		11				77		37		20		30		15				77		34		17		26		12				77		38		19		28		14				77		32.5		17		24		12

				76												76		34		19		28		14				76		31.5		16		24		11				76		36		18		26		13				76		30		16		22		11

				75		25		11		18		9				75		31		18		26		13				75		29		15		22		10				75		34		17		24		12				75		27.5		15		20		10

				74												74		28		17		24		12				74		26.5		14		20		9				74		32		16		22		11				74		25		14		18		9

				73		20		8		14		7				73		25		16		22		11				73		24		13		18		8				73		30		15		20		10				73		22.5		13		16		8

				72												72		22		15		20		10				72		21.5		12		16		7				72		28		14		18		9				72		20		12		14		7

				71		15		5		10		5				71		19		14		18		9				71		19		11		14		6				71		26		13		16		8				71		17.5		11		12		6

				70												70		16		13		16		8				70		16.5		10		12		5				70		24		12		14		7				70		15		10		10		5

				69		10		2		6		3				69		13		12		14		7				69		14		9		10		4				69		22		11		12		6				69		12.5		9		8		4

				68												68		10		11		12		6				68		11.5		8		8		3				68		20		10		10		5				68		10		8		6		3

				67												67		7		10		10		5				67		9		7		6		2				67		18		9		8		4				67		7.5		7		4		2

				66												66		4		9		8		4				66		6.5		6		4		1				66		16		8		6		3				66		5		6		2		1

				65												65		1		8		6		3				65		4		5		2		0.5				65		14		7		4		1				65		2.5		5		1		0.5

				64												60点以上65点未満又は実績のない場合 テン イジョウ テン ミマン マタ ジッセキ バアイ		0		0		0		0				60点以上65点未満又は実績のない場合 テン イジョウ テン ミマン マタ ジッセキ バアイ		0		0		0		0				60点以上65点未満
又は
実績のない場合 テン イジョウ テン ミマン マタ ジッセキ バアイ		0		0		0		0				60点以上65点未満又は実績のない場合 テン イジョウ テン ミマン マタ ジッセキ バアイ		0		0		0		0

				63

				62

				61

				60

				実績のない場合 ジッセキ バアイ		0		0		0		0



				60点未満 テン ミマン		非選定 ヒ センテイ		非選定 ヒ センテイ		非選定 ヒ センテイ		非選定 ヒ センテイ				60点未満 テン ミマン		非選定 ヒ センテイ		非選定 ヒ センテイ		非選定 ヒ センテイ		非選定 ヒ センテイ				60点未満 テン ミマン		非選定 ヒ センテイ		非選定 ヒ センテイ		非選定 ヒ センテイ		非選定 ヒ センテイ				60点未満 テン ミマン		非選定 ヒ センテイ		非選定 ヒ センテイ		非選定 ヒ センテイ		非選定 ヒ センテイ				60点未満 テン ミマン		非選定 ヒ センテイ		非選定 ヒ センテイ		非選定 ヒ センテイ		非選定 ヒ センテイ





																		3.0点刻み テン キザ		1点刻み
チャレンジであるため、成績点差で評価点を開きにく配慮 テン キザ セイセキ テン サ ヒョウカテン ヒラ ハイリョ		2.0点刻み テン キザ		1点刻み
チャレンジであるため、成績点差で評価点を開きにく配慮 テン キザ セイセキ テン サ ヒョウカテン ヒラ ハイリョ						2.5点刻み テン キザ		1点刻み
チャレンジであるため、成績点差で評価点を開きにく配慮 テン キザ セイセキ テン サ ヒョウカテン ヒラ ハイリョ		2点刻み テン キザ		1点刻み
チャレンジであるため、成績点差で評価点を開きにく配慮 テン キザ セイセキ テン サ ヒョウカテン ヒラ ハイリョ						2.5点刻み テン キザ		1点刻み
チャレンジであるため、成績点差で評価点を開きにく配慮 テン キザ セイセキ テン サ ヒョウカテン ヒラ ハイリョ		2点刻み テン キザ		1点刻み
チャレンジであるため、成績点差で評価点を開きにく配慮 テン キザ セイセキ テン サ ヒョウカテン ヒラ ハイリョ						2.5点刻み テン キザ		1点刻み
チャレンジであるため、成績点差で評価点を開きにく配慮 テン キザ セイセキ テン サ ヒョウカテン ヒラ ハイリョ		2点刻み テン キザ		1点刻み
チャレンジであるため、成績点差で評価点を開きにく配慮 テン キザ セイセキ テン サ ヒョウカテン ヒラ ハイリョ





				①８０点以上		①４０						①３０

				② ７ ８ 点以上８ ０ 点未満		②３５						②２６

				③ ７ ６ 点以上７ ８ 点未満		③３０						③２２

				④ ７ ４ 点以上７ ６ 点未満		④２５						④１８

				⑤ ７ ２ 点以上７ ４ 点未満		⑤２０						⑤１４

				⑥ ７ ０ 点以上７ ２ 点未満		⑥１５						⑥１０

				⑦ ６ ０ 点以上７ ０ 点未満		⑦１０						⑦６

				⑧ 実績のない場合		⑧ ０						⑧ ０
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測量調査

		測量・調査 ソクリョウ チョウサ																																								最低点→ サイテイ テン		68				68				66				78		点 テン

		【R3年度版】業務エクセルDB(Ver1)20211112より（CALSデータベース）																																								最高点→ サイコウテン テン		84				84				86				91		点 テン

																																										80点以上→ テン イジョウ		79				79				59				12		全業務件数 ゼン ギョウム ケン スウ

																																										ﾌｨﾙﾀｰ→		79				79				60

																																												8.8%				8.8%				6.6%				1.3%		全案件数に対する割合 ゼン アンケン スウ タイ ワリアイ

																																						件数→ ケンスウ		893		平均点→ ヘイキンテン		77.5890				77.5890				76.5561				80.4375		点 テン
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		H30d		111018006		青森港沖館地区深浅外測量		東北		01整備局		43371.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		小山善明		吉川千晶		小山嘉雄		中村卓洋																		77		0		77		0		72		0		-

		H30d		111018011		青森港本港地区用地測量		東北		01整備局		43496.0		北村技術（株）		00009403		測量・調査		佐々木大和		小野満人																						76		0		76		0		72		0		-

		H30d		111117023		八戸港深浅測量		東北		01整備局		43308.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		黒木敬司		坂井良輔		大竹剛史		甲原僚子		山田貴裕		伊東啓勝		坂井隆行												81		1		81		1		80		1		-

		H30d		111118016		八戸港現況調査		東北		01整備局		43532.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		北野慎容		久田洋平		藤井隆行		鈴木剛		高城隆昌																80		1		80		1		78		0		-

		H30d		111118022		八戸港八太郎地区流況外調査		東北		01整備局		43552.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		片野明良		坂井良輔		大竹剛史		甲原僚子		古泉統義		坂井隆行														78		0		78		0		77		0		-

		H30d		111118028		八戸港環境調査		東北		01整備局		43549.0		日本工営（株）		00000007		測量・調査		秋本淳一		中溝舞		稲村真一		前田泰史		小島淳		小谷和彦		高梨淳秀		前田宣雄		加藤賢次								78		0		78		0		79		0		-

		H30d		111118035		八戸港深浅測量(その2)		東北		01整備局		43544.0		（株）アイテック		00003190		測量・調査		大久賢志		岩間久輝																						75		0		75		0		78		0		-

		H30d		111218012		能代港大森地区外深浅測量		東北		01整備局		43424.0		（株）ナカノアイシステム		00002126		測量・調査		西條寛		植木博文		淡路聡		織山孝之		斎藤正彦		櫻井貴文														77		0		77		0		75		0		-

		H30d		111218013		秋田港外港地区外深浅測量		東北		01整備局		43518.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		藤井隆行		河合啓悟		山田圭佑		高橋重雄		岡裕司		盛田高好														79		0		79		0		78		0		-

		H30d		111218014		秋田港本港地区磁気探査		東北		01整備局		43517.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		浜中一幸		伊藤義則		田中雅史																				78		0		78		0		75		0		-

		H30d		111218025		秋田港基準点測量		東北		01整備局		43549.0		（株）マドック		00009574		測量・調査		伊藤雅透		黒澤幸博		白戸博		三浦学		佐々木義浩																78		0		78		0		78		0		-

		H30d		111317050		釜石港水路測量		東北		01整備局		43404.0		（株）パスコ		00000067		測量・調査		牧本貴夫		鈴木智晶		鈴木悠		芳倉勝治		奈良宏平		大家翔馬		福井拓馬		山下紘司		日吉昌史								80		1		80		1		80		1		-

		H30d		111318025		宮古港現況調査		東北		01整備局		43404.0		（株）マドック		00009574		測量・調査		伊藤雅透		尾形宏康		小野寺祐一		佐々木義浩																		80		1		80		1		78		0		-

		H30d		111418008		酒田港外港地区航路(-14m)磁気探査		東北		01整備局		43371.0		大和探査技術（株）		00000038		測量・調査		桑野高弘		佐藤亨兵		木戸正人		寺島芳明		池上浩平																75		0		75		0		74		0		-

		H30d		111518021		仙台塩釜港水質底質調査		東北		01整備局		43539.0		玉野総合コンサルタント（株）		00000087		測量・調査		森川高徳		冨田昌		鈴木雄也		大谷聡		古橋輝幸		山田政樹		近藤泰徳		西原邦敏										77		0		77		0		75		0		-

		H30d		111518024		仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区防波堤(南)水準測量		東北		01整備局		43343.0		（株）マドック		00009574		測量・調査		伊藤雅透		尾形宏康		佐々木綱		小野寺祐一		佐々木義浩														黒澤幸博		78		0		78		0		78		0		78

		H30d		111618006		GPS波浪計係留索現況調査		東北		01整備局		43525.0		（株）アーク・ジオ・サポート		00009802		測量・調査		佐々木いたる		小林勇希		柳瀬洋輝																				77		0		77		0		77		0		-

		H30d		111718019		小名浜港避泊船調査		東北		01整備局		43544.0		（株）東日本建設コンサルタント		00002552		測量・調査		蛭田昌弥		大杉裕樹		耕崎誉生		白波瀬貢三		高木柊希		宮内敏之														78		0		78		0		77		0		-

		H30d		111718022		小名浜港水質外調査		東北		01整備局		43524.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		北野慎容		白石和広		横山吉雄		高城隆昌		藤身諭		岡部克顕														79		0		79		0		80		1		-

		H30d		111718039		小名浜港深浅測量及び水路測量		東北		01整備局		43544.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		藤井隆行		後閑喬介		河合啓悟		高橋重雄		岡裕司																79		0		79		0		79		0		-

		H30d		111718041		小名浜港ケーソンヤード現況調査		東北		01整備局		43539.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		藤井隆行		國里立紀		高橋重雄		立石賢吾		服部輝久		岡裕司		高城隆昌												75		0		75		0		71		0		-

		H30d		111718043		相馬港本港地区防波堤(沖)水路測量		東北		01整備局		43553.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		藤井隆行		松川育史朗		河合啓悟		高橋重雄		岡裕司																79		0		79		0		79		0		-

		H30d		111718044		小名浜港水準測量		東北		01整備局		43546.0		（株）マドック		00009574		測量・調査		伊藤雅透		尾形宏康		遠藤良輔		小野寺祐一																		78		0		78		0		79		0		-

		H30d		121017064		横浜港大黒地区岸壁(-12m)土質調査		関東		01整備局		43273.0		（株）ダイヤコンサルタント		00000112		測量・調査		太田雅之		仲座拓海		大賀政秀		碓井洋介		藤永優																77		0		77		0		77		0		-

		H30d		121017065		横浜港本牧沖海底状況調査		関東		01整備局		43291.0		川崎地質（株）		00000108		測量・調査		川井康右		立花冬威		後藤慎二		荒井良祐		久保尚大		加藤勲														78		0		78		0		78		0		-

		H30d		121018017		横浜港南本牧地区動態観測調査		関東		01整備局		43539.0		復建調査設計（株）		00000032		測量・調査		菅野雄一		清水豊		池田哲哉		岩城徹也																		78		0		78		0		78		0		-

		H30d		121018020		横浜港大黒地区航路・泊地(-12m)底質調査		関東		01整備局		43332.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		吉川勝志		小堀達		須田祐次		藤身諭																		77		0		77		0		75		0		-

		H30d		121018025		横浜港臨港道路用地測量他業務		関東		01整備局		43546.0		神奈川調査設計（株）		00002905		測量・調査		石黒雅彦		増田憲彦		柏木智陽		小林弘樹		福田剛広		古川雅浩		田代茂雄		熊谷恒男		熊沢覚								75		0		75		0		77		0		-

		H30d		121018026		京浜港貸付国有港湾施設定期点検業務		関東		01整備局		43539.0		国際航業（株）		00000047		測量・調査		古田学		椎名啓		上道奈瑠実		高橋大二朗		橋本佳樹		大西明夫		田邉光一		岩部然育										77		0		77		0		76		0		-

		H30d		121018030		京浜港湾事務所国有港湾施設用地測量他業務		関東		01整備局		43455.0		（株）マドック		00009574		測量・調査		伊藤雅透		尾形宏康		黒澤幸博		遠藤良輔		小野寺祐一		佐々木義浩														74		0		74		0		73		0		-

		H30d		121018033		横浜港大黒地区岸壁(-12m)土質調査		関東		01整備局		43553.0		（株）東京ソイルリサーチ		00000346		測量・調査		安藤千尋		沼田俊輔		市島俊		秦樹一郎		三浦崇志																77		0		77		0		76		0		-

		H30d		121018038		横浜港本牧沖土質調査		関東		01整備局		43546.0		明治コンサルタント（株）		K002068602		測量・調査		八重樫剛志		谷口愁太		大井瞭太朗		渡辺信一		松田悟		廣田勲														76		0		76		0		77		0		-

		H30d		121018046		京浜港湾事務所国有港湾施設用地測量他業務(その2)		関東		01整備局		43516.0		昭和測量設計（株）		00003309		測量・調査		原田光雄		見澤雄一郎		渡部幸男		太田蔵人		吉野大成		伊藤孝														75		0		75		0		76		0		-

		H30d		121018052		横浜港本牧地区土質調査		関東		01整備局		43511.0		基礎地盤コンサルタンツ（株）		00000034		測量・調査		百瀬忍		井上玄己		岡本幸一郎		小川和哉		佐藤芙美		若杉護														78		0		78		0		77		0		-

		H30d		121018059		横浜港大黒地区航路・泊地(-12m)水路測量		関東		01整備局		43549.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		小山善明		吉川千晶		首藤泰男		中村卓洋																小山嘉雄		75		0		75		0		75		0		78

		H30d		121018060		川崎港臨港道路東扇島水江町線東扇島土質調査		関東		01整備局		43553.0		川崎地質（株）		00000108		測量・調査		濱田泰治		北村友依		近藤勉		岩田孝信		吉泉直樹																77		0		77		0		76		0		-

		H30d		121018062		横浜港大黒地区岸壁(-12m)土質調査(その2)		関東		01整備局		43549.0		川崎地質（株）		00000108		測量・調査		濱田泰治		小林優起		村地良洋		近藤勉		岩田孝信																74		0		74		0		73		0		-

		H30d		121118020		鹿島港及び茨城港常陸那珂港区深浅及び汀線測量		関東		01整備局		43546.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		片野明良		白石夢果		古泉統義		伊東啓勝		田村圭一																78		0		78		0		77		0		-

		H30d		121118042		鹿島港及び茨城港気象海象記録整理業務		関東		01整備局		43544.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		杉浦幸彦		花澤広貴		越田智喜		三浦裕司		加地智彦																78		0		78		0		79		0		-

		H30d		121217027		千葉港葛南中央地区岸壁(-10m)現況調査		関東		01整備局		43448.0		基礎地盤コンサルタンツ（株）		00000034		測量・調査		山縣憲一郎		萩村俊司		白井康夫		岩崎博一		豊嶋賢治		和田英孝		赤坂幸洋		小口和明		高橋克典								76		0		76		0		71		0		-

		H30d		121218003		東京湾浅場造成環境調査		関東		01整備局		43539.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		吉川勝志		須田祐次		永友繁		鈴木敬道																		77		0		77		0		76		0		-

		H30d		121218006		東京湾連続観測機器管理保守点検他業務		関東		01整備局		43555.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		加地智彦		渡辺卓也		木村健一		池田宗平		佐々木倫彦		古河崎正博														78		0		78		0		77		0		-

		H30d		121218011		木更津港水路測量		関東		01整備局		43404.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		小山善明		吉川千晶		小山嘉雄		中村卓洋																		78		0		78		0		76		0		-

		H30d		121218013		東京湾深浅測量		関東		01整備局		43455.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		松川育史朗		山田圭佑		藤井隆行		鈴木敬道		盛田高好																77		0		77		0		71		0		-

		H30d		121317062		東京国際空港A誘導路他土質調査		関東		01整備局		43462.0		千葉エンジニアリング（株）		00000983		測量・調査		若月洋朗		青砥聡		長沢幸人		小田幸平		笹島卓也		浅野滋之														78		0		78		0		76		0		-

		H30d		121317063		東京国際空港J誘導路他土質調査		関東		01整備局		43524.0		川崎地質（株）		00000108		測量・調査				塚本将康		宇多川和浩		御厩勝		村地良洋		井ノ口拓郎		石渡哲夫												78		0		78		0		76		0		-

		H30d		121317063		東京国際空港J誘導路他土質調査		関東		01整備局		43524.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		荒井靖仁		橋本和佳		渡部篤史		森山晃紀		栗原朋之		熊谷憲和														78		0		78		0		76		0		-

		H30d		121317072		東京国際空港西側整備地区エプロン土質調査(その2)		関東		01整備局		43462.0		復建調査設計（株）		00000032		測量・調査		菅野雄一		清水豊		池田哲哉		岩城徹哉		五十嵐厚夫		渡邉真悟														77		0		77		0		77		0		-

		H30d		121318019		東京国際空港A誘導路及びC誘導路土質調査		関東		01整備局		43496.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		測量・調査		松田繁樹		石井正		池田泰之		続石祐子		宗片渉		若狭愛														78		0		78		0		76		0		-

		H30d		121318020		東京国際空港基準点測量及び施設・地盤動態観測調査		関東		01整備局		43539.0		（株）パスコ		00000067		測量・調査		阿部直宏		小川徹也		宮坂正樹		飯塚恒太		芳倉勝治		中村保彦		林渉												76		0		76		0		74		0		-

		H30d		121318021		東京国際空港周辺海域現況調査		関東		01整備局		43546.0		復建調査設計（株）		00000032		測量・調査		高橋俊之		大西晃輝		三戸勇吾		萩野裕朗		菅野孝則		渡邊丈夫														78		0		78		0		78		0		-

		H30d		121318025		東京国際空港D滑走路維持管理等工事		関東		01整備局		43555.0		鹿島建設（株）		K000110187		測量・調査		増田昌弘		照沼敏之		渡部知治		胡昌位		田邉剛																76		0		76		0		78		0		-

		H30d		121318025		東京国際空港D滑走路維持管理等工事		関東		01整備局		43555.0		東亜建設工業（株）		K000111922		測量・調査				高木伸宏																						76		0		76		0		78		0		-

		H30d		121318026		東京国際空港東側整備地区エプロン土質調査		関東		01整備局		43392.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		測量・調査		松田繁樹		石井正		池田泰之		続石祐子		宗片渉		若狭愛														77		0		77		0		76		0		-

		H30d		121318034		東京国際空港B誘導路及びC誘導路土質調査		関東		01整備局		43539.0		川崎地質（株）		00000108		測量・調査				松井翔		石井亜季子		林辰則		吉泉直樹																79		0		79		0		77		0		-

		H30d		121318034		東京国際空港B誘導路及びC誘導路土質調査		関東		01整備局		43539.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		松尾賢太郎		渡部篤史		森山晃紀		田尾啓剛		小野貴裕		井口徹哉		渡邉亮												79		0		79		0		77		0		-

		H30d		121318035		東京国際空港空港舗装動態観測調査		関東		01整備局		43524.0		（株）パスコ		00000067		測量・調査		小川徹也		小松崎弘道		阿部直弘		齋藤芳康		林涉		宮坂正樹		中村保彦												76		0		76		0		75		0		-

		H30d		121318036		東京国際空港西旅客ターミナル地区エプロン他土質調査		関東		01整備局		43538.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		測量・調査		松田繁樹		宗片渉		江良太我		石井正		鬼頭伸治		続石祐子														77		0		77		0		74		0		-

		H30d		121318040		東京国際空港周辺海域の三次元情報化に関する測量及び検討業務		関東		01整備局		43546.0		日本ミクニヤ（株）		00001144		測量・調査		望戸裕司		原大祐		岩本祐子		高須是樹		森義将		峯浩二		三納正美		西本英明								土屋正隆		78		0		78		0		78		0		78

		H30d		121318048		東京国際空港周辺海域測量等調査		関東		01整備局		43546.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		杉浦幸彦		坂本葉月		大野敦生		深澤剛		加地智彦																77		0		77		0		77		0		-

		H30d		121418010		東京湾護岸前面活用試験における環境調査		関東		01整備局		43553.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		加地智彦		池田宗平		大野敦生		佐々木倫彦		勝越清紀		永尾謙太郎														76		0		76		0		72		0		-

		H30d		121518010		東京湾中央航路深浅測量		関東		01整備局		43539.0		（株）アーク・ジオ・サポート		00009802		測量・調査		楠浩之		小澤守		小林勇希		山本史郎		山本聡一		尾城隆紀		齊藤里帆子												77		0		77		0		78		0		-

		H30d		131018011		新潟港深浅測量		北陸		01整備局		43546.0		（株）ナカノアイシステム		00002126		測量・調査		西條寛		武藤亮		柳春輝		橋詰莉子		深田大介		薄田肇														77		0		77		0		76		0		-

		H30d		131018012		新潟港潮位調査		北陸		01整備局		43549.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		山口初代		嶋田廣人		原田浩二		水野静																		77		0		77		0		76		0		-

		H30d		131018013		新潟港(西港地区)環境調査		北陸		01整備局		43532.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		中嶋一郎		須田祐次		永友繁		原田浩二		島田久子																76		0		76		0		76		0		-

		H30d		131018016		新潟港海岸(西海岸地区)深浅測量及び環境等調査		北陸		01整備局		43455.0		国際航業（株）		00000047		測量・調査		加藤英紀		金井大輔		上道奈瑠美		片山美可		岩部然育																79		0		79		0		78		0		-

		H30d		131018019		新潟港公共水準測量		北陸		01整備局		43524.0		（株）ナカノアイシステム		00002126		測量・調査		薄田肇		山澤辰彦		武藤亮		柳春輝		星野柊		西條寛														76		0		76		0		72		0		-

		H30d		131018020		新潟空港場周道路路線測量		北陸		01整備局		43399.0		（株）ナカノアイシステム		00002126		測量・調査		薄田肇		山澤辰彦		武藤亮		柳春輝		岩坂謙吾		深田大介														76		0		76		0		72		0		-

		H30d		131118003		海底地形測量及び解析・図化業務		北陸		01整備局		43504.0		（株）アルファ水工コンサルタンツ		00000066		測量・調査		冨澤伸樹		小金山透		阪下大地		鈴木彰		浦島遼平		桑原正博		秋田雄大												77		0		77		0		78		0		-

		H30d		131118010		護岸技術検討調査		北陸		01整備局		43434.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		測量・調査		佐々木信和		北市英生		西岡真次郎		岡崎健		荒木大志																78		0		78		0		80		1		-

		H30d		131218007		伏木富山港(伏木・新湊地区)潮位調査		北陸		01整備局		43549.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		正田孝明		鈴木琢也		伊藤久芳		水野静		山口初代																78		0		78		0		76		0		-

		H30d		131218009		伏木富山港(伏木地区)環境調査		北陸		01整備局		43544.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		中嶋一郎		鈴木琢也		橋本幸治		小泉喜之		伊藤久芳																76		0		76		0		75		0		-

		H30d		131218010		伏木富山港(伏木地区)深浅測量		北陸		01整備局		43371.0		北建コンサル（株）		00001189		測量・調査		苗加晋也		成田亮		太田進一郎		田中敬司		杉山邦広		岡本英明		三浦正治												78		0		78		0		78		0		-

		H30d		131218011		伏木富山港(富山地区)騒音・振動調査		北陸		01整備局		43524.0		（株）エオネックス		00000862		測量・調査		喜多王章		木村直幸		矢島良介		徳田允		釜井広樹		田中さおり		近江厚人		木藤一道		高畠耕一郎								76		0		76		0		76		0		-

		H30d		131218014		伏木富山港(新湊地区)水路測量(その1)		北陸		01整備局		43539.0		（株）サンワコン		00001151		測量・調査		萩原春親		小田誠二		上野和孝		竹内昭博																		76		0		76		0		75		0		-

		H30d		131318005		金沢港・七尾港・輪島港潮位調査		北陸		01整備局		43552.0		玉野総合コンサルタント（株）		00000087		測量・調査		近藤泰徳		冨田昌		石黒武文		西原邦敏																		77		0		77		0		77		0		-

		H30d		131318010		輪島港環境調査		北陸		01整備局		43544.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		吉川勝志		鈴木琢也		永友繁		橋本幸治		小泉喜之		伊藤久芳		原田浩二		高野聖之		山口初代								78		0		78		0		78		0		-

		H30d		131318012		金沢港底質調査		北陸		01整備局		43404.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		吉川勝志		鈴木琢也		立石賢吾		橋本幸治		小泉喜之		伊藤久芳														76		0		76		0		75		0		-

		H30d		131318013		金沢港深浅測量		北陸		01整備局		43371.0		玉野総合コンサルタント（株）		00000087		測量・調査		近藤泰徳		永山雄也		石黒武文																				77		0		77		0		75		0		-

		H30d		131318017		金沢港・七尾港・輪島港基準点測量		北陸		01整備局		43524.0		北建コンサル（株）		00001189		測量・調査		成田亮		苗加晋也		川岸大地		太田進一郎		田中敬司		杉山邦広		三浦正治												81		1		81		1		86		1		-

		H30d		131418004		敦賀港潮位調査		北陸		01整備局		43546.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		山口初代		嶋田廣人		水野静																				78		0		78		0		77		0		-

		H30d		131418005		敦賀港(鞠山南地区)潜水及び確認探査		北陸		01整備局		43357.0		大和探査技術（株）		00000038		測量・調査		桑野高弘		岡崎靖治		渡邉頼和		落合彰二		木戸正人		本間章好														78		0		78		0		78		0		-

		H30d		141018013		平成30年度　清水港港内潜水探査		中部		01整備局		43312.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		平田祐二		城戸淳		増岡隆太		倉本正人																		77		0		77		0		77		0		-

		H30d		141018015		平成30年度　清水港環境調査		中部		01整備局		43539.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		高辻裕史		河野敬史		望月洋輔		鴨志田公洋																		78		0		78		0		77		0		-

		H30d		141018022		平成30年度　下田港水質・底質及び海生生物調査		中部		01整備局		43546.0		玉野総合コンサルタント（株）		00000087		測量・調査		森川高徳		冨田昌		鈴木雄也		大谷聡		山田政樹																78		0		78		0		74		0		-

		H30d		141018025		平成30年度　下田港港内波浪観測業務		中部		01整備局		43546.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		山田貴裕		坂井良輔		大竹剛史		甲原僚子		宮本敏行																78		0		78		0		76		0		-

		H30d		141018041		平成30年度　御前崎港港内波浪観測業務		中部		01整備局		43555.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		片野明良		坂井良輔		大竹剛史		甲原僚子		古泉統義		黒木敬司														78		0		78		0		77		0		-

		H30d		141018046		平成30年度　下田港防波堤開口部水路測量		中部		01整備局		43546.0		（株）ウインディーネットワーク		00001179		測量・調査		松本義徳		吉岡勇哉		杉本裕介		鈴木保宏																		79		0		79		0		78		0		-

		H30d		141018051		平成30年度　御前崎港港内潜水探査外		中部		01整備局		43553.0		アジア航測（株）		00000891		測量・調査		鬼束朋和		金子剛史		杉浦博		上橋幸二		三浦政文																77		0		77		0		77		0		-

		H30d		141118032		平成30年度　名古屋港環境現況調査		中部		01整備局		43553.0		玉野総合コンサルタント（株）		00000087		測量・調査		森川高徳		冨田昌		鈴木雄也		永山雄也		山田政樹																77		0		77		0		76		0		-

		H30d		141118047		平成30年度　名古屋港ポートアイランド挙動観測		中部		01整備局		43552.0		（株）パスコ		00000067		測量・調査		美土路哲也		森島章仁		江口輝		芳倉勝治		林聖元		堺浩一		細野賢一												78		0		78		0		76		0		-

		H30d		141118048		平成30年度　名古屋港飛島ふ頭東地区土質調査		中部		01整備局		43404.0		基礎地盤コンサルタンツ（株）		00000034		測量・調査		砂川伸雄		山名真広		半澤孝樹		大下内優充		萩原協仁		吉原信行		大久保幸倫		五十嵐央		遠藤栄								80		1		80		1		78		0		-

		H30d		141118055		平成30年度　名古屋港庄内川泊地深浅測量		中部		01整備局		43403.0		玉野総合コンサルタント（株）		00000087		測量・調査		近藤泰徳		永山雄也		石黒武文		小川薫																		78		0		78		0		72		0		-

		H30d		141118060		平成30年度　名古屋港飛島ふ頭南側岸壁一般定期点検調査		中部		01整備局		43434.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		井上定雄		河野敬史		小川竜平		青井浩二																		77		0		77		0		78		0		-

		H30d		141118083		平成30年度　名古屋港ポートアイランド地盤変状観測業務		中部		01整備局		43524.0		基礎地盤コンサルタンツ（株）		00000034		測量・調査		成瀬文宏		山名真広		半澤孝樹		萩原協仁		大久保幸倫		大見謝和徳		五十嵐央		遠藤栄										77		0		77		0		78		0		-

		H30d		141218017		平成30年度　中山水道航路管理測量		中部		01整備局		43448.0		玉野総合コンサルタント（株）		00000087		測量・調査		近藤泰徳		永山雄也		石黒武文		小川薫																		77		0		77		0		77		0		-

		H30d		141218018		平成30年度　三河湾環境把握調査		中部		01整備局		43524.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		吉川勝志		鈴木琢也		小泉喜之		伊藤久芳		水野静		盛田高好														79		0		79		0		77		0		-

		H30d		141317032		平成29年度　四日市港道路(霞4号幹線)環境調査		中部		01整備局		43371.0		玉野総合コンサルタント（株）		00000087		測量・調査		森川高徳		冨田昌		鈴木雄也		小松健太		山田政樹		今吉清文														77		0		77		0		77		0		-

		H30d		141318013		平成30年度　津松阪港津地区(栗真)土質調査		中部		01整備局		43455.0		明治コンサルタント（株）		K002068602		測量・調査		廣田勲		吉岡恭一		蒲原秀典		鳩山英樹																		77		0		77		0		74		0		-

		H30d		141318014		平成30年度　津松阪港津地区(栗真)堤防劣化状況調査		中部		01整備局		43434.0		玉野総合コンサルタント（株）		00000087		測量・調査		近藤泰徳		三浦公靖		大谷聡		吉田要		安藤智史		近藤眞一		小川薫												80		1		80		1		78		0		-

		H30d		141318015		平成30年度　四日市港道路(霞4号幹線)環境調査		中部		01整備局		43546.0		玉野総合コンサルタント（株）		00000087		測量・調査		森川高徳		冨田昌		鈴木雄也		小松健太		山田政樹		今吉清文														77		0		77		0		76		0		-

		H30d		141318016		平成30年度　四日市港霞ヶ浦地区土質調査		中部		01整備局		43524.0		川崎地質（株）		00000108		測量・調査		佐藤祥昭		三山貴之		米田英治		田中英之		渡辺英和																79		0		79		0		77		0		-

		H30d		141318026		平成30年度　津松阪港津地区(栗真)水質調査		中部		01整備局		43546.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		奥村邦明		門谷綱祐		鈴木琢也		森一郎		小泉喜之		伊藤久芳														75		0		75		0		70		0		-

		H30d		141318027		平成30年度　四日市港道路(霞4号幹線)交通量調査		中部		01整備局		43553.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		測量・調査		柳郁恵		林哲生		土山裕二		富久直哉																		77		0		77		0		74		0		-

		H30d		141318030		平成30年度　津松阪港地盤改良確認土質調査		中部		01整備局		43546.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		遠藤彰博		竹林剛		河原弘明		大石雅彦		世良賢司																76		0		76		0		74		0		-

		H30d		141318033		平成30年度　四日市港道路(霞4号幹線)水路測量		中部		01整備局		43546.0		玉野総合コンサルタント（株）		00000087		測量・調査		近藤泰徳		永山雄也		池尾進		石黒武文		小川薫																78		0		78		0		77		0		-

		H30d		141418003		平成30年度　伊勢湾環境モニタリング調査及び観測機器保守・点検業務		中部		01整備局		43555.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		高辻裕史		一柳昌史		五十嵐弘昭		鴨志田公洋																		79		0		79		0		79		0		-

		H30d		151017031		舞鶴港和田地区道路(上安久線)用地測量等業務		近畿		01整備局		43555.0		内外エンジニアリング（株）		00000506		測量・調査		清水政彰		森博史		重田昭悟																				75		0		75		0		70		0		-

		H30d		151018007		柴山港柴山地区水質調査		近畿		01整備局		43434.0		（株）建設技術研究所		00000015		測量・調査		真栄平宜之		松本享之		大屋敬之		伊藤禎和		中道誠		小林猛嗣		牛木賢司												71		0		71		0		69		0		-

		H30d		151018008		柴山港柴山地区汀線測量等		近畿		01整備局		43434.0		（株）エイコー技術コンサルタント		00000575		測量・調査		河瀬雅治		池上誠		海端学		前佳成																		76		0		76		0		74		0		-

		H30d		151018013		舞鶴港和田地区道路(上安久線)土質調査		近畿		01整備局		43444.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		前田直也		岸拓眞		中村知夫		下松匠		末宗克浩		杉原普作														80		1		80		1		79		0		-

		H30d		151018019		舞鶴港和田地区道路(上安久線)附帯施設潜水探査		近畿		01整備局		43539.0		日本物理探鑛（株）		00000249		測量・調査		金田朋之		間瀬口輝浩		吉川秀人																				77		0		77		0		75		0		-

		H30d		151018021		舞鶴港和田地区道路(上安久線)附帯施設磁気探査		近畿		01整備局		43539.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		竹井泰昭		矢野雄一		小山善明																				78		0		78		0		77		0		-

		H30d		151118005		大阪港北港南地区航路(-16m)施工環境調査		近畿		01整備局		43434.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		田中浩一		有田駿		関藤怜志		井上定雄																		78		0		78		0		77		0		-

		H30d		151118006		大阪港北港南地区航路(-16m)附帯施設動態観測業務		近畿		01整備局		43546.0		（株）セア・プラス		00004121		測量・調査		藤原保弘		実重聡		中尾智		山本浩基		荻沼優		浦克美														76		0		76		0		75		0		-

		H30d		151118007		大阪港環境調査		近畿		01整備局		43546.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		小山善明		吉川彰		亀蔦由香		中村憲司																		77		0		77		0		75		0		-

		H30d		151118008		大阪港北港南地区岸壁(-16m)(C12延伸)施工環境調査		近畿		01整備局		43496.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		田中浩一		有田駿		関藤怜志		井上定雄																		76		0		76		0		74		0		-

		H30d		151118023		大阪湾施工環境調査		近畿		01整備局		43501.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		田中浩一		有田駿		関藤怜志																				77		0		77		0		76		0		-

		H30d		151118026		大阪港北港南地区航路(-16m)施工環境調査(第2工区)		近畿		01整備局		43553.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		田中浩一		有田駿		飯田仁士		岩塚雅彦		井上定雄																78		0		78		0		75		0		-

		H30d		151118028		八尾空港A誘導路等舗装解体調査		近畿		01整備局		43544.0		グリーン・コンサルタント（株）		00003963		測量・調査		馬場良輔		飯田隆紀		那須博		山際勝彦		梅崎和博																76		0		76		0		73		0		-

		H30d		151118033		堺泉北港助松地区航路(-14m)深浅測量		近畿		01整備局		43501.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		小山善明		佐藤繁		竹井泰昭		石井太郎																		70		0		70		0		66		0		-

		H30d		151217046		神戸港臨港道路等土質調査(二工区)		近畿		01整備局		43280.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		前田直也		松元大樹		末宗克浩		杉原普作		白石昭博		井上孝則														84		1		84		1		83		1		-

		H30d		151218008		神戸港水質調査		近畿		01整備局		43553.0		（株）テクノ中部		00002473		測量・調査		吉田謙		判治寿高		中西彬		洞口和史		伊藤隆道		原田一利		清水久博												77		0		77		0		75		0		-

		H30d		151218009		神戸港新港東ふ頭地区潜水探査		近畿		01整備局		43280.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		浜中一幸																								75		0		75		0		75		0		-

		H30d		151218010		神戸港新港東ふ頭地区磁気探査(二次)		近畿		01整備局		43280.0		日本物理探鑛（株）		00000249		測量・調査		吉川秀人		勝本一祥		間瀬口輝浩		金田朋之																		77		0		77		0		76		0		-

		H30d		151218014		水質・底質分析試験		近畿		01整備局		43546.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		田中浩一		阿部浩司		前田紋子		佐才秀平		安藤奈津子		鈴木開登														76		0		76		0		74		0		-

		H30d		151218018		神戸港航路附帯施設磁気探査		近畿		01整備局		43343.0		日本物理探鑛（株）		00000249		測量・調査		吉川秀人		勝本一祥		間瀬口輝浩		金田朋之																		74		0		74		0		74		0		-

		H30d		151218019		神戸港航路附帯施設動態観測業務		近畿		01整備局		43539.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		中嶋一郎		森一郎		森航大																				75		0		75		0		75		0		-

		H30d		151218021		神戸港ポートアイランド(第2期)地区用地測量		近畿		01整備局		43371.0		国際航業（株）		00000047		測量・調査		元木健太		島野宗太		宮嶋栞奈		横山省一		井上隆之		木村惠英														74		0		74		0		69		0		-

		H30d		151218023		神戸港航路附帯施設土質調査		近畿		01整備局		43441.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		前田直也		松元大樹		白石昭博		杉原普作		松崎陽介		末宗克浩														79		0		79		0		78		0		-

		H30d		151218027		神戸港ポートアイランド(第2期)地区土質調査		近畿		01整備局		43448.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		前田直也		下松匠		松元大輝		松崎陽介		末宗克浩		岸田浩														78		0		78		0		77		0		-

		H30d		151218037		旧鳴尾寮跡地地下埋設物調査		近畿		01整備局		43490.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		阪井雅洋		池田真吾		前田秀治		矢頭将行		河島宏典																76		0		76		0		77		0		-

		H30d		151218048		神戸港航路附帯施設磁気探査(二次)		近畿		01整備局		43549.0		日本物理探鑛（株）		00000249		測量・調査		勝本一祥		吉川秀人		間瀬口輝浩		金田朋之																		75		0		75		0		73		0		-

		H30d		151218050		海底地形調査		近畿		01整備局		43539.0		（株）アーク・ジオ・サポート		00009802		測量・調査		小野透		川本豪		山崎朱音																				77		0		77		0		76		0		-

		H30d		151218057		神戸港航路附帯施設現況調査		近畿		01整備局		43448.0		（株）パスコ		00000067		測量・調査		加賀爲孝		小関真征		金井憲一		鈴木智晶																		78		0		78		0		77		0		-

		H30d		151318004		大阪湾における海域環境改善施策等モニタリング調査		近畿		01整備局		43538.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		酒井康彦		田中遼		飯田仁士		山田和彦		藤井清香		田中浩一														78		0		78		0		75		0		-

		H30d		151418018		和歌山下津港海岸(海南地区)藤白護岸土質調査		近畿		01整備局		43434.0		（株）東京ソイルリサーチ		00000346		測量・調査		南坂貴彦		川元彪太		原口慎一		杉本敏郎		田中洋		梶原雅文		齊藤吉朗										中島載雄		77		0		77		0		75		0		80

		H30d		151418020		水質・底質分析		近畿		01整備局		43553.0		（株）ＨＥＲ		00009517		測量・調査		宮本雅弘																								75		0		75		0		74		0		-

		H30d		151418021		和歌山下津港海岸(海南地区)藤白護岸土質調査(第2工区)		近畿		01整備局		43441.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		前田直也		松元大樹		末吉克浩		岸田浩		杉原晋作		白石昭博														78		0		78		0		74		0		-

		H30d		151418032		日高港塩屋地区泊地(-12m)施工環境調査		近畿		01整備局		43508.0		和建技術（株）		00001546		測量・調査		天方健		江川英明		尾崎博紀		塩谷耕																		75		0		75		0		74		0		-

		H30d		151418033		和歌山下津港本港地区泊地(-13m)水路測量		近畿		01整備局		43402.0		アサヒコンサルタント（株）		00000756		測量・調査		植木嘉朗		森大樹		飯田義久		岩見信一		西尾友之																76		0		76		0		74		0		-

		H30d		151418047		和歌山下津港被災状況緊急調査		近畿		01整備局		43490.0		東洋建設（株）		00011175		測量・調査		工藤公秀																								79		0		79		0		79		0		-

		H30d		151418049		和歌山下津港被災状況調査		近畿		01整備局		43511.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		井上定雄		古川崎正博		西林健一郎		田中浩一		阿部浩司																83		1		83		1		83		1		-

		H30d		161017049		境港外港竹内南地区岸壁(-10m)土質調査		中国		01整備局		43251.0		基礎地盤コンサルタンツ（株）		00000034		測量・調査		長谷川勝喜		佐藤弘行		粟津和也		桝井俊昭		米村公貴																75		0		75		0		76		0		-

		H30d		161018006		境港工事影響調査		中国		01整備局		43553.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		久子克昭		森航大		小田隆司		安宅政志																		77		0		77		0		75		0		-

		H30d		161018021		境港外港竹内南地区泊地(-10m)磁気探査		中国		01整備局		43434.0		日本物理探鑛（株）		00000249		測量・調査		吉川秀人		大西俊輝		都築孝之		大垣泰宏		勝本一祥																77		0		77		0		75		0		-

		H30d		161018026		境港外港竹内南地区泊地(-10m)潜水探査		中国		01整備局		43434.0		コスモ海洋（株）		K001472236		測量・調査		上岡聡		村上孝志		森田英俊																				76		0		76		0		75		0		-

		H30d		161018028		浜田港福井地区防波堤(新北)等深浅測量		中国		01整備局		43441.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		竹井泰昭		石井太朗		佐藤繁																				76		0		76		0		77		0		-

		H30d		161018045		浜田港福井地区臨港道路用地測量		中国		01整備局		43552.0		（株）アトラス		00000608		測量・調査		曽田弘明		井原健																						75		0		75		0		73		0		-

		H30d		161117013		水島港玉島地区岸壁(-12m)工事影響調査		中国		01整備局		43266.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		中嶋一郎		門谷綱祐		森航大		五味久昭																		78		0		78		0		77		0		-

		H30d		161118014		水島港環境調査		中国		01整備局		43546.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		三宅崇智		中村将平		藤原尭也		白石夢果		古泉統義		高尾敏幸		伊東啓勝		田村圭一		岩村俊平								82		1		82		1		81		1		-

		H30d		161118023		水島港玉島地区岸壁(-12m)周辺施設影響調査		中国		01整備局		43546.0		復建調査設計（株）		00000032		測量・調査		一戸敏幸		吉屋和彦		石山力		横手了																		78		0		78		0		77		0		-

		H30d		161218009		広島港海岸工事影響調査		中国		01整備局		43546.0		（株）パスコ		00000067		測量・調査		北野武司		中野尚		夫津木亮介		隈本拓矢		前田義志		玉乃井省吾		雑賀修一										小関真征		77		0		77		0		77		0		80

		H30d		161218010		広島港海岸変位計測業務		中国		01整備局		43546.0		（株）セトウチ		00001135		測量・調査		田中浩二		竹中真一		松野伸行		山内啓右																		77		0		77		0		75		0		-

		H30d		161218011		水質及び底質分析試験		中国		01整備局		43544.0		中国水工（株）		00000832		測量・調査		新井大		築山逸津雄		末吉淳		石崎一雄		舛岡克敏																78		0		78		0		76		0		-

		H30d		161218020		尾道糸崎港工事影響調査		中国		01整備局		43404.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		田中浩一		有田駿		関藤怜志		福嶋正博																		77		0		77		0		75		0		-

		H30d		161218027		音戸瀬戸航路深浅測量		中国		01整備局		43403.0		アサヒコンサルタント（株）		00000756		測量・調査		西尾友之		安藤有輝		森大樹		植木嘉朗		岩見信一																76		0		76		0		75		0		-

		H30d		161218037		福山港箕沖地区岸壁(-10m)土質調査		中国		01整備局		43504.0		基礎地盤コンサルタンツ（株）		00000034		測量・調査		長谷川勝喜		香川寛		粟津和也		桝井俊昭		久賀真一		米村公貴														83		1		83		1		80		1		-

		H30d		161218038		福山港箕島地区岸壁(-12m)土質調査		中国		01整備局		43546.0		復建調査設計（株）		00000032		測量・調査		菅野雄一		山田明恵		田中絢人		山田和弘		石川雅也		金徳圭三														79		0		79		0		75		0		-

		H30d		161218040		福山港環境現況調査		中国		01整備局		43539.0		（株）東京久栄		00001626		測量・調査		帯津直彦		豊福真也		堀田拓		藤本薫		宮山俊		大隈正		臼井雅一												78		0		78		0		76		0		-

		H30d		161218061		福山港基準点測量		中国		01整備局		43549.0		アサヒコンサルタント（株）		00000756		測量・調査		植木嘉朗		森大樹		寺地昭仁		田中悟和																		78		0		78		0		75		0		-

		H30d		161218064		広島港海岸中央西地区(江波)土質調査		中国		01整備局		43546.0		復建調査設計（株）		00000032		測量・調査		菅野雄一		山田明恵		田中絢人		上熊秀保		石川雅也		金徳圭三														78		0		78		0		77		0		-

		H30d		161218065		広島港海岸底質調査		中国		01整備局		43544.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		中嶋一郎		門谷綱祐		森航大		山本恭資																		77		0		77		0		75		0		-

		H30d		161317054		宇部港本港地区航路(-13m)等磁気探査(その2)		中国		01整備局		43287.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		竹井泰昭		矢野雄一																						76		0		76		0		76		0		-

		H30d		161317055		徳山下松港下松地区土質調査		中国		01整備局		43276.0		興亜開発（株）		00000231		測量・調査		峰松拓史		竹上浩嗣		竹内一貴		佐藤根彰		岡弘		平岡清二														77		0		77		0		78		0		-

		H30d		161317056		徳山下松港徳山地区航路(-14m)磁気探査		中国		01整備局		43245.0		大和探査技術（株）		00000038		測量・調査		金指勝		大田祐司		小先章三		小山一成																		76		0		76		0		76		0		-

		H30d		161317057		徳山下松港徳山地区航路(-14m)水質監視調査		中国		01整備局		43391.0		（株）東京久栄		00001626		測量・調査		臼井雅一		中西正行		横山隆二																				77		0		77		0		75		0		-

		H30d		161317059		徳山下松港徳山地区航路(-14m)潜水探査		中国		01整備局		43245.0		大和探査技術（株）		00000038		測量・調査		金指勝		大田祐司		小山一成																				76		0		76		0		76		0		-

		H30d		161318008		宇部港整備計画検討調査		中国		01整備局		43399.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		奥村邦明		門谷綱祐		森航大		山本恭資																		79		0		79		0		79		0		-

		H30d		161318009		徳山下松港土砂処分場工事影響調査		中国		01整備局		43551.0		（株）東京久栄		00001626		測量・調査		臼井雅一		中西正行		横山隆二																				78		0		78		0		74		0		-

		H30d		161318010		徳山下松港下松地区桟橋(-19m)土質調査		中国		01整備局		43336.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		井上孝則		山本紀之		末宗克浩		橋本祥司		杉原普作		前田直也												束原純		78		0		78		0		76		0		82

		H30d		161318013		徳山下松港土砂処分場環境調査		中国		01整備局		43404.0		（株）パスコ		00000067		測量・調査		北野武司		隈本拓矢		小関真征		雑賀修一																		78		0		78		0		76		0		-

		H30d		161318014		徳山下松港徳山地区深浅測量		中国		01整備局		43280.0		（株）三洋コンサルタント		00000391		測量・調査		小野貴也		末永智哉		河野光宏		西井康浩		大岡弘樹																77		0		77		0		78		0		-

		H30d		161318016		宇部港本港地区航路(-13m)水路測量		中国		01整備局		43404.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		佐藤繁		石井太朗																						78		0		78		0		77		0		-

		H30d		161318023		宇部港等環境調査		中国		01整備局		43524.0		東和環境科学（株）		00009215		測量・調査		西濱光司		森春彦																						77		0		77		0		77		0		-

		H30d		161318024		宇部港流況調査		中国		01整備局		43430.0		（株）東京久栄		00001626		測量・調査		臼井雅一		宮山俊		中西正行																				79		0		79		0		79		0		-

		H30d		161318037		岩国港臨港道路土質調査		中国		01整備局		43476.0		（株）ダイヤコンサルタント		00000112		測量・調査		甲斐誠士		田中昭人		西本優介		五家康宏		藤田政弘		金住健一														77		0		77		0		77		0		-

		H30d		161318048		宇部港本港地区航路(-13m)等磁気探査		中国		01整備局		43546.0		日本物理探鑛（株）		00000249		測量・調査		鈴木竹夫		大西俊輝		都築孝之		大垣泰宏		吉川秀人																77		0		77		0		74		0		-

		H30d		161318051		徳山下松港徳山地区航路(-14m)磁気探査		中国		01整備局		43546.0		コスモ海洋（株）		K001472236		測量・調査		上岡聡		村上孝志		森田英俊		松村慶																		77		0		77		0		77		0		-

		H30d		161318054		徳山下松港徳山地区航路(-14m)潜水探査		中国		01整備局		43546.0		大和探査技術（株）		00000038		測量・調査		金指勝		松田雅司		北野貴之		小先章三		小山一成																76		0		76		0		76		0		-

		H30d		170118015		建設資材価格等特別調査		四国		01整備局		43539.0		（財）経済調査会		00005711		測量・調査		内藤正純		矢作智幸		本宮直樹		桑嶋義文																		76		0		76		0		74		0		-

		H30d		171018035		高松港朝日地区航路( -12 m )深浅測量等		四国		01整備局		43524.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		小山善明		石井太朗		大森一寛		竹井泰昭																		78		0		78		0		77		0		-

		H30d		171117058		東予港中央地区地下水観測業務(その2)		四国		01整備局		43535.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		安宅政志		森航大		中嶋一郎		森一郎		山本恭資																75		0		75		0		74		0		-

		H30d		171117059		東予港中央地区水質調査		四国		01整備局		43388.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		中嶋一郎		森航大		大久保譲		森一郎		山本恭資																77		0		77		0		75		0		-

		H30d		171118018		松山港外港地区等深浅測量		四国		01整備局		43434.0		復建調査設計（株）		00000032		測量・調査		一戸敏幸		蔭山洋亮		河村知輝		石山力		大西龍也																78		0		78		0		74		0		-

		H30d		171118027		東予港深浅測量等		四国		01整備局		43419.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		西林健一郎		藤森雄大		飯田仁士		田中浩一		水野博史																78		0		78		0		78		0		-

		H30d		171118033		松山港外港地区土質調査		四国		01整備局		43511.0		興亜開発（株）		00000231		測量・調査		徳山益成		竹上浩嗣		金谷泰邦		佐藤根彰		岡弘		峰松拓史														76		0		76		0		72		0		-

		H30d		171118035		来島海峡航路・鼻栗瀬戸航路深浅測量		四国		01整備局		43539.0		（株）アーク・ジオ・サポート		00009802		測量・調査		小野透		小林勇希		尾城隆紀		岡本直樹																		77		0		77		0		76		0		-

		H30d		171317069		室津港室津地区土質調査(その(1))		四国		01整備局		43542.0		興亜開発（株）		00000231		測量・調査		大村範明		竹内一貴		川本周平		佐藤根彰		平岡清二																77		0		77		0		73		0		-

		H30d		171318005		須崎港湾口地区水質・底質調査		四国		01整備局		43539.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		中嶋一郎		田畑光太郎		門谷綱祐		久子克昭																		76		0		76		0		72		0		-

		H30d		171318015		高知港海岸土質調査		四国		01整備局		43434.0		基礎地盤コンサルタンツ（株）		00000034		測量・調査		久賀真一		武田琢真		前浜悠太		粟津和也		西村和貴																77		0		77		0		76		0		-

		H30d		171318019		高知港深浅測量		四国		01整備局		43496.0		復建調査設計（株）		00000032		測量・調査		大住典嗣		蔭山洋亮		河村知輝		石山力		長町孝二																77		0		77		0		75		0		-

		H30d		171318048		須崎港土質等調査		四国		01整備局		43549.0		（株）環境防災		00000228		測量・調査		長尾敏夫		吉見準也		森川悌		郡英史		伊藤修		河野美博		橋本治美												77		0		77		0		73		0		-

		H30d		171318053		須崎港音波探査		四国		01整備局		43539.0		大和探査技術（株）		00000038		測量・調査		内田一之		足立幾久																						77		0		77		0		72		0		-

		H30d		171318055		室津港室津地区深浅測量		四国		01整備局		43539.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		奥村邦明		門谷綱祐		畑裕一朗		外屋敷正一																		77		0		77		0		75		0		-

		H30d		171418008		改質浚渫土モニタリング調査		四国		01整備局		43511.0		興亜開発（株）		00000231		測量・調査		徳山益成		齋藤天俊		冨山恵介		佐藤根彰		上田宏幸																78		0		78		0		77		0		-

		H30d		181018006		平成30年度関門航路(西側)土砂処分場環境調査		九州		01整備局		43549.0		国際航業（株）		00000047		測量・調査		片山悦治郎		恒岡徹		佐々木宏明		米澤泰雄		佐々木秀勝		村岡芳郎														78		0		78		0		75		0		-

		H30d		181018007		平成30年度関門航路(西側)土砂処分場深浅測量		九州		01整備局		43404.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		河内典子		安元淳		伊東秀明		外屋敷正一																		78		0		78		0		78		0		-

		H30d		181018008		平成30年度関門航路(西側)土砂処分場水生生物環境調査		九州		01整備局		43544.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		河内典子		佐古愛実		磯部藍樹		菊田昌義		土畑正和																77		0		77		0		76		0		-

		H30d		181018021		平成30年度関門航路(西側)土砂処分場水産水域環境監視調査		九州		01整備局		43549.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		河内典子		早川辰徳		奥村邦明		伊東秀明		土畑正和																76		0		76		0		73		0		-

		H30d		181018027		平成30年度下関港深浅測量		九州		01整備局		43549.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		奥村邦明		深見洋仁		安元淳		畑裕一朗																		77		0		77		0		76		0		-

		H30d		181117041		平成29年度新門司沖濁り監視調査(第2次)		九州		01整備局		43251.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		小堀達		北川陽一		佐古愛実		早川辰徳		山本恭資		伊東秀明														78		0		78		0		75		0		-

		H30d		181117055		平成29年度新門司沖磁気探査(第2次)		九州		01整備局		43210.0		日本物理探鑛（株）		00000249		測量・調査		都築孝之		伊藤吉宏		花田和美		田村政彦																		78		0		78		0		76		0		-

		H30d		181117056		平成29年度新門司沖深浅測量(第2次)		九州		01整備局		43280.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		奥村邦明		松川育史朗		河合啓悟		安元淳																		78		0		78		0		77		0		-

		H30d		181118004		平成30年度新門司沖水産生物調査		九州		01整備局		43539.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		吉川勝志		佐古愛実		磯部藍樹		菊田昌義		伊東秀明																77		0		77		0		77		0		-

		H30d		181118005		平成30年度新門司沖濁り監視調査		九州		01整備局		43433.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		小堀達		北川陽一		早川辰徳		山本恭資		伊東秀明																78		0		78		0		76		0		-

		H30d		181118006		平成30年度新門司沖生態系調査		九州		01整備局		43399.0		国際航業（株）		00000047		測量・調査		片山悦治郎		高崎剛広		矢倉聖哉		藤家亘		恒岡徹		小濱智之		森口夏帆		米澤泰雄		村岡芳郎								78		0		78		0		77		0		-

		H30d		181118007		平成30年度北九州港(響灘地区)磁気探査		九州		01整備局		43455.0		日本物理探鑛（株）		00000249		測量・調査		都築孝之		伊藤吉宏		愛甲崇信		芳賀紀行																		80		1		80		1		78		0		-

		H30d		181118009		平成30年度新門司沖土砂処分場(2期)土質調査		九州		01整備局		43496.0		日本地研（株）		00000186		測量・調査		藤野修二		庄籠志功		井上進		山口敏史		野北雅洋																77		0		77		0		75		0		-

		H30d		181118010		平成30年度新門司沖土砂処分場(3工区)土質性状調査		九州		01整備局		43511.0		応用地質（株）		00000065		測量・調査		中尾邦彦		中野瞳		小林佑貴		外處仁		篠崎岳太																79		0		79		0		79		0		-

		H30d		181118011		平成30年度新門司沖土砂処分場(3工区)動態観測外1件		九州		01整備局		43546.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		奥村邦明		安元淳		伊東秀明		外屋敷正一																		78		0		78		0		78		0		-

		H30d		181118012		平成30年度北九州港(響灘地区)水質調査		九州		01整備局		43553.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		田村圭一		中村将平		藤原尭也		白石夢果		三宅崇智		古泉統義		高尾敏幸												77		0		77		0		75		0		-

		H30d		181118021		平成30年度北九州港(新門司地区)航路現況調査		九州		01整備局		43434.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		杉浦幸彦		田中大揮		高月直樹		成毛辰徳		中茂義晶		水野博史		加地智彦												77		0		77		0		76		0		-

		H30d		181118022		平成30年度北九州港(新門司地区)航路深浅測量		九州		01整備局		43420.0		アジア航測（株）		00000891		測量・調査		上橋幸二		園田晋平		杉浦博		鬼束朋和		三浦政文																77		0		77		0		73		0		-

		H30d		181118036		平成30年度新門司沖生態系調査(第2次)		九州		01整備局		43546.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		小堀達		佐古愛実		菊田昌義		山本恭資		畑裕一朗		土畑正和														77		0		77		0		77		0		-

		H30d		181218006		平成30年度福岡空港滑走路試験施工モニタリング外1件調査		九州		01整備局		43546.0		復建調査設計（株）		00000032		測量・調査		金子智之		阿南辰弥		山根健二		西本秀憲		間貴春		西村俊明												藤井照久		77		0		77		0		76		0		78

		H30d		181218007		平成30年度三池港(内港北地区)航路(-10m)水質調査		九州		01整備局		43361.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		北野慎容		北川陽一		辻横晴美		内田肇																		76		0		76		0		73		0		-

		H30d		181218008		平成30年度博多港磁気探査		九州		01整備局		43280.0		日本物理探鑛（株）		00000249		測量・調査		都築孝之		伊藤吉宏		愛甲崇信		芳賀紀行		松久保武光		溝田善行		掛川崇史												77		0		77		0		72		0		-

		H30d		181218011		平成30年度福岡空港土質調査		九州		01整備局		43343.0		応用地質（株）		00000065		測量・調査		宇都洋一		福本崇大		大石佑輔		井上由美		外處仁		篠崎岳太														77		0		77		0		77		0		-

		H30d		181218023		平成30年度博多港水質調査		九州		01整備局		43404.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		渡部洋之		津留秀臣		西翔太郎		北原健史		中茂義晶		弓木麻記子		尾木陽子		高岡秀朋										79		0		79		0		76		0		-

		H30d		181218029		平成30年度博多港環境改善方策モニタリング調査		九州		01整備局		43546.0		（株）東京久栄		00001626		測量・調査		田中良男		押尾圭美		山岸秀樹		矢代幸太郎		宮山俊		中西正行		臼井雅一		佐藤航志										78		0		78		0		78		0		-

		H30d		181218042		平成30年度博多港深浅測量		九州		01整備局		43404.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		河内典子		安元淳		奥村邦明		畑裕一朗																		76		0		76		0		73		0		-

		H30d		181218051		平成30年度三池港(内港北地区)航路(-10m)深浅測量		九州		01整備局		43446.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		小山善明		大森一寛																						76		0		76		0		74		0		-

		H30d		181218056		平成30年度福岡空港国際線エプロン南側地区埋設物調査外1件		九州		01整備局		43546.0		大和探査技術（株）		00000038		測量・調査		内藤好裕		松田雅司		名和友美		北野貴之		小山一成		金指勝														77		0		77		0		77		0		-

		H30d		181218058		平成30年度福岡空港滑走路増設(国際線エプロン東側)土壌調査		九州		01整備局		43539.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		阪井雅洋		安藤奈津子		池田真吾		石崎公康		矢頭将行		尾木陽子		高岡秀朋		阿部浩司		河島宏典								78		0		78		0		78		0		-

		H30d		181218063		平成30年度福岡空港土質調査(第2次)		九州		01整備局		43544.0		応用地質（株）		00000065		測量・調査		松村大志		神村凌		外處仁		小山彰		宇都洋一																75		0		75		0		77		0		-

		H30d		181318006		平成30年度苅田港航路埋没観測調査		九州		01整備局		43460.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		杉浦幸彦		田中大揮		西翔太郎		成毛辰徳		高島創太郎																79		0		79		0		78		0		-

		H30d		181318015		平成30年度苅田港環境監視調査		九州		01整備局		43553.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		小堀達		北川陽一		佐古愛実		磯部藍樹		伊東秀明		土畑正和														78		0		78		0		78		0		-

		H30d		181318018		平成30年度苅田港深浅測量		九州		01整備局		43524.0		（株）三洋コンサルタント		00000391		測量・調査		西井康浩		末永智哉		間世田未来		小野貴也																		78		0		78		0		79		0		-

		H30d		181318019		平成30年度苅田港所在国有港湾施設用地測量		九州		01整備局		43544.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		小山善明		佐藤繁																						77		0		77		0		77		0		-

		H30d		181318020		平成30年度苅田港施設現況調査		九州		01整備局		43544.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		倉持雅彦		下地雅俊		中平達也		福田孝晴																		80		1		80		1		80		1		-

		H30d		181418010		平成30年度大分港海岸土質調査		九州		01整備局		43434.0		応用地質（株）		00000065		測量・調査		宇都洋一		大山英夫		福本崇大		大石佑輔		井上由美																76		0		76		0		76		0		-

		H30d		181418011		平成30年度中津港(田尻地区)環境影響調査		九州		01整備局		43524.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		小堀達		佐古愛実		菊田昌義		山本恭資		岡部克顕		土畑正和														78		0		78		0		78		0		-

		H30d		181418014		平成30年度海岸構造物影響把握調査		九州		01整備局		43434.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		片野明良		下地雅俊		中平達也		大竹剛史		倉持雅彦																82		1		82		1		79		0		-

		H30d		181418025		平成30年度大分港水質調査		九州		01整備局		43539.0		国際航業（株）		00000047		測量・調査		片山悦治郎		小濱智之		森口夏帆		米澤泰雄		村岡芳郎																79		0		79		0		79		0		-

		H30d		181418030		平成30年度大分港海岸土質調査(第2次)		九州		01整備局		43524.0		基礎地盤コンサルタンツ（株）		00000034		測量・調査		田村和嗣		星野笑美子		上野加州貴		遠藤正悟		武石将和		栃尾健		田中淳												81		1		81		1		81		1		-

		H30d		181418031		平成30年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)施設現況調査		九州		01整備局		43496.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		奥村邦明		中嶋一郎		伊東秀明		外屋敷正一																		77		0		77		0		77		0		-

		H30d		181418033		平成30年度大分港海岸(津留地区)路線測量		九州		01整備局		43524.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		小山善明		佐藤繁																						77		0		77		0		77		0		-

		H30d		181518004		平成30年度唐津港(東港地区)環境調査		九州		01整備局		43406.0		（株）三洋コンサルタント		00000391		測量・調査		西井康浩		末永智哉		藤廣学		小野貴也																		78		0		78		0		76		0		-

		H30d		181518019		平成30年度　唐津港港湾施設現況調査		九州		01整備局		43448.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		松本昭二郎		三田明寛		川渕達也		川口貴之																		78		0		78		0		78		0		-

		H30d		181617026		平成29年度長崎港(松が枝地区)水路測量外1件		九州		01整備局		43364.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		手嶋充		緒方良彦		森康博																				78		0		78		0		78		0		-

		H30d		181618010		平成30年度厳原港(厳原地区)水路測量外1件		九州		01整備局		43280.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		小山善明		佐藤繁																						78		0		78		0		78		0		-

		H30d		181618011		平成30年度佐世保港(浦頭地区)磁気探査		九州		01整備局		43524.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		椛山明		浜中一幸		増岡隆太		倉本正人		野口和弘																76		0		76		0		75		0		-

		H30d		181618012		平成30年度佐世保港(浦頭地区)水質調査		九州		01整備局		43553.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		渡部洋之		末盛雅英		江本真理子		井之上聡		渡辺茂樹		中茂義晶		山内慎												77		0		77		0		78		0		-

		H30d		181618029		平成30年度平戸瀬戸航路外2件深浅測量		九州		01整備局		43420.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		奥村邦明		安元淳		伊東秀明		畑裕一朗		外屋敷正一																78		0		78		0		76		0		-

		H30d		181618032		平成30年度厳原港深浅測量外1件		九州		01整備局		43455.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		河内典子		岡裕司		安元淳		奥村邦明		畑裕一朗																76		0		76		0		76		0		-

		H30d		181618035		平成30年度長崎港土質調査　		九州		01整備局		43453.0		川崎地質（株）		00000108		測量・調査		村井政徳		有須田崇弘		光永靖士		佐藤良																		76		0		76		0		73		0		-

		H30d		181618036		平成30年度厳原港波浪観測調査		九州		01整備局		43543.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		山田貴裕		坂井良輔		高尾敏幸		倉持雅彦		坂井隆行																77		0		77		0		77		0		-

		H30d		181618040		平成30年度長崎空港深浅測量		九州		01整備局		43551.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		奥村邦明		長谷川淳		安元淳		畑裕一朗																		76		0		76		0		76		0		-

		H30d		181717058		平成29年度八代港土砂処分場土質調査		九州		01整備局		43283.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		松本昭二郎		三田明寛		川渕達也		池田政人																		78		0		78		0		78		0		-

		H30d		181717059		平成29年度八代港土砂処分場土質調査(第2次)		九州		01整備局		43305.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		松本昭二郎		三田明寛		川渕達也		川口貴之																		80		1		80		1		80		1		-

		H30d		181718005		平成30年度海洋環境整備船調査試料分析		九州		01整備局		43553.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		小堀達		早川辰徳		辻横晴美		山本恭資		藤身諭		水島康一郎														78		0		78		0		78		0		-

		H30d		181718006		平成30年度熊本港周辺環境調査		九州		01整備局		43518.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		小堀達		辻横晴美		永友繁		山本恭資		内田肇		土畑正和														79		0		79		0		78		0		-

		H30d		181718032		平成30年度本渡瀬戸航路深浅測量		九州		01整備局		43455.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		小山善明		大森一寛																						79		0		79		0		77		0		-

		H30d		181718037		平成30年度本渡瀬戸航路水質調査		九州		01整備局		43546.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		山本恭資		早川辰徳		辻横晴美		内田肇																		78		0		78		0		77		0		-

		H30d		181818013		平成30年度宮崎港防波堤(南)流況調査		九州		01整備局		43496.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		小堀達		原田浩二		水野静		奥村邦明		高野聖之																78		0		78		0		75		0		-

		H30d		181818014		平成30年度宮崎港土質調査		九州		01整備局		43448.0		基礎地盤コンサルタンツ（株）		00000034		測量・調査		田村和嗣		中川智博		首藤功																				78		0		78		0		78		0		-

		H30d		181818025		平成30年度宮崎港・宮崎空港周辺深浅測量		九州		01整備局		43511.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		小堀達		長谷川淳		安元淳		畑裕一朗		外屋敷正一																78		0		78		0		79		0		-

		H30d		181818026		平成30年度細島港土質調査		九州		01整備局		43524.0		川崎地質（株）		00000108		測量・調査		野尻峰広		山地孝昌		金田良則		光永靖士		松下宏壱																79		0		79		0		76		0		-

		H30d		181918004		平成30年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤土質調査		九州		01整備局		43280.0		（株）日本地下技術		00001429		測量・調査		緒方康浩		原田研一		岩下浩之		原田康弘		船迫聡																77		0		77		0		77		0		-

		H30d		181918013		平成30年度鹿児島港(中央港区)岸壁土質調査		九州		01整備局		43419.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		松本昭二郎		三田明寛		川渕達也		川口貴之																		74		0		74		0		73		0		-

		H30d		181918014		平成30年度鹿児島港(中央港区)岸壁土質調査(第2次)		九州		01整備局		43361.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		松本昭二郎		三田明寛		川渕達也		池田政人																		71		0		71		0		67		0		-

		H30d		181918017		平成30年度鹿児島港(中央港区)岸壁土質調査(第3次)		九州		01整備局		43332.0		（株）日本地下技術		00001429		測量・調査		緒方康浩		原田研一		岩下浩之		寺師百枝		船迫聡																78		0		78		0		78		0		-

		H30d		181918032		平成30年度指宿港海岸養浜影響把握業務		九州		01整備局		43546.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		田村圭一		三宅崇智		古泉統義		小野信幸		高尾敏幸		石本健治														79		0		79		0		80		1		-

		H30d		181918036		平成30年度鹿児島港岸壁土質調査		九州		01整備局		43399.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		松本昭二郎		三田明寛		川渕達也		池田政人																		76		0		76		0		75		0		-

		H30d		181918040		平成30年度鹿児島港(中央港区)土質調査		九州		01整備局		43420.0		川崎地質（株）		00000108		測量・調査		金田良則		村井政徳		野尻峰広		佐藤良																		76		0		76		0		73		0		-

		H30d		182018008		平成30年度志布志港深浅測量		九州		01整備局		43544.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		片野明良		古泉統義		伊東啓勝		田村圭一		倉持雅彦																78		0		78		0		76		0		-

		H30d		182018013		平成30年度志布志港磁気探査		九州		01整備局		43549.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		緒方良彦		浜中一幸		手嶋充																				75		0		75		0		73		0		-

		H30d		182118005		平成30年度関門航路(大瀬戸-六連地区)航路(-14m)磁気探査		九州		01整備局		43434.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		椛山明		徳田涼平		増岡隆太		倉本正人		野口和弘																78		0		78		0		77		0		-

		H30d		182118006		平成30年度関門航路(早鞆瀬戸地区)航路(-14m)深浅測量外1件		九州		01整備局		43280.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		小山善明		佐藤繁																						78		0		78		0		79		0		-

		H30d		182118007		平成30年度関門航路(関門鉄道トンネル上部)海底調査		九州		01整備局		43315.0		アジア航測（株）		00000891		測量・調査		鬼束朋和		杉浦博		上橋幸二		三浦政文																		78		0		78		0		78		0		-

		H30d		182118021		平成30年度関門航路環境調査試料分析		九州		01整備局		43544.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		吉川勝志		久田洋平		早川辰徳		山本恭資																		78		0		78		0		76		0		-

		H30d		182118030		平成30年度関門航路(大瀬戸-六連地区)航路(-14m)水質調査		九州		01整備局		43496.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		河内典子		佐古愛実		早川辰徳		山本恭資		伊東秀明																79		0		79		0		79		0		-

		H30d		182118032		平成30年度関門航路(南東水道地区)航路(-14m)磁気探査		九州		01整備局		43399.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		椛山明		徳田涼平		姜忠男		野口和弘		前田靖和																78		0		78		0		77		0		-

		H30d		182118047		平成30年度関門航路底質調査		九州		01整備局		43504.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		山本恭資		早川辰徳		磯部藍樹																				78		0		78		0		75		0		-

		H30d		182118054		平成30年度関門航路(南東水道地区)航路(-14m)磁気探査(第2次)		九州		01整備局		43546.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		徳田涼平		増岡隆太		牛島巨博		手嶋充																		78		0		78		0		76		0		-

		H30d		182218022		平成30年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(大山崎)水理模型実験		九州		01整備局		43546.0		（株）三洋コンサルタント九州支店		ZZ000007		測量・調査		西井康浩		小畑友紀		安部義美		原喜則		寺田謙																80		1		80		1		81		1		-

		H30d		401017041		那覇港（新港ふ頭地区）水路測量業務		沖縄		02沖総局		43234.0		オーシャンエンジニアリング（株）		00004839		測量・調査		西村健太郎		黒谷高																						76		0		76		0		74		0		-

		H30d		401018028		中城湾港地形変化調査検討業務		沖縄		02沖総局		43553.0		アジア航測（株）		00000891		測量・調査		上橋幸二		園田晋平		杉浦博		鬼束朋和		坂口智哉		下川光治		久保学		壹岐信二		岡崎克俊								79		0		79		0		78		0		-

		H30d		401018032		那覇空港土質調査業務		沖縄		02沖総局		43371.0		応用地質（株）		00000065		測量・調査		与那嶺満		横田幸治		渡邊弘志		山口尚宏																		76		0		76		0		76		0		-

		H30d		401018053		那覇港水質監視調査業務		沖縄		02沖総局		43553.0		（株）沖縄環境科学研究所		00006630		測量・調査		平良栄康		武村佳哉		三原正法		早瀬川直充																		75		0		75		0		72		0		-

		H30d		401018059		那覇港防波堤周辺環境調査業務		沖縄		02沖総局		43524.0		（株）イーエーシー		00000491		測量・調査		木村英彰		渡嘉敷愛		眞武明生		久保宗賢		千葉澄夫		粂正幸														77		0		77		0		75		0		-

		H30d		401018061		中城湾港磁気探査業務		沖縄		02沖総局		43371.0		大和探査技術（株）		00000038		測量・調査		金指勝		水上実		照喜名彦勝		大田祐司 オオ																		74		0		74		0		72		0		-

		H30d		401018073		那覇港土質調査業務		沖縄		02沖総局		43434.0		川崎地質（株）		00000108		測量・調査		山地孝昌		鵜飼康彦		光永靖士		市原浩司																		78		0		78		0		73		0		-

		H30d		401018092		中城湾港潜水探査		沖縄		02沖総局		43480.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		平田祐二		福田幸治		増岡隆太																				78		0		78		0		74		0		-

		H30d		401118010		平良港環境監視調査業務		沖縄		02沖総局		43553.0		（財）沖縄県環境科学センター		00004086		測量・調査		小笠原敬		山川徹		佐川鉄平		三部碧		東門孝志		吉田孝		中山博文		橋本潤一										75		0		75		0		73		0		-

		H30d		401118015		平良港周辺環境調査業務		沖縄		02沖総局		43553.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		田村圭一		岡田亘		眞喜志一		青山宗平		古泉統義		黒木敬司		高橋由浩		倉持雅彦		岩村俊平								79		0		79		0		76		0		-

		H30d		401218013		石垣港磁気探査		沖縄		02沖総局		43403.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		野口和弘		城戸淳		三上武仁		田中雅史																		78		0		78		0		77		0		-

		H30d		401218018		竹富南航路深浅測量外1件業務		沖縄		02沖総局		43511.0		（株）環境技建ウエーブ		00005992		測量・調査		長田紀晃		松苗和也		志賀翔太		岡本玄洋		上原勝一		武内鉄平		金芳晴		古川由紀夫										76		0		76		0		74		0		-

		H30d		401218022		竹富南航路深浅測量		沖縄		02沖総局		43552.0		（株）環境技建ウエーブ		00005992		測量・調査		長田紀晃		松苗和也		志賀翔太		岡本玄洋		上原勝一		武内鉄平		金芳晴		古川由紀夫										68		0		68		0		68		0		-

		R01d		111019005		青森港本港地区堤埠頭外環境調査		東北		01整備局 セイビキョク		43906.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		松村繁徳		久田洋平		瀬部孝太		大友優真		原田浩二		高城隆昌		藤身諭												79		0		79		0		77		0		-

		R01d		111118021		八戸港深浅測量		東北		01整備局 セイビキョク		43644.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		藤井隆行		河合啓悟		山田圭佑		高橋重雄		岡裕司		盛田高好														77		0		77		0		76		0		-

		R01d		111119008		八戸港環境調査		東北		01整備局 セイビキョク		43738.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		北野慎容		服部輝久		古橋正祐		高城隆昌		藤身諭		松村繁徳		河内典子												79		0		79		0		81		1		-

		R01d		111119017		八戸港現況調査		東北		01整備局 セイビキョク		43896.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		田村圭一		坂井良輔		甲原僚子		白石夢果		村上花		三宅崇智		古泉統義		高橋由浩										78		0		78		0		78		0		-

		R01d		111119020		八戸港流況外調査		東北		01整備局 セイビキョク		43896.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		藤井隆行		服部輝久		高城隆昌		高野聖之		山口初代																78		0		78		0		78		0		-

		R01d		111219010		能代港大森地区外深浅測量		東北		01整備局 セイビキョク		43789.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		藤井隆行		後閑喬介		河合啓悟		高橋重雄		西谷内明志		岡裕司														81		1		81		1		78		0		-

		R01d		111219012		能代港大森地区土質調査		東北		01整備局 セイビキョク		43798.0		基礎地盤コンサルタンツ（株）		00000034		測量・調査		茂木太郎		五島努		長沢友宏		茂木葵		戸田陸斗		長谷川勝喜		若杉護		斉藤彰										76		0		76		0		75		0		-

		R01d		111219014		秋田港外港地区外深浅測量		東北		01整備局 セイビキョク		43875.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		藤井隆行		後閑喬介		河合啓悟		山田圭佑		吉永一男		高橋重雄		岡裕司												80		1		80		1		79		0		-

		R01d		111319015		久慈港環境調査		東北		01整備局 セイビキョク		43909.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		北野慎容		瀬部孝太		高城隆昌		藤身諭		松村繁徳														入江正己		79		0		79		0		76		0		80

		R01d		111519020		仙台塩釜港水質底質調査		東北		01整備局 セイビキョク		43906.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		北野慎容		瀬部孝太		大友優真		塩谷剛		高城隆昌		藤身諭		松村繁徳												78		0		78		0		78		0		-

		R01d		111519021		仙台塩釜港仙台港区向洋地区土質調査		東北		01整備局 セイビキョク		43738.0		基礎地盤コンサルタンツ（株）		00000034		測量・調査		長谷川勝喜		茂木太郎		五島努		長沢友宏		高橋葵		戸田陸斗														77		0		77		0		75		0		-

		R01d		111519025		仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区防波堤(南)水準測量		東北		01整備局 セイビキョク		43738.0		北村技術（株）		00009403		測量・調査		佐藤康祐		小野満人																						78		0		78		0		75		0		-

		R01d		111519032		仙台塩釜港仙台港区向洋地区土質調査(その2)		東北		01整備局 セイビキョク		43915.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		安田幸弘		太田勇希		三浦正人		岩田賢		今村雅弘		荒井靖仁														77		0		77		0		77		0		-

		R01d		111619005		GPS波浪計係留索現況調査		東北		01整備局 セイビキョク		43728.0		（株）アーク・ジオ・サポート		00009802		測量・調査		柳瀬洋輝		大峰慎太郎		高柳惠																				79		0		79		0		78		0		-

		R01d		111619022		GPS波浪計係留索現況調査(その2)		東北		01整備局 セイビキョク		43917.0		国際航業（株）		00000047		測量・調査		加藤英紀		斎藤悠太		高橋大二朗		田中金時		田邉光一		岩部然育														77		0		77		0		77		0		-

		R01d		111719014		小名浜港避泊船調査		東北		01整備局 セイビキョク		43913.0		日本データーサービス（株）		00000138		測量・調査		山内功		小野雄		伊藤茉美		本松敬一郎		袖野宏樹		阿部知明		松本英明		田畑真一		浮津紀男								77		0		77		0		77		0		-

		R01d		111719015		相馬港避泊船調査		東北		01整備局 セイビキョク		43913.0		仙東技術（株）		00007810		測量・調査		新妻潤一		鹿野大和		渡辺稔秋		菅井圭		土生木晃																75		0		75		0		75		0		-

		R01d		111719016		小名浜港水質外調査		東北		01整備局 セイビキョク		43917.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		北野慎容		瀬部孝太		横山吉雄		高城隆昌		藤身諭																80		1		80		1		79		0		-

		R01d		111719017		小名浜港流況調査		東北		01整備局 セイビキョク		43917.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		藤井隆行		服部輝久		北野慎容		高城隆昌		高野聖之		河合啓悟														80		1		80		1		79		0		-

		R01d		121018065		横浜港本牧沖土質調査(その2)		関東		01整備局 セイビキョク		43677.0		興亜開発（株）		00000231		測量・調査		梅津幸治		金谷泰邦		中野慎人		牧戸邦浩		宮内拓		宮武也司弘														74		0		74		0		71		0		-

		R01d		121018066		横浜港南本牧地区動態観測調査(その2)		関東		01整備局 セイビキョク		43777.0		復建調査設計（株）		00000032		測量・調査		菅野雄一		岩城徹也		五十嵐厚夫		清水豊		山田和弘		池田哲哉														78		0		78		0		79		0		-

		R01d		121018070		横浜港本牧沖海底異常物探査		関東		01整備局 セイビキョク		43661.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		椛山明		城戸淳		増岡隆太		野口和弘																		76		0		76		0		73		0		-

		R01d		121019029		川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町土質調査		関東		01整備局 セイビキョク		43738.0		川崎地質（株）		00000108		測量・調査		濱田泰治		北村友依		村地良洋		近藤勉		石渡哲夫																76		0		76		0		76		0		-

		R01d		121019038		京浜港貸付国有港湾施設定期点検業務		関東		01整備局 セイビキョク		43889.0		（株）ニュージェック		00000041		測量・調査		武田康司		瀬戸口修造		北野有美		横山茂生		曽根照人		杉原弘一		楠謙吾										森本睦		78		0		78		0		76		0		80

		R01d		121019040		川崎港臨港道路東扇島水江町線測量業務		関東		01整備局 セイビキョク		43738.0		（株）小橋		00002764		測量・調査		菅野知博		布川昭生		齋藤皓平		伊藤晋一																		77		0		77		0		76		0		-

		R01d		121019058		横浜港南本牧ふ頭地区用地測量業務		関東		01整備局 セイビキョク		43920.0		玉野総合コンサルタント（株）		00000087		測量・調査		近藤眞一		吉田卓也		中村勉		竹田敬彦		樋口悟		森田康正		吉田治彦		山内拓也		小林謙一								76		0		76		0		75		0		-

		R01d		121019063		横浜港南本牧地区水路測量		関東		01整備局 セイビキョク		43917.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		小山善明		吉田竜次		小山嘉雄		中村卓洋																		77		0		77		0		76		0		-

		R01d		121019072		横浜港臨港道路(はま道路)緊急復旧調査(その2)		関東		01整備局 セイビキョク		43861.0		（株）パスコ		00000067		測量・調査		相原昌志		林大貴		芳倉勝治		福井拓馬		門田寛		福島庸介														77		0		77		0		78		0		-

		R01d		121019073		横浜港臨港道路(はま道路)緊急復旧調査(その3)		関東		01整備局 セイビキョク		43861.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		小島富士夫		坂本葉月		峯岸宣遠		大野敦生		深澤剛		本圭介														78		0		78		0		79		0		-

		R01d		121019077		台風19号に伴う川崎コンテナターミナル被災現況調査		関東		01整備局 セイビキョク		43889.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		小島富士夫		末盛雅英		栗木秀治		大野敦生																		78		0		78		0		78		0		-

		R01d		121119026		鹿島港及び茨城港常陸那珂港区深浅及び汀線測量		関東		01整備局 セイビキョク		43909.0		国際航業（株）		00000047		測量・調査		田邉光一		田中昭幸		斎藤悠太		高橋大二朗		近藤正樹		田中金時														77		0		77		0		75		0		-

		R01d		121119042		鹿島港土質調査		関東		01整備局 セイビキョク		43909.0		興亜開発（株）		00000231		測量・調査		牧戸邦浩		金谷泰邦		早出太郎		梅津幸治																		77		0		77		0		75		0		-

		R01d		121219004		東京湾水質分析		関東		01整備局 セイビキョク		43913.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		入江正己		久田洋平		藤身諭																				77		0		77		0		76		0		-

		R01d		121219009		東京湾浅場造成環境調査		関東		01整備局 セイビキョク		43850.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		吉川勝志		熊谷仁志		柴宮孝明		原田浩二		鈴木敬道																78		0		78		0		77		0		-

		R01d		121219019		千葉港千葉中央地区土質調査		関東		01整備局 セイビキョク		43868.0		千葉エンジニアリング（株）		00000983		測量・調査		若月洋朗		中山雅		小山田忠央		笹島卓也		長沢幸人																78		0		78		0		78		0		-

		R01d		121219024		千葉港葛南中央地区環境調査		関東		01整備局 セイビキョク		43903.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		永友繁		須田祐次		熊谷仁志		柴宮孝明																		77		0		77		0		78		0		-

		R01d		121319014		東京国際空港周辺海域現況調査		関東		01整備局 セイビキョク		43910.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		吉川勝志		須田祐次		永友繁		原田浩二		高野聖之		鈴木敬道														79		0		79		0		80		1		-

		R01d		121319016		東京国際空港D滑走路維持管理等工事		関東		01整備局 セイビキョク		43921.0		鹿島建設（株）		K000110187		測量・調査		増田昌弘		照沼敏之		渡部知治		胡昌位		平佐健一		田邉剛														76		0		76		0		78		0		-

		R01d		121319016		東京国際空港D滑走路維持管理等工事		関東		01整備局 セイビキョク		43921.0		東亜建設工業（株）		K000111922		測量・調査				高木伸宏																						76		0		76		0		78		0		-

		R01d		121319019		東京国際空港基準点測量及び施設・地盤動態観測調査		関東		01整備局 セイビキョク		43889.0		（株）パスコ		00000067		測量・調査		阿部直宏		小川徹也		宮坂正樹		飯塚恒太		中村保彦		馬心雨		日高辰規												79		0		79		0		79		0		-

		R01d		121319020		東京国際空港環境調査		関東		01整備局 セイビキョク		43913.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		松尾賢太郎		加賀匠		渡部篤史		神田淳		森山晃紀		黒原健太		小野貴裕												76		0		76		0		77		0		-

		R01d		121319025		東京国際空港周辺海域植生状況調査		関東		01整備局 セイビキョク		43913.0		（株）東京久栄		00001626		測量・調査		山岸秀樹		萩野裕基		小池志門		宅和哲郎		山岸美香子		岩本剛		二宮早由子		小堀隆憲		岩下勉								77		0		77		0		76		0		-

		R01d		121319026		東京国際空港B誘導路及び西旅客ターミナル地区エプロン土質調査		関東		01整備局 セイビキョク		43815.0		復建調査設計（株）		00000032		測量・調査		五十嵐厚夫		福村拓人		清水豊		山田和弘		水野匠		池田哲哉														77		0		77		0		75		0		-

		R01d		121319027		東京国際空港N地区土質調査及び深浅測量		関東		01整備局 セイビキョク		43763.0		川崎地質（株）		00000108		測量・調査		濱田泰治		今井利宗		井上駿		松本一男		近藤勉		石渡哲夫														78		0		78		0		78		0		-

		R01d		121319030		東京国際空港周辺海域底質調査		関東		01整備局 セイビキョク		43738.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		井上雄二郎		堀田麗		佐々木倫彦		河野恵里子																		76		0		76		0		75		0		-

		R01d		121319035		東京国際空港空港舗装動態観測調査		関東		01整備局 セイビキョク		43909.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		測量・調査		添田洋		伊藤諒		鈴木裕太		伊藤誠		仲井智生		浜岡高司														77		0		77		0		75		0		-

		R01d		121319040		東京国際空港B誘導路土質調査		関東		01整備局 セイビキョク		43908.0		川崎地質（株）		00000108		測量・調査		塚本将康		西瑛莉子		村地良洋		井上駿		槌谷勝之		石渡哲夫														77		0		77		0		75		0		-

		R01d		121319045		東京国際空港西側貨物地区エプロン土質調査		関東		01整備局 セイビキョク		43915.0		復建調査設計（株）		00000032		測量・調査		五十嵐厚夫		福村拓人		岩城徹也		高木俊男		水野匠		池田哲哉		高田圭太												77		0		77		0		75		0		-

		R01d		121319048		東京国際空港B滑走路測量業務		関東		01整備局 セイビキョク		43889.0		（株）パスコ		00000067		測量・調査		阿部直宏		小川徹也		宮坂正樹		飯塚恒太		中村保彦		齋藤芳康														76		0		76		0		75		0		-

		R01d		121419004		東京湾護岸前面活用試験における環境調査		関東		01整備局 セイビキョク		43917.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		吉川勝志		須田祐次		白石和広		柴宮孝明		永友繁		原田浩二														79		0		79		0		77		0		-

		R01d		121519014		東京湾中央航路深浅測量		関東		01整備局 セイビキョク		43847.0		（株）アーク・ジオ・サポート		00009802		測量・調査		楠浩之		山本史郎		山本聡一		尾城隆紀		柳瀬千晴		齊藤里帆子														78		0		78		0		77		0		-

		R01d		121618029		国有港湾施設現況調査		関東		01整備局 セイビキョク		43644.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		倉持雅彦		丸井英明		福田孝晴		伊東啓勝		石本健治		安田将人														76		0		76		0		72		0		-

		R01d		131018060		新潟空港深浅測量及び水準測量		北陸		01整備局 セイビキョク		43677.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		中嶋一郎		松川育史朗		後閑喬介		染谷賢二																		77		0		77		0		75		0		-

		R01d		131019008		新潟港深浅測量		北陸		01整備局 セイビキョク		43913.0		（株）ナカノアイシステム		00002126		測量・調査		西條寛		乙山雄太		山澤辰彦		武藤亮		柳春輝		廣田亨														80		1		80		1		79		0		-

		R01d		131019009		新潟港潮位調査		北陸		01整備局 セイビキョク		43913.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		水野静		北條優		山口初代																				77		0		77		0		76		0		-

		R01d		131019011		新潟港(西港地区)環境調査		北陸		01整備局 セイビキョク		43889.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		中嶋一郎		須田祐次		熊谷仁志		柴宮孝明		永友繁		高野聖之														77		0		77		0		77		0		-

		R01d		131019015		新潟港潜水及び確認探査(その1)		北陸		01整備局 セイビキョク		43682.0		大和探査技術（株）		00000038		測量・調査		桑野高弘		木戸正人		森大詠		本間章好																		76		0		76		0		77		0		-

		R01d		131019016		新潟港磁気探査(その1)		北陸		01整備局 セイビキョク		43682.0		大和探査技術（株）		00000038		測量・調査		桑野高弘		木戸正人		森大詠		本間章好																		76		0		76		0		76		0		-

		R01d		131019017		新潟港海岸(西海岸地区)深浅測量及び環境等調査		北陸		01整備局 セイビキョク		43819.0		国際航業（株）		00000047		測量・調査		加藤英紀		斎藤悠太		金井大輔		上道奈瑠実		片山美可		岩部然育														78		0		78		0		75		0		-

		R01d		131019018		新潟空港土質調査		北陸		01整備局 セイビキョク		43769.0		日本物理探鑛（株）		00000249		測量・調査		河野寛		内藤亮		北澤龍之介		齊藤弘康		中村義雄		中野圭太														79		0		79		0		77		0		-

		R01d		131019019		新潟港磁気探査(その2)		北陸		01整備局 セイビキョク		43728.0		日本物理探鑛（株）		00000249		測量・調査		中野圭太		北澤龍之介		齊藤弘康		中村義雄		土田政行																76		0		76		0		76		0		-

		R01d		131019020		新潟空港場周道路路線測量		北陸		01整備局 セイビキョク		43769.0		（株）ナカノアイシステム		00002126		測量・調査		薄田肇		乙山雄太		山澤辰彦		武藤亮		柳春輝		岩坂謙吾														78		0		78		0		76		0		-

		R01d		131019021		新潟港公共水準測量		北陸		01整備局 セイビキョク		43889.0		（株）ナカノアイシステム		00002126		測量・調査		薄田肇		山澤辰彦		武藤亮		柳春輝		岩坂謙吾		西條寛														76		0		76		0		72		0		-

		R01d		131019043		新潟港潜水及び確認探査(その2)		北陸		01整備局 セイビキョク		43861.0		日本物理探鑛（株）		00000249		測量・調査		中野圭太		北澤龍之介		齊藤弘康		中村義雄		土田政行																76		0		76		0		77		0		-

		R01d		131119003		海底地形測量及び解析・図化業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43868.0		（株）アルファ水工コンサルタンツ		00000066		測量・調査		堀江岳人		小金山透		寺西琢矢		河合勇太		亀山諒		寺澤知彦		平井豊規												78		0		78		0		80		1		-

		R01d		131218015		伏木富山港(新湊地区)水路測量(その2)		北陸		01整備局 セイビキョク		43707.0		北建コンサル（株）		00001189		測量・調査		苗加晋也		成田亮		太田進一郎		田中敬司		杉山邦広		三浦正治														79		0		79		0		79		0		-

		R01d		131219005		伏木富山港(伏木・新湊地区)潮位調査		北陸		01整備局 セイビキョク		43915.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		正田孝明		田畑光太郎		中嶋一郎		原田浩二		水野静		山口初代														78		0		78		0		77		0		-

		R01d		131219006		伏木富山港(伏木地区)環境調査		北陸		01整備局 セイビキョク		43909.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		中嶋一郎		鈴木琢也		小泉喜之		伊藤久芳																		78		0		78		0		77		0		-

		R01d		131219007		伏木富山港(伏木地区)深浅測量		北陸		01整備局 セイビキョク		43735.0		（株）北日本ジオグラフィ		00005380		測量・調査		橋本卓也		新保貴司		屶網亮介		水野あすか		上田大世		宮本明														78		0		78		0		77		0		-

		R01d		131219008		伏木富山港(富山地区)騒音・振動調査		北陸		01整備局 セイビキョク		43825.0		中国水工（株）		00000832		測量・調査		舛岡克敏		築山逸津雄		佐内慎太郎		宮崎雅士		新井大																75		0		75		0		72		0		-

		R01d		131319005		金沢港・七尾港・輪島港潮位調査		北陸		01整備局 セイビキョク		43915.0		玉野総合コンサルタント（株）		00000087		測量・調査		近藤泰徳		冨田昌		石黒武文		西原邦敏																		76		0		76		0		75		0		-

		R01d		131319008		輪島港環境調査		北陸		01整備局 セイビキョク		43861.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		田村圭一		中村将平		白石夢果		村上花		三宅崇智		古泉統義		森田整		高橋由浩										75		0		75		0		73		0		-

		R01d		131319014		金沢港深浅測量		北陸		01整備局 セイビキョク		43735.0		（株）アーク・ジオ・サポート		00009802		測量・調査		小澤守		小林勇希		大峰慎太郎		佐々木國夫		佐藤正孝		河野翔太														72		0		72		0		72		0		-

		R01d		131319019		七尾港水路測量		北陸		01整備局 セイビキョク		43871.0		玉野総合コンサルタント（株）		00000087		測量・調査		近藤泰徳		永山雄也		石黒武文		西原邦敏																		77		0		77		0		78		0		-

		R01d		131419004		敦賀港潮位調査		北陸		01整備局 セイビキョク		43913.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		水野静		田畑光太郎		菊田昌義		森一郎		山口初代																78		0		78		0		77		0		-

		R01d		131419023		敦賀港磁気探査		北陸		01整備局 セイビキョク		43917.0		日本物理探鑛（株）		00000249		測量・調査		中野圭太		北澤龍之介		齊藤弘康		中村義雄		吉川秀人																77		0		77		0		78		0		-

		R01d		141019015		平成31年度　御前崎港港内波浪観測業務		中部		01整備局 セイビキョク		43798.0		（株）東京久栄		00001626		測量・調査		中林孝之		三品裕史		小池志門		佐藤誠浩		西村規宏		大隈正		臼井雅一												77		0		77		0		77		0		-

		R01d		141019022		令和元年度　下田港水質・底質及び海生生物調査		中部		01整備局 セイビキョク		43909.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		吉川勝志		鈴木琢也		中嶋一郎		橋本幸治		水野静																77		0		77		0		75		0		-

		R01d		141019026		令和元年度　御前崎港防波堤(東)(改良)深浅測量		中部		01整備局 セイビキョク		43784.0		（株）セア・プラス		00004121		測量・調査		清野泰弘		実重聡		広川陽一		中尾智		登石直路		藤原保弘														76		0		76		0		75		0		-

		R01d		141019035		令和元年度　清水港港内土質調査		中部		01整備局 セイビキョク		43913.0		国際航業（株）		00000047		測量・調査		志賀直樹		美村泰裕		松本翔		武田開		中橋政男		堀中敏弘														78		0		78		0		75		0		-

		R01d		141119031		平成31年度　名古屋港底質調査		中部		01整備局 セイビキョク		43677.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		高辻裕史		佐藤寛之		濱幸代		賀川泰棋		高山容子																76		0		76		0		75		0		-

		R01d		141119035		平成31年度　名古屋港ポートアイランド周辺環境調査		中部		01整備局 セイビキョク		43921.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		吉川勝志		鈴木琢也		中嶋一郎		橋本幸治		小泉喜之																77		0		77		0		77		0		-

		R01d		141119036		平成31年度　名古屋港航路環境現況調査		中部		01整備局 セイビキョク		43920.0		玉野総合コンサルタント（株）		00000087		測量・調査		森川高徳		冨田昌		鈴木雄也		大谷聡		山田政樹		近藤泰徳														81		1		81		1		80		1		-

		R01d		141119046		平成31年度　名古屋港飛島ふ頭東航路泊地(-15m)水路測量		中部		01整備局 セイビキョク		43738.0		玉野総合コンサルタント（株）		00000087		測量・調査		石黒武文		永山雄也		池尾進		小川薫																		77		0		77		0		77		0		-

		R01d		141119047		平成31年度　名古屋港ポートアイランド挙動観測		中部		01整備局 セイビキョク		43917.0		（株）パスコ		00000067		測量・調査		林聖元		森島章仁		江口輝		杉本勇介		堺浩一		細野賢一		佐々木康博												76		0		76		0		77		0		-

		R01d		141119069		令和元年度　名古屋港庄内川泊地深浅測量		中部		01整備局 セイビキョク		43819.0		玉野総合コンサルタント（株）		00000087		測量・調査		近藤泰徳		永山雄也		池尾進		石黒武文		小川薫																77		0		77		0		74		0		-

		R01d		141119077		令和元年度　名古屋港国有港湾施設点検調査		中部		01整備局 セイビキョク		43920.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		井上定雄		河野敬史		佐藤寛之		小川竜平		青井浩二		堀川鎮史														77		0		77		0		77		0		-

		R01d		141119085		令和元年度　名古屋港ポートアイランド一般定期点検調査		中部		01整備局 セイビキョク		43913.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		倉持雅彦		丸井英明		福田孝晴		先岡良宏		伊東啓勝		石本健治														78		0		78		0		77		0		-

		R01d		141119087		令和元年度　名古屋港ポートアイランド土質調査		中部		01整備局 セイビキョク		43907.0		基礎地盤コンサルタンツ（株）		00000034		測量・調査		砂川伸雄		山名真広		半澤孝樹		渡邊憲平		横井亜紀		藤本菊夫		大久保幸倫		五十嵐央		遠藤栄								76		0		76		0		73		0		-

		R01d		141119091		令和元年度　名古屋港底質調査(その2)		中部		01整備局 セイビキョク		43875.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		吉川勝志		鈴木琢也		小泉喜之		伊藤久芳																		75		0		75		0		75		0		-

		R01d		141219017		令和元年度　衣浦港外港地区土質調査		中部		01整備局 セイビキョク		43798.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		大石雅彦		竹林剛		河原弘明		遠藤彰博																		77		0		77		0		78		0		-

		R01d		141219018		令和元年度　衣浦港外港地区深浅測量		中部		01整備局 セイビキョク		43754.0		玉野総合コンサルタント（株）		00000087		測量・調査		近藤泰徳		永山雄也		池尾進		石黒武文		小川薫																78		0		78		0		78		0		-

		R01d		141219027		令和元年度　三河港環境調査		中部		01整備局 セイビキョク		43921.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		橋本幸治		鈴木琢也		吉永一男		永友繁		小泉喜之		伊藤久芳														78		0		78		0		78		0		-

		R01d		141219029		令和元年度　中山水道航路管理測量		中部		01整備局 セイビキョク		43824.0		玉野総合コンサルタント（株）		00000087		測量・調査		近藤泰徳		永山雄也		池尾進		石黒武文		小川薫																77		0		77		0		77		0		-

		R01d		141319010		平成31年度　津松阪港津地区(栗真)水質調査		中部		01整備局 セイビキョク		43889.0		玉野総合コンサルタント（株）		00000087		測量・調査		森川高徳		冨田昌		鈴木雄也		大谷聡		吉田要		山田政樹														75		0		75		0		72		0		-

		R01d		141319014		平成31年度　四日市港霞ヶ浦地区土質調査		中部		01整備局 セイビキョク		43769.0		川崎地質（株）		00000108		測量・調査		佐藤祥昭		三山貴之		米田英治		田中英之																		79		0		79		0		78		0		-

		R01d		141319018		令和元年度　四日市港霞ヶ浦地区深浅測量		中部		01整備局 セイビキョク		43769.0		玉野総合コンサルタント（株）		00000087		測量・調査		近藤泰徳		永山雄也		池尾進		石黒武文		小川薫																78		0		78		0		78		0		-

		R01d		141419002		平成31年度　伊勢湾環境モニタリング調査及び観測機器保守・点検業務		中部		01整備局 セイビキョク		43921.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		吉川勝志		鈴木琢也		中嶋一郎		小泉喜之		原田浩二																77		0		77		0		77		0		-

		R01d		150119051		海底地形調査		近畿		01整備局 セイビキョク		43909.0		（株）ウインディーネットワーク		00001179		測量・調査		松本義徳		阪本真吾		吉岡勇哉		杉本裕介		鈴木保宏																79		0		79		0		78		0		-

		R01d		151019005		柴山港柴山地区汀線測量等		近畿		01整備局 セイビキョク		43798.0		（株）エイコー技術コンサルタント		00000575		測量・調査		河瀬雅治		池上誠		海端学		前佳成																		76		0		76		0		73		0		-

		R01d		151019006		舞鶴港和田地区道路(上安久線)土質調査		近畿		01整備局 セイビキョク		43738.0		日本工営（株）		00000007		測量・調査		佐久間和弘		平野智章		野口渉		村岡英樹		渋谷敏生		前坂巌		川口泰廣		潮浩司										79		0		79		0		77		0		-

		R01d		151019014		柴山港柴山地区水質等調査		近畿		01整備局 セイビキョク		43861.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		久子克昭		田畑光太郎		森航大		菊田昌義																		77		0		77		0		74		0		-

		R01d		151119007		大阪港北港南地区航路(-16m)施工環境調査		近畿		01整備局 セイビキョク		43845.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		田中浩一		有田駿		関藤怜志		飯田仁士		阿部浩司																78		0		78		0		77		0		-

		R01d		151119008		大阪港北港南地区航路(-16m)附帯施設動態観測業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43798.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		中嶋一郎		田畑光太郎		門谷綱祐		森一郎		奥村邦明		畑裕一朗														77		0		77		0		73		0		-

		R01d		151119009		大阪港環境調査		近畿		01整備局 セイビキョク		43909.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		田中浩一		大河内允基		藤森雄大		飯田仁士																		77		0		77		0		75		0		-

		R01d		151119012		堺泉北港助松地区航路(-14m)確認探査		近畿		01整備局 セイビキョク		43707.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		城戸淳		緒方良彦		増岡隆太		田中雅史																		74		0		74		0		73		0		-

		R01d		151119013		大阪湾施工環境調査		近畿		01整備局 セイビキョク		43812.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		田中浩一		有田駿		関藤怜志																				77		0		77		0		76		0		-

		R01d		151119023		大阪港北港南地区航路(-16m)深浅測量		近畿		01整備局 セイビキョク		43805.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		西林健一郎		有田駿		藤森雄大																				78		0		78		0		74		0		-

		R01d		151119027		堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)土質調査		近畿		01整備局 セイビキョク		43906.0		基礎地盤コンサルタンツ（株）		00000034		測量・調査		深井晴夫		杉山洋介		樋口祐介		上野佑基		社城信弘		榊原誠		成瀬文宏		島田徹也		中井健博								78		0		78		0		79		0		-

		R01d		151119035		大阪港北港南地区航路(-16m)施工環境調査(第2工区)		近畿		01整備局 セイビキョク		43921.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		田中浩一		有田駿		関藤怜志		飯田仁士																		78		0		78		0		77		0		-

		R01d		151119036		大阪港北港南地区航路(-16m)附帯施設動態観測業務(第2工区)		近畿		01整備局 セイビキョク		43909.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		中嶋一郎		田畑光太郎		門谷綱祐		森一郎		奥村邦明		畑裕一朗														77		0		77		0		73		0		-

		R01d		151218043		神戸港土質調査(第1工区)		近畿		01整備局 セイビキョク		43733.0		基礎地盤コンサルタンツ（株）		00000034		測量・調査		深井晴夫		景山健		上野佑基		小南将冴		社城信弘		長見拓磨		庄徳泉		島田徹也										80		1		80		1		79		0		-

		R01d		151218043		神戸港土質調査(第1工区)		近畿		01整備局 セイビキョク		43733.0		興亜開発（株）		00000231		測量・調査				冨山恵介		美馬優一郎		宮下正幸		徳山益成		上田宏幸		大村範明		梅津幸治										80		1		80		1		79		0		-

		R01d		151218044		神戸港土質調査(第2工区)		近畿		01整備局 セイビキョク		43677.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		前田直也		松崎陽介		太田勇希		末宗克浩		遠藤彰博		白石昭博														81		1		81		1		79		0		-

		R01d		151218049		神戸港航路附帯施設地盤改良工事等環境監視		近畿		01整備局 セイビキョク		43738.0		中国水工（株）		00000832		測量・調査		石崎一雄		末吉淳		新井大		舛岡克敏																		70		0		70		0		67		0		-

		R01d		151218055		尼崎西宮芦屋港尼崎地区航路泊地(-12m)浚渫環境監視		近畿		01整備局 セイビキョク		43616.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		菊田昌義		田畑光太郎		久子克昭		吉川勝志																		77		0		77		0		76		0		-

		R01d		151218061		尼崎西宮芦屋港尼崎地区航路泊地(-12m)水路測量		近畿		01整備局 セイビキョク		43574.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		小山善明		矢野雄一		佐藤繁		竹井泰昭																		76		0		76		0		76		0		-

		R01d		151219009		神戸港水質調査		近畿		01整備局 セイビキョク		43921.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		中村憲司		吉川彰		亀蔦由香		大嶋真謙																		78		0		78		0		74		0		-

		R01d		151219012		水質・底質分析試験		近畿		01整備局 セイビキョク		43914.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		北野慎容		門谷綱祐		安宅政志		藤身諭																		76		0		76		0		74		0		-

		R01d		151219018		神戸港第五防波堤等磁気探査		近畿		01整備局 セイビキョク		43682.0		日本物理探鑛（株）		00000249		測量・調査		吉川秀人		間瀬口輝浩		金田朋之		勝本一祥																		76		0		76		0		77		0		-

		R01d		151219022		姫路港須加地区航路(-12m)浚渫環境監視		近畿		01整備局 セイビキョク		43700.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		中村憲司		吉川彰		亀蔦由香		大嶋真謙																		76		0		76		0		76		0		-

		R01d		151219031		神戸港航路附帯施設動態観測業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43906.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		奥村邦明		田畑光太郎		森航大		畑裕一朗																		75		0		75		0		74		0		-

		R01d		151219035		神戸港航路附帯施設地盤改良工事等環境監視		近畿		01整備局 セイビキョク		43889.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		田中浩一		有田駿		関藤怜志		飯田仁士																		78		0		78		0		78		0		-

		R01d		151219038		神戸港流況調査		近畿		01整備局 セイビキョク		43903.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		奥村邦明		田畑光太郎		菊田昌義		鈴木章浩		久子克昭		高木則孝														78		0		78		0		74		0		-

		R01d		151219046		神戸港航路附帯施設等水路測量		近畿		01整備局 セイビキョク		43809.0		（株）セア・プラス		00004121		測量・調査		中尾智		実重聡		三上森史		清野泰弘		広川陽一		藤原保弘														75		0		75		0		73		0		-

		R01d		151219047		尼崎西宮芦屋港尼崎地区航路泊地(-12m)浚渫環境監視		近畿		01整備局 セイビキョク		43917.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		田中浩一		有田駿		関藤怜志																				79		0		79		0		77		0		-

		R01d		151219054		神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地地歴調査業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43875.0		阪神測建（株）		00000261		測量・調査		島田孝昭		浜岡英明																						75		0		75		0		77		0		-

		R01d		151219070		神戸港六甲アイランド地区航路・泊地(-16m)等水路測量		近畿		01整備局 セイビキョク		43915.0		（株）アーク・ジオ・サポート		00009802		測量・調査		小野透		山路修平		三上海人		前田祥吾																		75		0		75		0		73		0		-

		R01d		151319005		大阪湾における海域環境改善施策等モニタリング調査		近畿		01整備局 セイビキョク		43903.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		泉伸司		大久保慧		飯田仁士		藤井清香		酒井康彦		田中浩一														78		0		78		0		76		0		-

		R01d		151419002		和歌山下津港海岸(海南地区)土質調査		近畿		01整備局 セイビキョク		43735.0		川崎地質（株）		00000108		測量・調査		飯田誠		下川大介		玉那覇聖芽		藤澤晃		溝端一博																78		0		78		0		74		0		-

		R01d		151419027		水質・底質分析		近畿		01整備局 セイビキョク		43909.0		和建技術（株）		00001546		測量・調査		天方健		尾崎博紀																						76		0		76		0		76		0		-

		R01d		151419028		和歌山下津港青岸地区係留施設土質調査		近畿		01整備局 セイビキョク		43798.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		岸田浩		松崎陽介		松元大樹		中村知夫		大胡田拓也		末宗克浩														77		0		77		0		76		0		-

		R01d		151419030		和歌山下津港海岸(海南地区)土質調査(第2工区)		近畿		01整備局 セイビキョク		43824.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		前田直也		松崎陽介		松元大樹		大胡田拓也		末宗克浩		白石昭博														77		0		77		0		75		0		-

		R01d		151419034		日高港塩屋地区泊地(-12m)施工環境調査		近畿		01整備局 セイビキョク		43906.0		和建技術（株）		00001546		測量・調査		天方健		江川英明		尾崎博紀																				75		0		75		0		73		0		-

		R01d		151419036		和歌山下津港海岸(海南地区)琴ノ浦水門水路測量		近畿		01整備局 セイビキョク		43789.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		小山善明		矢野雄一		小山嘉雄		竹井泰昭																		77		0		77		0		75		0		-

		R01d		151419038		和歌山下津港本港地区泊地(-13m)水路測量		近畿		01整備局 セイビキョク		43906.0		アサヒコンサルタント（株）		00000756		測量・調査		森大樹		小糸祐輝		飯田義久		植木嘉朗		岩見信一		西尾友之														77		0		77		0		75		0		-

		R01d		151419039		和歌山下津港本港地区泊地(-13m)施工環境調査		近畿		01整備局 セイビキョク		43900.0		（株）総合水研究所		00179563		測量・調査		吉村直孝		鍋島是知		竹野誠人		保持尚志		平井研																75		0		75		0		72		0		-

		R01d		161019014		浜田港波高計設置事前調査		中国		01整備局 セイビキョク		43763.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		石本健治		下地雅俊		仲井圭二		鈴山勝之		福田孝晴		伊東啓勝		倉持雅彦												78		0		78		0		78		0		-

		R01d		161019016		浜田港福井地区岸壁改良土質等調査		中国		01整備局 セイビキョク		43777.0		復建調査設計（株）		00000032		測量・調査		金徳圭三		松本晶子		山根健二		竹村薫																		77		0		77		0		76		0		-

		R01d		161019023		美保飛行場基準点等測量		中国		01整備局 セイビキョク		43763.0		（株）アトラス		00000608		測量・調査		濱健一朗		井原健		曽田弘明																				76		0		76		0		76		0		-

		R01d		161019029		境港外港竹内南地区岸壁(-10m)水路測量		中国		01整備局 セイビキョク		43921.0		復建調査設計（株）		00000032		測量・調査		長町孝二		蔭山洋亮		坂本茂樹		河村知輝																		76		0		76		0		75		0		-

		R01d		161118007		水島港玉島地区岸壁(-12m)工事影響調査		中国		01整備局 セイビキョク		43658.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		久子克昭		門谷綱祐		森航大		大久保譲																		77		0		77		0		76		0		-

		R01d		161119003		水島港玉島地区航路・泊地(-12m)等工事影響調査		中国		01整備局 セイビキョク		43769.0		（株）東京久栄		00001626		測量・調査		帯津直彦		堀田拓		森川翔太		中西正行		臼井雅一																78		0		78		0		76		0		-

		R01d		161119030		水島港深浅測量等		中国		01整備局 セイビキョク		43909.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		安宅政志		門谷綱祐		安元淳		奥村邦明																		77		0		77		0		76		0		-

		R01d		161119031		水島港玉島地区航路・泊地等潜水探査		中国		01整備局 セイビキョク		43903.0		大和探査技術（株）		00000038		測量・調査		内田一之		田口将旭																						78		0		78		0		75		0		-

		R01d		161119032		水島港玉島地区航路・泊地等磁気探査		中国		01整備局 セイビキョク		43908.0		コスモ海洋（株）		K001472236		測量・調査		上岡聡		村上孝志		森田英俊																				77		0		77		0		76		0		-

		R01d		161218072		福山港土質調査		中国		01整備局 セイビキョク		43677.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		井上孝則		山本紀之		橋本祥司		岡伸次																		79		0		79		0		76		0		-

		R01d		161219015		広島港海岸工事影響調査		中国		01整備局 セイビキョク		43912.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		安宅政志		門谷綱祐		森航大 モリ コウタ		菊田昌義 キクタ マサヨシ																		77		0		77		0		75		0		-

		R01d		161219016		水質及び底質分析試験		中国		01整備局 セイビキョク		43909.0		中国水工（株）		00000832		測量・調査		舛岡克敏		築山逸津雄 チク ヤマ イツ ツ ユウ		末吉淳 スエヨシ ジュン		佐内慎太郞 サ ウチ シンタロウ		新井大 アライ ダイ																78		0		78		0		76		0		-

		R01d		161219028		尾道糸崎港工事影響調査		中国		01整備局 セイビキョク		43738.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		田中浩一		有田駿		関藤怜志		福嶋正博																		78		0		78		0		76		0		-

		R01d		161219031		広島港海岸底質調査		中国		01整備局 セイビキョク		43700.0		中国水工（株）		00000832		測量・調査		舛岡克敏		末吉淳 スエヨシ ジュン		佐内慎太郎 サ ウチ シンタロウ		新井大 アライ ダイ																		79		0		79		0		79		0		-

		R01d		161219032		福山港地形測量		中国		01整備局 セイビキョク		43707.0		（株）古川コンサルタント		00000786		測量・調査		佐藤純一		藤原友紀		小畑誠		古川真																		78		0		78		0		76		0		-

		R01d		161219033		広島港海岸中央東地区変位計測業務		中国		01整備局 セイビキョク		43917.0		（株）パスコ		00000067		測量・調査		横山寛一		福田明文 フクダ アキフミ		太田悠介 オオタ ユウスケ																				79		0		79		0		79		0		-

		R01d		161219057		音戸瀬戸航路深浅測量		中国		01整備局 セイビキョク		43798.0		アサヒコンサルタント（株）		00000756		測量・調査		西尾友之		森大樹 モリ ダイキ		小糸祐輝 コイト ユウ テル		植木嘉朗 ウエキ ヨシアキ		岩見信一 イワミ シンイチ																79		0		79		0		79		0		-

		R01d		161219059		福山港箕沖地区磁気探査・潜水探査		中国		01整備局 セイビキョク		43854.0		大和探査技術（株）		00000038		測量・調査		内田一之		中村竜一 ナカムラ リュウイチ																						78		0		78		0		77		0		-

		R01d		161219062		広島港出島地区土質調査		中国		01整備局 セイビキョク		43861.0		復建調査設計（株）		00000032		測量・調査		菅野雄一		米浦大輔		田中絢人		片山頌嵩		芳西秀吏																80		1		80		1		80		1		-

		R01d		161219070		広島港海岸中央東地区(矢野)磁気探査		中国		01整備局 セイビキョク		43908.0		コスモ海洋（株）		K001472236		測量・調査		上岡聡		村上孝志																						80		1		80		1		80		1		-

		R01d		161219076		福山港磁気探査		中国		01整備局 セイビキョク		43854.0		大和探査技術（株）		00000038		測量・調査		内田一之		中村竜一 ナカムラ リュウイチ																						78		0		78		0		77		0		-

		R01d		161318031		徳山下松港下松地区水質監視調査		中国		01整備局 セイビキョク		43642.0		（株）東京久栄		00001626		測量・調査		臼井雅一		宮山俊		中西正行																				78		0		78		0		77		0		-

		R01d		161318056		宇部港本港地区航路(-13m)等磁気探査(その2)		中国		01整備局 セイビキョク		43665.0		日本物理探鑛（株）		00000249		測量・調査		鈴木竹夫		大西俊輝		都築孝之		佐々木正徳		大垣泰宏																78		0		78		0		74		0		-

		R01d		161318057		徳山下松港徳山地区航路(-14m)水質監視調査(その2)		中国		01整備局 セイビキョク		43707.0		（株）東京久栄		00001626		測量・調査		斉藤政幸		中西正行		臼井雅一																				76		0		76		0		76		0		-

		R01d		161319007		徳山下松港土砂処分場工事影響調査		中国		01整備局 セイビキョク		43714.0		復建調査設計（株）		00000032		測量・調査		後藤正孝		荒木稔		菅野孝則		渡邊丈夫		檜木猛																77		0		77		0		78		0		-

		R01d		161319010		油谷港水質監視調査		中国		01整備局 セイビキョク		43732.0		（株）宇部セントラルコンサルタント		00000548		測量・調査		植田敏史		岸本達也 キシモト タツヤ		沖野俊和 オキ ノ トシカズ		白石輝智 シライシ テル サトシ		上岡洋祐 ウエオカ ヒロシ		岩本大樹 イワモト タイキ		池永廉 イケナガ レン												78		0		78		0		77		0		-

		R01d		161319023		徳山下松港徳山地区航路(-14m)磁気探査		中国		01整備局 セイビキョク		43798.0		大和探査技術（株）		00000038		測量・調査		小先章三		大田祐司		大滝悟志		松田雅司																		76		0		76		0		76		0		-

		R01d		161319024		徳山下松港徳山地区航路(-14m)潜水探査		中国		01整備局 セイビキョク		43798.0		コスモ海洋（株）		K001472236		測量・調査		上岡聡		村上孝志		望月俊																				78		0		78		0		77		0		-

		R01d		161319026		岩国港臨港道路土質調査		中国		01整備局 セイビキョク		43889.0		川崎地質（株）		00000108		測量・調査		溝端一博		飯田誠 イイダ マコト		藤澤晃 フジサワ アキラ		大西昭彦 オオニシ アキヒコ		岡田英秋 オカダ ヒデ アキ		坂井政彰 サカイ マサ アキ		高野郁弥 タカノ イクヤ												76		0		76		0		76		0		-

		R01d		161319029		徳山下松港土質調査		中国		01整備局 セイビキョク		43881.0		復建調査設計（株）		00000032		測量・調査		米浦大輔		田中絢人		片山頌嵩		芳西秀吏		佐々木浩																78		0		78		0		79		0		-

		R01d		161319032		岩国港臨港道路土質調査(その2)		中国		01整備局 セイビキョク		43907.0		日本工営（株）		00000007		測量・調査		佐久間和弘		有馬孝彦		白石保律		早乙女勉		和田淳																79		0		79		0		79		0		-

		R01d		161319036		徳山下松港土砂処分場工事影響調査(その2)		中国		01整備局 セイビキョク		43915.0		復建調査設計（株）		00000032		測量・調査		高橋俊之		荒木稔		菅野孝則		渡邊丈夫		檜木猛																77		0		77		0		78		0		-

		R01d		161319047		徳山下松港土砂処分場測量業務		中国		01整備局 セイビキョク		43915.0		（株）セトウチ		00001135		測量・調査		田中浩二		羽賀將也		山内啓右		頃安高志																		82		1		82		1		81		1		-

		R01d		170119007		建設資材価格等特別調査		四国		01整備局 セイビキョク		43903.0		（財）経済調査会		00005711		測量・調査 ソクリョウ チョウサ		内藤正純		矢作智幸		桑嶋義文		坂口純一																		76		0		76		0		76		0		-

		R01d		171018032		高松空港現地測量		四国		01整備局 セイビキョク		43581.0		（株）パスコ		00000067		測量・調査		捧一夫		福田明文		橋本知宗		井関禎之		久保田博之		小西正剛														78		0		78		0		76		0		-

		R01d		171018038		高松空港土質調査		四国		01整備局 セイビキョク		43677.0		千葉エンジニアリング（株）		00000983		測量・調査		若月洋朗		中山雅		小山田忠央		小田幸平		笹島卓也		長沢幸人		浅野滋之												80		1		80		1		78		0		-

		R01d		171019023		備讃瀬戸北航路(水島交差部)(-19m)磁気探査		四国		01整備局 セイビキョク		43777.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		小山善明		矢野雄一		竹井泰昭																				76		0		76		0		73		0		-

		R01d		171019024		高松港朝日地区土質調査		四国		01整備局 セイビキョク		43875.0		明治コンサルタント（株）		K002068602		測量・調査		谷口正人		高橋宏文		蒲原秀典		鳩山英樹																		78		0		78		0		75		0		-

		R01d		171019031		備讃瀬戸航路(イノサキノツガイ地区)深浅測量		四国		01整備局 セイビキョク		43819.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		奥村邦明		松川育史朗		安元淳		畑裕一朗		外屋敷正一																76		0		76		0		75		0		-

		R01d		171019037		高松港朝日地区現況調査		四国		01整備局 セイビキョク		43909.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		小山善明		石井太朗		濱田孝治		中村憲司		竹井泰昭																76		0		76		0		73		0		-

		R01d		171019038		高松空港場外土質調査 タカマツ クウコウ ジョウガイ ドシツ チョウサ		四国 シコク		01整備局 セイビキョク		43920.0		千葉エンジニアリング（株） チバ カブ		00000983		測量・調査 ソクリョウ チョウサ		若月洋朗		長沢幸人 ナガサワ シアワ ヒト		小田幸平 オダ サチ タイ		笹島卓也 ササ シマ タクヤ		浅野滋之 アサノ シゲユキ		辻野修一 ツジ シュウイチ														78		0		78		0		78		0		-

		R01d		171118043		東予港中央地区水質調査		四国		01整備局 セイビキョク		43782.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		中嶋一郎		大久保譲		菊田昌義		森一郎																		77		0		77		0		77		0		-

		R01d		171118044		東予港中央地区地下水観測業務		四国		01整備局 セイビキョク		43901.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		安宅政志		森航大		森一郎		吉川勝志																		76		0		76		0		76		0		-

		R01d		171119015		松山空港滑走路端安全区域深浅測量等		四国		01整備局 セイビキョク		43658.0		（株）セトウチ		00001135		測量・調査		田中浩二		山内啓右		廣谷幸二		頃安高志																		76		0		76		0		74		0		-

		R01d		171119023		東予港中央地区等深浅測量		四国		01整備局 セイビキョク		43903.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		田中聡		下地雅俊		古泉統義		白木喜章		先岡良宏		小野信幸		伊東啓勝		田村圭一		倉持雅彦								79		0		79		0		79		0		-

		R01d		171119030		松山空港滑走路端安全区域土質調査		四国		01整備局 セイビキョク		43909.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		前田直也		下松匠		末宗克浩		杉原普作		白石昭博		井上孝則														79		0		79		0		78		0		-

		R01d		171119043		来島海峡航路・鼻栗瀬戸航路深浅測量		四国		01整備局 セイビキョク		43903.0		国際航業（株）		00000047		測量・調査		藤井隆士郎		朴ジェヒョン		井上公人		田邉光一																		76		0		76		0		73		0		-

		R01d		171219016		徳島小松島港深浅測量		四国		01整備局 セイビキョク		43819.0		アジア航測（株）		00000891		測量・調査		上橋幸二		杉浦博		鬼束朋和		三浦政文																		78		0		78		0		78		0		-

		R01d		171219018		徳島飛行場深浅測量等		四国		01整備局 セイビキョク		43819.0		日本ミクニヤ（株）		00001144		測量・調査		望戸裕司		原大祐		三納正美		西本英明																		77		0		77		0		77		0		-

		R01d		171219020		徳島飛行場土質調査		四国		01整備局 セイビキョク		43861.0		千葉エンジニアリング（株）		00000983		測量・調査		若月洋朗		辻野修一		青砥聡		小田幸平		長沢幸人		浅野滋之														77		0		77		0		77		0		-

		R01d		171319014		須崎港湾口地区水質・底質調査		四国		01整備局 セイビキョク		43903.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		中嶋一郎		田畑光太郎		久子克昭																				77		0		77		0		72		0		-

		R01d		171319015		須崎港土質調査		四国		01整備局 セイビキョク		43836.0		（株）環境防災		00000228		測量・調査		長尾敏夫		郡英史		伊藤修		河野美博		橋本治美																80		1		80		1		76		0		-

		R01d		171319022		高知港深浅測量		四国		01整備局 セイビキョク		43861.0		アジア航測（株）		00000891		測量・調査		上橋幸二		杉浦博		鬼束朋和		三浦政文																		76		0		76		0		75		0		-

		R01d		171319034		高知港海岸土質調査(その(1))		四国		01整備局 セイビキョク		43861.0		川崎地質（株）		00000108		測量・調査		原田克之		下川大介		玉那覇聖芽		高野郁弥		飯田誠																79		0		79		0		78		0		-

		R01d		171319042		高知港海岸土質調査		四国		01整備局 セイビキョク		43889.0		応用地質（株）		00000065		測量・調査		小野哲治		塚田秀太郎		小山彰		川原孝洋		高橋貴子																76		0		76		0		75		0		-

		R01d		181019005		平成31年度下関港(新港地区)環境調査		九州		01整備局 セイビキョク		43915.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		山本恭資		北川陽一		伊東秀明		土畑正和																		78		0		78		0		75		0		-

		R01d		181019010		平成31年度下関港(新港地区)深浅測量		九州		01整備局 セイビキョク		43798.0		（株）東京久栄		00001626		測量・調査		山岸秀樹		森川翔太		臼井雅一		佐藤航志																		77		0		77		0		75		0		-

		R01d		181019011		平成31年度下関港(新港地区)水生生物環境調査		九州		01整備局 セイビキョク		43903.0		（株）東京久栄		00001626		測量・調査		山岸秀樹		豊福真也		帯津直彦		臼井雅一		佐藤航志																77		0		77		0		76		0		-

		R01d		181019012		平成31年度下関港(西山地区)岸壁(-12m)(改良)土質調査		九州		01整備局 セイビキョク		43889.0		日本地研（株）		00000186		測量・調査		橋本圭太郎		庄籠志功		川崎新吾		栗巣吉文		井上進		田口浩史														81		1		81		1		80		1		-

		R01d		181019032		令和元年度下関港(新港地区)水産水域環境監視調査		九州		01整備局 セイビキョク		43915.0		（株）東京久栄		00001626		測量・調査		山岸秀樹		森川翔太		宮山俊		中西正行																		78		0		78		0		77		0		-

		R01d		181019033		令和元年度下関港(新港地区)岸壁(-12m)磁気探査		九州		01整備局 セイビキョク		43861.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		姜忠男		増岡隆太		牛島巨博		平田祐二																		76		0		76		0		73		0		-

		R01d		181019034		令和元年度下関港海岸土質調査		九州		01整備局 セイビキョク		43868.0		（株）東京ソイルリサーチ		00000346		測量・調査		井上雅史		内藤海人		中村颯馬		茶圓光弘		鋸谷和志		内藤治		高橋寿幸												79		0		79		0		79		0		-

		R01d		181118026		平成30年度新門司沖土砂処分場(2期)磁気探査		九州		01整備局 セイビキョク		43581.0		日本物理探鑛（株）		00000249		測量・調査		都築孝之		伊藤吉宏		愛甲崇信		芳賀紀行																		77		0		77		0		72		0		-

		R01d		181118034		平成30年度新門司沖土砂処分場(2期)深浅測量		九州		01整備局 セイビキョク		43616.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		奥村邦明		松川育史朗		安元淳		畑裕一朗																		78		0		78		0		77		0		-

		R01d		181118035		平成30年度新門司沖濁り監視調査(第2次)		九州		01整備局 セイビキョク		43644.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		小堀達		北川陽一		早川辰徳		山本恭資		伊東秀明		土畑正和														78		0		78		0		76		0		-

		R01d		181119004		平成31年度新門司沖水産生物調査		九州		01整備局 セイビキョク		43906.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		吉川勝志		佐古愛実		磯部藍樹		伊東秀明																		78		0		78		0		77		0		-

		R01d		181119005		平成31年度新門司沖生態系調査		九州		01整備局 セイビキョク		43769.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		勝越清紀		高月直樹		西翔太郎		石川知樹		渡部洋之		堀江啓史		山内慎		高岡秀朋		増田智久								76		0		76		0		76		0		-

		R01d		181119007		平成31年度新門司沖濁り監視調査		九州		01整備局 セイビキョク		43798.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		小堀達		北川陽一		早川辰徳		伊東秀明																		79		0		79		0		76		0		-

		R01d		181119010		平成31年度新門司沖土砂処分場(3工区)動態観測外1件		九州		01整備局 セイビキョク		43914.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		奥村邦明		伊東秀明		畑裕一朗		外屋敷正一																		78		0		78		0		78		0		-

		R01d		181119016		平成31年度北九州港(響灘地区)水質調査		九州		01整備局 セイビキョク		43889.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		小堀達		安元淳		畑裕一朗		土畑正和																		78		0		78		0		75		0		-

		R01d		181119020		令和元年度北九州港(新門司地区)航路(-10m)深浅測量		九州		01整備局 セイビキョク		43798.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		中村洋平		森康博		野口和弘																				76		0		76		0		76		0		-

		R01d		181119026		令和元年度新門司沖土砂処分場(3工区)土質性状調査		九州		01整備局 セイビキョク		43875.0		応用地質（株）		00000065		測量・調査		中尾邦彦		中野瞳		小林佑貴		永井慎太郎		篠崎岳太		寺田悠祐														80		1		80		1		80		1		-

		R01d		181119037		令和元年度北九州空港滑走路端安全区域対策地形測量外1件		九州		01整備局 セイビキョク		43809.0		中日本航空（株）		00000283		測量・調査		宇野女草太		近藤雅信		高橋弘																				78		0		78		0		77		0		-

		R01d		181119055		令和元年度新門司沖生態系調査(第2次)		九州		01整備局 セイビキョク		43913.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		大石敏		高月直樹		渡部洋之		中茂義晶		荒巻智子		山内慎		尾木陽子		高岡秀朋		松尾章子								76		0		76		0		77		0		-

		R01d		181119058		令和元年度北九州港(新門司地区)航路(-10m)磁気探査		九州		01整備局 セイビキョク		43909.0		アジア航測（株）		00000891		測量・調査		鬼束朋和		杉浦博		上橋幸二		三浦政文																		77		0		77		0		75		0		-

		R01d		181119059		令和元年度北九州港(新門司地区)航路(-10m)水質調査		九州		01整備局 セイビキョク		43917.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		内田肇		早川辰徳		磯部藍樹		山本恭資		伊東秀明																77		0		77		0		75		0		-

		R01d		181119061		令和元年度北九州港(響灘東地区)泊地(-10m)深浅測量		九州		01整備局 セイビキョク		43901.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		小山善明		石井太朗																						76		0		76		0		76		0		-

		R01d		181218068		平成30年度博多港磁気探査(第2次)		九州		01整備局 セイビキョク		43644.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		椛山明		増岡隆太		倉本正人		野口和弘																		76		0		76		0		72		0		-

		R01d		181218073		平成30年度博多港水質調査(第2次)		九州		01整備局 セイビキョク		43672.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		大石敏		渡部洋之		北原健史		山内慎		尾木陽子		高岡秀朋														77		0		77		0		75		0		-

		R01d		181219010		平成31年度博多港環境改善方策モニタリング調査		九州		01整備局 セイビキョク		43909.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		北野慎容		佐古愛実		畑裕一朗		土畑正和																		78		0		78		0		78		0		-

		R01d		181219011		平成31年度三池港(内港北地区)航路(-10m)水質調査		九州		01整備局 セイビキョク		43725.0		（株）三洋コンサルタント		00000391		測量・調査		西井康浩		末永智哉		八軒啓彰		小野貴也																		75		0		75		0		71		0		-

		R01d		181219028		平成31年度博多港深浅測量		九州		01整備局 セイビキョク		43665.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		手嶋充		緒方良彦		伊藤義則																				77		0		77		0		76		0		-

		R01d		181219029		平成31年度博多港磁気探査		九州		01整備局 セイビキョク		43769.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		椛山明		野口和弘		田中雅史																				77		0		77		0		74		0		-

		R01d		181219030		平成31年度博多港水質調査		九州		01整備局 セイビキョク		43769.0		国際航業（株）		00000047		測量・調査		加藤英紀		藤家亘		恒岡徹		米澤泰雄		佐々木秀勝		村岡芳郎														78		0		78		0		77		0		-

		R01d		181219043		令和元年度福岡空港滑走路増設(国際線エプロン北側地区)土壌調査		九州		01整備局 セイビキョク		43906.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		阪井雅洋		安藤奈津子		池田真吾		成瀬美佑樹		中茂義晶		矢頭将行		尾木陽子		高岡秀朋		河島宏典								80		1		80		1		78		0		-

		R01d		181219051		令和元年度三池港(内港北地区)航路(-10m)深浅測量		九州		01整備局 セイビキョク		43812.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		小山善明		石井太朗																						78		0		78		0		77		0		-

		R01d		181318007		平成30年度苅田港磁気探査		九州		01整備局 セイビキョク		43644.0		大和探査技術（株）		00000038		測量・調査		内藤好裕		大田祐司		松田雅司		小山一成		金指勝																77		0		77		0		72		0		-

		R01d		181319005		平成31年度苅田港埋没観測調査		九州		01整備局 セイビキョク		43769.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		奥村邦明		北條優		田畑光太郎		佐古愛実		安元淳																78		0		78		0		78		0		-

		R01d		181319013		令和元年度苅田港環境監視調査		九州		01整備局 セイビキョク		43921.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		倉持雅彦		源平慶		中村将平		藤原尭也		太田琴子		三宅崇智		古泉統義		田村圭一										77		0		77		0		71		0		-

		R01d		181319014		令和元年度苅田沖土砂処分場用地測量		九州		01整備局 セイビキョク		43798.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		小山善明		佐藤繁																						77		0		77		0		77		0		-

		R01d		181319016		令和元年度苅田港港湾施設現況調査		九州		01整備局 セイビキョク		43819.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		倉持雅彦		下地雅俊		丸井英明		中平達也		福田孝晴		先岡良宏		伊東啓勝												78		0		78		0		78		0		-

		R01d		181319018		令和元年度苅田港深浅測量		九州		01整備局 セイビキョク		43889.0		（株）三洋コンサルタント		00000391		測量・調査		西井康浩		間世田未来		藤廣学		小野貴也																		78		0		78		0		78		0		-

		R01d		181419009		平成31年度大分港海岸土質調査		九州		01整備局 セイビキョク		43798.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		松本昭二郎		岩崎誠二		三田明寛		池田政人																		78		0		78		0		77		0		-

		R01d		181419010		平成31年度大分港海岸土質調査(第2次)		九州		01整備局 セイビキョク		43798.0		応用地質（株）		00000065		測量・調査		中尾邦彦		長谷川雄一		小林佑貴		渡邊大樹		武野哲也																81		1		81		1		79		0		-

		R01d		181419011		平成31年度大分港海岸土質調査(第3次)		九州		01整備局 セイビキョク		43798.0		明治コンサルタント（株）		K002068602		測量・調査		三浦英行		半野弘樹		石川仁士		松門祐二		岩村尚樹																77		0		77		0		74		0		-

		R01d		181419012		平成31年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)土質調査		九州		01整備局 セイビキョク		43676.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		松本昭二郎		田尾啓剛		三田明寛		川口貴之																		77		0		77		0		77		0		-

		R01d		181419016		平成31年度中津港(田尻地区)環境影響調査		九州		01整備局 セイビキョク		43889.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		小堀達		佐古愛実		磯部藍樹		安元淳		土畑正和																78		0		78		0		78		0		-

		R01d		181419025		令和元年度海岸構造物影響把握調査		九州		01整備局 セイビキョク		43798.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		片野明良		下地雅俊		中平達也		大竹剛史		大崎佑也		福田孝晴														76		0		76		0		74		0		-

		R01d		181419029		令和元年度中津港(田尻地区)深浅測量		九州		01整備局 セイビキョク		43777.0		（株）三洋コンサルタント		00000391		測量・調査		西井康浩		間世田未来		藤田正人		小野貴也																		77		0		77		0		77		0		-

		R01d		181419030		令和元年度大分港(大在西地区)土質調査		九州		01整備局 セイビキョク		43819.0		川崎地質（株）		00000108		測量・調査		金田良則		小長谷陸		山地孝昌		光永靖士		園田篤史																78		0		78		0		77		0		-

		R01d		181419033		令和元年度大分港海岸土質調査(第4次)		九州		01整備局 セイビキョク		43875.0		基礎地盤コンサルタンツ（株）		00000034		測量・調査		田村和嗣		星野笑美子		上野加州貴		伊東周作																		75		0		75		0		73		0		-

		R01d		181419034		令和元年度大分港海岸土質調査(第5次)		九州		01整備局 セイビキョク		43875.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		池田政人		岩崎誠二		田尾啓剛		三田明寛																		76		0		76		0		76		0		-

		R01d		181419035		令和元年度大分港海岸土質調査(第6次)		九州		01整備局 セイビキョク		43917.0		応用地質（株）		00000065		測量・調査		宇都洋一		長谷川雄一		小林佑貴		渡邊大樹		田村展明																76		0		76		0		74		0		-

		R01d		181419040		令和元年度大分空港深浅測量		九州		01整備局 セイビキョク		43889.0		（株）三洋コンサルタント		00000391		測量・調査		西井康浩		末永智哉		松原千恵		藤廣学		小野貴也																78		0		78		0		77		0		-

		R01d		181419045		令和元年度中津港(田尻地区)磁気探査		九州		01整備局 セイビキョク		43915.0		日本物理探鑛（株）		00000249		測量・調査		都築孝之		播磨信義		鈴木竹夫																				77		0		77		0		76		0		-

		R01d		181519011		令和元年度唐津港(東港地区)水質調査		九州		01整備局 セイビキョク		43798.0		（株）三洋コンサルタント		00000391		測量・調査		西井康浩		間世田未来		久富孝司		小野貴也																		78		0		78		0		76		0		-

		R01d		181519016		令和元年度事務所管内深浅測量		九州		01整備局 セイビキョク		43909.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		中村洋平		合田明徳		森康博																				78		0		78		0		79		0		-

		R01d		181619011		平成31年度佐世保港(浦頭地区)水質調査		九州		01整備局 セイビキョク		43889.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		勝越清紀		末盛雅英		田中克幸		渡部洋之		渡辺茂樹		山内慎		松尾章子												79		0		79		0		80		1		-

		R01d		181619019		令和元年度平戸瀬戸航路外2件深浅測量		九州		01整備局 セイビキョク		43784.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		奥村邦明		安元淳		伊東秀明		畑裕一朗																		79		0		79		0		78		0		-

		R01d		181619021		令和元年度長崎港土質調査		九州		01整備局 セイビキョク		43845.0		基礎地盤コンサルタンツ（株）		00000034		測量・調査		田村和嗣		伊藤恵輔		遠藤正悟		大藏一光		熊岡康之進														伊東周作		80		1		80		1		78		0		91

		R01d		181619024		令和元年度長崎港(松が枝地区)土質調査		九州		01整備局 セイビキョク		43861.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		池田政人		岩崎誠二		川渕達也		盛田信広																		78		0		78		0		73		0		-

		R01d		181619028		令和元年度佐世保港(浦頭地区)水路測量		九州		01整備局 セイビキョク		43909.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		佐藤繁		石井太朗																						77		0		77		0		75		0		-

		R01d		181619029		令和元年度長崎港深浅測量		九州		01整備局 セイビキョク		43909.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		佐藤繁		石井太朗																						78		0		78		0		73		0		-

		R01d		181619030		令和元年度厳原港(厳原地区)水路測量		九州		01整備局 セイビキョク		43917.0		アジア航測（株）		00000891		測量・調査		上橋幸二		杉浦博		鬼束朋和		三浦政文																		78		0		78		0		78		0		-

		R01d		181719003		平成31年度海洋環境整備船調査試料分析		九州		01整備局 セイビキョク		43920.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		小堀達		早川辰徳		辻横晴美		藤身諭		水島康一郎																78		0		78		0		78		0		-

		R01d		181719005		平成31年度熊本港周辺環境調査		九州		01整備局 セイビキョク		43889.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		小堀達		早川辰徳		辻横晴美		永友繁		土畑正和																78		0		78		0		78		0		-

		R01d		181719012		平成31年度熊本港(夢咲島地区)防波堤(南)土質調査		九州		01整備局 セイビキョク		43707.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		松本昭二郎		田尾啓剛		川渕達也		池田政人																		81		1		81		1		80		1		-

		R01d		181719032		令和元年度八代港深浅測量		九州		01整備局 セイビキョク		43769.0		（株）三洋コンサルタント		00000391		測量・調査		西井康浩		末永智哉		八軒啓彰		小野貴也																		77		0		77		0		77		0		-

		R01d		181719036		令和元年度本渡瀬戸航路水質調査		九州		01整備局 セイビキョク		43909.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		内田肇		辻横晴美		山本恭資																				78		0		78		0		77		0		-

		R01d		181719040		令和元年度本渡瀬戸航路(-4.5m)深浅測量		九州		01整備局 セイビキョク		43889.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		河内典子		安元淳		奥村邦明		畑裕一朗																		79		0		79		0		77		0		-

		R01d		181719041		令和元年度熊本港(夢咲島地区)防波堤(南)堤体挙動観測		九州		01整備局 セイビキョク		43909.0		（株）三洋コンサルタント		00000391		測量・調査		西井康浩		末永智哉		早坂俊亮		藤廣学		久富孝司		小野貴也														78		0		78		0		78		0		-

		R01d		181819010		令和元年度宮崎港音波探査		九州		01整備局 セイビキョク		43707.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		奥村邦明		深見洋仁		安元淳		畑裕一朗																		78		0		78		0		78		0		-

		R01d		181819017		令和元年度細島港土質調査		九州		01整備局 セイビキョク		43909.0		基礎地盤コンサルタンツ（株）		00000034		測量・調査		田村和嗣		上野加州貴		佐藤静流		中川智博		首藤功																77		0		77		0		77		0		-

		R01d		181819019		令和元年度宮崎港・宮崎空港周辺深浅測量		九州		01整備局 セイビキョク		43920.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		倉持雅彦		下地雅俊		丸井英明		中平達也		先岡良宏		伊東啓勝														77		0		77		0		77		0		-

		R01d		181919020		平成31年度鹿児島空港滑走路端安全区域(南側)土質調査		九州		01整備局 セイビキョク		43677.0		川崎地質（株）		00000108		測量・調査		金田良則		山地孝昌		鵜飼康彦		光永靖士																		76		0		76		0		73		0		-

		R01d		181919024		令和元年度指宿港海岸養浜影響把握業務		九州		01整備局 セイビキョク		43913.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		三宅崇智		笠毛健生		源平慶		中村将平		藤原尭也		太田琴子		古泉統義		小野信幸		石本健治								80		1		80		1		80		1		-

		R01d		181919025		令和元年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤土質調査		九州		01整備局 セイビキョク		43738.0		日本地研（株）		00000186		測量・調査		藤野修二		中島勝治		相馬千佳		板井久義		村瀬聖文																78		0		78		0		76		0		-

		R01d		181919027		令和元年度鹿児島港湾・空港整備事務所管内土質調査		九州		01整備局 セイビキョク		43725.0		（株）日本地下技術		00001429		測量・調査		本田信孝		岩下浩之 イワシタ ヒロユキ		緒方康浩 オガタ ヤスヒロ		原田康弘 ハラダ ヤスヒロ																		77		0		77		0		76		0		-

		R01d		181919046		令和元年度鹿児島港(中央港区)岸壁磁気探査		九州		01整備局 セイビキョク		43809.0		大和探査技術（株）		00000038		測量・調査		小先章三		大田祐司 オオタ ユウジ		松田雅司		北野貴之 キタノ タカユキ																金指勝		77		0		77		0		75		0		80

		R01d		181919047		令和元年度鹿児島港(中央港区)航路泊地土質調査		九州		01整備局 セイビキョク		43819.0		（株）日本地下技術		00001429		測量・調査		本田信孝		緒方康浩 オガタ ヤスシ ヒロシ		寺師百枝 テラシ モモエ		吉山一輝 ヨシヤマ イッキ																		77		0		77		0		75		0		-

		R01d		181919068		令和元年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路磁気探査　		九州		01整備局 セイビキョク		43913.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		椛山明		増岡隆太		前田靖和 マエダ ヤスカズ																		吉田頼二		78		0		78		0		77		0		82

		R01d		182019009		令和元年度志布志港深浅測量		九州		01整備局 セイビキョク		43889.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		奥村邦明		安元淳		畑裕一朗		外屋敷正一																		77		0		77		0		75		0		-

		R01d		182019013		令和元年度志布志港磁気探査		九州		01整備局 セイビキョク		43769.0		コスモ海洋（株）		K001472236		測量・調査		望月進		森田英俊																						78		0		78		0		77		0		-

		R01d		182119007		平成31年度関門航路(関門鉄道トンネル上部)海底調査		九州		01整備局 セイビキョク		43679.0		アジア航測（株）		00000891		測量・調査		鬼束朋和		杉浦博		上橋幸二		三浦政文																		78		0		78		0		78		0		-

		R01d		182119008		平成31年度関門航路(大瀬戸-早鞆瀬戸地区)航路(-14m)磁気探査		九州		01整備局 セイビキョク		43801.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		徳田涼平		緒方良彦		浜中一幸		牛島巨博		手嶋充																78		0		78		0		76		0		-

		R01d		182119022		平成31年度関門航路環境調査試料分析		九州		01整備局 セイビキョク		43909.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		北野慎容		早川辰徳		磯部藍樹		坂元亮介																		79		0		79		0		77		0		-

		R01d		182119030		平成31年度関門航路(大瀬戸-早鞆瀬戸地区)航路(-14m)水質調査		九州		01整備局 セイビキョク		43812.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		小堀達		佐古愛実		磯部藍樹		伊東秀明																		79		0		79		0		78		0		-

		R01d		182119035		平成31年度関門航路(南東水道地区)航路(-14m)磁気探査		九州		01整備局 セイビキョク		43749.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		徳田涼平		増岡隆太		手嶋充		野口和弘																		78		0		78		0		77		0		-

		R01d		182119036		令和元年度関門航路(大瀬戸-早鞆瀬戸地区)航路(-14m)環境調査		九州		01整備局 セイビキョク		43889.0		国際航業（株）		00000047		測量・調査		加藤英紀		藤家亘		恒岡徹		森山大吾		米澤泰雄		村岡芳郎														78		0		78		0		78		0		-

		R01d		182119041		令和元年度関門航路(大瀬戸-早鞆瀬戸地区)航路(-14m)磁気探査(第2次)		九州		01整備局 セイビキョク		43840.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		姜忠男		徳田涼平		牛島巨博		野口和弘																		78		0		78		0		77		0		-

		R01d		182119049		令和元年度関門航路(南東水道地区)航路(-14m)磁気探査(第2次)		九州		01整備局 セイビキョク		43850.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		姜忠男		徳田涼平		城戸淳		浜中一幸		牛島巨博																78		0		78		0		77		0		-

		R01d		182119050		令和元年度関門航路(大瀬戸-早鞆瀬戸地区)航路(-14m)水質調査(第2次)		九州		01整備局 セイビキョク		43861.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		山本恭資		佐古愛実		早川辰徳		磯部藍樹		伊東秀明																79		0		79		0		78		0		-

		R01d		182119058		令和元年度関門航路(南東水道地区)航路(-14m)磁気探査(第3次)		九州		01整備局 セイビキョク		43909.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		椛山明		緒方良彦		増岡隆太		田中雅史																		78		0		78		0		77		0		-

		R01d		401018064		那覇空港滑走路増設測量業務		沖縄		02沖総局		43921.0		（株）南土木設計		00001185		測量・調査 ソクリョウ チョウサ		嘉数昌也		比嘉高志		大城陽平		西浜門悠也		石川智久																80		1		80		1		77		0		-

		R01d		401019012		那覇空港滑走路増設水質等環境監視調査業務		沖縄		02沖総局		43791.0		（株）エコー		00000188		測量・調査 ソクリョウ チョウサ		黒木敬司		山口奈津美		吉川泰広		矢田勝也		眞喜志一		青山宗平		犀川一弥		栖原有里		川崎貴之								78		0		78		0		74		0		-

		R01d		401019012		那覇空港滑走路増設水質等環境監視調査業務		沖縄		02沖総局		43791.0		（株）沖縄環境分析センター		00000199		測量・調査 ソクリョウ チョウサ				野原昌之		伊集力也		園田真大		山本靖之		岩永洋志登														78		0		78		0		74		0		-

		R01d		401019013		那覇空港滑走路増設サンゴ調査業務		沖縄		02沖総局		43913.0		（株）エコー		00000188		測量・調査 ソクリョウ チョウサ				岡田亘		山口奈津美		今泉久祥		栖原有里		高橋由浩														80		1		80		1		77		0		-

		R01d		401019013		那覇空港滑走路増設サンゴ調査業務		沖縄		02沖総局		43913.0		いであ（株）		00000305		測量・調査 ソクリョウ チョウサ		中西喜栄		石森博雄		池原浩太		青山光		毛塚大輔		田端重夫														80		1		80		1		77		0		-

		R01d		401019014		那覇空港滑走路増設海藻草類調査業務		沖縄		02沖総局		43913.0		いであ（株）		00000305		測量・調査 ソクリョウ チョウサ		田端重夫		新宅航平		池原浩太		菅野絵理		青山光		平中晴朗		毛塚大輔		鳥居高志										83		1		83		1		81		1		-

		R01d		401019015		那覇空港滑走路増設環境監視調査業務		沖縄		02沖総局		43920.0		（株）沖縄環境保全研究所		00000205		測量・調査 ソクリョウ チョウサ		砂辺理		弘中豊		渡嘉敷真司		末吉孝太郎		比嘉高明		吉本昌弘		西垣孝治		西山桂一										78		0		78		0		79		0		-

		R01d		401019026		中城湾港環境監視調査業務		沖縄		02沖総局		43921.0		いであ（株）		00000305		測量・調査 ソクリョウ チョウサ		中西喜栄		石森博雄		新宅航平		杉本嵩臣		青木航		平中晴朗		佐藤泰夫		野元和代										80		1		80		1		80		1		-

		R01d		401019028		中城湾港環境監視調査業務（その２）		沖縄		02沖総局		43921.0		（株）イーエーシー		00000491		測量・調査 ソクリョウ チョウサ		木村英彰		西村雄貴		渡嘉敷愛		與儀健太郎		眞武明生		嶺井徳子		久保宗賢		粂正幸		青柳克								77		0		77		0		76		0		-

		R01d		401019029		中城湾港環境監視調査業務（その３）		沖縄		02沖総局		43921.0		（株）沖縄環境保全研究所		00000205		測量・調査 ソクリョウ チョウサ		砂辺理		佐々木壮		八木洋史		新垣渚		角一人		金城直樹														80		1		80		1		81		1		-

		R01d		401019030		中城湾港地形変化調査検討業務		沖縄		02沖総局		43861.0		（株）エコー		00000188		測量・調査 ソクリョウ チョウサ		黒木敬司		坂井良輔		上原勝一		白木喜章		片野明良		川崎貴之														80		1		80		1		81		1		-

		R01d		401019040		中城湾港土質調査業務		沖縄		02沖総局		43706.0		川崎地質（株）		00000108		測量・調査 ソクリョウ チョウサ		野尻峰広		佐々木政和		越智義和		村井政徳		光永靖士																81		1		81		1		77		0		-

		R01d		401019065		那覇港水質監視調査業務		沖縄		02沖総局		43917.0		（株）沖縄環境科学研究所		00006630		測量・調査 ソクリョウ チョウサ		平良栄康		武村佳哉		三原正法		早瀬川直充																		75		0		75		0		72		0		-

		R01d		401019084		中城湾港土質調査業務（その２）		沖縄		02沖総局		43861.0		川崎地質（株）		00000108		測量・調査 ソクリョウ チョウサ		野尻峰広		村井政徳		光永靖士		松下宏壱																		82		1		82		1		82		1		-

		R01d		401019091		那覇港土質調査業務		沖縄		02沖総局		43798.0		川崎地質（株）		00000108		測量・調査 ソクリョウ チョウサ		野尻峰広		福永浩司		山地孝昌		光永靖士		市原浩司																78		0		78		0		73		0		-

		R01d		401019095		那覇港（新港ふ頭地区）岸壁（ー１２ｍ）外１件磁気探査業務		沖縄		02沖総局		43861.0		（有）地下計測		00004970		測量・調査 ソクリョウ チョウサ		天願武		栄野比恒 エイ ヒサシ		喜友名朝史 キユナ アサシ																				77		0		77		0		78		0		-

		R01d		401019100		那覇空港滑走路増設水質等環境監視調査業務（その２）		沖縄		02沖総局		43917.0		（株）エコー		00000188		測量・調査 ソクリョウ チョウサ		黒木敬司		山口奈津美		矢田勝也		眞喜志一		青山宗平		今泉久祥		犀川一弥		金澤遼		栖原有里								78		0		78		0		79		0		-

		R01d		401019100		那覇空港滑走路増設水質等環境監視調査業務（その２）		沖縄		02沖総局		43917.0		（株）沖縄環境分析センター		00000199		測量・調査 ソクリョウ チョウサ				野原昌之		伊集力也		園田真大		國吉真悟		岩永洋志登														78		0		78		0		79		0		-

		R01d		401119010		平良港環境監視調査業務		沖縄		02沖総局		43921.0		（株）沖縄環境保全研究所		00000205		測量・調査 ソクリョウ チョウサ		砂辺理		安次嶺要 アン ツギ ミネ カナメ		中村栄文 ナカムラ サカエ ブン		名城仁詞 ナシロ ジン シ		新垣渚 アラカキ ナギサ		角一人 スミ カズ ヒト		金城直樹 キンジョウ ナオキ												78		0		78		0		79		0		-

		R01d		401119012		平良港深浅測量業務		沖縄		02沖総局		43707.0		（株）環境技建ウエーブ		00005992		測量・調査 ソクリョウ チョウサ		長田紀晃		松苗和也		志賀翔太		岡本玄洋		武内鉄平		金芳晴		古川由紀夫												75		0		75		0		71		0		-

		R01d		401119014		平良港磁気探査業務		沖縄		02沖総局		43917.0		（株）新生建設コンサルタント		00007237		測量・調査 ソクリョウ チョウサ		砂川健		平良繁光		大浦学		池原孝記		長浜博幸		平良幸栄														83		1		83		1		85		1		-

		R01d		401119018		平良港（漲水地区）臨港道路（防波堤外）水路測量業務		沖縄		02沖総局		43917.0		コスモ海洋（株）		K001472236		測量・調査 ソクリョウ チョウサ		古城英樹		中畑邦彦		甲斐哲也		森勇也																		78		0		78		0		79		0		-

		R01d		401219016		石垣港水質調査		沖縄		02沖総局		43917.0		（株）イーエーシー		00000491		測量・調査 ソクリョウ チョウサ		久保洋一郎		與儀健太郎		金城嘉哉		久保文朗		千葉澄夫																78		0		78		0		75		0		-

		R01d		401219017		石垣港磁気探査		沖縄		02沖総局		43819.0		アジア航測（株）		00000891		測量・調査 ソクリョウ チョウサ		上橋幸二		杉浦博		鬼束朋和		三浦政文																		83		1		83		1		82		1		-

		R01d		401219018		竹富南航路深浅測量外１件業務		沖縄		02沖総局		43917.0		（株）高崎総合コンサルタント		00000193		測量・調査 ソクリョウ チョウサ		久保田省吾		内田賢一		赤峰匠		藤岡勝則																		82		1		82		1		78		0		-

		R01d		401219020		石垣港環境調査		沖縄		02沖総局		43889.0		（株）エコー		00000188		測量・調査 ソクリョウ チョウサ		高橋由浩		岡田亘		山口奈津美		矢田勝也		眞喜志一		今泉久祥		金澤遼		栖原有里		川崎貴之								81		1		81		1		79		0		-

		R02d		111020012		青森港沖館地区東防波堤外水準測量及び現地調査		東北		01整備局		44225.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		藤井隆行		河合啓悟		大友優真		高城隆昌		盛田高好																80		1		80		1		80		1		-

		R02d		111119021		八戸港深浅測量		東北		01整備局		44012.0		国際航業（株）		00000047		測量・調査		田邉光一		斎藤悠太		金井大輔		高橋大二朗		田中金時		石田覚														77		0		77		0		76		0		-

		R02d		111120014		八戸港現況調査		東北		01整備局		44260.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		黒木敬司		白石夢果		村上花		網田全		古泉統義		田村圭一														78		0		78		0		78		0		-

		R02d		111120016		八戸港流況外調査		東北		01整備局		44265.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		藤井隆行		熊谷仁志		本間大賀		服部輝久		高城隆昌		山口初代		松村繁徳												80		1		80		1		79		0		-

		R02d		111120017		八戸港深浅測量		東北		01整備局		44286.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		小野信幸		丸井英明		先岡良宏		伊東啓勝		倉持雅彦																78		0		78		0		78		0		-

		R02d		111120035		八戸港八太郎地区現況調査		東北		01整備局		44260.0		（株）アイテック		00003190		測量・調査		大久賢志		岩間久輝		新堂勝永																				75		0		75		0		72		0		-

		R02d		111220015		能代港大森地区外深浅測量		東北		01整備局		44144.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		藤井隆行		後閑喬介		河合啓悟		坂田晴香		高橋重雄		盛田高好														78		0		78		0		78		0		-

		R02d		111220021		能代港基準点測量		東北		01整備局		44162.0		（株）マドック		00009574		測量・調査		黒澤幸博		尾形宏康		小野寺祐一		白戸博		三浦学		佐々木義浩														76		0		76		0		76		0		-

		R02d		111420012		酒田港深浅測量		東北		01整備局		44274.0		（株）パスコ		00000067		測量・調査		日吉昌史		鈴木悠		白石忠久		富山優		小関真征		牧本貴夫		岩本正実		上甲健										77		0		77		0		80		1		-

		R02d		111420015		酒田港北港地区土質調査		東北		01整備局		44267.0		（株）ダイヤコンサルタント		00000112		測量・調査		佐藤春夫		谷口雄太		会田結亮		阿南春平		島村和宏		高津知也														79		0		79		0		77		0		-

		R02d		111520018		仙台塩釜港水質底質調査		東北		01整備局		44274.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		北野慎容		須田祐次		瀬部孝太		大友優真		塩谷剛		高城隆昌		藤身諭												78		0		78		0		79		0		-

		R02d		111520021		仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区防波堤(南)水準測量		東北		01整備局		44225.0		北村技術（株）		00009403		測量・調査		小野満人		村上真臣																						79		0		79		0		79		0		-

		R02d		111520027		仙台塩釜港仙台港区向洋地区土質調査		東北		01整備局		44274.0		復建調査設計（株）		00000032		測量・調査		山田和弘		岩城徹也		水野匠		池田哲哉		高田圭太																77		0		77		0		76		0		-

		R02d		111520029		仙台塩釜港塩釜港区貞山地区用地測量		東北		01整備局		44274.0		（株）菊池技研コンサルタント		00000485		測量・調査		小松久男		大和田忠信		小岩智																				78		0		78		0		79		0		-

		R02d		111720022		小名浜港水質外調査		東北		01整備局		44253.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		北野慎容		須田祐次		瀬部孝太		横山吉雄		高城隆昌		藤身諭														81		1		81		1		80		1		-

		R02d		111720030		相馬港水路測量		東北		01整備局		44253.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		藤井隆行		河合啓悟		山田圭佑		高橋重雄		盛田高好																79		0		79		0		79		0		-

		R02d		111720031		小名浜港水準測量		東北		01整備局		44270.0		仙東技術（株）		00007810		測量・調査		菅井圭		鹿野大和		遠藤祐介		本宮悠斗		渡辺稔秋		草野悠人		土生木晃												76		0		76		0		78		0		-

		R02d		121020039		京浜港貸付国有港湾施設定期点検業務		関東		01整備局		44253.0		国際航業（株）		00000047		測量・調査		古田学		斎藤悠太		一ノ瀬里美		高橋大二朗		村田昌樹		大西明夫		田邉光一												78		0		78		0		76		0		-

		R02d		121020047		京浜港湾事務所庁舎敷地測量他業務		関東		01整備局		44281.0		（株）カワコン		00008742		測量・調査		龍幸弘		岩川祐司		吉澤健一		須田勝		芳我宏昌		高橋優斗														76		0		76		0		76		0		-

		R02d		121020070		横浜港南本牧地区他水路測量		関東		01整備局		44281.0		（株）セア・プラス		00004121		測量・調査		清野泰弘		杉本紀憲		三上森史		広川陽一		浦克美		藤原保弘														78		0		78		0		77		0		-

		R02d		121120016		鹿島港外港地区航路・泊地(-14m)磁気探査他業務		関東		01整備局		44104.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		山下俊博		浜中一幸		田中雅史																		吉田頼二		77		0		77		0		77		0		80

		R02d		121120021		鹿島港及び茨城港常陸那珂港区深浅及び汀線測量		関東		01整備局		44267.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		繁原俊弘		齋田康平		山田圭佑		高橋重雄																		79		0		79		0		78		0		-

		R02d		121120026		鹿島港土質調査		関東		01整備局		44193.0		川崎地質（株）		00000108		測量・調査		石渡哲夫		糟谷徹勇		相澤穂高		近藤勉		内田秀樹																77		0		77		0		77		0		-

		R02d		121120037		鹿島港外港地区及び茨城港常陸那珂港区中央ふ頭地区測量・登記資料作成業務		関東		01整備局		44253.0		（社）茨城県公共嘱託登記土地家屋調査士協会		K001765069		測量・調査		樋熊崇一																								77		0		77		0		73		0		-

		R02d		121219027		東京湾浅場造成環境調査(その2)		関東		01整備局		44286.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		勝越清紀		木下裕士郎		池田宗平		風間真紀		堀江啓史		佐々木倫彦		鶴島大樹												78		0		78		0		78		0		-

		R02d		121220009		千葉港千葉中央地区土質調査		関東		01整備局		44123.0		川崎地質（株）		00000108		測量・調査		石渡哲夫		北村友依		相澤穂高		原晴彦		近藤勉																79		0		79		0		79		0		-

		R02d		121220010		千葉港千葉中央地区土質調査(その2)		関東		01整備局		44104.0		応用地質（株）		00000065		測量・調査		柿原芳彦		田中諒		カクケイハ		野村周平		及川健汰		寺田悠祐														74		0		74		0		72		0		-

		R02d		121220013		千葉港葛南中央地区土質調査		関東		01整備局		44174.0		川崎地質（株）		00000108		測量・調査		石渡哲夫		北村友依		糟谷徹勇		佐藤直		近藤勉		橿淵俊樹														78		0		78		0		77		0		-

		R02d		121220026		千葉港葛南中央地区他環境調査		関東		01整備局		44267.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		三宅崇智		白石夢果		村上花		古泉統義		大澤寛之		田村圭一														76		0		76		0		77		0		-

		R02d		121319051		東京国際空港B誘導路及び西側貨物地区エプロン土質調査		関東		01整備局		44231.0		川崎地質（株）		00000108		測量・調査		川井康右		宇多川和浩		村地良洋		井上駿		石渡哲夫																80		1		80		1		79		0		-

		R02d		121319051		東京国際空港B誘導路及び西側貨物地区エプロン土質調査		関東		01整備局		44231.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査				渡部篤史		森山晃紀		安東孝幸		松尾賢太郎																80		1		80		1		79		0		-

		R02d		121320014		東京国際空港周辺海域現況調査		関東		01整備局		44124.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		吉川勝志		本間大賀		原田浩二		高野聖之		鈴木敬道		松村繁徳														78		0		78		0		78		0		-

		R02d		121320015		東京国際空港環境調査		関東		01整備局		44281.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		永友繁		北條優		渡邊真由子		本間大賀		鈴木敬道		松村繁徳														76		0		76		0		76		0		-

		R02d		121320022		東京国際空港基準点測量及び施設・地盤動態観測調査		関東		01整備局		44274.0		（株）パスコ		00000067		測量・調査		阿部直宏		小川徹也		宮坂正樹		鎗田俊輔		飯塚恒太		中村保彦		木村一輝		牧本貴夫		日高辰規								77		0		77		0		75		0		-

		R02d		121320023		東京国際空港周辺海域環境調査		関東		01整備局		44281.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		吉川勝志		本間大賀		永友繁		原田浩二		鈴木敬道		松村繁徳														79		0		79		0		78		0		-

		R02d		121320025		東京国際空港D滑走路維持管理等工事		関東		01整備局		44286.0		鹿島建設（株）		K000110187		測量・調査		増田昌弘		照沼敏之		渡部知治		胡昌位		平佐健一																77		0		77		0		78		0		-

		R02d		121320025		東京国際空港D滑走路維持管理等工事		関東		01整備局		44286.0		東亜建設工業（株）		K000111922		測量・調査				高木伸宏																						77		0		77		0		78		0		-

		R02d		121320036		東京国際空港B誘導路他土質調査		関東		01整備局		44274.0		千葉エンジニアリング（株）		00000983		測量・調査		若月洋朗		本橋拓也		青砥聡		玉山大助		長沢幸人		浅野滋之														80		1		80		1		78		0		-

		R02d		121420005		東京湾護岸前面活用試験における環境調査		関東		01整備局		44274.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		吉川勝志		澤井雅幸		永友繁		原田浩二		松村繁徳		河内典子														79		0		79		0		78		0		-

		R02d		121520008		東京湾中央航路土質調査		関東		01整備局		44225.0		興亜開発（株）		00000231		測量・調査		牧戸邦浩		長谷川祐一		金谷泰邦		早出太郎		梅津幸治																79		0		79		0		79		0		-

		R02d		121520010		東京湾中央航路深浅測量		関東		01整備局		44218.0		（株）アーク・ジオ・サポート		00009802		測量・調査		楠浩之		山本史郎		山本聡一		尾城隆紀		石橋美和子		齊藤里帆子														78		0		78		0		77		0		-

		R02d		121520017		東京湾口航路事務所管内基準点測量		関東		01整備局		44274.0		（株）パスコ		00000067		測量・調査		阿部直宏		小川徹也		宮坂正樹		飯塚恒太		光野智大		日高辰規														78		0		78		0		78		0		-

		R02d		131020009		新潟港深浅測量(その1)		北陸		01整備局		44278.0		（株）ナカノアイシステム		00002126		測量・調査		西條寛		笠原康幸		乙山雄太		武藤亮		織山孝之		岡田祐樹														79		0		79		0		78		0		-

		R02d		131020010		新潟港深浅測量(その2)		北陸		01整備局		44174.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		畑裕一朗		松川育史朗		立石賢吾		繁原俊弘																		79		0		79		0		78		0		-

		R02d		131020011		新潟港(西港地区)環境調査		北陸		01整備局		44260.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		吉川勝志		北條優		本間大賀		永友繁		原田浩二		松村繁徳														79		0		79		0		78		0		-

		R02d		131020012		新潟港潮位調査		北陸		01整備局		44278.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		水野静		北條優		本間大賀		新島義治		山口初代																79		0		79		0		78		0		-

		R02d		131020014		新潟港海岸(西海岸地区)深浅測量及び環境等調査		北陸		01整備局		44246.0		国際航業（株）		00000047		測量・調査		岩部然育		田中昭幸		斎藤悠太		田中金時		田邉光一		片山美可		加藤英紀												80		1		80		1		80		1		-

		R02d		131020027		新潟港公共水準測量		北陸		01整備局		44242.0		（株）ナカノアイシステム		00002126		測量・調査		乙山雄太		笠原康幸		武藤亮		星野柊		小林柊真		織山孝之														79		0		79		0		78		0		-

		R02d		131020031		新潟港(東港地区)構造物調査		北陸		01整備局		44134.0		中電技術コンサルタント（株）		00000063		測量・調査		宮本浩司		牟田直樹		舟津智司		江川英仁		田中晶典		近藤良		猿渡雄二		眞田一磨										78		0		78		0		77		0		-

		R02d		131020032		両津港(湊地区)土質調査		北陸		01整備局		44165.0		（株）興和		00000717		測量・調査		鈴木直文		白井佳輝		鶴巻駿介		岡田広大		畠山美久奈		笹川考義		本間浩幸												79		0		79		0		79		0		-

		R02d		131020037		新潟空港空中写真測量		北陸		01整備局		44267.0		（株）ナカノアイシステム		00002126		測量・調査		薄田肇		笠原康幸		関口拓弥		橋詰莉子		小林柊真		織山孝之														79		0		79		0		79		0		-

		R02d		131020038		両津港(湊地区)深浅測量		北陸		01整備局		44104.0		復建調査設計（株）		00000032		測量・調査		大住典嗣		蔭山洋亮		岡本良徳																				77		0		77		0		76		0		-

		R02d		131120003		海底地形測量及び解析・図化業務		北陸		01整備局		44225.0		（株）アーク・ジオ・サポート		00009802		測量・調査		小澤守		大峰慎太郎		楠浩之		河野翔太		尾城隆紀		齊藤里帆子														77		0		77		0		77		0		-

		R02d		131220008		伏木富山港(伏木・新湊地区)潮位調査		北陸		01整備局		44280.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		水野静		北條優		高谷泰紀		山口初代																		78		0		78		0		78		0		-

		R02d		131220009		伏木富山港(富山地区)水路測量		北陸		01整備局		44071.0		北建コンサル（株）		00001189		測量・調査		成田亮		苗加晋也		矢ノ登賢也		永田拓海		杉山邦広		三浦正治														78		0		78		0		77		0		-

		R02d		131220013		伏木富山港(伏木地区)環境調査		北陸		01整備局		44274.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		原田浩二		鈴木琢也		橋本幸治		小泉喜之		松村繁徳																80		1		80		1		80		1		-

		R02d		131220014		伏木富山港(伏木地区)深浅測量		北陸		01整備局		44134.0		北建コンサル（株）		00001189		測量・調査		苗加晋也		成田亮		矢ノ登賢也		永田拓海		杉山邦広		三浦正治														78		0		78		0		77		0		-

		R02d		131220020		伏木富山港(新湊地区)水路測量		北陸		01整備局		44270.0		北建コンサル（株）		00001189		測量・調査		成田亮		川岸大地		矢ノ登賢也		永田拓海		三浦正治																78		0		78		0		77		0		-

		R02d		131320005		金沢港・七尾港・輪島港潮位調査		北陸		01整備局		44280.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		水野静		北條優		高谷泰紀		山口初代																		78		0		78		0		78		0		-

		R02d		131320010		輪島港環境調査		北陸		01整備局		44225.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		吉川勝志		柴宮孝明		永友繁		小泉喜之		奥村邦明		松村繁徳														78		0		78		0		78		0		-

		R02d		131320017		金沢港深浅測量		北陸		01整備局		44165.0		玉野総合コンサルタント（株）		00000087		測量・調査		近藤泰徳		永山雄也		石黒武文		西原邦敏		小川薫																78		0		78		0		77		0		-

		R02d		131420005		敦賀港潮位調査		北陸		01整備局		44277.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		水野静		北條優		高谷泰紀		山口初代		河内典子																77		0		77		0		77		0		-

		R02d		131420010		敦賀港(金ケ崎地区)潜水及び確認探査		北陸		01整備局		44134.0		日本物理探鑛（株）		00000249		測量・調査		中野圭太		北澤龍之介		齊藤弘康		中村義雄		佐々木正徳		吉川秀人														78		0		78		0		77		0		-

		R02d		141020019		令和2年度　下田港水質・底質及び海生生物調査		中部		01整備局		44272.0		玉野総合コンサルタント（株）		00000087		測量・調査		森川高徳		冨田昌		鈴木雄也		山田政樹																		77		0		77		0		76		0		-

		R02d		141020025		令和2年度　清水港港内波浪観測業務		中部		01整備局		44218.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		山田貴裕		大竹剛史		大崎佑也		宇野喜之																		77		0		77		0		77		0		-

		R02d		141020031		令和2年度　清水港基準点・水準測量		中部		01整備局		44190.0		玉野総合コンサルタント（株）		00000087		測量・調査		近藤泰徳		松田皓介		中上芳夫		永井亨		森田康正																78		0		78		0		79		0		-

		R02d		141020048		令和2年度　清水港港内深浅測量		中部		01整備局		44274.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		立石賢吾		松川育史朗		齋田康平		後閑喬介		水野静		河内典子														76		0		76		0		76		0		-

		R02d		141120036		令和2年度　名古屋港ポートアイランド周辺環境調査		中部		01整備局		44286.0		玉野総合コンサルタント（株）		00000087		測量・調査		森川高徳		冨田昌		鈴木雄也		山田政樹																		77		0		77		0		77		0		-

		R02d		141120038		令和2年度　名古屋港航路環境現況調査		中部		01整備局		44285.0		玉野総合コンサルタント（株）		00000087		測量・調査		森川高徳		冨田昌		鈴木雄也		山田政樹		近藤泰徳																78		0		78		0		78		0		-

		R02d		141120045		令和2年度　名古屋港第3ポートアイランド土質調査		中部		01整備局		44085.0		基礎地盤コンサルタンツ（株）		00000034		測量・調査		五十嵐央		山名真広		半澤孝樹		渡邊憲平		横井亜紀		藤本菊夫		音勇一		大久保幸倫		遠藤栄								77		0		77		0		76		0		-

		R02d		141120049		令和2年度　名古屋港ポートアイランド挙動観測		中部		01整備局		44274.0		（株）パスコ		00000067		測量・調査		林聖元		森島章仁		江口輝		大久保克俊		細野賢一		石塚淑大														77		0		77		0		77		0		-

		R02d		141120053		令和2年度　名古屋港国有港湾施設定期点検調査		中部		01整備局		44186.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		倉持雅彦		丸井英明		先岡良宏		伊東啓勝																		79		0		79		0		78		0		-

		R02d		141120073		令和2年度　名古屋港庄内川泊地外深浅測量		中部		01整備局		44183.0		玉野総合コンサルタント（株）		00000087		測量・調査		近藤泰徳		永山雄也		石黒武文		小川薫																		78		0		78		0		78		0		-

		R02d		141120077		令和2年度　名古屋港底質調査		中部		01整備局		44249.0		玉野総合コンサルタント（株）		00000087		測量・調査		森川高徳		冨田昌		鈴木雄也		伊藤浩		山田政樹																77		0		77		0		78		0		-

		R02d		141120093		令和2年度 名古屋港港内磁気・潜水探査		中部		01整備局		44280.0		大和探査技術（株）		00000038		測量・調査		世森祐一		佐藤壮		木戸正人		本間章好																		78		0		78		0		78		0		-

		R02d		141220009		令和2年度　三河港環境調査		中部		01整備局		44279.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		吉川勝志		本間大賀		柴宮孝明		永友繁		橋本幸治		原田浩二														80		1		80		1		80		1		-

		R02d		141220021		令和2年度　中山水道航路管理測量		中部		01整備局		44211.0		玉野総合コンサルタント（株）		00000087		測量・調査		近藤泰徳		冨田昌		永山雄也		石黒武文		小川薫																77		0		77		0		77		0		-

		R02d		141320011		令和2年度　四日市港国有港湾施設点検調査		中部		01整備局		44211.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		倉持雅彦		丸井英明		先岡良宏		伊東啓勝																		79		0		79		0		78		0		-

		R02d		141420003		令和2年度　伊勢湾環境モニタリング調査及び観測機器保守・点検業務		中部		01整備局		44286.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		高辻裕史		佐藤寛之		一柳昌史		高山容子		堀川鎮史		風間崇宏														79		0		79		0		79		0		-

		R02d		150120023		RTK-GNSSを用いた港湾施設現況測量業務		近畿		01整備局		44165.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		井上定雄		関藤怜志		島田翔眞		田中浩一																		79		0		79		0		75		0		-

		R02d		150120037		大阪湾(堺泉北港堺2区北泊地)環境モニタリング等調査業務		近畿		01整備局		44281.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		泉伸司		山田和彦		藤井清香		酒井康彦		田中浩一																79		0		79		0		79		0		-

		R02d		150120046		海底地形調査		近畿		01整備局		44281.0		国際航業（株）		00000047		測量・調査		藤井隆士郎		近藤正樹		松田健也		田邉光一		木戸浩彦		石田覚														76		0		76		0		73		0		-

		R02d		151020008		舞鶴港和田地区道路(上安久線)水文調査		近畿		01整備局		44278.0		国際航業（株）		00000047		測量・調査		志賀直樹		美村泰裕		長谷川友祐		中橋政男		井上公人																78		0		78		0		75		0		-

		R02d		151020010		柴山港柴山地区汀線測量等		近畿		01整備局		44165.0		第一設計監理（株）		00004482		測量・調査		橋本毅		岡田清		谷口誠一		青木貴大																		76		0		76		0		76		0		-

		R02d		151020013		舞鶴港和田地区深浅測量		近畿		01整備局		44099.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		畑裕一朗		門谷綱祐		外屋敷正一																				76		0		76		0		72		0		-

		R02d		151020019		舞鶴港和田地区道路(上安久線)附帯施設施工環境調査		近畿		01整備局		44208.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		田中浩一		有田駿		関藤怜志																				76		0		76		0		74		0		-

		R02d		151020024		舞鶴港和田地区道路(上安久線)地形測量		近畿		01整備局		44277.0		国際航業（株）		00000047		測量・調査		西岡陽一		森義孝		井上隆之		藤井隆士郎																		79		0		79		0		75		0		-

		R02d		151120001		大阪港北港南地区航路(-16m)施工環境調査		近畿		01整備局		44165.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		田中浩一		有田駿		関藤怜志		飯田仁士																		78		0		78		0		78		0		-

		R02d		151120002		大阪港環境調査		近畿		01整備局		44274.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		菊田昌義		田畑光太郎		森航大		久子克昭		伊藤菜波																77		0		77		0		75		0		-

		R02d		151120003		大阪港北港南地区航路(-16m)附帯施設動態観測業務		近畿		01整備局		44274.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		奥村邦明		門谷綱祐		森一郎		岡部克顕		畑裕一朗																77		0		77		0		75		0		-

		R02d		151120011		大阪湾施工環境調査		近畿		01整備局		44089.0		（株）総合水研究所		00179563		測量・調査		吉村直孝		鍋島是知		竹野誠人		保持尚志		平井研																74		0		74		0		71		0		-

		R02d		151120014		大阪湾施工環境調査(第2工区)		近畿		01整備局		44280.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		田中浩一		有田駿		関藤怜志																				79		0		79		0		79		0		-

		R02d		151120016		大阪港南港東地区流出防止柵点検業務		近畿		01整備局		44211.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		井上定雄		関藤怜志		島田翔眞		古河崎正博		岡本経孝		田中浩一														79		0		79		0		80		1		-

		R02d		151120020		堺泉北港汐見沖地区泊地(-12m)深浅等測量		近畿		01整備局		44186.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		手嶋充		合田明徳		伊藤義則																				78		0		78		0		78		0		-

		R02d		151120023		大阪港北港南地区航路(-16m)施工環境調査(第2工区)		近畿		01整備局		44286.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		田中浩一		有田駿		関藤怜志																				78		0		78		0		78		0		-

		R02d		151120025		大阪港北港南地区荷さばき地(C12)土質調査		近畿		01整備局		44277.0		川崎地質（株）		00000108		測量・調査		野尻峰広		下川大介		北井倫平		藤澤晃																		79		0		79		0		76		0		-

		R02d		151219068		神戸港航路附帯施設築造工事等環境監視		近畿		01整備局		44134.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		田中浩一		有田駿		関藤怜志		飯田仁士																		78		0		78		0		76		0		-

		R02d		151219071		尼崎西宮芦屋港尼崎地区航路泊地(-12m)水路測量		近畿		01整備局		43945.0		アジア航測（株）		00000891		測量・調査		鬼束朋和		杉浦博		上橋幸二		三浦政文																		79		0		79		0		78		0		-

		R02d		151220011		神戸港水質調査		近畿		01整備局		44286.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		久子克昭		田畑光太郎		門谷綱祐																				78		0		78		0		78		0		-

		R02d		151220012		水質・底質分析試験		近畿		01整備局		44279.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		田中浩一		滋野麻衣		古川淳太		橋則江		佐才秀平		阿部浩司														75		0		75		0		73		0		-

		R02d		151220013		姫路港須加地区航路(-12m)浚渫環境監視		近畿		01整備局		44043.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		中村憲司		吉川彰		亀蔦由香		大嶋真謙																		77		0		77		0		75		0		-

		R02d		151220016		神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(拡張部)測量業務		近畿		01整備局		44134.0		（株）八州		00001242		測量・調査		中川友章		上野真志		井上孝太		松田則和		西野友佳子		大西洋		宮原康行												76		0		76		0		76		0		-

		R02d		151220028		神戸港環境調査		近畿		01整備局		44253.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		泉伸司		飯田仁士		山田和彦		酒井康彦		田中浩一																79		0		79		0		78		0		-

		R02d		151220033		神戸港航路附帯施設動態観測業務		近畿		01整備局		44277.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		畑裕一朗		田畑光太郎		門谷綱祐																				76		0		76		0		73		0		-

		R02d		151220044		神戸港外国有港湾施設(外郭施設)現況調査		近畿		01整備局		44285.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		井上定雄		関藤怜志		島田翔眞		嘉村優輝		古河崎正博		田中浩一														79		0		79		0		79		0		-

		R02d		151220046		神戸港深浅測量		近畿		01整備局		44165.0		玉野総合コンサルタント（株）		00000087		測量・調査		近藤泰徳		永山雄也		安藤智史		石黒武文		小川薫																79		0		79		0		78		0		-

		R02d		151220051		姫路港須加地区航路(-12m)深浅測量		近畿		01整備局		44165.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		伊藤義則		松田了宇斗		若松嵩士		森康博																		76		0		76		0		76		0		-

		R02d		151220056		神戸港ポートアイランド(第2期)地区土質調査		近畿		01整備局		44274.0		基礎地盤コンサルタンツ（株）		00000034		測量・調査		景山健		上野佑基		宮城康夫		社城信弘		貞本智広		深井晴夫		島田徹也		尾高潤一郎		村田直二								79		0		79		0		78		0		-

		R02d		151220057		姫路港須加地区航路(-12m)磁気探査		近畿		01整備局		44211.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		小山善明		竹井泰昭		中村卓洋																				75		0		75		0		75		0		-

		R02d		151220064		尼崎西宮芦屋港尼崎地区航路泊地(-12m)浚渫環境監視		近畿		01整備局		44281.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		中村憲司		吉川彰		亀蔦由香		大嶋真謙		小山善明																77		0		77		0		75		0		-

		R02d		151220067		神戸港ポートアイランド(第2期)地区用地測量		近畿		01整備局		44274.0		アサヒコンサルタント（株）		00000756		測量・調査		岩見信一		安藤有輝		森大樹		寺地昭仁		田中悟和		植木嘉朗														75		0		75		0		75		0		-

		R02d		151220069		神戸港磁気探査		近畿		01整備局		44280.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		椛山明		浜中一幸		西村馨		野口和弘																		76		0		76		0		73		0		-

		R02d		151220075		尼崎西宮芦屋港尼崎地区航路泊地(-12m)水路測量		近畿		01整備局		44281.0		（株）アーク・ジオ・サポート		00009802		測量・調査		小野透		山路修平		三上海人		前田祥吾		釜瀬藍																78		0		78		0		75		0		-

		R02d		151320003		大阪湾における海域環境改善施策等モニタリング調査		近畿		01整備局		44253.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		泉伸司		大久保慧		飯田仁士		藤井清香		酒井康彦		田中浩一														78		0		78		0		77		0		-

		R02d		151419040		和歌山下津港海岸(海南地区)港内水質・底質調査		近畿		01整備局		44012.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		安宅政志		大久保譲		菊田昌義		森一郎																		77		0		77		0		75		0		-

		R02d		151420016		水質・底質分析		近畿		01整備局		44274.0		和建技術（株）		00001546		測量・調査		天方健		尾崎博紀																						77		0		77		0		77		0		-

		R02d		151420017		和歌山下津港本港地区泊地(-13m)等施工環境調査		近畿		01整備局		44151.0		中国水工（株）		00000832		測量・調査		舛岡克敏		築山逸津雄		佐内慎太郎		宮崎雅士		新井大																75		0		75		0		72		0		-

		R02d		151420018		和歌山下津港本港地区泊地(-13m)等底質調査		近畿		01整備局		44189.0		（株）総合水研究所		00179563		測量・調査		吉村直孝		鍋島是知		竹野誠人		保持尚志		平井研																74		0		74		0		71		0		-

		R02d		151420019		和歌山下津港海岸(海南地区)港内水質調査		近畿		01整備局		44186.0		和建技術（株）		00001546		測量・調査		天方健		江川英明		塩谷耕																				76		0		76		0		75		0		-

		R02d		151420026		日高港塩屋地区泊地(-12m)施工環境調査		近畿		01整備局		44232.0		和建技術（株）		00001546		測量・調査		松本功		江川英明		尾崎博紀																				75		0		75		0		73		0		-

		R02d		151420039		和歌山下津港整備計画検討調査		近畿		01整備局		44265.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		泉伸司		飯田仁士		山田和彦		小野健		酒井康彦		田中浩一		井上定雄												79		0		79		0		80		1		-

		R02d		151420045		和歌山下津港海岸(海南地区)水路測量		近畿		01整備局		44208.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		小山善明		小山嘉雄		竹井泰昭																				77		0		77		0		75		0		-

		R02d		161020013		三隅港松原地区深浅測量		中国		01整備局		44092.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		竹井泰昭		石井太朗		小山善明		佐藤繁																		79		0		79		0		79		0		-

		R02d		161020023		鳥取港千代地区深浅測量		中国		01整備局		44127.0		復建調査設計（株）		00000032		測量・調査		蔭山洋亮		坂本茂樹		長町孝二																				80		1		80		1		80		1		-

		R02d		161020024		鳥取港千代地区土質調査		中国		01整備局		44183.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		杉原普作		山本紀之		末宗克浩		橋本祥司		今村雅弘		井上孝則												前田直也		78		0		78		0		77		0		80

		R02d		161020034		浜田港福井地区防波堤(新北)周辺環境調査		中国		01整備局		44281.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		水野博史		末盛雅英		西翔太郎		渡辺茂樹		山内慎		高岡秀朋														79		0		79		0		79		0		-

		R02d		161120004		水島港土質調査等		中国		01整備局		44071.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		前田直也		山本紀之		末宗克浩		橋本祥司		杉原普作		今村雅弘		井上孝則												79		0		79		0		79		0		-

		R02d		161120006		水島港磁気・潜水探査		中国		01整備局		44034.0		大和探査技術（株）		00000038		測量・調査		内田一之		本郷弘弥		大田祐司		小先章三																		78		0		78		0		77		0		-

		R02d		161120007		水島港玉島地区航路・泊地(-12m)等工事影響調査		中国		01整備局		44145.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		久子克昭		森航大		森一郎																				77		0		77		0		76		0		-

		R02d		161120008		水島港磁気探査		中国		01整備局		44034.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		竹井泰昭		鈴木隆		小山善明																				77		0		77		0		75		0		-

		R02d		161120013		水島港潜水探査		中国		01整備局		44134.0		大和探査技術（株）		00000038		測量・調査		内田一之																								79		0		79		0		-		1		-

		R02d		161120014		水島港磁気探査(その2)		中国		01整備局		44134.0		日本物理探鑛（株）		00000249		測量・調査		播磨信義		秋山良彦		土田政行		佐々木正徳		小山一成																78		0		78		0		77		0		-

		R02d		161120021		水島港用地測量等業務		中国		01整備局		44274.0		復建調査設計（株）		00000032		測量・調査		谷政幸		吉屋和彦		石田亘		黒田彰延		和田浩一																72		0		72		0		73		0		-

		R02d		161120022		水島港玉島地区等土質調査		中国		01整備局		44274.0		復建調査設計（株）		00000032		測量・調査		菅野雄一		西本敦範		後藤啓治		松本敏明		山田琢哉																77		0		77		0		77		0		-

		R02d		161219086		広島空港測量業務		中国		01整備局		44001.0		アジア航測（株）		00000891		測量・調査		大鋸朋生		長岐泰斗		安齋翔次郎		大西正道		岡崎克俊		高橋義則												国田大策		80		1		80		1		79		0		80

		R02d		161219087		福山港工事影響調査		中国		01整備局		44270.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		久子克昭		森航大		森一郎																				78		0		78		0		77		0		-

		R02d		161220009		広島港海岸工事影響調査		中国		01整備局		44274.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		田中浩一		有田駿		関藤怜志		飯田仁士		福嶋正博		小林雅規														77		0		77		0		75		0		-

		R02d		161220010		広島港海岸中央東地区変位計測業務		中国		01整備局		44274.0		（株）パスコ		00000067		測量・調査		横山寛一		福田明文		谷川共克		栗井伸次		若林稔幸																79		0		79		0		78		0		-

		R02d		161220017		広島港海岸底質調査		中国		01整備局		44064.0		（株）東京久栄		00001626		測量・調査		帯津直彦		森川翔太		中西正行		臼井雅一																		78		0		78		0		77		0		-

		R02d		161220018		水質及び底質分析試験		中国		01整備局		44284.0		東和環境科学（株）		00009215		測量・調査		平川剛		倉員直子		藤井貴章		天満尚治																		78		0		78		0		80		1		-

		R02d		161220020		福山港土砂処分場測量業務		中国		01整備局		44034.0		アサヒコンサルタント（株）		00000756		測量・調査		森大樹		安藤有輝		小糸祐輝		田中悟和		植木嘉朗		山下浩昭														81		1		81		1		81		1		-

		R02d		161220028		広島港出島地区土質調査		中国		01整備局		44225.0		基礎地盤コンサルタンツ（株）		00000034		測量・調査		長谷川勝喜		武田琢真		岩下渓		草野正太朗		西村和貴		杉山洋介		宮城康夫		尾高潤一郎										72		0		72		0		73		0		-

		R02d		161220029		広島港出島地区深浅測量		中国		01整備局		44089.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		安宅政志		門谷綱祐		安元淳		岡部克顕		畑裕一朗																81		1		81		1		81		1		-

		R02d		161220040		尾道糸崎港工事影響調査(その2)		中国		01整備局		44127.0		中国水工（株）		00000832		測量・調査		新井大		築山逸津雄		宮崎雅士		舛岡克敏																		77		0		77		0		76		0		-

		R02d		161220044		音戸瀬戸航路深浅測量		中国		01整備局		44176.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		畑裕一朗		北川陽一		安元淳		内田肇																		80		1		80		1		80		1		-

		R02d		161220054		広島空港滑走路端安全区域用地測量業務		中国		01整備局		44274.0		復建調査設計（株）		00000032		測量・調査		岩根滉		坂本茂樹		山田知怜		鈴木俊範		大住典嗣																82		1		82		1		82		1		-

		R02d		161220064		広島港海岸中央西地区(江波)底質調査		中国		01整備局		44251.0		東和環境科学（株）		00009215		測量・調査		西濱光司		藤原直樹		天満尚治																				78		0		78		0		78		0		-

		R02d		161220071		広島港海岸中央西地区(江波)土質調査		中国		01整備局		44270.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		井上孝則		黒原健太		山本紀之		橋本祥司		三浦誠司																78		0		78		0		78		0		-

		R02d		161220077		広島県東部地域沿岸域現況調査		中国		01整備局		44280.0		復建調査設計（株）		00000032		測量・調査		蔭山洋亮		坂本茂樹		井上裕貴		大住典嗣		長町孝二																80		1		80		1		80		1		-

		R02d		161220076		福山港箕沖地区底質調査		中国		01整備局		44284.0		中電技術コンサルタント（株） カブ		00000063		測量・調査		田多一史		牟田直樹		増本育子		日高康之																		78		0		78		0		76		0		-

		R02d		161319043		宇部港本港地区航路(-13m)磁気探査		中国		01整備局		43994.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		城戸淳		田代佳紘		徳重航平		平田祐二																		77		0		77		0		75		0		-

		R02d		161319046		徳山下松港徳山地区航路(-14m)水質監視調査		中国		01整備局		44006.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		安宅政志		小田隆司		山本恭資		伊東秀明																		76		0		76		0		73		0		-

		R02d		161319050		徳山下松港土砂処分場工事影響調査(その3)		中国		01整備局		44015.0		（株）東京久栄		00001626		測量・調査		臼井雅一		森川翔太		斉藤政幸		佐藤航志																		77		0		77		0		78		0		-

		R02d		161320005		油谷港水質監視調査		中国		01整備局		44084.0		（株）宇部セントラルコンサルタント		00000548		測量・調査		植田敏史		片山一雅		池永廉		前田直樹		藤井優希		野村由乃		岸本達也		白石輝智										77		0		77		0		76		0		-

		R02d		161320010		徳山下松港徳山地区航路(-14m)水質監視調査		中国		01整備局		44223.0		（株）東京久栄		00001626		測量・調査		臼井雅一		堀田拓		中西正行		佐藤航志																		78		0		78		0		77		0		-

		R02d		161320014		徳山下松港工事影響調査		中国		01整備局		44280.0		（株）東京久栄		00001626		測量・調査		臼井雅一		森川翔太		斉藤政幸		佐藤航志																		78		0		78		0		79		0		-

		R02d		161320015		徳山下松港下松地区磁気探査		中国		01整備局		44120.0		コスモ海洋（株）		K001472236		測量・調査		森田英俊		松村慶		望月進																				79		0		79		0		77		0		-

		R02d		161320028		徳山下松港土質調査		中国		01整備局		44216.0		復建調査設計（株）		00000032		測量・調査		芳西秀吏		佐々木浩		石川雅也		高宮晃一																		78		0		78		0		78		0		-

		R02d		161320042		徳山下松港土砂処分場測量業務		中国		01整備局		44277.0		（株）セトウチ		00001135		測量・調査		田中浩二		松野伸行		山内啓右		廣谷幸二																		79		0		79		0		79		0		-

		R02d		161320044		宇部港土砂処分場測量業務		中国		01整備局		44277.0		（株）セトウチ		00001135		測量・調査		田中浩二		木原海		山内啓右		頃安高志																		79		0		79		0		79		0		-

		R02d		161420003		瀬戸内海の環境修復技術に関する効果調査		中国		01整備局		44253.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		酒井康彦		秋元彩渚		鈴木綜人		飯田仁士		泉伸司		田中浩一														78		0		78		0		76		0		-

		R02d		170120006		建設資材価格等特別調査		四国		01整備局		44274.0		（財）経済調査会		00005711		測量・調査		桑嶋義文		向井達也		福田航平		坂口純一																		77		0		77		0		77		0		-

		R02d		171019047		備讃瀬戸北航路(水島航路交差部)(-19m)潜水探査等		四国		01整備局		43994.0		コスモ海洋（株）		K001472236		測量・調査		上岡聡		森田英俊		松村慶																				79		0		79		0		78		0		-

		R02d		171019048		備讃瀬戸北航路(水島交差部)(-19m)磁気探査(その2)		四国		01整備局		43994.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		城戸淳		田代佳紘		田中雅史																				77		0		77		0		75		0		-

		R02d		171019049		高松港朝日地区航路(-12m)底質調査		四国		01整備局		43980.0		中国水工（株）		00000832		測量・調査		新井大		金子雅範		末吉淳		佐内慎太郎																		76		0		76		0		74		0		-

		R02d		171020012		高松空港用地測量等		四国		01整備局		44274.0		復建調査設計（株）		00000032		測量・調査		平松靖司		石山力		一戸敏幸		大西龍也		谷政幸		横手了		黒田彰延												73		0		73		0		75		0		-

		R02d		171020015		坂出港総社地区土質調査		四国		01整備局		44253.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		前田直也		岩切良太		末宗克浩		橋本祥司		杉原普作		井上孝則														77		0		77		0		77		0		-

		R02d		171020017		備讃瀬戸航路深浅測量		四国		01整備局		44211.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		奥村邦明		松川育史朗		齋田康平		畑裕一朗																		77		0		77		0		76		0		-

		R02d		171020020		高松港朝日地区岸壁(-7.5m)土質調査等		四国		01整備局		44253.0		川崎地質（株）		00000108		測量・調査		原田克之		下川大介		長谷川貴大		玉那覇聖芽		岡田英秋		藤澤晃														78		0		78		0		76		0		-

		R02d		171020029		備讃瀬戸航路海底調査		四国		01整備局		44267.0		コスモ海洋（株）		K001472236		測量・調査		上岡聡		村上孝志		望月俊																				77		0		77		0		75		0		-

		R02d		171119042		松山港吉田浜地区土質調査		四国		01整備局		44012.0		川崎地質（株）		00000108		測量・調査		原田克之		長谷川貴大		江戸将寿		藤澤晃		外川泰利																79		0		79		0		77		0		-

		R02d		171120004		東予港中央地区地下水観測業務		四国		01整備局		44266.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		安宅政志		大久保譲		菊田昌義		森一郎																		77		0		77		0		77		0		-

		R02d		171120005		東予港中央地区水質調査		四国		01整備局		44134.0		（株）東京久栄		00001626		測量・調査		中林孝之		堀田拓		坪田正勝		帯津直彦		中西正行																77		0		77		0		74		0		-

		R02d		171120015		東予港中央地区深浅測量		四国		01整備局		44270.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		倉持雅彦		白石夢果		村上花		網田全		古泉統義		田村圭一														78		0		78		0		78		0		-

		R02d		171120016		松山空港滑走路端安全区域環境影響調査		四国		01整備局		44253.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		菊田昌義		田畑光太郎		門谷綱祐		奥村邦明																		78		0		78		0		83		1		-

		R02d		171120024		東予港中央地区土質調査		四国		01整備局		44225.0		基礎地盤コンサルタンツ（株）		00000034		測量・調査		西村和貴		杉山洋介		景山健		上野佑基		福井崇人		韓森		米永佳祐												78		0		78		0		78		0		-

		R02d		171120027		来島海峡航路・鼻栗瀬戸航路深浅測量		四国		01整備局		44270.0		（株）アーク・ジオ・サポート		00009802		測量・調査		小野透		小林勇希		山路修平		岡本直樹																		76		0		76		0		74		0		-

		R02d		171219027		徳島飛行場潮流調査		四国		01整備局		43936.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		立石賢吾		田畑光太郎		松田咲実		原田浩二		高野聖之																78		0		78		0		77		0		-

		R02d		171219029		徳島小松島港沖洲(外)地区水路測量		四国		01整備局		43966.0		（株）アーク・ジオ・サポート		00009802		測量・調査		小野透		山路修平		三上海人		前田祥吾		山崎朱音		小俣智宏														78		0		78		0		78		0		-

		R02d		171219038		徳島飛行場環境調査		四国		01整備局		44074.0		（株）東京久栄		00001626		測量・調査		中林孝之		森川翔太		帯津直彦		岩本剛		臼井雅一																78		0		78		0		77		0		-

		R02d		171220021		徳島飛行場環境調査		四国		01整備局		44265.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		菊田昌義		田畑光太郎		森航大		古橋正祐																		78		0		78		0		77		0		-

		R02d		171220023		徳島小松島港本港地区土質調査		四国		01整備局		44277.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		前田直也		末宗克浩		橋本祥司		杉原普作		白石昭博		井上孝則														78		0		78		0		77		0		-

		R02d		171320014		須崎港湾口地区水質・底質調査		四国		01整備局		44270.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		奥村邦明		田畑光太郎		菊田昌義		久子克昭																		77		0		77		0		74		0		-

		R02d		171320018		高知港桂浜地区桂浜防波堤土質調査		四国		01整備局		44193.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		前田直也		松元大樹		山本紀之		橋本祥司		今村雅弘		井上孝則														78		0		78		0		78		0		-

		R02d		171320026		高知港海岸土質調査		四国		01整備局		44253.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		前田直也		山本紀之		末宗克浩		橋本祥司		杉原普作		白石昭博		井上孝則												79		0		79		0		77		0		-

		R02d		171320058		高知港海岸等土質調査		四国		01整備局		44253.0		基礎地盤コンサルタンツ（株）		00000034		測量・調査		長谷川勝喜		武田琢真		米永佳祐		粟津和也		西村和貴																76		0		76		0		76		0		-

		R02d		171320061		高知港等深浅測量		四国		01整備局		44253.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		小山善明		佐藤繁																						74		0		74		0		70		0		-

		R02d		180120029		令和2年度八代港深浅測量		九州		01整備局		44043.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		佐藤繁																								79		0		79		0		79		0		-

		R02d		181019046		令和元年度下関港(新港地区)水質調査		九州		01整備局		43980.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		三宅崇智		源平慶		中村将平		藤原尭也		太田琴子		片野明良		田村圭一												78		0		78		0		76		0		-

		R02d		181020005		令和2年度下関港(新港地区)環境調査		九州		01整備局		44281.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		倉持雅彦		源平慶		中村将平		太田琴子		吉田光寿		三宅崇智		古泉統義		田村圭一										79		0		79		0		78		0		-

		R02d		181020006		令和2年度下関港(新港地区)水生生物環境調査		九州		01整備局		44267.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		小堀達		佐古愛実		磯部藍樹		土畑正和																		78		0		78		0		77		0		-

		R02d		181020007		令和2年度下関港(新港地区)深浅測量		九州		01整備局		44134.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		小堀達		畑裕一朗		外屋敷正一																				77		0		77		0		77		0		-

		R02d		181020013		令和2年度下関港海岸(山陽地区)土質調査		九州		01整備局		44134.0		（株）東京ソイルリサーチ		00000346		測量・調査		鋸谷和志		内藤海人		中村颯馬		井上雅史		内藤治		高橋寿幸														81		1		81		1		81		1		-

		R02d		181020020		令和2年度下関港土質調査		九州		01整備局		44253.0		基礎地盤コンサルタンツ（株）		00000034		測量・調査		星野笑美子		澤田量平		宮地恵一朗		伊東周作		田村和嗣																79		0		79		0		78		0		-

		R02d		181020021		令和2年度下関港港湾施設現況調査		九州		01整備局		44148.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		井上定雄		末盛雅英		津留秀臣		仲本悠紀		渡部洋之		石崎公康		中茂義晶		岡本経孝		高島創太郎								80		1		80		1		79		0		-

		R02d		181020024		令和2年度下関港(新港地区)水質環境調査		九州		01整備局		44274.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		三宅崇智		源平慶		中村将平		白石夢果		太田琴子		吉田光寿		網田全		古泉統義		片野明良								78		0		78		0		76		0		-

		R02d		181020025		令和2年度下関港(新港地区)岸壁(-12m)磁気探査		九州		01整備局		44225.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		椛山明		浜中一幸		牛島巨博		野口和弘																		78		0		78		0		75		0		-

		R02d		181119033		令和元年度新門司沖土砂処分場(2期)磁気探査		九州		01整備局		44043.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		姜忠男		城戸淳		浜中一幸		増岡隆太		牛島巨博																76		0		76		0		76		0		-

		R02d		181119038		令和元年度新門司沖濁り監視調査(第2次)		九州		01整備局		44043.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		山本恭資		北川陽一		佐古愛実		早川辰徳		伊東秀明																79		0		79		0		78		0		-

		R02d		181120005		令和2年度北九州港(新門司地区)航路(-10m)水質調査		九州		01整備局		44242.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		小堀達		早川辰徳		山本恭資		伊東秀明																		78		0		78		0		78		0		-

		R02d		181120007		令和2年度新門司沖水産生物調査		九州		01整備局		44265.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		小堀達		佐古愛実		磯部藍樹		伊東秀明																		78		0		78		0		78		0		-

		R02d		181120008		令和2年度新門司沖生態系調査		九州		01整備局		44134.0		（株）三洋コンサルタント		00000391		測量・調査		松原千恵		末永智哉		河野光宏		早坂俊亮		西島拓海																77		0		77		0		76		0		-

		R02d		181120010		令和2年度北九州空港土質調査		九州		01整備局		44253.0		応用地質（株）		00000065		測量・調査		中尾邦彦		東元正志		小林佑貴																				79		0		79		0		79		0		-

		R02d		181120012		令和2年度新門司沖土砂処分場(3工区)動態観測外1件		九州		01整備局		44279.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		奥村邦明		伊東秀明		畑裕一朗		外屋敷正一																		78		0		78		0		78		0		-

		R02d		181120021		令和2年度新門司沖土砂処分場(3工区)土質性状調査		九州		01整備局		44242.0		応用地質（株）		00000065		測量・調査		中尾邦彦		中野瞳		小林佑貴		外處仁																		79		0		79		0		79		0		-

		R02d		181120023		令和2年度北九州港(新門司地区)航路(-10m)外1件深浅測量		九州		01整備局		44181.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		中村洋平		徳重航平		緒方良彦		森康博		前田靖和																78		0		78		0		78		0		-

		R02d		181120024		令和2年度北九州港(響灘東地区)泊地(-13m)深浅測量		九州		01整備局		44119.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		安元淳		内田肇		畑裕一朗		外屋敷正一																		78		0		78		0		78		0		-

		R02d		181120033		令和2年度新門司沖土砂処分場(2期)外磁気探査		九州		01整備局		44225.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		椛山明		浜中一幸		牛島巨博		野口和弘		平田祐二																78		0		78		0		77		0		-

		R02d		181120040		令和2年度新門司沖生態系調査(第2次)		九州		01整備局		44280.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		北原健史		高月直樹		池田宗平		石崎公康		山内慎		大石敏		水野博史		高岡秀朋		増田智久								77		0		77		0		76		0		-

		R02d		181120044		令和2年度北九州港(新門司地区)航路(-10m)外1件水路測量		九州		01整備局		44260.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		安元淳		山本恭資		畑裕一朗		外屋敷正一																		78		0		78		0		78		0		-

		R02d		181120048		令和2年度北九州空港環境調査		九州		01整備局		44280.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		吉永一男		小堀達		山本恭資		古橋正祐		内田肇		土畑正和														78		0		78		0		78		0		-

		R02d		181219012		平成31年度福岡空港滑走路試験施工モニタリング調査外2件		九州		01整備局		44267.0		復建調査設計（株）		00000032		測量・調査		金子智之		阿南辰弥		山根健二		木村康隆		西本秀憲														藤井照久		81		1		81		1		80		1		80

		R02d		181220007		令和2年度博多港磁気探査		九州		01整備局		44092.0		大和探査技術（株）		00000038		測量・調査		世森祐一		大田祐司		小先章三		金指勝																		78		0		78		0		78		0		-

		R02d		181220008		令和2年度博多港水質調査		九州		01整備局		44134.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		小堀達		磯部藍樹		伊東秀明		土畑正和																		78		0		78		0		78		0		-

		R02d		181220010		令和2年度博多港環境改善方策モニタリング調査		九州		01整備局		44274.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		小堀達		磯部藍樹		伊東秀明		畑裕一朗		土畑正和																78		0		78		0		77		0		-

		R02d		181220015		令和2年度三池港(内港北地区)航路(-10m)水質調査		九州		01整備局		44091.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		小堀達		北川陽一		早川辰徳		辻横晴美																		78		0		78		0		78		0		-

		R02d		181220026		令和2年度福岡空港滑走路増設(国際線エプロン北東側地区)埋設物調査		九州		01整備局		44099.0		大和探査技術（株）		00000038		測量・調査		金指勝		大田祐司		大滝悟志																				77		0		77		0		76		0		-

		R02d		181220027		令和2年度福岡空港滑走路増設(国際線エプロン南側地区)土壌調査		九州		01整備局		44267.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		阪井雅洋		池田真吾		林知美		中茂義晶		矢頭将行		尾木陽子		高岡秀朋		阿部浩司		河島宏典								79		0		79		0		79		0		-

		R02d		181220038		令和2年度三池港(内港北地区)土質調査		九州		01整備局		44104.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		松本昭二郎		三田明寛		川渕達也		川口貴之																		78		0		78		0		76		0		-

		R02d		181220045		令和2年度福岡空港滑走路増設磁気探査		九州		01整備局		44134.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		野口和弘		田代佳紘		姜忠男		長田裕司																		76		0		76		0		76		0		-

		R02d		181220047		令和2年度博多港土質調査		九州		01整備局		44134.0		川崎地質（株）		00000108		測量・調査		村井政徳		越智義和		田村慶		光永靖士		岩田孝信																79		0		79		0		79		0		-

		R02d		181220063		令和2年度三池港(内港北地区)航路(-10m)深浅測量		九州		01整備局		44176.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		小山善明		石井太朗																						79		0		79		0		79		0		-

		R02d		181220067		令和2年度福岡空港滑走路増設(国際線エプロン南東側地区)埋設物調査		九州		01整備局		44274.0		大和探査技術（株）		00000038		測量・調査		内藤好裕		松田雅司		北野貴之		小先章三		金指勝																78		0		78		0		78		0		-

		R02d		181319009		令和元年度苅田港磁気探査		九州		01整備局		43966.0		日本物理探鑛（株）		00000249		測量・調査		都築孝之		愛甲崇信		芳賀紀行		鈴木竹夫																		78		0		78		0		76		0		-

		R02d		181320003		令和2年度苅田港磁気探査		九州		01整備局		44270.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		手嶋充		児玉謙介		松田了宇斗		平田祐二																		78		0		78		0		77		0		-

		R02d		181320007		令和2年度苅田港埋没観測調査		九州		01整備局		44165.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		北野慎容		北條優		田畑光太郎		佐古愛実		土畑正和																79		0		79		0		79		0		-

		R02d		181320008		令和2年度苅田港(新松山地区)用地測量		九州		01整備局		44180.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		小山善明		佐藤繁																						78		0		78		0		78		0		-

		R02d		181320016		令和2年度苅田港土質調査		九州		01整備局		44183.0		川崎地質（株）		00000108		測量・調査		原田克之		横路悠		福永浩司		山地孝昌		光永靖士		岩田孝信														76		0		76		0		76		0		-

		R02d		181320019		令和2年度苅田港環境監視調査		九州		01整備局		44286.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		山本恭資		佐古愛実		早川辰徳		磯部藍樹		伊東秀明																78		0		78		0		78		0		-

		R02d		181320021		令和2年度苅田港深浅測量		九州		01整備局		44253.0		（株）三洋コンサルタント		00000391		測量・調査		小野貴也		末永智哉		松原千恵		藤廣学		高瀬和博																78		0		78		0		76		0		-

		R02d		181420013		令和2年度大分港海岸(津留地区)土質調査		九州		01整備局		44186.0		基礎地盤コンサルタンツ（株）		00000034		測量・調査		伊藤恵輔		星野笑美子		上野加州貴		澤田量平		武石将和		前原開斗		栃尾健		田村和嗣										77		0		77		0		77		0		-

		R02d		181420014		令和2年度大分港海岸(住吉地区)土質調査		九州		01整備局		44186.0		応用地質（株）		00000065		測量・調査		柿原芳彦		牧恭子		渡邊大樹		宇都洋一																		77		0		77		0		77		0		-

		R02d		181420015		令和2年度大分港・別府港土質調査		九州		01整備局		44124.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		松本昭二郎		三田明寛		川渕達也		山本茂雄																		78		0		78		0		75		0		-

		R02d		181420016		令和2年度大分港(大在西地区)土質調査		九州		01整備局		44124.0		明治コンサルタント（株）		K002068602		測量・調査		谷口正人		高橋宏文		石川仁士		松門祐二		岩村尚樹		宮田浩志郎														76		0		76		0		75		0		-

		R02d		181420017		令和2年度別府港磁気探査		九州		01整備局		44180.0		日本物理探鑛（株）		00000249		測量・調査		都築孝之		愛甲崇信		小山一成		鈴木竹夫																		77		0		77		0		73		0		-

		R02d		181420018		令和2年度中津港(田尻地区)環境影響調査		九州		01整備局		44253.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		北野慎容		佐古愛実		磯部藍樹		安元淳		土畑正和																78		0		78		0		78		0		-

		R02d		181420026		令和2年度海岸構造物影響把握調査		九州		01整備局		44165.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		片野明良		下地雅俊		中平達也		大竹剛史		大崎佑也		倉持雅彦														78		0		78		0		76		0		-

		R02d		181420032		令和2年度大分港海岸(住吉地区)路線測量		九州		01整備局		44222.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		佐藤繁		石井太朗																						76		0		76		0		76		0		-

		R02d		181420037		令和2年度大分港海岸(住吉地区)土質調査(第2次)		九州		01整備局		44265.0		日本地研（株）		00000186		測量・調査		橋本圭太郎		木村健志		岸良直人		元浦哲郎		穴井隆美		栗巣吉文														78		0		78		0		78		0		-

		R02d		181420038		令和2年度大分港海岸(津留地区)土質調査(第2次)		九州		01整備局		44265.0		川崎地質（株）		00000108		測量・調査		原田克之		越智義和		鵜飼康彦		光永靖士		岩田孝信																77		0		77		0		76		0		-

		R02d		181420039		令和2年度大分港海岸(住吉地区)土質調査(第3次)		九州		01整備局		44265.0		基礎地盤コンサルタンツ（株）		00000034		測量・調査		伊藤恵輔		上野加州貴		澤田量平		竹尾美幸		前原開斗		宮地恵一朗		田村和嗣												77		0		77		0		76		0		-

		R02d		181420041		令和2年度別府港・大分港水質調査		九州		01整備局		44225.0		（株）東京久栄		00001626		測量・調査		矢代幸太郎		堀田拓		帯津直彦		中西正行		臼井雅一																77		0		77		0		76		0		-

		R02d		181420047		令和2年度中津港(田尻地区)土質調査		九州		01整備局		44284.0		日本地研（株）		00000186		測量・調査		橋本圭太郎		石橋慎一朗		木村健志		岸良直人		永池誠一		井上進														78		0		78		0		78		0		-

		R02d		181520006		令和2年度伊万里港土質調査		九州		01整備局		44124.0		日本地研（株）		00000186		測量・調査		藤野修二		庄籠志功		白川基典		眞邉一郎		島内健																79		0		79		0		77		0		-

		R02d		181520007		令和2年度唐津港(東港地区)水質調査		九州		01整備局		44134.0		（株）三洋コンサルタント		00000391		測量・調査		松原千恵		早坂俊亮		西島拓海		藤廣学																		78		0		78		0		75		0		-

		R02d		181520010		令和2年度伊万里港深浅測量外1件		九州		01整備局		44253.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		小山善明		石井太朗		佐藤繁																				78		0		78		0		78		0		-

		R02d		181620016		令和2年度長崎空港滑走路端安全区域環境調査		九州		01整備局		44281.0		（株）三洋コンサルタント		00000391		測量・調査		松原千恵		河野光宏		間世田未来		小野貴也																		78		0		78		0		77		0		-

		R02d		181620020		令和2年度平戸瀬戸航路外2件深浅測量		九州		01整備局		44155.0		（株）シャトー海洋調査		00001163		測量・調査		小山善明		石井太朗		佐藤繁																				77		0		77		0		77		0		-

		R02d		181620026		令和2年度厳原港(厳原地区)水路測量		九州		01整備局		44252.0		コスモ海洋（株）		K001472236		測量・調査		森勇也		古城英樹		中畑邦彦																				78		0		78		0		78		0		-

		R02d		181720004		令和2年度海洋環境整備船調査試料分析		九州		01整備局		44285.0		（株）東京久栄		00001626		測量・調査		山岸秀樹		小池志門		高伏剛		神尾光一郎		中西正行		臼井雅一														78		0		78		0		77		0		-

		R02d		181720005		令和2年度熊本港周辺環境調査		九州		01整備局		44253.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		小堀達		早川辰徳		辻横晴美		永友繁																		78		0		78		0		79		0		-

		R02d		181720028		令和2年度八代港大築島土砂処分場土質調査		九州		01整備局		44169.0		基礎地盤コンサルタンツ（株）		00000034		測量・調査		武石将和		伊藤恵輔		澤田量平		伊東周作		田村和嗣																77		0		77		0		77		0		-

		R02d		181720031		令和2年度八代港土質調査		九州		01整備局		44175.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		姜忠男		中村洋平		前田靖和																				78		0		78		0		78		0		-

		R02d		181720033		令和2年度本渡瀬戸航路深浅測量		九州		01整備局		44165.0		コスモ海洋（株）		K001472236		測量・調査		森勇也		古城英樹		中畑邦彦		内山那央																		79		0		79		0		75		0		-

		R02d		181720035		令和2年度八代港環境調査		九州		01整備局		44265.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		山本恭資		辻横晴美		小堀達		内田肇																		78		0		78		0		78		0		-

		R02d		181720043		令和2年度本渡瀬戸航路水質調査		九州		01整備局		44225.0		（株）東京久栄		00001626		測量・調査		矢代幸太郎		堀田拓		帯津直彦		中西正行		臼井雅一																78		0		78		0		78		0		-

		R02d		181720050		令和2年度熊本港(夢咲島地区)防波堤(南)堤体挙動観測		九州		01整備局		44279.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		吉永一男		小堀達		安元淳		伊東秀明		畑裕一朗		外屋敷正一														77		0		77		0		76		0		-

		R02d		181820019		令和2年度宮崎港(西地区)航路(-9m)(改良)土質調査		九州		01整備局		44175.0		日本地研（株）		00000186		測量・調査		橋本圭太郎		岸良直人		栗巣吉文		井上進		山口敏史		伊藤誠司														78		0		78		0		78		0		-

		R02d		181919050		令和元年度鹿児島港(谷山二区)係留施設土質調査		九州		01整備局		43941.0		基礎地盤コンサルタンツ（株）		00000034		測量・調査		田村和嗣		澤田量平		伊東周作		米森義弘		松本一春																78		0		78		0		78		0		-

		R02d		181920009		令和2年度鹿児島港(中央港区)航路・泊地外2件磁気探査		九州		01整備局		44043.0		日本物理探鑛（株）		00000249		測量・調査		都築孝之		愛甲崇信		小山一成																				79		0		79		0		79		0		-

		R02d		181920030		令和2年度指宿港海岸養浜影響把握業務		九州		01整備局		44176.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		三宅崇智		笠毛健生		源平慶		中村将平		太田琴子		吉田光寿		古泉統義		小野信幸		石本健治								81		1		81		1		79		0		-

		R02d		181920033		令和2年度川内港土質調査		九州		01整備局		44183.0		基礎地盤コンサルタンツ（株）		00000034		測量・調査		田村和嗣		佐藤静流		中川智博		首藤功																		78		0		78		0		78		0		-

		R02d		181920034		令和2年度川内港土質調査(第2次)		九州		01整備局		44161.0		（株）アーステクノ		00001196		測量・調査		宇都忠和		住吉武志		川畑浩順		赤崎秀敏																		78		0		78		0		76		0		-

		R02d		181920048		令和2年度鹿児島港(中央港区)航路・泊地外1件磁気探査		九州		01整備局		44274.0		コスモ海洋（株）		K001472236		測量・調査		森田英俊		松村慶		望月進																				78		0		78		0		79		0		-

		R02d		181920049		令和2年度名瀬港(本港地区)岸壁(-7.5m)(改良)土質調査		九州		01整備局		44253.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		池田政人		田尾啓剛		川渕達也		高田誠																		79		0		79		0		79		0		-

		R02d		181920050		令和2年度西之表港土質調査		九州		01整備局		44285.0		中央開発（株）		00000016		測量・調査		池田政人		岩崎誠二		川渕達也		川口貴之																		78		0		78		0		77		0		-

		R02d		181920051		令和2年度西之表港深浅測量		九州		01整備局		44267.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		大野敦生		末盛雅英		高月直樹		西翔太郎		仲本悠紀		石崎公康		高島創太郎												79		0		79		0		78		0		-

		R02d		181920056		令和2年度西之表港環境調査		九州		01整備局		44285.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		吉永一男		辻横晴美		山本恭資		内田肇		畑裕一朗																79		0		79		0		79		0		-

		R02d		181920057		令和2年度川内港土質調査(第3次)		九州		01整備局		44285.0		（株）日本地下技術		00001429		測量・調査		原田康弘		原田研一		岩下浩之		船迫聡		本田信孝																78		0		78		0		77		0		-

		R02d		182020012		令和2年度志布志港深浅測量		九州		01整備局		44253.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		倉持雅彦		下地雅俊		中平達也		稲垣賢人		福田孝晴		伊東啓勝														80		1		80		1		80		1		-

		R02d		182020013		令和2年度志布志港(新若浜地区)岸壁(-14m)水路測量		九州		01整備局		44270.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		安元淳		畑裕一朗		外屋敷正一																				80		1		80		1		80		1		-

		R02d		182120007		令和2年度関門航路(大瀬戸-早鞆瀬戸地区)航路(-14m)磁気探査		九州		01整備局		44043.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		徳田涼平		徳重航平		浜中一幸		手嶋充																		78		0		78		0		77		0		-

		R02d		182120009		令和2年度関門航路(大瀬戸-早鞆瀬戸地区)航路(-14m)環境調査		九州		01整備局		44253.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		倉持雅彦		源平慶		中村将平		太田琴子		吉田光寿		三宅崇智		古泉統義		田村圭一										79		0		79		0		80		1		-

		R02d		182120015		令和2年度関門航路(大瀬戸-早鞆瀬戸地区)航路(-14m)磁気探査(第2次)		九州		01整備局		44165.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		手嶋充		徳田涼平		緒方良彦		増岡隆太		野口和弘																78		0		78		0		77		0		-

		R02d		182120016		令和2年度関門航路(大瀬戸-早鞆瀬戸地区)航路(-14m)水質調査		九州		01整備局		44190.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		倉持雅彦		源平慶		中村将平		太田琴子		吉田光寿		三宅崇智		古泉統義		田村圭一										79		0		79		0		80		1		-

		R02d		182120017		令和2年度関門航路(関門鉄道トンネル上部)海底調査		九州		01整備局		44043.0		アジア航測（株）		00000891		測量・調査		鬼束朋和		杉浦博		上橋幸二		三浦政文																		79		0		79		0		78		0		-

		R02d		182120025		令和2年度関門航路環境調査試料分析		九州		01整備局		44270.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		測量・調査		小堀達		早川辰徳		磯部藍樹		坂元亮介		伊東秀明																78		0		78		0		77		0		-

		R02d		182120032		令和2年度関門航路(南東水道地区)航路(-14m)磁気探査		九州		01整備局		44134.0		日本物理探鑛（株）		00000249		測量・調査		都築孝之		愛甲崇信		小山一成		鈴木竹夫																		77		0		77		0		77		0		-

		R02d		182120045		令和2年度関門航路(南東水道地区)航路(-14m)磁気探査(第2次)		九州		01整備局		44224.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		椛山明		徳田涼平		浜中一幸		野口和弘																		78		0		78		0		77		0		-

		R02d		182120059		令和2年度関門航路(南東水道地区)航路(-14m)磁気探査(第3次)		九州		01整備局		44280.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		椛山明		徳田涼平		浜中一幸		野口和弘																		78		0		78		0		77		0		-

		R02d		182120060		令和2年度関門地区検潮所水準測量		九州		01整備局		44274.0		日本ジタン（株）		00000026		測量・調査		吉田頼二		若松嵩士		緒方良彦		長田裕司																		78		0		78		0		79		0		-

		R02d		182219029		令和元年度宮崎空港東側防波護岸水理模型実験		九州		01整備局		44071.0		（株）三洋コンサルタント		00000391		測量・調査		安部義美		小畑友紀		伊藤陽		寺田謙																		79		0		79		0		78		0		-

		R02d		182220015		令和2年度水理特性検討調査		九州		01整備局		44286.0		（株）三洋コンサルタント		00000391		測量・調査		伊藤陽		小畑友紀		寺田謙																				81		1		81		1		80		1		-

		R02d		401020036		中城湾港磁気探査業務		沖縄		02沖総局		44225.0		大和探査技術（株）		00000038		測量・調査 ソクリョウ チョウサ		金指勝		大田祐司		水上実		照喜名彦勝		邦村祐亮																79		0		79		0		78		0		-

		R02d		401020038		那覇港（新港ふ頭地区）岸壁（ー１２ｍ）外１件磁気探査業務		沖縄		02沖総局		44277.0		大和探査技術（株）		00000038		測量・調査 ソクリョウ チョウサ		金指勝		大田祐司		水上実		照喜名彦勝		邦村祐亮																75		0		75		0		73		0		-

		R02d		401020058		那覇港防波堤周辺外１件環境調査業務		沖縄		02沖総局		44253.0		（株）エコー		00000188		測量・調査 ソクリョウ チョウサ		高橋由浩		岡田亘		安武陽子		眞喜志一		栖原有里		金城圭汰		舟山凌太		川崎貴之										81		1		81		1		80		1		-

		R02d		401020076		那覇空港深浅測量業務		沖縄		02沖総局		44246.0		（株）高崎総合コンサルタント		00000193		測量・調査 ソクリョウ チョウサ		赤峰匠		田代大祐		加賀田義人		近藤竜二		久保田省吾																78		0		78		0		78		0		-

		R02d		401120009		平良港磁気探査業務		沖縄		02沖総局		44255.0		（株）新生建設コンサルタント		00007237		測量・調査		砂川健		平良繁光		平良幸栄																				80		1		80		1		80		1		-

		R02d		401120011		平良港（漲水地区）土質調査業務		沖縄		02沖総局		44089.0		川崎地質（株）		00000108		測量・調査		村井政徳		横路悠		越智義和		田村慶		光永靖士		岩田孝信														76		0		76		0		76		0		-

		R02d		401218025		竹富南航路周辺環境影響調査業務		沖縄		02沖総局		44012.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		田端重夫		石森博雄		池原浩太		毛塚大輔		藤沼紀敏		石水秀延														84		1		84		1		85		1		-

		R02d		401220010		竹富南航路周辺環境影響調査業務		沖縄		02沖総局		44274.0		いであ（株）		00000305		測量・調査		田端重夫		石森博雄		池原浩太		毛塚大輔		藤沼紀敏		石水秀延														77		0		77		0		76		0		-

		R02d		401220011		竹富南航路周辺サンゴ移設		沖縄		02沖総局		44286.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		高橋由浩		岡田亘		眞喜志一		今泉久祥		栖原有里		金城圭汰		川崎貴之		安武陽子										79		0		79		0		79		0		-

		R02d		401220012		石垣港土質調査		沖縄		02沖総局		44074.0		基礎地盤コンサルタンツ（株）		00000034		測量・調査		遠藤正悟		星野笑美子		伊藤恵輔		澤田量平		武石将和		前原開斗		栃尾健		田村和嗣										79		0		79		0		79		0		-

		R02d		401220017		石垣港磁気探査		沖縄		02沖総局		44190.0		アジア航測（株）		00000891		測量・調査		上橋幸二		杉浦博		鬼束朋和		三浦政文																		76		0		76		0		76		0		-

		R02d		401220018		竹富南航路深浅測量外１件業務		沖縄		02沖総局		44281.0		オーシャンエンジニアリング（株）		00004839		測量・調査		寺西和佳		添野真広																						76		0		76		0		75		0		-

		R02d		401220022		石垣港水質調査		沖縄		02沖総局		44281.0		（財）沖縄県環境科学センター		00004086		測量・調査		三部碧		本宮信夫		佐川鉄平		迫田拓		小澤宏之		吉川大介		山本拓良		中山博文		岩村俊平								80		1		80		1		79		0		-

		R02d		401220024		石垣港環境調査		沖縄		02沖総局		44253.0		（株）エコー		00000188		測量・調査		高橋由浩		岡田亘		安武陽子		眞喜志一		栖原有里		金城圭汰		舟山凌太												76		0		76		0		75		0		-
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		H30d		110118001		東北地方整備局管内技術審査補助業務		東北		01整備局		43544.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		川守田正路		吉田稔		川守田正路		佐藤信		鈴木惠生		藤田隆		及川勝朋										川守田正路		79		0		79		0		79		0		-

		H30d		110118002		港湾整備に係る沿岸気象海象情報の予測情報等提供業務		東北		01整備局		43555.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		吉永泰祐		鈴木善光		山本浩之																				74		0		74		0		75		0		-

		H30d		110118003		水中部施工状況確認業務		東北		01整備局		43551.0		（社）日本潜水協会		00010151		建設コンサルタント等		小林利夫		蜂須賀和吉		東山安彦																				77		0		77		0		77		0		-

		H30d		110118004		建設資材等価格調査		東北		01整備局		43549.0		（財）建設物価調査会		00005722		建設コンサルタント等		菊地元		戸村秀紀		齋藤和洋		飯田晃裕																		77		0		77		0		77		0		-

		H30d		110118007		東北港湾におけるクルーズ需要把握等に関する調査検討業務		東北		01整備局		43524.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		田中裕作		高橋宏直		田中三郎		外山康夫		宇於崎泰寛																77		0		77		0		76		0		-

		H30d		110118008		港湾施設の維持管理技術情報提供業務		東北		01整備局		43455.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		稲田勉		梶谷卓美		若崎正光		岡田理		片上智之		川村浩														78		0		78		0		79		0		-

		H30d		110118009		東北地域における事業者連携・協働による物流効率化検討業務		東北		01整備局		43549.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		水野正博		西畑剛		岡田哲一		清水邦彦		苣木かおり																75		0		75		0		76		0		-

		H30d		110118010		復興完了を見据えたインフラ整備進展によるストック効果の把握検討業務		東北		01整備局		43546.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		水野正博		清水邦彦		太田正規		山本涼平																		73		0		73		0		73		0		-

		H30d		110118011		港湾機能継続計画の充実化検討業務		東北		01整備局		43539.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		上野雅明		田代大輔		石川泰朋		箕作幸治																		77		0		77		0		78		0		-

		H30d		111018002		青森港沖館地区岸壁(-13m)(改良)外詳細設計		東北		01整備局		43448.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		山口達治		加藤圭		砂川透吾		豊間根汐里		瀬良敬二		加賀屋範幸		川俣秀樹										鈴木信夫		75		0		75		0		72		0		81

		H30d		111018004		青森港新たな物流に対応した港湾施設検討業務		東北		01整備局		43448.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		若崎正光		小澤義之		田所篤博		古澤達也		川村浩																76		0		76		0		79		0		-

		H30d		111018008		青森港海岸整備計画検討業務		東北		01整備局		43539.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		石本健治		森谷拓実		小原陵		宮本敏行		松原弘晃		白井英一		原信彦		齋藤浩行		安田将人								76		0		76		0		75		0		-

		H30d		111018012		青森港本港地区堤埠頭岸壁(-7.5m)(改良)実施設計		東北		01整備局		43549.0		ポートコンサルタント（株）		00000927		建設コンサルタント等		内藤輝		本間靖明		中野友輔		紺谷明泰		反田行雄		佐野慎哉		西舘忍										鈴木孝幸		75		0		75		0		73		0		67

		H30d		111118002		八戸港外監督補助業務		東北		01整備局		43553.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		中村奉文		上平俊幸		楠清文		岩谷達																		76		0		76		0		76		0		-

		H30d		111118019		八戸港みなとカメラ検討業務		東北		01整備局		43496.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		八木英紀		箕作幸治		眞山丈夫																		上野雅明		74		0		74		0		70		0		78

		H30d		111118020		八戸港土砂処分計画のあり方検討業務		東北		01整備局		43539.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等				榎本真久		白井英一		山田貴裕		原信彦		齋藤浩行		坂井隆行		黒木敬司										79		0		79		0		79		0		-

		H30d		111118020		八戸港土砂処分計画のあり方検討業務		東北		01整備局		43539.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		若崎正光		田所篤博		渡部耕平		峯村浩治		守屋正平		川村浩														79		0		79		0		79		0		-

		H30d		111118027		八戸港航路泊地(埋没)付帯施設実施設計		東北		01整備局		43539.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		瀬良敬二		加藤圭		豊間根汐里		大家隆行																山口達治		79		0		79		0		78		0		81

		H30d		111218009		秋田港みなとカメラ検討業務		東北		01整備局		43448.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		八木英紀		箕作幸治																				上野雅明		75		0		75		0		74		0		79

		H30d		111218016		能代港国有港湾施設維持管理計画策定業務		東北		01整備局		43516.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		石本健治		久保田徹		長谷川巌		柴田邦善		小畠大典		宮里一郎														74		0		74		0		74		0		-

		H30d		111218018		秋田港本港地区航路泊地付帯施設構造検討調査		東北		01整備局		43544.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		瀬良敬二		加藤圭		畔柳陽介		川俣秀樹		豊間根汐里		岡田万由子		北田彰久		宮下健一朗								石河雅典		79		0		79		0		78		0		81

		H30d		111218022		能代港大森地区岸壁(-13m)(改良)施工方策検討調査		東北		01整備局		43544.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		石河雅典		加藤圭		川俣秀樹		田渡竜乃介		佐々木信和		加賀屋範幸		砂川透吾		山口達治								永澤豪		79		0		79		0		78		0		81

		H30d		111218023		能代港浚渫計画検討業務		東北		01整備局		43544.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		山田貴裕		坂井良輔		大竹剛史		甲原僚子		白井英一		安田将人												加藤一正		78		0		78		0		77		0		80

		H30d		111218024		秋田港浚渫発生土の利用検討業務		東北		01整備局		43549.0		（社）水底質浄化技術協会		00009957		建設コンサルタント等		桑原正彦		川西龍一		小島洋		斗沢照夫		江原仁														村上和男		78		0		78		0		77		0		80

		H30d		111317002		久慈港監督補助業務		東北		01整備局		43552.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		中村奉文		大場政治																						77		0		77		0		77		0		-

		H30d		111318017		久慈港外事業効果検討業務		東北		01整備局		43553.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		白井英一		花井健太		樋口直人		田中聡		宮本敏行		中村隆志		原信彦		齋藤浩行		山田貴裕						上原教善		78		0		78		0		79		0		80

		H30d		111318018		久慈港港内環境調査		東北		01整備局		43518.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		加藤誠		竹本昭男		松尾章子		畑恭子																河辺一明		79		0		79		0		77		0		79

		H30d		111318027		釜石港利用方策検討業務		東北		01整備局		43544.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		北田彰久		加藤圭		岡田万由子		永澤豪		加賀屋範幸		荒木大志		山口達治										嶋田宏		78		0		78		0		79		0		80

		H30d		111418006		酒田港国有港湾施設配置検討業務		東北		01整備局		43544.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等				久保田徹		森谷拓実		白木喜章		小野信幸		原信彦		石本健治												77		0		77		0		76		0		-

		H30d		111418006		酒田港国有港湾施設配置検討業務		東北		01整備局		43544.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		若崎正光		高山知司		森晴夫		片上智之		藤岡淳		川村浩														77		0		77		0		76		0		-

		H30d		111418007		酒田港国有港湾施設維持管理計画策定業務		東北		01整備局		43511.0		中電技術コンサルタント（株）		00000063		建設コンサルタント等		近藤良		植田拓朗		江川英仁		眞田一磨		村上公亮																78		0		78		0		79		0		-

		H30d		111418015		酒田港国有港湾施設整備計画検討業務		東北		01整備局		43546.0		（株）アルファ水工コンサルタンツ		00000066		建設コンサルタント等		堀江岳人		井鳥聖也		橋本孝治		秋田雄大		大畠嘉織		鎌田昌弘														81		1		81		1		79		0		-

		H30d		111418019		酒田港港内機雷流動検討調査		東北		01整備局		43511.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		山田貴裕		森谷拓実		中村隆志		原信彦																田中聡		77		0		77		0		75		0		80

		H30d		111518022		仙台塩釜港発注補助業務		東北		01整備局		43553.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		吉田稔		星野英昭		及川勝朋																		吉田稔		77		0		77		0		77		0		-

		H30d		111518025		仙台空港整備効果検討業務		東北		01整備局		43546.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		久野了史		竹井義博		塩澤宗卓		平野猛也		亀井慎一郎																77		0		77		0		71		0		-

		H30d		111518026		仙台塩釜港における浚渫土砂を活用した海域環境効果検討業務		東北		01整備局		43544.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		三原正裕		菅家英朗		太田正規		西土井誠		松山為時		福田一郎												首藤啓		78		0		78		0		75		0		78

		H30d		111518026		仙台塩釜港における浚渫土砂を活用した海域環境効果検討業務		東北		01整備局		43544.0		復建調査設計（株）		00000032		建設コンサルタント等				大西晃輝		三戸勇吾		萩野裕朗																		78		0		78		0		75		0		-

		H30d		111618001		船舶技術検討業務		東北		01整備局		43546.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		藤田秀雄		皿澤薫		木村茂喜		中島武男		平山誠		岩月哲三		菊池俊雄		本多大茂		島田晴弘						谷雄一		73		0		73		0		71		0		78

		H30d		111618003		久慈港湾口地区防波堤(北堤)7-1区調整部外詳細設計		東北		01整備局		43544.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		山口達治		加藤圭		砂川透吾		豊間根汐里		瀬良敬二														鈴木信夫		79		0		79		0		77		0		81

		H30d		111618007		小名浜港東港地区防波堤(第二沖)外施工方策検討業務		東北		01整備局		43424.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		山口達治		加藤圭		竹田正彦		砂川透吾		豊間根汐里		瀬良敬二		加賀屋範幸												74		0		74		0		72		0		-

		H30d		111618010		潮位観測データ信頼性維持検討業務		東北		01整備局		43518.0		（社）海洋調査協会		00009906		建設コンサルタント等				山口晶敬		安立重昭																				77		0		77		0		76		0		-

		H30d		111618010		潮位観測データ信頼性維持検討業務		東北		01整備局		43518.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		加藤誠		荒居博之		水谷眞智子		小池克征																		77		0		77		0		76		0		-

		H30d		111618011		管内技術課題に関する技術支援業務		東北		01整備局		43546.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		若崎正光		片上智之		田所篤博		川村浩		畠山貴之																78		0		78		0		79		0		-

		H30d		111618021		既存係留施設における重量物取扱いに関する設計検討業務		東北		01整備局		43546.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		山口達治		加藤圭		竹田正彦		畔柳陽介		砂川透吾		宮下健一朗		小林誠										瀬良敬二		81		1		81		1		80		1		79

		H30d		111718021		小名浜港東港地区岸壁(-18m)(耐震)パイロット事業モニタリング業務		東北		01整備局		43546.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		蛭川愛志		若崎正光		高橋義典		田所篤博		藤岡淳		川村浩														76		0		76		0		78		0		-

		H30d		111718030		小名浜港東港地区護岸(防波)実施設計		東北		01整備局		43549.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		坂本貴光		大西智之		村瀬良平		兒玉俊介		内山一郎		山本禎寿												安野経治		78		0		78		0		78		0		80

		H30d		111718031		相馬港港内静穏度対策検討業務		東北		01整備局		43544.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		内山一郎		村瀬良平		兒玉俊介		田中文彦		久下真一		山本禎寿												安野経治		78		0		78		0		77		0		80

		H30d		111718035		小名浜港国際物流ターミナル整備効果検討業務		東北		01整備局		43544.0		（株）クマシロシステム設計		00000073		建設コンサルタント等		寺島貴志		小田玲司		阿部治		佐藤規之																河合孝治		78		0		78		0		77		0		80

		H30d		111718037		小名浜港東港地区岸壁(-18m)(耐震)維持管理計画書作成業務		東北		01整備局		43539.0		中央コンサルタンツ（株）		00000140		建設コンサルタント等		中元英樹		徳田直大		窪田一樹																				78		0		78		0		78		0		-

		H30d		120118001		関東地方整備局管内港湾・空港技術審査補助業務		関東		01整備局		43549.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		長内勝彦		二瓶正広		古川勝久		竹矢和正		上原正光														近藤隆道		78		0		78		0		78		0		-

		H30d		120118003		建設資材等価格調査		関東		01整備局		43553.0		（財）経済調査会		00005711		建設コンサルタント等		森下剛史		石渕重伸		林誠																				77		0		77		0		76		0		-

		H30d		120118004		港湾及び空港における工事安全対策検討業務		関東		01整備局		43532.0		特定非営利活動法人みなとサポート		00169944		建設コンサルタント等		桑水流義雄		菊池信夫																						78		0		78		0		78		0		-

		H30d		120118005		東京国際空港工事等関係者情報管理システムの構築に向けた検討業務		関東		01整備局		43516.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		菅野真弘		幸田毅彦		井野洋		小林雅幸		大木秀雄		猿渡守												加藤利弘		76		0		76		0		80		1		62

		H30d		120118006		水中部施工状況確認業務		関東		01整備局		43555.0		（社）日本潜水協会		00010151		建設コンサルタント等		三浦孝一		天坂勇治		川村昭二																				76		0		76		0		76		0		-

		H30d		120118007		港湾・空港整備に係る沿岸気象海象情報の予測情報等提供業務		関東		01整備局		43555.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		鈴木善光		吉永泰祐		山本浩之																				78		0		78		0		78		0		-

		H30d		120118008		船舶機械技術資料作成業務		関東		01整備局		43553.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		上原正光		竹内孝之																						77		0		77		0		77		0		-

		H30d		120118010		船舶機械施工確認業務		関東		01整備局		43553.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		吉田誠		直江正弘		中村洋一																				76		0		76		0		76		0		-

		H30d		120118019		東京湾水環境再生計画に基づく環境修復活動の適地・手法検討業務		関東		01整備局		43521.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		菅家英朗		松山為時		福田一郎		西土井誠																		76		0		76		0		74		0		-

		H30d		120118025		みなとオアシスを活用した地域振興方策の検討業務		関東		01整備局		43542.0		（社）ウォーターフロント協会		K001772359		建設コンサルタント等		平尾壽雄		藤川洋子		村松菜穂子		金子正子																		77		0		77		0		76		0		-

		H30d		120118026		ビーチのインバウンド観光資源化のための活用・管理方策検討業務		関東		01整備局		43542.0		（社）日本マリーナ・ビーチ協会		K001709439		建設コンサルタント等		木下明		山下雅人		板尾浩		佐藤恒夫		奥康彦																79		0		79		0		79		0		-

		H30d		120118028		海外先進港の動向を踏まえた大水深・高規格コンテナターミナルの生産性向上方策検討業務		関東		01整備局		43544.0		（財）国際臨海開発研究センター		K001772909		建設コンサルタント等		富田英治		三上裕		堀米繁久		三宅光一																		77		0		77		0		77		0		-

		H30d		120118030		関東管内の港湾における事業継続計画検討業務		関東		01整備局		43539.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		上野雅明		田代大輔		箕作幸治		鈴木武		眞山丈夫																76		0		76		0		73		0		-

		H30d		120118031		作業船の運航における環境保全技術検討業務		関東		01整備局		43544.0		（社）日本海上起重技術協会		00170372		建設コンサルタント等		佐藤義博		野澤良一																						77		0		77		0		79		0		-

		H30d		120118034		管内の港湾及び静脈物流ネットワークを活用した災害廃棄物への対応方策に係る基礎検討業務		関東		01整備局		43544.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		福田一郎		清水邦彦		太田正規		本野晃郎		首藤啓																77		0		77		0		75		0		-

		H30d		120118043		シャーシ共同利用による港湾物流効率化検討業務		関東		01整備局		43553.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		池田秀文		畑中諭		宮崎秀秋		柏木信二		宇於崎泰寛		福田一郎		池田忠継												75		0		75		0		74		0		-

		H30d		121017001		京浜港施工状況確認補助業務		関東		01整備局		43555.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		二瓶正広		山崎幸輝		渡辺信		奥川真行																		77		0		77		0		77		0		-

		H30d		121017001		京浜港施工状況確認補助業務		関東		01整備局		43555.0		（株）建設リスク研究所		K002077390		建設コンサルタント等				上坊光正																						77		0		77		0		77		0		-

		H30d		121017002		京浜港監督補助業務		関東		01整備局		43555.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		入江重則		村田収一		稲干章博		秋山英夫		神賀千秋																78		0		78		0		78		0		-

		H30d		121017003		京浜港発注補助業務		関東		01整備局		43553.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		二瓶正広		遠藤隆則		軽部歩																				77		0		77		0		77		0		-

		H30d		121017026		川崎港臨港道路東扇島水江町線付属物等詳細設計		関東		01整備局		43279.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		岩城達思		金谷俊秀		宮玉興		森下明紀		小倉雅史		土田隆司		小林篤司										南口浩志		78		0		78		0		77		0		77

		H30d		121017027		川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部修正設計		関東		01整備局		43279.0		大日本コンサルタント（株）		00000080		建設コンサルタント等		原田政彦		諏訪部宏之		吉岡勉		藤本直也		井手康介		徳橋亮治		永尾豊明		浅野恵哉		豊島孝之						安川仁敏		78		0		78		0		79		0		77

		H30d		121017038		横浜港新本牧地区における施設整備検討業務		関東		01整備局		43248.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		鈴木信夫		竹田正彦		砂川透吾		岡本英久		宮下健一朗		奥村広幸		山口達治		大久保陽介								瀬良敬二		80		1		80		1		80		1		79

		H30d		121017043		横浜港南本牧地区岸壁(-18m)(耐震)舗装等設計		関東		01整備局		43280.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		奥村広幸		宮下健一朗		荒木大志		後藤寛		大山秀格		斎藤芳彦		佐藤幸夫		岡本英久								嶋田宏		76		0		76		0		77		0		77

		H30d		121017049		横浜港環境影響評価資料作成業務(その2)		関東		01整備局		43371.0		中電技術コンサルタント（株）		00000063		建設コンサルタント等		宮本浩司		田多一史		月坂昭広		眞田一麿		牟田直樹		西川真大		若尾拓志												78		0		78		0		78		0		-

		H30d		121018002		京浜港監督補助業務		関東		01整備局		43555.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		吉田誠		鈴木明男		神賀千秋																				75		0		75		0		75		0		-

		H30d		121018005		川崎港設計・調査資料作成業務		関東		01整備局		43553.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		荒川直也		桐山寿郎		加藤誠一		保坂鐵矢		町田文孝																78		0		78		0		78		0		-

		H30d		121018006		川崎港臨港道路東扇島水江町線航行安全管理業務		関東		01整備局		43555.0		（社）東京湾海難防止協会		00010102		建設コンサルタント等		汐崎愼二		末長隆二		米沢昭司		高栗良勝																		75		0		75		0		75		0		-

		H30d		121018008		京浜港営繕技術資料作成業務		関東		01整備局		43553.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		荒川直也																								76		0		76		0		76		0		-

		H30d		121018018		横浜港における大型コンテナ船寄港検討業務		関東		01整備局		43343.0		（株）日本海洋科学		00004034		建設コンサルタント等		岡野匡		島津雅納																						78		0		78		0		78		0		-

		H30d		121018021		横浜港における整備効果分析資料作成業務		関東		01整備局		43538.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		岡本辰生		笹岡大輔		丁子信		和田翔		磯山直佑		千田祐一郎														77		0		77		0		77		0		-

		H30d		121018022		川崎港臨港道路東扇島水江町線航行安全検討業務		関東		01整備局		43546.0		（社）東京湾海難防止協会		00010102		建設コンサルタント等		下野哲裕		新倉一馬		合津篤																				77		0		77		0		77		0		-

		H30d		121018023		川崎港臨港道路東扇島水江町線整備効果検討調査		関東		01整備局		43539.0		八千代エンジニヤリング（株）		00000123		建設コンサルタント等		上野洋一		中村悟		加藤哲		川渕友寛		村野祐太郎		田宮昇														78		0		78		0		76		0		-

		H30d		121018037		川崎港臨港道路東扇島水江町線東扇島アプローチ部5工区修正設計		関東		01整備局		43542.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		大宅克幸		金谷俊秀		副島飛宙		小倉雅史																岩城達思		75		0		75		0		74		0		77

		H30d		121018039		横浜港新本牧地区における施設整備検討業務		関東		01整備局		43552.0		中電技術コンサルタント（株）		00000063		建設コンサルタント等		近藤良		植田拓朗		江川英仁		橋本淳		眞田一磨		村上公亮		宮本浩司		日高康之		北出圭介								76		0		76		0		76		0		-

		H30d		121018041		横浜港環境影響評価資料作成業務		関東		01整備局		43553.0		中電技術コンサルタント（株）		00000063		建設コンサルタント等		宮本浩司		牟田直樹		田中晶典		若尾拓志		眞田一磨		田多一史														77		0		77		0		75		0		-

		H30d		121018043		横浜港新本牧地区漁業影響調査		関東		01整備局		43553.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		永尾謙太郎		加藤誠		池田宗平		竹本昭男		山田洋介																76		0		76		0		76		0		-

		H30d		121018047		川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部施工方法検討業務		関東		01整備局		43542.0		みちのくコンサルタント（株）		00010012		建設コンサルタント等				小山憲顕		萩岡祥光		成毛正範		菅野徹																76		0		76		0		76		0		-

		H30d		121018047		川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部施工方法検討業務		関東		01整備局		43542.0		大日本コンサルタント（株）		00000080		建設コンサルタント等		諏訪部宏之		松浦雅史		吉岡勉		豊島孝之		秋山孝		井手康介												徳橋亮治		76		0		76		0		76		0		76

		H30d		121018049		横浜港臨港道路護岸部補修検討他業務		関東		01整備局		43553.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		建設コンサルタント等		唐木毅		國里立紀		入江正己		立石賢吾		下野緑														岩村栄世		76		0		76		0		77		0		79

		H30d		121018050		横浜港新本牧地区公有水面埋立承認願書作成業務		関東		01整備局		43553.0		中電技術コンサルタント（株）		00000063		建設コンサルタント等		宮本浩司		牟田直樹		田中晶典		近藤良		眞田一磨		田多一史												上田昭彦		77		0		77		0		75		0		80

		H30d		121018056		川崎港臨港道路東扇島水江町線協議資料作成業務		関東		01整備局		43539.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		滝弘		金谷俊秀		市東哲也																				73		0		73		0		73		0		-

		H30d		121018057		川崎港臨港道路東扇島水江町線技術評価業務		関東		01整備局		43539.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		田所篤博		守屋正平		遠藤敏雄		川村浩		森本悟司		井瀬肇												稲田勉		76		0		76		0		76		0		78

		H30d		121118003		鹿島港他発注補助業務		関東		01整備局		43553.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		近藤隆道		手塚進一																						77		0		77		0		77		0		-

		H30d		121118004		鹿島港他監督補助業務		関東		01整備局		43553.0		ニシキコンサルタント（株）		00001003		建設コンサルタント等		細井明		山田玄		下田公臣		比嘉良明		今村照夫		牧園剛														74		0		74		0		74		0		-

		H30d		121118005		茨城港施工状況確認等補助業務		関東		01整備局		43553.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		近藤隆道																								77		0		77		0		77		0		-

		H30d		121118006		鹿島港施工状況確認等補助業務		関東		01整備局		43553.0		（株）シーラム		00005529		建設コンサルタント等		阿部保之		眞鍋幸晴		小野淳																				76		0		76		0		76		0		-

		H30d		121118014		茨城港設計・調査等資料作成業務		関東		01整備局		43553.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		近藤隆道		佐藤一也		西野秀幸		蜜石一太																		77		0		77		0		77		0		-

		H30d		121118028		鹿島港及び茨城港港湾整備に関する検討業務		関東		01整備局		43546.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		久下真一		大西智之		村瀬良平		添田洋		上村圭介		荒牧健		山本禎寿										安野経治		82		1		82		1		82		1		81

		H30d		121118029		鹿島港国有港湾施設維持管理計画書策定業務		関東		01整備局		43524.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		久下真一		伊藤誠		伊藤諒		後藤洋之																安野経治		77		0		77		0		76		0		78

		H30d		121217011		東京湾水環境改善に資する適合資材の品質管理マニュアル検討業務		関東		01整備局		43454.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		田中裕作		小田勝也		大川衛人		池田秀文		千葉晃		福田一郎		首藤啓		木俣陽一								菅家英朗		77		0		77		0		74		0		80

		H30d		121218001		千葉港他施工関係資料作成等業務		関東		01整備局		43553.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		上原正光		長村忠春																						77		0		77		0		77		0		-

		H30d		121218002		千葉港他発注補助業務		関東		01整備局		43549.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		上原正光																								77		0		77		0		77		0		-

		H30d		121218012		千葉港葛南中央地区岸壁(-10m)等補修対策検討業務		関東		01整備局		43524.0		（株）オリエンタルコンサルタンツ		00000037		建設コンサルタント等		星島輝空		上田良智		和田誠一		満木学		齋藤正文														樋口嘉章		77		0		77		0		77		0		79

		H30d		121218017		千葉港葛南中央地区海岸保全施設改良工法等検討業務		関東		01整備局		43546.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		石本健治		田中聡		原信彦		齋藤浩行		宮本敏行		槙野公平		小原陵		安田将人		松原弘晃								75		0		75		0		78		0		-

		H30d		121317004		東京国際空港監督補助業務		関東		01整備局		43555.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		青木康		曽我好志		松本隆俊		長野直紀		中村覚																76		0		76		0		76		0		-

		H30d		121317049		東京国際空港N地区南側エプロン他改良設計		関東		01整備局		43402.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		小田徹太郎		市川常憲		岸田茂之		青木康		佐藤英二														倉内伴明		77		0		77		0		77		0		77

		H30d		121318001		東京国際空港発注補助業務		関東		01整備局		43553.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		石岡勉		野村修一		飯竹則文		諸澤隆久		板倉新																76		0		76		0		76		0		-

		H30d		121318003		東京国際空港設計・調査資料作成業務		関東		01整備局		43553.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		小林雅幸		川越淳		木場貞和		平広志		鈴木克巳																76		0		76		0		76		0		-

		H30d		121318008		東京国際空港建設資材等価格調査		関東		01整備局		43553.0		（財）経済調査会		00005711		建設コンサルタント等		森下剛史		林誠		福田航平																				76		0		76		0		74		0		-

		H30d		121318013		東京国際空港D滑走路基盤施設動態検証業務		関東		01整備局		43553.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		大村厚夫		森晴夫		高橋義典		渡部耕平		蛭川愛志		佐藤昌宏		守屋正平		遠藤敏雄								梶谷卓美		76		0		76		0		80		1		65

		H30d		121318014		東京国際空港環境調査		関東		01整備局		43546.0		中央開発（株）		00000016		建設コンサルタント等		松尾賢太郎		熊谷憲和		冨田潤一		渡部篤史		森山晃紀		山田忠利														76		0		76		0		76		0		-

		H30d		121318015		東京国際空港滑走路・誘導路他整備総合工程調査		関東		01整備局		43546.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		小田徹太郎		市川常憲		岸田茂之		青木康		佐藤英二		黒沼俊男												石井毅		78		0		78		0		76		0		81

		H30d		121318016		東京国際空港建設副産物検討業務		関東		01整備局		43546.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		橋本健志		巽隆有		菱岡宗介		伊藤正純		続石祐子														斉藤泰久		78		0		78		0		79		0		78

		H30d		121318017		東京国際空港A滑走路他舗装実施設計		関東		01整備局		43535.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		青木逸人		田口壮年		二見康友		菱山義規																成島正倫		79		0		79		0		79		0		79

		H30d		121318018		東京国際空港A滑走路南側保安施設用地等維持管理要領(案)検討業務		関東		01整備局		43515.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		大久保陽介		南大輔		大家隆行		上野功		鈴木信夫		石原大作		高岡英伸										山口達治		77		0		77		0		77		0		78

		H30d		121318023		東京国際空港N地区エプロン他整備検討業務		関東		01整備局		43542.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		小田徹太郎		市川常憲		岸田茂之		青木康		佐藤英二														倉内伴明		77		0		77		0		77		0		78

		H30d		121318028		東京国際空港国際線地区構内道路接続区間他実施設計		関東		01整備局		43524.0		（株）駿府設計		00006425		建設コンサルタント等		鈴木徹寿		加藤久美子		尾林安彦		小林美由紀		須藤昌寛		原田良則												小渕文雄		75		0		75		0		74		0		77

		H30d		121318033		東京国際空港周辺海域水環境再生検討調査		関東		01整備局		43546.0		（財）東京都内湾漁業環境整備協会		K001788495		建設コンサルタント等		村井衛		堤清樹		山川正巳		伊東二三夫																		75		0		75		0		76		0		-

		H30d		121318042		東京国際空港周辺海域水生生物多様化方策検討業務		関東		01整備局		43546.0		（財）東京都内湾漁業環境整備協会		K001788495		建設コンサルタント等		村井衛		山川正巳		伊東二三夫																				75		0		75		0		76		0		-

		H30d		121318043		東京国際空港A誘導路他地盤改良設計		関東		01整備局		43539.0		復建調査設計（株）		00000032		建設コンサルタント等		藤井照久		福村拓人		木村康隆		金子智之		清水豊		西村俊明		高田圭太										渡邉真悟		79		0		79		0		79		0		81

		H30d		121318044		東京国際空港施工管理用カメラ検討業務		関東		01整備局		43539.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		八木英紀		石川泰朋		眞山丈夫																		上野雅明		77		0		77		0		77		0		79

		H30d		121318051		東京国際空港舗装技術検討業務		関東		01整備局		43549.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		藤生孝典		田口壮年		小野宗助																		福岡知久		78		0		78		0		78		0		78

		H30d		121417037		横浜港新本牧ふ頭地区岸壁他基本設計		関東		01整備局		43546.0		八千代エンジニヤリング（株）		00000123		建設コンサルタント等		国生隼人		小山萌弥		深津貴之		永瀬翔平		清水研		渡辺健二		山岡淳		天野俊								吉田秀樹		78		0		78		0		78		0		77

		H30d		121418001		閉鎖性海域における潜在的環境修復能力検討業務		関東		01整備局		43553.0		復建調査設計（株）		00000032		建設コンサルタント等		三戸勇吾		萩野裕朗		菅野孝則		渡邊丈夫		大西晃輝		吉木健吾												後藤正孝		76		0		76		0		75		0		78

		H30d		121418002		東京湾環境情報センター環境調査データ解析及び維持管理業務		関東		01整備局		43555.0		国際航業（株）		00000047		建設コンサルタント等		永松宏		中村元彦		金津伸好		渡邊紗代																		75		0		75		0		74		0		-

		H30d		121418003		港湾・空港施設の設計等に関する技術支援業務		関東		01整備局		43544.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		春日井康夫		山本修司		宮脇周作		浜口正志		田所篤博		渡部耕平		遠藤敏雄												75		0		75		0		78		0		-

		H30d		121418004		千葉港葛南中央地区岸壁(-10m)構造検討業務		関東		01整備局		43532.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		久下真一		鳥飼千晶		山口孝幸		堤光一郎		岩崎賢一		久保浩司		山本禎寿										内山一郎		77		0		77		0		74		0		79

		H30d		121418017		既存観測機器等を活用した防災力強化方策検討業務		関東		01整備局		43544.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		若崎正光		春日井康夫		守屋正平		宮脇周作		高橋義典		遠藤敏雄														79		0		79		0		81		1		-

		H30d		121418019		建設発生土等を用いた東京湾環境改善方策検討業務		関東		01整備局		43546.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		田中裕作		西土井誠		馬場透		池田秀文																首藤啓		74		0		74		0		71		0		80

		H30d		121418020		東京湾環境情報センター改良業務		関東		01整備局		43539.0		国際航業（株）		00000047		建設コンサルタント等		永松宏		中村元彦		渡邊紗代		山下千尋		高山淳平														田邉光一		76		0		76		0		75		0		78

		H30d		121418021		東京湾底質環境基礎調査		関東		01整備局		43532.0		（社）水底質浄化技術協会		00009957		建設コンサルタント等		川西龍一		村上和男		斗沢照夫		江原仁		唐澤仁士																72		0		72		0		70		0		-

		H30d		121418022		横浜港本牧地区岸壁構造検討業務		関東		01整備局		43544.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		柴田大介		相澤和善		田端優憲		池田剛		案浦侑己		山口高弘		中村秀一		山部道		川嶋憲						柏原裕彦		80		1		80		1		79		0		79

		H30d		121418023		東京国際空港A滑走路北側地中構造物耐震改良設計		関東		01整備局		43553.0		復建調査設計（株）		00000032		建設コンサルタント等		藤井照久		槇本一徳		木村康隆		福田浩昭		幸原淳		清水豊		時吉学		佐貫哲朗		高田圭太						浅津直樹		78		0		78		0		79		0		81

		H30d		121418025		横浜港大黒ふ頭地区岸壁(-12m)取付部基本設計		関東		01整備局		43532.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		山口匡宏		勝俣優		西原大晴		久保恵子		森下結貴		柳郁恵		中野尊之		村上裕宣								尾崎竜三		77		0		77		0		77		0		77

		H30d		121418026		東京国際空港西旅客ターミナル地区エプロン舗装改良検討業務		関東		01整備局		43551.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		白石保律		横山伸幸		酒本真先		藤野友彰		二見康友		小西花実		石川裕規		青木逸人								佐藤誠一		77		0		77		0		77		0		78

		H30d		121418027		潮位観測データ解析・信頼性確認検証業務		関東		01整備局		43524.0		（社）海洋調査協会		00009906		建設コンサルタント等				安立重明		山口晶敬																				78		0		78		0		78		0		-

		H30d		121418027		潮位観測データ解析・信頼性確認検証業務		関東		01整備局		43524.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		加藤誠		河辺一明		横山瑞江		三浦裕司																		78		0		78		0		78		0		-

		H30d		121418028		潜水作業の安全性向上に係る新技術導入促進検討業務		関東		01整備局		43539.0		（社）海洋調査協会		00009906		建設コンサルタント等		伊藤直和		高見之孝		井上満		安立重昭		田賀傑																75		0		75		0		75		0		-

		H30d		121418029		石積護岸の維持管理技術検討業務		関東		01整備局		43544.0		（社）海洋調査協会		00009906		建設コンサルタント等		伊藤直和		高見之孝		安立重明		井上満																		75		0		75		0		75		0		-

		H30d		121418030		コンテナターミナルの応急復旧技術に関する検討業務		関東		01整備局		43546.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		田所篤博		稲田勉		森晴夫		加辺圭太郎		遠藤敏雄		畠山貴之														74		0		74		0		75		0		-

		H30d		121418033		東京湾貧酸素水塊低減方策に関する基礎調査		関東		01整備局		43546.0		（財）海域環境研究機構		00219352		建設コンサルタント等		細川恭史		田中洋行		高垣泰雄		吉田静子																		74		0		74		0		72		0		-

		H30d		121517003		平成29年度　東京湾中央航路情報管理等業務		関東		01整備局		43555.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		中村洋一		岩井俊男		経種暁		竹内竜也		前原隆士		平野昌美		市川正之		今野隆		佐藤潤一		宮本利文						77		0		77		0		77		0		-

		H30d		121518006		東京湾中央航路施工及び調査関係資料作成業務		関東		01整備局		43553.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		上原正光																								76		0		76		0		76		0		-

		H30d		121518012		東京湾中央航路付帯施設設計等業務		関東		01整備局		43552.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		久下真一		伊藤諒		澤田天		山口孝幸		堤光一郎		岩崎賢一		伊藤誠		久保浩司		相川博						安野経治		79		0		79		0		78		0		79

		H30d		121518018		東京湾中央航路測量データベース検討業務		関東		01整備局		43542.0		（株）パスコ		00000067		建設コンサルタント等		小関真征		芳倉勝治		近藤雅之		相原昌志		金井憲一		門田寛														75		0		75		0		76		0		-

		H30d		121617002		東京港監督補助業務		関東		01整備局		43553.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		入江重則		佐藤亮		浜畑光広		大関章裕		前田希一		大関章裕														76		0		76		0		76		0		-

		H30d		121617003		東京港施工状況確認補助業務		関東		01整備局		43553.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		荒川直也		鈴木良典		草野賢一																				75		0		75		0		75		0		-

		H30d		121617005		東京港臨港道路南北線他環境調査		関東		01整備局		43448.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		建設コンサルタント等		島田久子		入江正己		小堀達		原田浩二		古橋正祐		鈴木敬道												西村和一郎		78		0		78		0		77		0		78

		H30d		121618001		東京港施工及び調査関係資料作成業務		関東		01整備局		43553.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		渡辺信		桑田諭		山崎幸輝																				74		0		74		0		74		0		-

		H30d		121618003		東京港臨港道路南北線技術検討業務		関東		01整備局		43546.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		山本修司		森晴夫		片上智之		森本悟司		菅野高弘																76		0		76		0		75		0		-

		H30d		121618005		東京港臨港道路南北線陸上トンネル部他実施設計		関東		01整備局		43546.0		（株）オリエンタルコンサルタンツ		00000037		建設コンサルタント等		大竹省吾		山崎雅弘		粟田泰紀		徳山英二																倉田雅人		75		0		75		0		77		0		79

		H30d		121618006		東京港臨港道路南北線整備検討業務		関東		01整備局		43551.0		（株）オリエンタルコンサルタンツ		00000037		建設コンサルタント等		大竹省吾		山崎雅弘		粟田泰紀		舛本隆司		徳山英二														倉田雅人		79		0		79		0		79		0		81

		H30d		121618012		東京港臨港道路南北線船舶航行安全対策検討業務		関東		01整備局		43539.0		（社）東京湾海難防止協会		00010102		建設コンサルタント等		下野哲裕		新倉一馬		合津篤																				75		0		75		0		74		0		-

		H30d		121618013		東京港建設資材価格等調査		関東		01整備局		43546.0		（財）建設物価調査会		00005722		建設コンサルタント等		岩井卓矢		柴田洋毅		小林法雅		佐藤良久		石田陽介																75		0		75		0		77		0		-

		H30d		121618015		東京港中央防波堤内側地区複合一貫輸送ターミナル整備効果等検討調査		関東		01整備局		43539.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		丁子信		笹岡大輔		和田翔		山内慎平		堀木小百合		岡本辰生														77		0		77		0		76		0		-

		H30d		121618016		東京港臨港道路南北線施工法検討業務		関東		01整備局		43490.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		永田享志		芳賀敬二		荒川直也		渡邉明浩		川瀬将														鈴木亘		74		0		74		0		73		0		75

		H30d		121618023		東京港臨港道路(南北線)設備実施設計		関東		01整備局		43496.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		中込徹		佐藤哲也		岸見淳平																		中川博人		74		0		74		0		72		0		77

		H30d		121618024		東京港臨港道路(南北線)駐車場等復旧実施設計		関東		01整備局		43544.0		（株）オリエンタルコンサルタンツ		00000037		建設コンサルタント等		小徳利章		大野友紀		高橋佑奈		石川忠治		徳山悟志		舛本隆司												浅野清		76		0		76		0		73		0		93

		H30d		121718004		特定離島港湾業務に係る船舶仕様検討業務		関東		01整備局		43524.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		藤田秀雄		皿澤薫		平山誠		亀井修		岩月哲三		野村剛		菊池俊雄										谷雄一		75		0		75		0		76		0		80

		H30d		130117001		技術審査補助業務		北陸		01整備局		43549.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		長谷川章治		林田秀樹		清原麻巳		渡邉孝		伊藤大吾		木村正信														79		0		79		0		79		0		-

		H30d		130118001		発注補助業務		北陸		01整備局		43550.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		宮澤重夫		伊藤大吾		林田秀樹		清原麻巳		木村正信																79		0		79		0		79		0		-

		H30d		130118003		港湾整備等に係る沿岸気象海象情報の予測情報等提供業務		北陸		01整備局		43555.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		鈴木善光		吉永泰祐		山本浩之																				77		0		77		0		80		1		-

		H30d		130118004		水中部施工状況確認業務		北陸		01整備局		43546.0		（社）日本潜水協会		00010151		建設コンサルタント等		蜂須賀和吉		小林利夫																						76		0		76		0		76		0		-

		H30d		130118005		資材等単価調査		北陸		01整備局		43549.0		（財）経済調査会		00005711		建設コンサルタント等		坂井弘		花木文弘		大西宏樹																				77		0		77		0		77		0		-

		H30d		130118006		北陸管内港湾における中長期の物流方策検討業務		北陸		01整備局		43524.0		セントラルコンサルタント（株）		00000028		建設コンサルタント等				西田敦史		神野竜之介		伊東弘人		西谷真洋																76		0		76		0		75		0		-

		H30d		130118006		北陸管内港湾における中長期の物流方策検討業務		北陸		01整備局		43524.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		太田正規		高橋宏直		長山英樹		安田志穂		石山孝義																76		0		76		0		75		0		-

		H30d		130118007		アジア諸国の港湾における港湾物流状況分析業務		北陸		01整備局		43524.0		（財）国際臨海開発研究センター		K001772909		建設コンサルタント等		佐藤清二		小山彰		中島潔		富田英治		黒米郁																77		0		77		0		77		0		-

		H30d		130118008		北陸地域港湾の事業継続計画における実効性向上検討業務		北陸		01整備局		43524.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		上野雅明		石川泰朋		箕作幸治		眞山丈夫																		77		0		77		0		79		0		-

		H30d		130118009		港湾施設等の持続的な維持管理に係る技術情報提供業務		北陸		01整備局		43522.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		稲田勉		梶谷卓美		小澤義之		高橋義典		守屋正平																78		0		78		0		77		0		-

		H30d		131018003		新潟港等計画・調査等補助業務		北陸		01整備局		43551.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		山之内哲也		藤田暁浩		高橋伸一																				78		0		78		0		78		0		-

		H30d		131018014		新潟港海岸(西海岸地区)海岸保全施設状況調査		北陸		01整備局		43550.0		（株）開発技術コンサルタント		00000586		建設コンサルタント等		中島康喜		田中正好		高橋由紀夫		藤田恭正		比企和昭		飯沼年光														80		1		80		1		81		1		-

		H30d		131018022		新潟港海岸(西海岸地区)海岸保全施設機能検討業務		北陸		01整備局		43549.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		梶谷卓美		王丸冬二		加辺圭太郎		田所篤博		古澤達也														大村厚夫		81		1		81		1		81		1		80

		H30d		131018024		新潟港(西港地区)堆積土砂縮減施設検討業務		北陸		01整備局		43544.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		伍井稔		井上憲		花澤広貴		岡村誠司		口石孝幸		酒井康彦		加地智彦												80		1		80		1		80		1		-

		H30d		131018026		新潟港(西港地区)浚渫土砂海洋投入許可報告書作成業務		北陸		01整備局		43549.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		金子泰通		諏佐晃一		近藤正		尾関哲史																		77		0		77		0		76		0		-

		H30d		131018028		新潟空港滑走路端安全区域調査設計		北陸		01整備局		43544.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		尾上正浩		才治和朗		平野猛也		坂井典和																石井毅		81		1		81		1		81		1		80

		H30d		131018030		新潟港(西港地区)航路泊地付帯施設施工方策検討業務		北陸		01整備局		43524.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		前田宣雄		横山伸幸		藤野友彰		諏佐晃一		近藤正		三好伸浩		加藤賢次		尾関哲史										78		0		78		0		78		0		-

		H30d		131018033		新潟港海岸(西海岸地区)マスタープラン実現方策検討業務		北陸		01整備局		43524.0		（社）日本マリーナ・ビーチ協会		K001709439		建設コンサルタント等		木下明		稲木信之		山下雅人		板尾浩		佐藤恒夫																76		0		76		0		78		0		-

		H30d		131018034		新潟空港場周道路改良実施設計		北陸		01整備局		43539.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		尾上正浩		才治和朗		坂井典和																		石井毅		78		0		78		0		77		0		80

		H30d		131018038		新潟港海岸(西海岸地区)第6区画施工検討業務		北陸		01整備局		43539.0		（株）開発技術コンサルタント		00000586		建設コンサルタント等		伊藤正喜		村椿翔		中島康喜		本田成克																		81		1		81		1		81		1		-

		H30d		131018039		新潟港(西港地区)道路(トンネル)現況調査及び対策工法検討業務		北陸		01整備局		43546.0		日本シビックコンサルタント（株）		00000420		建設コンサルタント等		新井孝弘		久住忠士		飯田博光		石川真澄		久保田真		佐々木祐司												神田亨		76		0		76		0		77		0		77

		H30d		131018041		新潟空港着陸帯表土処理方策検討業務		北陸		01整備局		43539.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		尾上正浩		才治和朗		坂井典和																				76		0		76		0		74		0		-

		H30d		131118001		船舶技術検討業務		北陸		01整備局		43524.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		谷雄一		皿澤薫		中島武男		長崎義男		神野信行		岩月哲三		澤明		本多大茂		島田晴弘								70		0		70		0		72		0		-

		H30d		131118002		伏木富山港(新湊地区)係留施設構造検討業務		北陸		01整備局		43544.0		三井共同建設コンサルタント（株）		00000003		建設コンサルタント等		中村充裕		佐藤暢晃		則貞裕美		三上康光		近森裕之		山本慶太		田谷和樹										大森慎二郎		78		0		78		0		78		0		81

		H30d		131118007		敦賀港(鞠山南地区)係留施設基本・細部設計		北陸		01整備局		43544.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		山口達治		加藤圭		竹田正彦		砂川透吾		瀬良敬二														鈴木信夫		80		1		80		1		81		1		81

		H30d		131118008		潮位観測データ信頼性維持検討業務		北陸		01整備局		43524.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		竹内一浩		越田智喜		水谷眞智子		三浦裕司																		79		0		79		0		80		1		-

		H30d		131118008		潮位観測データ信頼性維持検討業務		北陸		01整備局		43524.0		（社）海洋調査協会		00009906		建設コンサルタント等				山口晶敬		安立重昭																				79		0		79		0		80		1		-

		H30d		131118009		敦賀港(川崎・松栄地区)防波堤(改良)断面実験		北陸		01整備局		43524.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		永松宏一		田端優憲		西脇朗		田中佳太		松尾俊平		田中和広 ヒロ		山部道		小林邦夫										79		0		79		0		80		1		-

		H30d		131118011		金沢港(南地区)岸壁(-7.5m)(改良)修正設計		北陸		01整備局		43544.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		山口達治		加藤圭		竹田正彦		畔柳陽介		砂川透吾		宮下健一朗												瀬良敬二		79		0		79		0		79		0		81

		H30d		131118012		気象・海象データ追録等業務		北陸		01整備局		43532.0		（株）アルファ水工コンサルタンツ		00000066		建設コンサルタント等		冨澤伸樹		遠藤次郎		坂本辰哉		秋田雄大																		78		0		78		0		78		0		-

		H30d		131118013		伏木富山港(富山地区)岸壁(-10m)(2号)(改良)取付部細部設計		北陸		01整備局		43546.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		團村肇		住岡直樹		久保田徹		小原陵		槙野公平		塩田恒夫		石本健治		安田将人								上原教善		79		0		79		0		80		1		81

		H30d		131218003		伏木富山港計画・調査等補助業務		北陸		01整備局		43549.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		渡邉孝		武田武																						76		0		76		0		76		0		-

		H30d		131218013		伏木富山港(新湊地区)係留施設整備計画検討業務		北陸		01整備局		43552.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		柏原裕彦		相澤和善		田端優憲		池田剛		梅木義幸		川又淳子		山口高弘		飯尾昌和		中村秀一						本田善之		79		0		79		0		77		0		80

		H30d		131318004		金沢港等計画・調査等補助業務		北陸		01整備局		43552.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		渡邉孝		森英治																						79		0		79		0		79		0		-

		H30d		131318011		小松空港誘導路改良調査設計		北陸		01整備局		43371.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		原田秀敏		山口公平		舟越秀樹		森栄司																義永茂司		77		0		77		0		76		0		80

		H30d		131418008		みなとカメラ実施設計		北陸		01整備局		43524.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		岩堀英明		田口雄太		内藤裕司		野添裕貴		原田淳														福田泰久		75		0		75		0		72		0		92

		H30d		131418012		敦賀港港内波浪観測業務		北陸		01整備局		43546.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		建設コンサルタント等		立石賢吾		田畑光太郎		門谷綱祐		森一郎		原田浩二		水野静		山口初代												77		0		77		0		75		0		-

		H30d		131418014		敦賀港(鞠山南地区)係留施設施工方策検討業務		北陸		01整備局		43549.0		（株）アルファ水工コンサルタンツ		00000066		建設コンサルタント等		橋本孝治		福田和雄		野地雅貴		阪下大地		鈴木彰		平井豊規												坂本辰哉		77		0		77		0		74		0		93

		H30d		140118001		平成30年度　中部地方整備局発注補助業務		中部		01整備局		43553.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		武井泰男		三浦雅巳		加藤篤志		千村聖治		夏井直		西子恵市														79		0		79		0		79		0		-

		H30d		140118002		平成30年度　中部地方整備局技術審査補助業務		中部		01整備局		43553.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		武井泰男		喜多佳門		幡野正友		酒井孝典		西子恵市																76		0		76		0		76		0		-

		H30d		140118004		平成30年度　港湾整備に係る沿岸気象海象情報の予測情報等提供業務		中部		01整備局		43555.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		鈴木善光		吉永泰祐		山本浩之																				77		0		77		0		75		0		-

		H30d		140118006		平成30年度　三河港環境影響予測検討業務		中部		01整備局		43524.0		（株）日本海洋生物研究所		00008220		建設コンサルタント等				橋口晴穂		宮向智興		森将人		今尾和正																76		0		76		0		77		0		-

		H30d		140118006		平成30年度　三河港環境影響予測検討業務		中部		01整備局		43524.0		（社）全国水産技術者協会		00188137		建設コンサルタント等		新井義昭		前田隼平		石田基雄		北川高司																		76		0		76		0		77		0		-

		H30d		140118007		平成30年度　水中部施工状況確認業務		中部		01整備局		43553.0		（社）日本潜水協会		00010151		建設コンサルタント等		栗谷幸一																								75		0		75		0		75		0		-

		H30d		140118012		平成30年度　材料単価調査		中部		01整備局		43553.0		（財）経済調査会		00005711		建設コンサルタント等		永谷守		藤井拓也		東智広		米本剛理																		77		0		77		0		75		0		-

		H30d		140118013		平成30年度　伊勢湾BCPの行動計画向上検討業務		中部		01整備局		43532.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		橋元良二		一ノ瀬敏		石川泰朋		眞山丈夫																		77		0		77		0		79		0		-

		H30d		140118014		平成30年度　みなとカメラ設計業務		中部		01整備局		43524.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		八木英紀		箕作幸治																				上野雅明		77		0		77		0		78		0		67

		H30d		140118015		平成30年度　流況観測データの有効活用に向けた検討業務		中部		01整備局		43553.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		春日井康夫		田所篤博		渡部耕平		峯村浩治		守屋正平		山本浩之														77		0		77		0		79		0		-

		H30d		140118016		平成30年度　伊勢湾再生海域推進プログラム策定外実施方策検討業務		中部		01整備局		43546.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等				鶴島大樹		小山悠人		望月洋輔		永尾謙太郎																80		1		80		1		81		1		-

		H30d		140118016		平成30年度　伊勢湾再生海域推進プログラム策定外実施方策検討業務		中部		01整備局		43546.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		菅家英朗		森谷粒志		榎並万里子		太田正規		西土井誠																80		1		80		1		81		1		-

		H30d		140118017		平成30年度　名古屋港ポートアイランド仮置土砂搬出検討業務		中部		01整備局		43524.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		武井泰男		洞谷邦弘		川田博司		永田享志																		77		0		77		0		78		0		-

		H30d		140118018		平成30年度　中部におけるフェリー・RORO船を活用した物流効率化検討に資する基礎資料作成業務		中部		01整備局		43524.0		（株）建設技術研究所		00000015		建設コンサルタント等		掛水直喜		横山憲		伊東裕晃		鈴村雅彦																		73		0		73		0		73		0		-

		H30d		140118021		平成30年度　管内港湾の防災情報共有データベース高度化業務		中部		01整備局		43549.0		（株）シオ政策経営研究所		00004074		建設コンサルタント等		藤田順史		木村昭宣		森脇千暁		内田景子		中神啓介		西崎英治		藤木隆二												77		0		77		0		77		0		-

		H30d		140118025		平成30年度　中部の港湾における高潮に関する基礎資料作成業務		中部		01整備局		43553.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		田中聡		樋口直人		森谷拓実		宮川駿也		宮本敏行		中村隆志		原信彦												76		0		76		0		73		0		-

		H30d		141017001		平成29年度　清水港湾事務所監督等補助業務		中部		01整備局		43553.0		マリンテクノロジー（株）		00008926		建設コンサルタント等		浅井孝多郎		大野稔浩		西田幸成		田上克博		吉田眞一郎		松原亘一		坂野英次		田上隆文		若松誠								77		0		77		0		77		0		-

		H30d		141017002		平成29年度　清水港湾事務所品質監視等補助業務		中部		01整備局		43553.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		洞谷邦弘																								77		0		77		0		77		0		-

		H30d		141017002		平成29年度　清水港湾事務所品質監視等補助業務		中部		01整備局		43553.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等				横倉博		近藤和也																				77		0		77		0		77		0		-

		H30d		141018012		平成30年度　御前崎港港内整備効果検討業務		中部		01整備局		43539.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		石本健治		花井健太		宮川駿也		榎本真久		宮本敏行		白井英一		齋藤浩行		森田整		田村圭一								77		0		77		0		77		0		-

		H30d		141018016		平成30年度　清水港港内整備計画検討業務		中部		01整備局		43539.0		（株）シオ政策経営研究所		00004074		建設コンサルタント等		藤田順史		木村昭宣		内田景子		中神啓介		西崎英治		藤木隆二														79		0		79		0		80		1		-

		H30d		141018023		平成30年度　下田港潮位観測データ解析・信頼性確認検討業務		中部		01整備局		43546.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		仲井圭二		田中陽二		鈴山勝之		村瀬博一																		78		0		78		0		77		0		-

		H30d		141018027		平成30年度　下田港防波堤整備効果検討業務		中部		01整備局		43524.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		建設コンサルタント等		正田孝明		立石賢吾		伊藤久芳		水野静		古橋正祐		山口初代		河内典子												81		1		81		1		81		1		-

		H30d		141018028		平成30年度　清水港日の出岸壁(-12m)(改良)詳細構造検討業務		中部		01整備局		43549.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		影地良昭		加藤圭		久保田博貴		石河雅典		山下武														寺島彰人		78		0		78		0		77		0		81

		H30d		141018029		平成30年度　田子の浦港港湾機能検討業務		中部		01整備局		43518.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		白井英一		花井健太		宮川駿也		榎本真久		宮本敏行		中村隆志		石本健治		齋藤浩行										77		0		77		0		76		0		-

		H30d		141018034		平成30年度　御前崎港港内施設整備検討業務		中部		01整備局		43549.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		石本健治		槙野公平		榎本真久		松原弘晃		白井英一		青山宗平		伊東啓勝		田村圭一										78		0		78		0		76		0		-

		H30d		141018040		平成30年度　清水港日の出地区埋立承認申請資料作成業務		中部		01整備局		43524.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		建設コンサルタント等		岡部克顕		立石賢吾		古橋正祐		島田久子		河内典子																78		0		78		0		76		0		-

		H30d		141118031		平成30年度　名古屋港船舶技術資料作成外業務		中部		01整備局		43553.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		西尾誠市																								76		0		76		0		78		0		-

		H30d		141118035		平成30年度　名古屋港コンテナターミナル外整備効果検討業務		中部		01整備局		43524.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		岡本辰生		笹岡大輔		丁子信		山内慎平		磯山直佑		須賀佑実子		千田祐一郎												78		0		78		0		77		0		-

		H30d		141118046		平成30年度　名古屋港岸壁整備に係る船舶航行安全対策検討業務		中部		01整備局		43546.0		（社）伊勢湾海難防止協会		K001760403		建設コンサルタント等		藤田義朝		岩崎昭男		野間卓志		浜野康彦																		77		0		77		0		80		1		-

		H30d		141118057		平成30年度　名古屋港における新技術を活用した生産性向上外検討業務		中部		01整備局		43546.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		丁子信		笹岡大輔		山内慎平		磯山直佑		須賀佑実子		岡本辰生		千田祐一郎												77		0		77		0		77		0		-

		H30d		141118064		平成30年度　名古屋港岸壁整備施工計画検討業務		中部		01整備局		43539.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		川田博司		洞谷邦弘		武井泰男		鈴木亘																		78		0		78		0		80		1		-

		H30d		141118066		平成30年度　名古屋港飛島ふ頭東地区岸壁(-15m)桟橋部撤去工実施設計		中部		01整備局		43546.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		吉川慎一		村上巧一		田守利充		横山茂生		西尾岳裕														平井俊之		78		0		78		0		76		0		91

		H30d		141118069		平成30年度　名古屋港港湾における賑わい空間の活性化検討業務		中部		01整備局		43524.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		福田一郎		戸田智司		港絢子		太田正規		田中裕作		西土井誠														78		0		78		0		79		0		-

		H30d		141118085		平成30年度　名古屋港稲永ふ頭地区24号岸壁改良設計		中部		01整備局		43546.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		西尾岳裕		瀬戸口修造		梅田和成		北野有美		横山茂生		武田康司		岡部登		杉原弘一		楠謙吾						吉川慎一		78		0		78		0		76		0		91

		H30d		141118086		平成30年度　公有水面埋立事業施工計画検討業務		中部		01整備局		43546.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		武井泰男		洞谷邦弘		川田博司		川瀬将																		79		0		79		0		80		1		-

		H30d		141118087		平成30年度　名古屋港港内の流入土砂による物流機能への影響検討業務		中部		01整備局		43546.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		小野信幸		片山理恵		笠毛健生		白木喜章																		77		0		77		0		78		0		-

		H30d		141118092		平成30年度　名古屋港ポートアイランド余水処理施設検討業務		中部		01整備局		43546.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		石本健治		團村肇		丸井英明		小原陵		松原弘晃		安田将人												上原教善		77		0		77		0		76		0		67

		H30d		141118096		平成30年度　名古屋港浚渫土砂等の水面埋立材への利活用に係る検討業務		中部		01整備局		43546.0		（社）水底質浄化技術協会		00009957		建設コンサルタント等		桑原正彦		川西龍一		小島洋		村上和男		斗沢照夫		江原仁														77		0		77		0		80		1		-

		H30d		141218004		平成30年度　三河港潮位データ信頼性維持検討及び風記録整理業務		中部		01整備局		43553.0		玉野総合コンサルタント（株）		00000087		建設コンサルタント等		近藤泰徳		冨田昌		石黒武文																				75		0		75		0		74		0		-

		H30d		141218014		平成30年度　三河地域周辺の物流効率化等による港湾機能検討業務		中部		01整備局		43524.0		（株）日本海洋科学		00004034		建設コンサルタント等		島津雅納		平田裕一		久下剛也		原大地																		80		1		80		1		79		0		-

		H30d		141218020		平成30年度　三河港港湾業務艇建造等検討業務		中部		01整備局		43524.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		加藤英夫		木村茂喜		中島武男		神野信行		岩月哲三		澤明		菊池俊雄										平山誠		70		0		70		0		67		0		76

		H30d		141218022		平成30年度　三河湾環境再生推進方策検討業務		中部		01整備局		43546.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		菅家英朗		森谷粒志		柏木信二																				73		0		73		0		72		0		-

		H30d		141218027		平成30年度　三河港神野地区利便性検討業務		中部		01整備局		43546.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		石河雅典		久保田博貴		新美達也		影地良昭		北田彰久		山下武		黒川一志		荒木大志										78		0		78		0		78		0		-

		H30d		141218028		平成30年度　三河港神野地区施工方策検討業務		中部		01整備局		43546.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		大谷祐司		梅田和成		家村健吾		西尾岳裕		遠藤信之		吉川慎一												坪井英夫		77		0		77		0		77		0		78

		H30d		141218030		平成30年度　三河港物流機能検討業務		中部		01整備局		43549.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		森田佳宏		高良麻由		岡本辰生		中川雄太郎		高尾秀樹		山本宣永														77		0		77		0		76		0		-

		H30d		141317003		平成29年度　津松阪港事務所監督等補助業務		中部		01整備局		43553.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		西尾誠市		大湯聡		岩崎二朗		阿部寛																		79		0		79		0		79		0		-

		H30d		141317004		平成29年度　津松阪港事務所品質監視等補助業務		中部		01整備局		43553.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		川田博司		原田辰夫																						75		0		75		0		75		0		-

		H30d		141318001		平成30年度　四日市港湾事務所品質監視等補助業務		中部		01整備局		43553.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		川田博司																								75		0		75		0		75		0		-

		H30d		141318001		平成30年度　四日市港湾事務所品質監視等補助業務		中部		01整備局		43553.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等				土田正彦																						75		0		75		0		75		0		-

		H30d		141318005		平成30年度　四日市港道路(霞4号幹線)保全対策検討業務		中部		01整備局		43546.0		（株）環境アセスメントセンター		00000194		建設コンサルタント等		桑原淳		品川修二		今井久子		堀内純		鈴木雅人		加藤健一														77		0		77		0		76		0		-

		H30d		141318006		平成30年度　四日市港霞ヶ浦地区岸壁施工方策検討業務		中部		01整備局		43553.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		柴田大介		相澤和善		田端優憲		鳥居洋		池田剛		高橋琢磨		山部道												81		1		81		1		81		1		-

		H30d		141318010		平成30年度　津松阪港津地区海岸保全施設整備方策検討業務		中部		01整備局		43546.0		（社）日本マリーナ・ビーチ協会		K001709439		建設コンサルタント等		木下明		山下雅人		板尾浩		佐藤恒夫		奥康彦																75		0		75		0		72		0		-

		H30d		141318012		平成30年度　四日市港道路(霞4号幹線)資料作成業務		中部		01整備局		43524.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		松原吉男		大川寛		竹内克幸		村山元																		76		0		76		0		76		0		-

		H30d		141318017		平成30年度　四日市港霞ヶ浦地区施設整備検討業務		中部		01整備局		43551.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		笹岡大輔		山内慎平		磯山直佑		小田隼也		岡本辰生		真子昌樹														80		1		80		1		78		0		-

		H30d		141318028		平成30年度　四日市港港湾機能強化方策検討業務		中部		01整備局		43539.0		中電技術コンサルタント（株）		00000063		建設コンサルタント等		日高康之		西川真大		日野原遼		岩本典丈		塚野真美																76		0		76		0		74		0		-

		H30d		141318031		平成30年度　津松阪港津地区海岸整備施工方策検討業務		中部		01整備局		43546.0		中電技術コンサルタント（株）		00000063		建設コンサルタント等		日高康之		生頼直樹		村上公亮		北出圭介																		77		0		77		0		75		0		-

		H30d		141418001		平成30年度　管内技術資料収集・整理業務		中部		01整備局		43553.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		武井泰男		杉山一信																						76		0		76		0		76		0		-

		H30d		141418002		平成30年度　伊勢湾環境情報改良検討業務		中部		01整備局		43555.0		国際航業（株）		00000047		建設コンサルタント等		永松宏		中村元彦		渡邊紗代		金津伸好																		77		0		77		0		76		0		-

		H30d		141418004		平成30年度　清水港日の出地区岸壁(-12m)(改良)基本設計		中部		01整備局		43451.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		寺島彰人		久保田博貴		安波史喬		新美達也		影地良昭		山下武		鈴木信夫		芋野智成								石河雅典		79		0		79		0		76		0		93

		H30d		141418005		平成30年度　伊勢湾波浪推算業務		中部		01整備局		43496.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		石河雅典		久保田博貴		新美達也		永澤豪		影地良昭		山下武		大家隆行		加藤哲也		辻尾大樹						熊谷健蔵		79		0		79		0		75		0		93

		H30d		141418006		平成30年度　下田港防波堤(西)D区水理模型実験		中部		01整備局		43426.0		玉野総合コンサルタント（株）		00000087		建設コンサルタント等		森川高徳		吉田要		安藤智史		池尾進																		82		1		82		1		81		1		-

		H30d		141418009		平成30年度　強震計を活用した施設診断システム改良検討業務		中部		01整備局		43524.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等				梶谷卓美		藤岡淳		宮脇周作																		77		0		77		0		76		0		-

		H30d		141418009		平成30年度　強震計を活用した施設診断システム改良検討業務		中部		01整備局		43524.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		曽根照人		山本龍		中垣規子		戎健次		江口拓生		高岡慶人		井口勝洋		桑原直範								平井俊之		77		0		77		0		76		0		79

		H30d		141418012		平成30年度　伊勢湾海洋レーダ観測システム改良業務		中部		01整備局		43552.0		国際航業（株）		00000047		建設コンサルタント等		永松宏		片瀬冬樹		中村元彦		渡邊紗代		金津伸好		田邉光一														78		0		78		0		79		0		-

		H30d		141418013		平成30年度　名古屋港岸壁構造検討業務		中部		01整備局		43546.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		西尾岳裕		村上巧一		山本龍		杉本有基		高岡慶人		田守利充		家村健吾		曽根照人		吉川慎一						平井俊之		78		0		78		0		75		0		89

		H30d		141418015		平成30年度　管内技術企画支援業務		中部		01整備局		43532.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		春日井康夫		高橋義典		峯村浩治		守屋正平		遠藤敏雄		畠山貴之														78		0		78		0		78		0		-

		H30d		141418016		平成30年度　四日市港岸壁構造検討業務		中部		01整備局		43546.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		柴田大介		相澤和善		田端優憲		池田剛		上原甲太郎		案浦侑己		野田恵史		山口高弘		中村秀一						川嶋憲		78		0		78		0		75		0		92

		H30d		141418017		平成30年度　港湾施設の点検技術導入検討業務		中部		01整備局		43539.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等				宮脇周作		田所篤博		藤岡淳		守屋正平																77		0		77		0		77		0		-

		H30d		141418017		平成30年度　港湾施設の点検技術導入検討業務		中部		01整備局		43539.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		森本睦		山本龍		松本俊範		家村健吾		竹内麻衣子		曽根照人		大利公二												77		0		77		0		77		0		-

		H30d		150117004		管内水中部施工状況確認業務		近畿		01整備局		43251.0		（社）日本潜水協会		00010151		建設コンサルタント等		阪井田茂		堀内義孝																						76		0		76		0		76		0		-

		H30d		150118002		港湾整備に係る沿岸気象海象情報の予測情報等提供業務 		近畿		01整備局		43555.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		鈴木善光		吉永泰祐		山本浩之																				77		0		77		0		77		0		-

		H30d		150118005		管内資材等価格調査		近畿		01整備局		43553.0		（財）経済調査会		00005711		建設コンサルタント等		三輪幸一		井藤浩典		水口晶裕		浅川力一																		76		0		76		0		77		0		-

		H30d		150118018		阪神港における船舶航行シミュレーション業務		近畿		01整備局		43549.0		（株）日本海洋科学		00004034		建設コンサルタント等		島津雅納		高橋浩子		久下剛也		原大地																		79		0		79		0		78		0		-

		H30d		150118019		阪神港における船舶の航行安全検討業務		近畿		01整備局		43549.0		（社）神戸海難防止研究会		K001675226		建設コンサルタント等		伊藤雅之		藤原昇		宮島照仁		江頭正人																		79		0		79		0		79		0		-

		H30d		150118020		大阪湾港湾の港湾機能検討業務		近畿		01整備局		43539.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		池田薫		上野雅明		森田雅裕		鈴木武																		76		0		76		0		76		0		-

		H30d		150118022		管内水中部施工状況確認業務		近畿		01整備局		43553.0		（社）日本潜水協会		00010151		建設コンサルタント等		松井善樹		堀内義孝																						76		0		76		0		76		0		-

		H30d		150118023		大阪湾諸港の港湾事業継続計画に係る検討業務		近畿		01整備局		43539.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		上野雅明		橋元良二		一ノ瀬敏		森田雅裕		眞山丈夫																76		0		76		0		74		0		-

		H30d		150118025		阪神港の国際物流機能等検討業務		近畿		01整備局		43546.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		福田一郎		高橋宏直		清水邦彦		池田忠継		西土井誠																75		0		75		0		76		0		-

		H30d		150118026		大阪湾港湾における新たな産業を創造するための港湾物流機能検討業務		近畿		01整備局		43504.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		千田祐一郎		木俣順		山内慎平		丁子信		堀木小百合		須賀佑実子														77		0		77		0		76		0		-

		H30d		150118026		大阪湾港湾における新たな産業を創造するための港湾物流機能検討業務		近畿		01整備局		43504.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等				畑中諭		水野正博																				77		0		77		0		76		0		-

		H30d		150118027		大阪湾再生行動計画(第二期)中間評価等検討業務		近畿		01整備局		43539.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		菅家英朗		港絢子		三原正裕		首藤啓		西土井誠		福田一郎														76		0		76		0		74		0		-

		H30d		150118028		港湾施設の維持管理に関する技術向上検討業務		近畿		01整備局		43524.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		稲田勉		梶谷卓美		林洋介		高橋義典		田所篤博		畠山貴之														78		0		78		0		78		0		-

		H30d		150118029		近畿管内におけるクルーズ船等による地域振興方策検討業務		近畿		01整備局		43539.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		太田正規		石山孝義		清水邦彦		安田志穂		山本涼平		西土井誠														76		0		76		0		77		0		-

		H30d		150118034		海外事例を踏まえた船舶の環境負荷低減に対応する港湾施設整備計画検討業務		近畿		01整備局		43544.0		（財）国際臨海開発研究センター		K001772909		建設コンサルタント等		富田英治		山口章		長谷部英司		小山彰		三宅光一																74		0		74		0		76		0		-

		H30d		150118038		海底地形修復等に関する技術検討業務		近畿		01整備局		43544.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		首藤啓		石山孝義		榎並万里子		守屋良美		木俣陽一																76		0		76		0		76		0		-

		H30d		150118039		既存高規格コンテナターミナルの運営効率化に向けたヤード配置検討業務		近畿		01整備局		43546.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		高橋琢磨		鳥居洋		後藤洋加		武山陽樹		高橋浩二		中嶋実		飯尾昌和		片山昌大郎										79		0		79		0		79		0		-

		H30d		151018009		柴山港柴山地区外防波堤(西)整備計画検討業務		近畿		01整備局		43539.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		伍井稔		渡辺卓也		花澤広貴		成毛辰徳		大野正博		水野博史		加地智彦												81		1		81		1		79		0		-

		H30d		151018010		柴山港二重円筒ケーソン式防波堤維持管理手法検討業務		近畿		01整備局		43539.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等				田村直貴		秋山敬吾		武山陽樹		関根隆行		久保田崇仁														78		0		78		0		80		1		-

		H30d		151018010		柴山港二重円筒ケーソン式防波堤維持管理手法検討業務		近畿		01整備局		43539.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		梶谷卓美		林洋介		佐藤昌宏		片上智之		田所篤博																78		0		78		0		80		1		-

		H30d		151018011		舞鶴港和田地区国際物流ターミナル事業効果検討業務		近畿		01整備局		43524.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		千田祐一郎		岡本辰生		須賀佑実子		磯山直佑		大角和輝		山内慎平														81		1		81		1		81		1		-

		H30d		151018012		舞鶴港和田地区国際ふ頭整備計画検討業務		近畿		01整備局		43544.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		牧野綾		西村壮介		真期俊行		野々村さやか		福井秀平		久米俊治														80		1		80		1		79		0		-

		H30d		151018016		舞鶴港第2ふ頭地区岸壁(-10m)附帯施設上部工改良設計		近畿		01整備局		43476.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		田中文彦		後藤洋之		鈴木雄太		伊藤諒		澤田天																78		0		78		0		78		0		-

		H30d		151018017		舞鶴港和田地区道路(上安久線)上安久地区橋梁詳細設計		近畿		01整備局		43553.0		（株）建設技術研究所		00000015		建設コンサルタント等		小糸秀幸		行藤晋也		川井菜緒		西村航平		湯原敏文		数見真生												井上雅夫		75		0		75		0		76		0		79

		H30d		151018018		舞鶴港和田地区道路(上安久線)城東地区橋梁詳細設計		近畿		01整備局		43553.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		金子正之		矢口昂史		金沢吉彦		山本篤博		大原誠														山本智弘		79		0		79		0		81		1		81

		H30d		151117001		大阪港等施工状況確認等補助業務		近畿		01整備局		43553.0		（株）クローバーエンジニアリング		00008563		建設コンサルタント等				小西倫夫		松田修治																				78		0		78		0		78		0		-

		H30d		151117001		大阪港等施工状況確認等補助業務		近畿		01整備局		43553.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		國重康弘		小塚透																				國重康弘		78		0		78		0		78		0		-

		H30d		151117002		大阪港等監督補助業務		近畿		01整備局		43553.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		中川誠		高崎友美		平山茂樹		二塚耕永		殖田昌実		関智章		神澤裕一										寺島彰人		77		0		77		0		77		0		-

		H30d		151118009		大阪港北港南地区航路(-16m)附帯施設沈下解析・設計検討業務		近畿		01整備局		43343.0		ポートコンサルタント（株）		00000927		建設コンサルタント等		紺谷明泰		反田行雄		内藤輝		平野利幸		坂井優太		中野友輔												鈴木孝幸		79		0		79		0		78		0		81

		H30d		151118014		堺泉北港における国内海上複合一貫輸送基礎的検討業務		近畿		01整備局		43524.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		牧野綾		西村壮介		真期俊行		野々村さやか		福井秀平		久米俊治														82		1		82		1		81		1		-

		H30d		151118025		大阪港北港南地区岸壁(-16m)(C12延伸部)等施設整備計画検討業務		近畿		01整備局		43549.0		八千代エンジニヤリング（株）		00000123		建設コンサルタント等		渡辺健二		永瀬翔平		吉田秀樹		岸本平嗣		兼古英明		天野俊												佐藤環		79		0		79		0		78		0		80

		H30d		151118032		堺泉北港事業効果検討業務		近畿		01整備局		43549.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		西村壮介		牧野綾		久米俊治		真期俊行		家村健吾		西尾岳裕		桑原直範		野々村さやか		佐藤広章								81		1		81		1		81		1		-

		H30d		151118037		堺泉北港堺2区臨港道路地震災害検討業務		近畿		01整備局		43549.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		平井俊之		江口拓生		森本睦		桑原直範		藤村一雄																79		0		79		0		77		0		-

		H30d		151217001		神戸港等施工状況確認等補助業務		近畿		01整備局		43553.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		島崎義一		松下健一		藤原耕司																		島崎義一		74		0		74		0		74		0		-

		H30d		151217001		神戸港等施工状況確認等補助業務		近畿		01整備局		43553.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等				野川秀樹		星加嗣																				74		0		74		0		74		0		-

		H30d		151217002		神戸港等監督補助業務		近畿		01整備局		43553.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		前藤和彦		室正利		青柳久		平畑政和		笠下真司		村山誠		永井秀憲		伊藤進		山口裕章		玉木理風						77		0		77		0		77		0		-

		H30d		151218003		神戸港事業効果検討業務		近畿		01整備局		43524.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		西村壮介		宇野元浩		牧野綾		久米俊治		真期俊行		野々村さやか														82		1		82		1		78		0		-

		H30d		151218015		神戸港六甲アイランド地区荷さばき地施工計画検討業務		近畿		01整備局		43524.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		清水建一朗		渡部喜啓		田村直貴		武山陽樹																		78		0		78		0		78		0		-

		H30d		151218024		神戸港海上工事に伴う船舶航行安全対策検討業務		近畿		01整備局		43546.0		（社）神戸海難防止研究会		K001675226		建設コンサルタント等		伊藤雅之		藤原昇		江頭正人		奥原徳男																		78		0		78		0		77		0		-

		H30d		151218025		神戸港航路附帯施設等施工検討業務		近畿		01整備局		43524.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		永田享志		島崎義一		松下健一		渡邉明浩		櫻井良宏		加藤利弘														77		0		77		0		74		0		-

		H30d		151218026		姫路港港湾物流影響等検討調査		近畿		01整備局		43539.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		高尾秀樹		笹岡大輔		高良麻由		森田佳宏		中川雄太郎																77		0		77		0		73		0		-

		H30d		151218039		神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地施工計画検討業務		近畿		01整備局		43549.0		中電技術コンサルタント（株）		00000063		建設コンサルタント等		村上公亮		植田拓朗		橋本淳		北出圭介																		72		0		72		0		74		0		-

		H30d		151218059		神戸港航路附帯施設構造検討業務		近畿		01整備局		43454.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		安部浩史		秋山敬吾		中島滉平																		笹部剛男		78		0		78		0		77		0		81

		H30d		151318001		船舶技術検討業務		近畿		01整備局		43539.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		菊池俊雄		皿澤薫		神野信行		中島武男		長崎義男		岩月哲三		井上眞幸		平山誠										76		0		76		0		76		0		-

		H30d		151318003		和歌山下津港海岸(海南地区)藤白護岸(改良)(第2工区)(6号桟橋部等)基本設計		近畿		01整備局		43524.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		安部浩史		長田光希		蒔苗嘉人		大塚正和		高野向後		宇野勝哉		中島滉平										清水建一朗		84		1		84		1		83		1		81

		H30d		151318010		和歌山下津港本港地区防波堤(外)(2)(改良)基本設計		近畿		01整備局		43518.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		家村健吾		福島有加里		福井秀平		殿最浩司		遠藤信之		佐藤広章												平井俊之		77		0		77		0		77		0		81

		H30d		151318011		港湾施設の設計等に関する技術支援業務		近畿		01整備局		43539.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		山本修司		林洋介		佐藤昌宏		菅野高弘		岡田理		田所篤博		守屋正平												76		0		76		0		76		0		-

		H30d		151318013		和歌山下津港海岸における水門構造等検討業務		近畿		01整備局		43532.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等				南雲祐一郎		西村圭右		松本遼		佐久間和弘		谷口史一		川畑智		栗山卓也										78		0		78		0		79		0		-

		H30d		151318013		和歌山下津港海岸における水門構造等検討業務		近畿		01整備局		43532.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		大村厚夫		林洋介		森本悟司		浜口正志		田所篤博		守屋正平														78		0		78		0		79		0		-

		H30d		151318014		舞鶴港第2ふ頭地区係留附帯施設基本設計等		近畿		01整備局		43518.0		協同エンジニアリング（株）		00000569		建設コンサルタント等		荒木健人		衛藤慎一郎		山田麻矢		芝辻保		澤田守		松原恭博												富安良一		76		0		76		0		76		0		81

		H30d		151318016		海水循環技術による環境改善検討業務		近畿		01整備局		43500.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		小野健		大久保慧		鈴木綜人		藤井清香		酒井康彦																79		0		79		0		78		0		-

		H30d		151318017		神戸港機能強化事業構造検討業務		近畿		01整備局		43525.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		安部浩史		田村直貴		高野向後		久保田崇仁		宇野勝哉		清水建一朗		蒔苗嘉人												79		0		79		0		77		0		-

		H30d		151318017		神戸港機能強化事業構造検討業務		近畿		01整備局		43525.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等				林洋介		大村厚夫		佐藤昌宏		森晴夫		田所篤博		守屋正平												79		0		79		0		77		0		-

		H30d		151318018		建造施工状況確認等業務		近畿		01整備局		43549.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		菊池俊雄		皿澤薫		木村茂喜		中島武男		長崎義男		岩月哲三														73		0		73		0		73		0		-

		H30d		151318019		港湾・海岸施設における耐震性能検討業務		近畿		01整備局		43539.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		梶谷卓美		林洋介		浜口正志		高橋義典		田所篤博		蛭川愛志														77		0		77		0		79		0		-

		H30d		151318022		波浪・高潮に対する新技術への適用検討業務		近畿		01整備局		43546.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		田所篤博		梶谷卓美		林洋介		岡田理		守屋正平																77		0		77		0		80		1		-

		H30d		151318022		波浪・高潮に対する新技術への適用検討業務		近畿		01整備局		43546.0		八千代エンジニヤリング（株）		00000123		建設コンサルタント等				小山萌弥		清水研		国生隼人		渡辺健二																77		0		77		0		80		1		-

		H30d		151318023		神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地地盤改良検討業務		近畿		01整備局		43539.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		安部浩史		長田光希		蒔苗嘉人		中島滉平		高野向後		久保田崇仁		宇野勝哉												77		0		77		0		76		0		-

		H30d		151318026		和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(改良)構造検討業務		近畿		01整備局		43539.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		林洋介		佐藤昌宏		宮脇周作		守屋正平		遠藤敏雄																80		1		80		1		80		1		-

		H30d		151318026		和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(改良)構造検討業務		近畿		01整備局		43539.0		八千代エンジニヤリング（株）		00000123		建設コンサルタント等				小山萌弥		永瀬翔平		清水研		八尋蓮		関口翔也		国生隼人		渡辺健二		天野俊								80		1		80		1		80		1		-

		H30d		151318027		大阪湾汚濁機構解明検討業務		近畿		01整備局		43539.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		小野健		大久保慧		鈴木綜人		川崎太輝		藤井清香																77		0		77		0		77		0		-

		H30d		151418005		和歌山下津港防波堤等施工計画検討業務		近畿		01整備局		43524.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		川上雅彦		芳賀敬二		志村浩美		國重康弘		鈴木亘		川瀬将												櫻井良宏		79		0		79		0		77		0		69

		H30d		151418006		和歌山下津港事業効果検討業務		近畿		01整備局		43441.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		牧野綾		久米俊治		真期俊行		西村壮介																		81		1		81		1		80		1		-

		H30d		151418017		和歌山下津港海岸(海南地区)陸閘等管理方策検討業務		近畿		01整備局		43524.0		（社）日本マリーナ・ビーチ協会		K001709439		建設コンサルタント等		山下雅人		木下明		竹本清司		佐藤恒夫		奥康彦																77		0		77		0		76		0		-

		H30d		151418019		和歌山下津港海岸(海南地区)藤白護岸(第1工区)(桟橋部)細部設計		近畿		01整備局		43539.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		安部浩史		上野佳三		長田光希		秋山敬吾		蒔苗嘉人		大塚正和		高野向後		宇野勝哉								清水建一朗		80		1		80		1		78		0		83

		H30d		151418028		和歌山下津港海岸(海南地区)築地護岸(排水機場部)細部設計		近畿		01整備局		43546.0		協同エンジニアリング（株）		00000569		建設コンサルタント等		荒木健人		衛藤慎一郎		山田麻矢		水野満博		芝辻保		澤田守		松原恭博		森京介								富安良一		80		1		80		1		78		0		83

		H30d		151418029		和歌山下津港海和歌丸係留施設施工計画等検討業務		近畿		01整備局		43543.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		田中文彦		後藤洋之		長沢洋一		鈴木雄太		澤田天		大西智之		添田洋										安野経治		78		0		78		0		76		0		79

		H30d		151418034		日高港塩屋地区静穏検討等整備方策検討業務		近畿		01整備局		43539.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		中村隆志		大竹剛史		田中聡		古泉統義		白木喜章		山田貴裕		田村圭一		原信彦		安田将人						石本健治		81		1		81		1		80		1		82

		H30d		151418035		和歌山下津港・日高港の利用振興に向けた検討調査		近畿		01整備局		43549.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		西村壮介		牧野綾		久米俊治		真期俊行		野々村さやか		佐藤広章														79		0		79		0		79		0		-

		H30d		151418036		日高港塩屋地区事業効果検討業務		近畿		01整備局		43539.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		酒井康彦		秋元彩渚		橋本梓		泉伸司																		79		0		79		0		77		0		-

		H30d		151418046		和歌山下津港北港地区防波堤(南)災害復旧検討		近畿		01整備局		43539.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		安部浩史		上野佳三		相澤和善		大塚正和		高野向後														笹部剛男		78		0		78		0		77		0		81

		H30d		151418048		和歌山下津港北港地区防波堤(南)異形函設計業務		近畿		01整備局		43504.0		協同エンジニアリング（株）		00000569		建設コンサルタント等		森京介		衛藤慎一郎		山田麻矢		水野満博		荒木健人		富安良一		松原恭博										芝辻保		79		0		79		0		79		0		67

		H30d		160117001		管内技術審査資料作成補助業務		中国		01整備局		43553.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		田宮厚実		眞鍋和博		毛利聖		合田聖一																田宮厚実		77		0		77		0		77		0		-

		H30d		160118004		港湾整備に係る沿岸気象海象情報の予測情報等提供業務		中国		01整備局		43555.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		吉永泰祐		鈴木善光		山本浩之																				77		0		77		0		75		0		-

		H30d		160118005		資材価格等調査		中国		01整備局		43549.0		（財）経済調査会		00005711		建設コンサルタント等		柴田康史		向井達也																						77		0		77		0		76		0		-

		H30d		160118006		潜水による水中部施工状況確認業務		中国		01整備局		43553.0		（社）日本潜水協会		00010151		建設コンサルタント等		松井善樹		堀内義孝																						75		0		75		0		75		0		-

		H30d		160118009		船舶技術検討業務		中国		01整備局		43553.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		平山誠		福富泰		木村茂喜		井上眞幸		藤田秀雄		神野信行		岩月哲三		澤明										73		0		73		0		73		0		-

		H30d		160118010		港湾施設の維持管理に関する技術検討業務		中国		01整備局		43490.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		稲田勉		梶谷卓美		森本悟司		片上智之		守屋正平																73		0		73		0		73		0		-

		H30d		160118013		中国地方の港湾整備に係るバルク貨物国際動向検討調査		中国		01整備局		43538.0		（財）国際臨海開発研究センター		K001772909		建設コンサルタント等		富田英治		川田忠彦		小山彰		三宅光一		浅香泰三		高見澤麻衣														76		0		76		0		76		0		-

		H30d		160118015		瀬戸内海総合水質調査データ整理等業務		中国		01整備局		43546.0		（株）アルファ水工コンサルタンツ		00000066		建設コンサルタント等		橋本孝治		小金山透		遠藤次郎		寺澤知彦		堀江岳人		秋田雄大														77		0		77		0		76		0		-

		H30d		160118016		中国地方における港湾機能の利便性向上及び高度化に資するみなとオアシスの活性化方策検討業務		中国		01整備局		43544.0		（社）ウォーターフロント協会		K001772359		建設コンサルタント等		平尾壽雄		藤川洋子		村松菜穂子		金子正子																		80		1		80		1		80		1		-

		H30d		161018001		浜田港監督等補助業務		中国		01整備局		43555.0		（株）エイト日本技術開発		00000031		建設コンサルタント等		関勇二		安達広和		山田信司																				76		0		76		0		76		0		-

		H30d		161018002		浜田港施工状況確認等補助業務		中国		01整備局		43555.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		中川裕介		大上博志																						79		0		79		0		79		0		-

		H30d		161018003		境港等監督等補助業務		中国		01整備局		43555.0		ニシキコンサルタント（株）		00001003		建設コンサルタント等		細井明		金田博之																						75		0		75		0		75		0		-

		H30d		161018007		浜田港福井地区防波堤(新北)整備手法検討等業務		中国		01整備局		43434.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		石本健治		團村肇		住岡直樹		坂井良輔		山田貴裕		塩田恒夫												長谷川巌		79		0		79		0		78		0		80

		H30d		161018008		浜田港みなとカメラ設置検討業務		中国		01整備局		43434.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		八木英紀		箕作幸治																				上野雅明		77		0		77		0		78		0		78

		H30d		161018019		鳥取港港内静穏度対策検討業務		中国		01整備局		43404.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		山田貴裕		坂井良輔		大竹剛史		甲原僚子		片野明良		坂井隆行														79		0		79		0		80		1		-

		H30d		161018022		浜田港岸壁改良技術検討業務		中国		01整備局		43539.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		石本健治		團村肇		住岡直樹		坂井良輔		宮川駿也		宮本敏行		白井英一		山田貴裕		塩田恒夫						安田将人		79		0		79		0		77		0		80

		H30d		161018025		浜田港波高計設置検討業務		中国		01整備局		43444.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		仲井圭二		田中陽二		鈴山勝之		額田恭史		村瀬博一																74		0		74		0		75		0		-

		H30d		161018030		境港外港竹内南地区岸壁(-10m)附帯施設細部設計		中国		01整備局		43539.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		芋野智成		諸澤朱里		小西陽右		江田周次郎																寺島彰人		77		0		77		0		76		0		79

		H30d		161018034		浜田港福井地区防波堤(新北)概略設計		中国		01整備局		43539.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		團村肇		住岡直樹		久保田徹		山田貴裕		中村隆志		塩田恒夫		原信彦		石本健治								安田将人		79		0		79		0		78		0		81

		H30d		161018044		浜田港福井地区防波堤(新北)等漁業実態調査		中国		01整備局		43544.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		合田耕一		山田洋介		竹本昭男		福嶋正博																		80		1		80		1		76		0		-

		H30d		161018058		浜田港物流等実態調査		中国		01整備局		43553.0		中電技術コンサルタント（株）		00000063		建設コンサルタント等		岩本典丈		塚野真美		西野孝晴		厚井恵子																堀部守宏		75		0		75		0		75		0		67

		H30d		161117001		水島港施工状況確認等補助業務		中国		01整備局		43553.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		相田大作		前田史男																						77		0		77		0		77		0		-

		H30d		161118017		水島港玉島地区岸壁(-12m)付属施設整備検討業務		中国		01整備局		43343.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		寺島彰人		小西陽右		加藤哲也		芋野智成																天野紀		81		1		81		1		77		0		93

		H30d		161118020		水島港玉島地区航行安全検討業務		中国		01整備局		43524.0		（社）瀬戸内海海上安全協会		K001669930		建設コンサルタント等		永山哲弘		寺田昭人		福本勝海		宮田一雄		川又陽子																74		0		74		0		72		0		-

		H30d		161118029		水島港水島地区航行船舶実態調査		中国		01整備局		43546.0		中電技術コンサルタント（株）		00000063		建設コンサルタント等		岩本典丈		塚野真美		日野原遼		月坂明広		木下真吾																78		0		78		0		76		0		-

		H30d		161217001		広島港等施工状況確認等補助業務		中国		01整備局		43553.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		出路康夫		森脇和弘		西中茂吉		松本剛志		坂本一徳																79		0		79		0		79		0		-

		H30d		161217002		広島港等監督等補助業務		中国		01整備局		43553.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		下倉良一		田野和史		浅井澄男		杉浦宏治																		76		0		76		0		76		0		-

		H30d		161217017		広島港湾・空港整備事務所等庁舎建築監理業務		中国		01整備局		43312.0		（株）綜企画設計		00009081		建設コンサルタント等		野原章二		渡部清秀																						78		0		78		0		78		0		-

		H30d		161217052		広島港海岸中央西地区陸閘等設計業務		中国		01整備局		43251.0		（株）エイト日本技術開発		00000031		建設コンサルタント等		後藤朋子		高木一毅		藤原拓哉		後藤成秀																板野誠司		79		0		79		0		78		0		79

		H30d		161218021		広島港海岸中央東地区(矢野)護岸設計業務		中国		01整備局		43496.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		小西陽右		大澤史崇		影地良昭		山下武		寺島彰人		芋野智成												石河雅典		79		0		79		0		79		0		79

		H30d		161218029		広島港宇品地区岸壁(-12m)(改良)細部設計等業務		中国		01整備局		43496.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		吉川慎一		村上巧一		山本龍		杉本有基		田守利充		西尾岳裕												曽根照人		77		0		77		0		70		0		85

		H30d		161218031		広島空港エプロン改良他実施設計等業務		中国		01整備局		43532.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		尾上正浩		片柳敦喜		平野猛也		坂井典和																石井毅		78		0		78		0		76		0		80

		H30d		161218032		広島港海岸利活用方策等検討業務		中国		01整備局		43546.0		（社）日本マリーナ・ビーチ協会		K001709439		建設コンサルタント等		山下雅人		稲木信之		木下明		佐藤恒夫																		78		0		78		0		79		0		-

		H30d		161218048		広島港海岸中央東地区(矢野)家屋等調査(事後)		中国		01整備局		43546.0		（株）ウエスコ		00000075		建設コンサルタント等		安養寺義光		西尾健士		小竹清介		原田圭一																那須幹弘		78		0		78		0		78		0		80

		H30d		161218052		広島港海岸中央西地区(江波)家屋調査(事前)		中国		01整備局		43546.0		（株）古川コンサルタント		00000786		建設コンサルタント等		青木誠		郷路雅和																						78		0		78		0		77		0		-

		H30d		161218056		福山港整備検討業務		中国		01整備局		43549.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		水野博史		井上憲		山下篤郎		市川雅也		酒井康彦		岡本経孝		末盛雅英		高岡秀朋								安岡啓一		78		0		78		0		75		0		81

		H30d		161317016		徳山下松港船舶航行安全対策検討業務		中国		01整備局		43308.0		（社）瀬戸内海海上安全協会		K001669930		建設コンサルタント等		寺田昭人		福本勝海		永山哲弘																				73		0		73		0		74		0		-

		H30d		161317042		徳山下松港下松地区桟橋(-19m)渡橋部等設計		中国		01整備局		43434.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		坂本貴光		橋爪陽平		横山友一		岩崎賢一		山口孝幸		鳥飼千晶		堤光一郎		久保浩司								安野経治		76		0		76		0		75		0		81

		H30d		161317051		岩国港臨港道路整備事業監理業務の体制効率化検討業務		中国		01整備局		43553.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		中川裕介		小林健二		合田聖一		大石和彦																		76		0		76		0		77		0		-

		H30d		161317053		宇部港本港地区航行安全管理業務(その2)		中国		01整備局		43404.0		（社）西部海難防止協会		K001658016		建設コンサルタント等		赤塚浩一		吉浜朝元		宮脇史朗		濱田大策		松本昌之																74		0		74		0		74		0		-

		H30d		161317058		徳山下松港徳山地区航路(-14m)航行安全管理業務		中国		01整備局		43391.0		（社）瀬戸内海海上安全協会		K001669930		建設コンサルタント等		寺田昭人		福本勝海		永山哲弘		藤岡親志																		75		0		75		0		75		0		-

		H30d		161318001		宇部港等施工状況確認補助業務		中国		01整備局		43555.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		小林健二																								77		0		77		0		77		0		-

		H30d		161318002		宇部港等監督等補助業務		中国		01整備局		43555.0		ニシキコンサルタント（株）		00001003		建設コンサルタント等		金子達也		河野和秀																						75		0		75		0		75		0		-

		H30d		161318006		徳山下松港整備効果検討業務		中国		01整備局		43546.0		中電技術コンサルタント（株）		00000063		建設コンサルタント等		岩本典丈		塚野真美		近藤良		木下真吾		厚井恵子		宮本浩司														73		0		73		0		71		0		-

		H30d		161318007		宇部港整備効果検討業務		中国		01整備局		43546.0		中電技術コンサルタント（株）		00000063		建設コンサルタント等		岩本典丈		塚野真美		近藤良		木下真吾		厚井恵子		宮本浩司														72		0		72		0		70		0		-

		H30d		161318011		徳山下松港土砂処分場沈下計測等業務		中国		01整備局		43551.0		復建調査設計（株）		00000032		建設コンサルタント等		山田和弘		米浦大輔		松本晶子		竹村薫		金徳圭三		高宮晃一												西田宣一		80		1		80		1		77		0		82

		H30d		161318015		管内港湾整備効果検討業務		中国		01整備局		43539.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		北田彰久		木村祐太		黒川一志		堀之内毅		荒木大志																80		1		80		1		80		1		-

		H30d		161318022		徳山下松港浚渫土砂処理方策等検討業務		中国		01整備局		43455.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		水野博史		市川雅也		酒井康彦		岡本経孝		安岡啓一														北澤壯介		78		0		78		0		78		0		81

		H30d		161318029		岩国港臨港道路基本設計等業務		中国		01整備局		43551.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		平吉真一		有馬孝彦		佐久間和弘		角田政毅		籠谷統啓		門田勇一												目黒祥次		83		1		83		1		83		1		83

		H30d		161318030		徳山下松港埋立申請書類作成業務		中国		01整備局		43504.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		荒牧健		山端俊也		上村圭介		今村均																		79		0		79		0		79		0		-

		H30d		161318034		徳山下松港土砂処分場底質改善方策検討業務		中国		01整備局		43532.0		（社）水底質浄化技術協会		00009957		建設コンサルタント等		川西龍一		桑原正彦		小島洋		斗沢照夫		江原仁																76		0		76		0		77		0		-

		H30d		161318036		徳山下松港・宇部港におけるバルク輸送効率化検討業務		中国		01整備局		43524.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		池田秀文		西畑剛		高橋宏直		宮崎秀秋		西土井誠		福田一郎														79		0		79		0		79		0		-

		H30d		161318038		岩国港整備効果検討業務		中国		01整備局		43524.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		藤見俊彦		傅梟雄		逸見啓輔		出口忠義		浦元智生																78		0		78		0		78		0		-

		H30d		161318039		岩国港臨港道路詳細設計		中国		01整備局		43544.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		籠谷統啓		藤岡健祐		佐久間和弘		谷口丈志		門田勇一		谷口一夫												目黒祥次		77		0		77		0		78		0		79

		H30d		161318040		徳山下松港徳山地区漁業補償調査業務		中国		01整備局		43546.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		合田耕一		野元彰人		福嶋正博																				78		0		78		0		76		0		-

		H30d		161318041		徳山下松港みなとカメラ設置検討業務		中国		01整備局		43544.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		上野雅明		一ノ瀬敏		八木英紀																		眞山丈夫		77		0		77		0		77		0		76

		H30d		161417006		管内の港湾施設等に係る技術的支援に関する調査等検討業務		中国		01整備局		43301.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		大村厚夫		梶谷卓美		林洋介		山本芳生		小澤義之		藤岡淳														80		1		80		1		80		1		-

		H30d		161418001		徳山下松港下松地区係留施設(-19m)渡橋部基本設計		中国		01整備局		43431.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		坂本貴光		大西智之		横山友一		岩崎賢一		稲葉育祐		小池麻里												添田洋		83		1		83		1		83		1		81

		H30d		161418002		広島港海岸中央西地区(吉島)護岸設計業務		中国		01整備局		43552.0		（株）エイト日本技術開発		00000031		建設コンサルタント等		後藤朋子		藤原拓哉		後藤成秀		丹下英雄		板野誠司		畑野和久												土屋善浩		82		1		82		1		82		1		79

		H30d		161418015		潮位観測データ解析・信頼性確認検討業務		中国		01整備局		43539.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		加藤誠		平中陸		椙村淑未		河辺一明																		78		0		78		0		77		0		-

		H30d		170118006		管内水中部施工状況確認業務		四国		01整備局		43551.0		（社）日本潜水協会		00010151		建設コンサルタント等		松井善樹		堀内義孝		松井善樹		松井善樹																		76		0		76		0		76		0		-

		H30d		170118007		港湾整備に係る沿岸気象海象情報の予測情報等提供業務		四国		01整備局		43555.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		鈴木善光		吉永泰祐		山本浩之																				76		0		76		0		77		0		-

		H30d		170118010		GPS波浪計改造にかかる施工方法等検討業務		四国		01整備局		43371.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		志村浩美		安部和宏		川上雅彦		加藤利弘																海野政彦		76		0		76		0		77		0		67

		H30d		170118012		四国における生物共生を考慮した港湾整備手法検討業務		四国		01整備局		43539.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		建設コンサルタント等				須田祐次		永友繁																				75		0		75		0		75		0		-

		H30d		170118012		四国における生物共生を考慮した港湾整備手法検討業務		四国		01整備局		43539.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		田中裕作		大川衛人		榎並万里子		木俣陽一																		75		0		75		0		75		0		-

		H30d		170118013		船舶実施設計業務  		四国		01整備局		43495.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		谷雄一		福富泰		木村茂喜		井上眞幸		長崎義男		神野信行		平山誠		岩月哲三		菊池俊雄								76		0		76		0		73		0		-

		H30d		170118014		管内港湾等発注補助業務		四国		01整備局		43549.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		後藤文男		宮竹秀典																				後藤文男		75		0		75		0		75		0		-

		H30d		170118016		港湾施設等の維持管理に係る技術力向上検討業務		四国		01整備局		43539.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		稲田勉		梶谷卓美		小澤義之		渡部耕平																		76		0		76		0		76		0		-

		H30d		170118018		四国の港湾におけるユニットロード貨物流動分析等業務		四国		01整備局		43544.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		三溝裕之		古谷隆之		森川裕貴		田中敦士																		77		0		77		0		73		0		-

		H30d		170118019		四国の海上における南海トラフ地震対策検討業務		四国		01整備局		43539.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		上野雅明		石川泰朋		森田雅裕		佐野透																		76		0		76		0		77		0		-

		H30d		170118020		海洋環境整備船へのデュアル燃料内燃機関導入検討業務		四国		01整備局		43524.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		谷雄一		神野信行		平山誠		亀井修		加藤英夫		野村剛		菊池俊雄		前田武										76		0		76		0		76		0		-

		H30d		170118021		四国における農林水産物の輸出促進に向けた港湾政策検討業務		四国		01整備局		43546.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		池田薫		石川泰朋		佐野透		鈴木武		眞山丈夫																81		1		81		1		78		0		-

		H30d		170118027		浚渫土砂の有効活用方策検討業務		四国		01整備局		43539.0		（社）水底質浄化技術協会		00009957		建設コンサルタント等		小島洋		川西龍一		斗沢照夫		江原仁		唐澤仁士																77		0		77		0		76		0		-

		H30d		171017001		高松港湾・空港整備事務所品質監視等補助業務		四国		01整備局		43549.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		綱内博之		森尾健志		山下寿		蝶野良典																		77		0		77		0		77		0		-

		H30d		171018010		水質・底質分析試験		四国		01整備局		43539.0		中国水工（株）		00000832		建設コンサルタント等		石崎一雄		三隅研治		末吉淳		新井大		舛岡克敏																75		0		75		0		76		0		-

		H30d		171018012		備讃瀬戸航路航行安全管理業務		四国		01整備局		43371.0		（社）瀬戸内海海上安全協会		K001669930		建設コンサルタント等		寺田昭人		福本勝海		永山哲弘		藤岡親志																		75		0		75		0		74		0		-

		H30d		171018015		備讃瀬戸航路航行船舶実態調査		四国		01整備局		43496.0		中電技術コンサルタント（株）		00000063		建設コンサルタント等		日高康之		牟田直樹		日野原遼		月坂明広		西川真大																78		0		78		0		75		0		-

		H30d		171018023		高松港朝日地区航行安全管理業務		四国		01整備局		43388.0		（社）瀬戸内海海上安全協会		K001669930		建設コンサルタント等		寺田昭人		福本勝海		永山哲弘		藤岡親志																		75		0		75		0		74		0		-

		H30d		171117001		松山港湾・空港整備事務所品質監視等補助業務		四国		01整備局		43549.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		綱内博之		山口亨		梶家昭利		江戸田章弘		井上靖																77		0		77		0		77		0		-

		H30d		171117002		松山港湾・空港整備事務所監督等補助業務		四国		01整備局		43549.0		日本インフラマネジメント（株）		00005470		建設コンサルタント等		藤原昌彦		網野武文		小西純二		福本隆史																		76		0		76		0		76		0		-

		H30d		171117056		松山空港エプロン検討業務		四国		01整備局		43280.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		尾上正浩		竹井義博		廣田真喜子		白木信光		野崎玄理														石井毅		76		0		76		0		74		0		69

		H30d		171117060		東予港中央地区航行安全管理業務		四国		01整備局		43363.0		（社）瀬戸内海海上安全協会		K001669930		建設コンサルタント等		寺田昭人		福本勝海		永山哲弘		藤岡親志																		72		0		72		0		71		0		-

		H30d		171117061		松山港外港地区施工検討業務		四国		01整備局		43544.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		石河雅典		岡崎健		鶴田賢司		江田周次郎		寺島彰人		芋野智成		岩堀英明												74		0		74		0		76		0		-

		H30d		171118013		松山空港エプロン新設実施設計		四国		01整備局		43363.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		尾上正浩		竹井義博		廣田真喜子		平野猛也																石井毅		75		0		75		0		72		0		79

		H30d		171118015		水質・底質分析試験		四国		01整備局		43549.0		中国水工（株）		00000832		建設コンサルタント等		新井大		末吉淳		佐内慎太郎																				74		0		74		0		71		0		-

		H30d		171118019		東予港等港湾施設整備効果検討業務		四国		01整備局		43524.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		西村壮介		牧野綾		久米俊治		家村健吾		佐藤広章		大谷祐司														78		0		78		0		77		0		-

		H30d		171118028		東予港中央地区航路施工方法検討業務		四国		01整備局		43544.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		田中聡		片山理恵		笠毛健生		大竹剛史		甲原僚子		古泉統義		白木喜章		山田貴裕		小野信幸								79		0		79		0		79		0		-

		H30d		171217013		徳島小松島港金磯地区等施工検討業務		四国		01整備局		43238.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		尾崎竜三		大角和輝		西原大晴		柳郁恵		山口匡宏		芳倉孝宜														77		0		77		0		76		0		-

		H30d		171217033		徳島小松島港浮桟橋改良実施設計		四国		01整備局		43280.0		中電技術コンサルタント（株）		00000063		建設コンサルタント等		村上公亮		生頼直樹		橋本淳																		上田昭彦		78		0		78		0		78		0		91

		H30d		171218007		徳島飛行場誘導路帯改良実施設計等業務		四国		01整備局		43371.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		尾上正浩		才治和朗		平野猛也																		石井毅		78		0		78		0		78		0		80

		H30d		171218008		水質・底質分析試験		四国		01整備局		43539.0		中国水工（株）		00000832		建設コンサルタント等		石崎一雄		三隅研治		末吉淳		新井大		舛岡克敏																76		0		76		0		73		0		-

		H30d		171218011		徳島小松島港等強靭化検討業務		四国		01整備局		43524.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等				丸井英明		小原陵		宮本敏行		原信彦		安田将人														75		0		75		0		78		0		-

		H30d		171218011		徳島小松島港等強靭化検討業務		四国		01整備局		43524.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		梶谷卓美		林洋介		片上智之		田所篤博		渡部耕平		守屋正平														75		0		75		0		78		0		-

		H30d		171218012		小松島港湾・空港整備事務所庁舎模様替え検討業務		四国		01整備局		43454.0		（株）阿波設計事務所		00005573		建設コンサルタント等		上地実千代		程野祐介		津山真樹		河野昌美																		75		0		75		0		74		0		-

		H30d		171218026		徳島小松島港本港地区岸壁(-9m)健全度調査		四国		01整備局		43539.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		長谷川巌		下地雅俊		中平達也		福田孝晴		伊東啓勝		石本健治		倉持雅彦												77		0		77		0		77		0		-

		H30d		171317042		高知港海岸実施設計等業務(その(2))		四国		01整備局		43546.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		曽根照人		村上巧一		山本龍		戎健次		横山茂生		西尾岳裕		平井俊之		桑原直範								吉川慎一		76		0		76		0		76		0		79

		H30d		171318003		高知港等整備効果検討業務		四国		01整備局		43455.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		堀之内毅		木村祐太		橋村史香		北田彰久																		77		0		77		0		74		0		-

		H30d		171318018		宿毛湾港整備効果検討業務		四国		01整備局		43490.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		白井英一		花井健太		宮川駿也		榎本真久		宮本敏行		原信彦		齋藤浩行												77		0		77		0		73		0		-

		H30d		171318022		高知港海岸景観・利便性等検討業務		四国		01整備局		43546.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		曽根照人		中垣規子		戎健次		江口拓生		増田将典		春木雄介		堀内康介		平井俊之		桑原直範						殿最浩司		75		0		75		0		73		0		78

		H30d		171318046		高知港海岸実施設計等業務		四国		01整備局		43546.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		井上憲		栗木秀治		山下篤郎		岡庭翔一		市川雅也		安岡啓一												北澤壯介		79		0		79		0		77		0		91

		H30d		171318050		高知空港用水路等検討業務		四国		01整備局		43539.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		青木逸人		二見康友																				成島正倫		76		0		76		0		73		0		81

		H30d		171318051		高知港三里地区防波堤(南)設計業務		四国		01整備局		43511.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		安岡啓一		井上憲		山下篤郎		小走規浩		市川雅也		岡本経孝												北澤壯介		77		0		77		0		72		0		95

		H30d		171418002		管内技術課題検討業務		四国		01整備局		43546.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		稲田勉		林洋介		加辺圭太郎		古澤達也																森晴夫		78		0		78		0		75		0		95

		H30d		171418003		高知港海岸断面検討業務		四国		01整備局		43539.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		石河雅典		大澤史崇		小西陽右		山下武		加藤哲也		芋野智成												寺島彰人		80		1		80		1		80		1		91

		H30d		171418004		高知港三里地区防波堤(南)断面検討業務		四国		01整備局		43404.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		安田将人		樋口直人		丸井英明		小原陵		槙野公平		松原弘晃		原信彦										石本健治		75		0		75		0		72		0		79

		H30d		171418005		高知港海岸陸閘等予備設計		四国		01整備局		43524.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		佐藤誠一		横山伸幸		福代康文		野田嶺		村上和康		齋藤利則												谷口史一		76		0		76		0		75		0		79

		H30d		171418007		松山港外港地区岸壁(-13m)改良検討業務		四国		01整備局		43539.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		曽根照人		中垣規子		戎健次		江口拓生		真期俊行		西村壮介		西尾岳裕		平井俊之		桑原直範						吉川慎一		78		0		78		0		76		0		91

		H30d		171418009		高知港海岸津波防波堤断面検討業務		四国		01整備局		43539.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		曽根照人		中垣規子		福島有加里		福井秀平		家村健吾		殿最浩司		志方建仁		桑原直範		佐藤広章						平井俊之		79		0		79		0		78		0		94

		H30d		171418013		潮位観測データ解析・信頼性確認検討業務		四国		01整備局		43539.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		竹内一浩		吉田一全		小池克征																				78		0		78		0		77		0		-

		H30d		171418013		潮位観測データ解析・信頼性確認検討業務		四国		01整備局		43539.0		（社）海洋調査協会		00009906		建設コンサルタント等				山口晶敬		安立重昭																				78		0		78		0		77		0		-

		H30d		171418014		防災総合数値解析システム改良業務		四国		01整備局		43546.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		原信彦		樋口直人		森谷拓実		中村隆志																田中聡		77		0		77		0		76		0		78

		H30d		180117001		平成29年度九州地方整備局管内港湾・空港等発注補助業務		九州		01整備局		43550.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		末永正次		牟田邦雄		田平良太		田中保彦		本村祐輔		岐部政利		亀倉隆		池内誠一郎								尾造秀敏		76		0		76		0		76		0		-

		H30d		180117018		平成29年度みなとカメラ設置検討業務		九州		01整備局		43413.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		八木英紀		箕作幸治		鈴木武																		上野雅明		78		0		78		0		71		0		85

		H30d		180118005		平成30年度資材価格等調査		九州		01整備局		43544.0		（財）経済調査会		00005711		建設コンサルタント等		山崎正史		猿渡大輔		鶴田圭佑																				75		0		75		0		75		0		-

		H30d		180118006		平成30年度港湾整備に係る沿岸気象海象情報の予測情報等提供業務		九州		01整備局		43555.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		吉永泰祐		鈴木善光		山本浩之																				77		0		77		0		77		0		-

		H30d		180118007		平成30年度九州地方整備局管内水中部施工状況確認業務		九州		01整備局		43553.0		（社）日本潜水協会		00010151		建設コンサルタント等		吉村文雄																								75		0		75		0		75		0		-

		H30d		180118008		平成30年度港湾施設の維持管理に係わる技術向上検討業務		九州		01整備局		43524.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		稲田勉		寺崎英一		岡田理		古澤達也																		78		0		78		0		78		0		-

		H30d		180118009		平成30年度九州管内港湾における中長期構想検討業務		九州		01整備局		43542.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		千田祐一郎		笹岡大輔		丁子信		和田翔		山内慎平		磯山直佑		堀木小百合		須賀佑実子										80		1		80		1		78		0		-

		H30d		180118010		平成30年度小規模港湾における整備方策検討業務		九州		01整備局		43535.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		西土井誠		苣木かおり		田中三郎		外山康夫		宮崎秀秋																79		0		79		0		77		0		-

		H30d		180118011		平成30年度観光資源を活用したクルーズ振興方策検討業務		九州		01整備局		43528.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		西土井誠		田中三郎		宮崎秀秋		柏木信二		田中裕作		宇於崎泰寛														78		0		78		0		76		0		-

		H30d		181018001		平成30年度下関港外施工状況確認等補助業務		九州		01整備局		43551.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		冨ケ原隆一		宮崎敏明		芦谷孝志																				78		0		78		0		78		0		-

		H30d		181018002		平成30年度下関港外工事・調査関係資料作成業務		九州		01整備局		43551.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		石貫國郎		田中保彦																						79		0		79		0		78		0		-

		H30d		181018005		平成30年度下関港海岸変形把握業務		九州		01整備局		43552.0		（株）三洋コンサルタント		00000391		建設コンサルタント等		伊藤陽		向田顕		安部義美		松原千恵		寺田謙		小野貴也		大岡弘樹												77		0		77		0		77		0		-

		H30d		181018009		平成30年度下関港海岸技術検討業務		九州		01整備局		43549.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		堀之内毅		木下歩		橋村史香		中川裕貴		高野和成		小西陽右		鶴田賢司		加藤哲也		福永陽平						寺島彰人		80		1		80		1		80		1		80

		H30d		181018013		平成30年度下関港湾事務所港湾・海岸施設実施設計外1件		九州		01整備局		43539.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		後藤洋之		鈴木雄太		伊藤諒		澤田天		伊藤誠		相川博												内山一郎		78		0		78		0		75		0		78

		H30d		181018018		平成30年度下関港海岸維持管理計画書作成業務		九州		01整備局		43546.0		復建調査設計（株）		00000032		建設コンサルタント等		吉住龍也		時吉学		山岡雅英		萩尾和央		井上浩司																75		0		75		0		75		0		-

		H30d		181018022		平成30年度下関港係留施設検討業務		九州		01整備局		43539.0		（株）三洋コンサルタント		00000391		建設コンサルタント等		磧清和		藤岡和正		安部義美		深見哲央																中藤和行		77		0		77		0		75		0		78

		H30d		181018023		平成30年度関門地域における港湾連携検討業務		九州		01整備局		43546.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		池田薫		田代大輔		上野雅明																				78		0		78		0		78		0		-

		H30d		181018025		平成30年度下関港資料作成業務		九州		01整備局		43546.0		三井共同建設コンサルタント（株）		00000003		建設コンサルタント等		黒木利幸		山本康世		玉利豊作		宮元正治																大森慎二郎		76		0		76		0		76		0		77

		H30d		181018026		平成30年度下関港海岸(山陽地区)基本設計(9工区)		九州		01整備局		43546.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		堀之内毅		橋村史香		鶴田賢司		加藤哲也		福永陽平														野里栄照		77		0		77		0		77		0		79

		H30d		181117038		平成29年度新門司沖施工管理技術検討業務		九州		01整備局		43280.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		志村浩美		兵頭武志		杉野茂俊		芳賀敬二		奥野一暢		石貫國郎		幸福辰己												76		0		76		0		76		0		-

		H30d		181117059		平成29年度新門司沖航行安全管理業務		九州		01整備局		43231.0		（社）西部海難防止協会		K001658016		建設コンサルタント等		小西郁雄		塘信安		友利忠彦		濱田大策		重村良則																75		0		75		0		74		0		-

		H30d		181118001		平成30年度北九州港外施工状況確認等補助業務		九州		01整備局		43551.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		石貫國郎		牟田邦雄		坂本光信																				78		0		78		0		78		0		-

		H30d		181118013		平成30年度北九州港(響灘東地区)岸壁(-10m)(改良)実施設計外1件		九州		01整備局		43524.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		山口匡宏		勝俣優		刈谷友紀		西原大晴		柳郁恵		村上裕宣		尾崎竜三										手皮章夫		76		0		76		0		75		0		77

		H30d		181118020		平成30年度新門司沖土砂処分場(3工区)技術検討業務		九州		01整備局		43539.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		森晴夫		山本修司		寺崎英一		小澤義之		田所篤博		古澤達也														81		1		81		1		81		1		-

		H30d		181118020		平成30年度新門司沖土砂処分場(3工区)技術検討業務		九州		01整備局		43539.0		（株）日建設計シビル		00006933		建設コンサルタント等				片桐雅明		南野佑貴		大石幹太		本田道識		加藤卓彦														81		1		81		1		81		1		-

		H30d		181118028		平成30年度新門司沖浚渫土砂利活用検討業務		九州		01整備局		43546.0		（株）日建設計シビル		00006933		建設コンサルタント等				片桐雅明		南野佑貴		片山政和		大石幹太		加藤卓彦														78		0		78		0		78		0		-

		H30d		181118028		平成30年度新門司沖浚渫土砂利活用検討業務		九州		01整備局		43546.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		春日井康夫		寺崎英一		高橋義典		渡部耕平																		78		0		78		0		78		0		-

		H30d		181118029		平成30年度新門司沖土砂処分場(2期)施工検討業務		九州		01整備局		43539.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		志村浩美		荒木英二		櫻井良宏		加藤利弘		幸福辰己		岡野正												川上雅彦		76		0		76		0		76		0		78

		H30d		181118030		平成30年度北九州港既存施設の利活用検討業務		九州		01整備局		43539.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		西土井誠		戸田智司		田中三郎		宮崎秀秋																		77		0		77		0		77		0		-

		H30d		181118031		平成30年度北九州港湾・空港整備事務所管内港湾施設実施設計外1件		九州		01整備局		43539.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		中野尊之		米田泰		勝俣優		刈谷友紀		一色和明		福田健		稲留靖浩										尾崎竜三		78		0		78		0		78		0		79

		H30d		181118044		平成30年度新門司沖土砂処分場(2期)護岸設計外1件		九州		01整備局		43553.0		協同エンジニアリング（株）		00000569		建設コンサルタント等		松原恭博		衛藤慎一郎		山田麻矢		水野満博		荒木健人		富安良一		森京介										芝辻保		79		0		79		0		79		0		80

		H30d		181118047		平成30年度北九州港整備効果検討業務		九州		01整備局		43546.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		建設コンサルタント等		岡部克顕		奥村邦明		古橋正祐		島田久子		唐木毅		河内典子		土畑正和										細川泰廣		77		0		77		0		77		0		80

		H30d		181217002		平成29年度三池港監督等補助業務		九州		01整備局		43550.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		中尾正治		井上義廣																						77		0		77		0		77		0		-

		H30d		181217003		平成29年度博多港施工状況確認等補助業務		九州		01整備局		43550.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		尾造秀敏		石橋弘康																						78		0		78		0		78		0		-

		H30d		181217063		平成29年度博多港整備船舶安全管理業務		九州		01整備局		43235.0		（社）西部海難防止協会		K001658016		建設コンサルタント等		赤塚浩一		小西郁雄		大坪哲美		下釜和也		高比良友希																76		0		76		0		76		0		-

		H30d		181218001		平成30年度福岡空港施工状況確認等補助業務		九州		01整備局		43551.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		下川義和		齋藤守		梅田英二																				79		0		79		0		79		0		-

		H30d		181218009		平成30年度福岡空港滑走路増設事業実施設計外1件		九州		01整備局		43546.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		青木逸人		山極政行		田口壮年		那須常浩		清成竜太														成島正倫		73		0		73		0		75		0		67

		H30d		181218010		平成30年度福岡空港滑走路増設用地調査点検等技術業務		九州		01整備局		43546.0		九州建設コンサルタント（株）		00000274		建設コンサルタント等		武田和也		瀬戸悟		石橋純也		荒牧寿																		77		0		77		0		78		0		-

		H30d		181218012		平成30年度福岡空港回転翼施設実施設計		九州		01整備局		43535.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		青木逸人		山極政行		酒本真先		小西花実		清成竜太		白石保律												成島正倫		74		0		74		0		73		0		71

		H30d		181218020		平成30年度博多港整備船舶安全管理業務		九州		01整備局		43392.0		（社）西部海難防止協会		K001658016		建設コンサルタント等		大坪哲美		山下貴史		高比良友希		濱田大策																		76		0		76		0		76		0		-

		H30d		181218025		平成30年度博多港湾・空港整備事務所管内港湾施設実施設計外1件		九州		01整備局		43546.0		（株）五省コンサルタント		00000064		建設コンサルタント等		小林泉一		久野敦史		北川航平		有働采冬		明康隆		南正臣												福嶋泰彦		79		0		79		0		76		0		79

		H30d		181218028		平成30年度博多港(アイランドシティ地区)道路修正設計外1件		九州		01整備局		43546.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		赤堀智幸		末崎将司		那須常浩																		金澤友徳		76		0		76		0		76		0		76

		H30d		181218038		平成30年度福岡空港滑走路増設事業施工技術検討業務		九州		01整備局		43546.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		大木秀雄		安部和宏		西原孝仁		加藤利弘		幸福辰己		岡野正														78		0		78		0		79		0		-

		H30d		181218045		平成30年度福岡空港整備効果検討業務		九州		01整備局		43551.0		（株）三菱総合研究所		00001994		建設コンサルタント等		磯野文暁		サーヴェドラネアントロ		大石礎																		宝川修		76		0		76		0		76		0		69

		H30d		181218046		平成30年度福岡空港滑走路増設誘導路等実施設計外1件		九州		01整備局		43532.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		清成竜太		山極政行		田口壮年		青木逸人																成島正倫		73		0		73		0		74		0		67

		H30d		181218048		平成30年度福岡空港地震観測システム構築技術検討業務		九州		01整備局		43539.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等				鈴木理絵		坂上知弥		三田亮平		佐藤成		小川達則														77		0		77		0		77		0		-

		H30d		181218048		平成30年度福岡空港地震観測システム構築技術検討業務		九州		01整備局		43539.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		大村厚夫		森晴夫		菅野高弘		寺崎英一		宮脇周作		高橋義典		蛭川愛志										梶谷卓美		77		0		77		0		77		0		78

		H30d		181218049		平成30年度福岡空港滑走路増設営業調査等業務		九州		01整備局		43546.0		（株）孝栄設計コンサルタント		00004378		建設コンサルタント等		冨増耕介		小嶋宏		妹尾英資																		高橋秀和		79		0		79		0		79		0		80

		H30d		181218054		平成30年度博多港浚渫土砂活用による環境改善方策検討業務		九州		01整備局		43539.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		首藤啓		西畑剛		宮崎秀秋		前川俊広		西土井誠																77		0		77		0		77		0		-

		H30d		181218060		平成30年度博多港ウォーターフロント空間形成検討業務		九州		01整備局		43544.0		（社）ウォーターフロント協会		K001772359		建設コンサルタント等		平尾壽雄		藤川洋子		村松菜穂子		金子正子																		77		0		77		0		75		0		-

		H30d		181218061		平成30年度三池港(内港北地区)航路(-10m)耐震補強基本設計		九州		01整備局		43539.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		坂本貴光		橋爪陽平		横山友一		稲葉育祐		小池麻里														安野経治		78		0		78		0		78		0		79

		H30d		181218065		平成30年度博多港船舶航行安全検討業務		九州		01整備局		43546.0		（社）西部海難防止協会		K001658016		建設コンサルタント等		白石喜代利		小森田重寿		松村信之																				76		0		76		0		74		0		-

		H30d		181218069		平成30年度福岡空港エプロン改良実施設計		九州		01整備局		43546.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		青木逸人		菱山義規																				成島正倫		75		0		75		0		75		0		67

		H30d		181318005		平成30年度苅田港湾事務所管内港湾施設実施設計外1件		九州		01整備局		43546.0		協同エンジニアリング（株）		00000569		建設コンサルタント等		松原恭博		衛藤慎一郎		山田麻矢		芝辻保		荒木健人		富安良一		赤嶺和哉										澤田守		79		0		79		0		78		0		80

		H30d		181318014		平成30年度苅田港埋没対策検討業務		九州		01整備局		43539.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		寺崎英一		高山知司		小澤義之		藤岡淳		守屋正平																80		1		80		1		80		1		-

		H30d		181318014		平成30年度苅田港埋没対策検討業務		九州		01整備局		43539.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等				花澤広貴		成毛辰徳		杉浦幸彦		伍井稔																80		1		80		1		80		1		-

		H30d		181318016		平成30年度遮蔽航路における海域環境向上に関する検討業務		九州		01整備局		43539.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		西土井誠		宮崎秀秋		田中裕作		首藤啓		松山為時		福田一郎														79		0		79		0		79		0		-

		H30d		181418001		平成30年度別府港外施工状況確認等補助業務		九州		01整備局		43551.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等				鶴上芳樹																						76		0		76		0		76		0		-

		H30d		181418001		平成30年度別府港外施工状況確認等補助業務		九州		01整備局		43551.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		末永正次		渡邊浩一		村田勝海																				76		0		76		0		76		0		-

		H30d		181418007		平成30年度別府港湾・空港整備事務所管内港湾施設実施設計		九州		01整備局		43532.0		中央コンサルタンツ（株）		00000140		建設コンサルタント等		菰方弘樹		帖佐繁明		北里紘基		原康		井手勤														勝部克美		77		0		77		0		78		0		79

		H30d		181418008		平成30年度大分港海岸改良技術検討業務		九州		01整備局		43549.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		大村厚夫		寺崎英一		宮脇周作		浜口正志		守屋正平																79		0		79		0		79		0		-

		H30d		181418009		平成30年度大分港海岸施設設計業務		九州		01整備局		43549.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		堀之内毅		久保田博貴		橋村史香		佐藤成		鶴田賢司		加藤哲也		福永陽平										石河雅典		79		0		79		0		77		0		91

		H30d		181418013		平成30年度大分空港滑走路改良実施設計外1件		九州		01整備局		43532.0		三井共同建設コンサルタント（株）		00000003		建設コンサルタント等		砂場博明		田谷和樹		山崎康生		轟豊和																大森慎二郎		78		0		78		0		78		0		79

		H30d		181418020		平成30年度大分港海岸施工検討業務		九州		01整備局		43535.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		安部和宏		櫻井良宏		岡野正		宗勇一		大木秀雄		川瀬将												加藤利弘		78		0		78		0		78		0		80

		H30d		181418021		平成30年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)細部設計外2件		九州		01整備局		43535.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		鶴田賢司		門間俊之		伊藤修平		佐藤成		福永陽平														堀之内毅		79		0		79		0		79		0		81

		H30d		181418027		平成30年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)基本設計外2件		九州		01整備局		43546.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		山口匡宏		大角和輝		西原大晴		小田隼也		柳郁恵		村上裕宣		尾崎竜三										手皮章夫		81		1		81		1		80		1		81

		H30d		181418034		平成30年度大分港・別府港概略設計		九州		01整備局		43552.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		村上裕宣		勝俣優		大角和輝		一色和明		小田隼也		中野尊之												手皮章夫		79		0		79		0		77		0		81

		H30d		181418035		平成30年度中津港(田尻地区)航路(-12m)潜堤概略設計		九州		01整備局		43546.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		岡本経孝		井上憲		山下篤郎		市川雅也		水野博史														杉浦幸彦		77		0		77		0		78		0		79

		H30d		181418037		平成30年度大分空港滑走路端安全区域概略設計		九州		01整備局		43546.0		（株）オリエンタルコンサルタンツ		00000037		建設コンサルタント等		星島輝空		小西圭介		吉田昂平		満木学		上田良智		齋藤正文		和田誠一										樋口嘉章		78		0		78		0		78		0		79

		H30d		181518010		平成30年度伊万里港港湾施設実施設計		九州		01整備局		43544.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		赤堀智幸		筬島隆司		那須常浩		伊藤実																金澤友徳		76		0		76		0		76		0		79

		H30d		181518017		平成30年度　唐津港整備効果検討業務		九州		01整備局		43546.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		白井英一		花井健太		宮川駿也		榎本真久		宮本敏行		齋藤浩行														76		0		76		0		76		0		-

		H30d		181518018		平成30年度　唐津港港湾施設改良検討業務		九州		01整備局		43546.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		久保田崇仁		柴下達哉		冨井沢郎		金子大介																古川元一		80		1		80		1		80		1		81

		H30d		181518020		平成30年度　伊万里港整備効果検討業務		九州		01整備局		43546.0		三井共同建設コンサルタント（株）		00000003		建設コンサルタント等		冨田薫		古山卓司		豊田雄介		大坪美沙		宮元正治																78		0		78		0		78		0		-

		H30d		181618008		平成30年度佐世保港工事・調査関係資料作成業務		九州		01整備局		43552.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		末永正次		田中賢司																						77		0		77		0		76		0		-

		H30d		181618016		平成30年度長崎港湾・空港整備事務所管内港湾施設実施設計外3件		九州		01整備局		43549.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		古川元一		柴下達哉		冨井沢郎		林利一																山内浩		78		0		78		0		78		0		78

		H30d		181618018		平成30年度佐世保港(浦頭地区)岸壁(-10m)細部設計		九州		01整備局		43392.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		鶴田賢司		門間俊之		伊藤修平		太田和彦		福永陽平														野里栄照		79		0		79		0		78		0		79

		H30d		181618021		平成30年度長崎空港エプロン(5SP)改良実施設計		九州		01整備局		43524.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		原田秀敏		山口公平		槇本祐司		舟越秀樹																山崎裕之		74		0		74		0		73		0		74

		H30d		181618022		平成30年度厳原港防波堤撤去施工検討業務		九州		01整備局		43524.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		櫻井良宏		荒木英二		安部和宏		石貫國郎		渡邉明浩		宗勇一												加藤利弘		79		0		79		0		79		0		79

		H30d		181618028		平成30年度長崎空港誘導路改良実施設計		九州		01整備局		43511.0		三井共同建設コンサルタント（株）		00000003		建設コンサルタント等		砂場博明		田谷和樹		山崎康生		轟豊和																大森慎二郎		77		0		77		0		75		0		77

		H30d		181618038		平成30年度蟐蛾ノ瀬戸航路法面保護対策検討業務		九州		01整備局		43551.0		（株）五省コンサルタント		00000064		建設コンサルタント等		久野敦史		北川航平		中村真		小林泉一		明康隆		南正臣												福嶋泰彦		78		0		78		0		78		0		79

		H30d		181618039		平成30年度長崎港検潮所基本設計		九州		01整備局		43549.0		（株）三洋コンサルタント		00000391		建設コンサルタント等		磧清和		岩佐昌人		松原千恵		西村政信		藤上悟														野上博光		77		0		77		0		77		0		77

		H30d		181718014		平成30年度熊本港湾・空港整備事務所管内港湾施設調査・設計業務		九州		01整備局		43544.0		（株）五省コンサルタント		00000064		建設コンサルタント等		小林泉一		久野敦史		明康隆		東郷象次郎		浅田浩章														福嶋泰彦		79		0		79		0		78		0		81

		H30d		181718015		平成30年度熊本空港誘導路外1件実施設計		九州		01整備局		43544.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		原田秀敏		山口公平		槇本祐司		舟越秀樹		井上雅晴														山崎裕之		81		1		81		1		82		1		81

		H30d		181718017		平成30年度有明海・八代海海域環境検討業務		九州		01整備局		43546.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		西土井誠		菅家英朗		港絢子		生巣武		宮崎秀秋		松山為時														78		0		78		0		77		0		-

		H30d		181718018		平成30年度八代港係留施設施工検討業務		九州		01整備局		43544.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		川上雅彦		荒木英二		渡邉明浩		下川義和		三木隆之		櫻井良宏		川瀬将												78		0		78		0		80		1		-

		H30d		181718041		平成30年度熊本空港道路駐車場(歩道ルーフ)実施設計		九州		01整備局		43552.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		才治和朗		上原正悟		竹内義博		原田純宏																青木保典		77		0		77		0		76		0		77

		H30d		181817001		平成29年度細島港監督等補助業務		九州		01整備局		43550.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		中尾正治		野崎和春																						78		0		78		0		78		0		-

		H30d		181817002		平成29年度宮崎港外施工状況確認等補助業務		九州		01整備局		43550.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		岡野正																								79		0		79		0		79		0		-

		H30d		181818005		平成30年度宮崎空港耐震対策(エプロン)外1件実施設計		九州		01整備局		43476.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		石村勝伸		山口公平		槇本祐司		舟越秀樹		原田秀敏		平井俊之												山崎裕之		77		0		77		0		76		0		79

		H30d		181818006		平成30年度宮崎空港滑走路端安全区域概略設計		九州		01整備局		43434.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		堀之内毅		橋村史香		太田和彦																		野里栄照		80		1		80		1		80		1		83

		H30d		181818015		平成30年度宮崎港静穏度解析等業務		九州		01整備局		43544.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		森田整		森谷拓実		池田香澄		白井英一		白木喜章		原信彦		石本健治		倉持雅彦		齋藤浩行						田中聡		78		0		78		0		79		0		78

		H30d		181818017		平成30年度細島港の中長期的なあり方検討業務		九州		01整備局		43544.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		白井英一		花井健太		榎本真久		森田整		中村隆志		原信彦		倉持雅彦		齋藤浩行		安田将人						上原教善		81		1		81		1		81		1		82

		H30d		181818019		平成30年度宮崎港湾・空港整備事務所管内港湾施設実施設計外2件		九州		01整備局		43537.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		久下真一		山口孝幸		岩崎賢一																		内山一郎		78		0		78		0		77		0		81

		H30d		181918005		平成30年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外1件実施設計		九州		01整備局		43371.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		鶴田賢司		門間俊之		伊藤修平		太田和彦		堀之内毅		福永陽平												野里栄照		77		0		77		0		77		0		81

		H30d		181918007		平成30年度指宿港海岸整備検討業務		九州		01整備局		43546.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		蛭川愛志		森晴夫		寺崎英一		森本悟司		田所篤博		峯村浩治												稲田勉		78		0		78		0		79		0		80

		H30d		181918007		平成30年度指宿港海岸整備検討業務		九州		01整備局		43546.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等				片山理恵		笠毛健生		小原陵		三宅崇智		白木喜章		小野信幸		中村隆志		石本健治								78		0		78		0		79		0		-

		H30d		181918008		平成30年度指宿港海岸変形把握業務		九州		01整備局		43553.0		（株）新日本技術コンサルタント		00000259		建設コンサルタント等		東浩一		結城要		長浜博		杉野貴洋		西内浩二		宮川央輝														78		0		78		0		76		0		-

		H30d		181918010		平成30年度鹿児島港湾・空港整備事務所管内港湾施設実施設計外1件		九州		01整備局		43549.0		（株）五省コンサルタント		00000064		建設コンサルタント等		藤田浩一		久野敦史		鮫島昭二		中村真		小林泉一		南正臣												福嶋泰彦		77		0		77		0		77		0		77

		H30d		181918012		平成30年度鹿児島港(中央港区)岸壁基本設計		九州		01整備局		43539.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		堀之内毅		門間俊之		太田和彦		鶴田賢司		加藤哲也		福永陽平												寺島彰人		79		0		79		0		78		0		80

		H30d		181918015		平成30年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路物件調査外1件		九州		01整備局		43343.0		（株）萩原技研		00001523		建設コンサルタント等		岩坪靖典		永崎邦裕		酒匂景臣		加治木文明		原田拓実														満園清実		79		0		79		0		76		0		93

		H30d		181918027		平成30年度鹿児島港整備効果検討調査		九州		01整備局		43524.0		八千代エンジニヤリング（株）		00000123		建設コンサルタント等		永冨雅幸		宮木佑輔		熊谷祐希		徳山裕也		宮本一史														澤田潤二		78		0		78		0		78		0		75

		H30d		181918031		平成30年度鹿児島空港誘導路改良実施設計外1件		九州		01整備局		43544.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		原田秀敏		山口公平		槇本祐司		舟越秀樹																山崎裕之		77		0		77		0		74		0		81

		H30d		181918034		平成30年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路整備に係る物件等調査		九州		01整備局		43552.0		九州建設コンサルタント（株）		00000274		建設コンサルタント等		武田和也		瀬戸悟		石橋純也		荒牧寿																吉井行信		75		0		75		0		72		0		80

		H30d		181918035		平成30年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路整備に係る物件等調査(その2)		九州		01整備局		43552.0		（株）孝栄設計コンサルタント		00004378		建設コンサルタント等		小嶋宏		妹尾英資		川崎健祐		冨増耕介																宮本繁治		75		0		75		0		72		0		80

		H30d		181918038		平成30年度指宿港海岸の利活用促進と維持管理体制に係る検討業務		九州		01整備局		43532.0		（社）日本マリーナ・ビーチ協会		K001709439		建設コンサルタント等		木下明		山下雅人		板尾浩		佐藤恒夫		奥康彦																77		0		77		0		76		0		-

		H30d		181918039		平成30年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路整備に係る物件等調査(その3)		九州		01整備局		43552.0		（株）孝栄設計コンサルタント		00004378		建設コンサルタント等		小嶋宏		妹尾英資		井村崇		宮本繁治		川崎健祐		池田英樹		冨増耕介										川崎孝志		75		0		75		0		72		0		80

		H30d		181918041		平成30年度指宿港海岸における地域連携運営体制検討業務		九州		01整備局		43539.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		太田正規		清水邦彦		港絢子		宮崎秀秋		池田忠継		西土井誠														77		0		77		0		75		0		-

		H30d		181918045		平成30年度鹿児島港湾・空港整備事務所管内港湾施設実施設計外1件(第2次)		九州		01整備局		43549.0		（株）五省コンサルタント		00000064		建設コンサルタント等		小林泉一		福田利紀		中村真		國友七郎		前田聡		南正臣												福嶋泰彦		79		0		79		0		79		0		81

		H30d		181918047		平成30年度鹿児島港(中央港区)岸壁細部設計		九州		01整備局		43549.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		加藤哲也		門間俊之		太田和彦		鶴田賢司		福永陽平														野里栄照		78		0		78		0		78		0		79

		H30d		181918048		平成30年度鹿児島港(中央港区)岸壁細部設計(第2次)		九州		01整備局		43549.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		久下真一		鳥飼千晶		堤光一郎		久保浩司		山本禎寿														安野経治		78		0		78		0		77		0		81

		H30d		182018001		平成30年度志布志港長期的機能配置のあり方検討業務		九州		01整備局		43539.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		橋元良二		田代大輔		一ノ瀬敏		上野雅明																		77		0		77		0		76		0		-

		H30d		182018002		平成30年度志布志港湾事務所管内港湾施設設計・検討業務		九州		01整備局		43544.0		（株）五省コンサルタント		00000064		建設コンサルタント等		藤田浩一		久野敦史		福田利紀		小林泉一		前田聡		穂丸彰												江口量一		79		0		79		0		78		0		81

		H30d		182018007		平成30年度志布志港(新若浜地区)岸壁(取付部)基本設計		九州		01整備局		43504.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		中野尊之		勝俣優		一色和明		福田健		尾崎竜三		山口匡宏												手皮章夫		78		0		78		0		75		0		81

		H30d		182018011		平成30年度志布志港(新若浜地区)施工検討業務		九州		01整備局		43539.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		安部和宏		芳賀敬二		渡邉明浩		岡野正		川瀬将														加藤利弘		81		1		81		1		78		0		82

		H30d		182118001		平成30年度関門航路船舶航行安全対策検討業務		九州		01整備局		43392.0		（社）西部海難防止協会		K001658016		建設コンサルタント等		本間睦裕		松下誠																						78		0		78		0		76		0		-

		H30d		182118002		平成30年度関門航路管理用カメラ更新外1件検討業務		九州		01整備局		43434.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		八木英紀		箕作幸治																						79		0		79		0		79		0		-

		H30d		182118017		平成30年度関門航路整備船舶安全管理業務		九州		01整備局		43462.0		（社）西部海難防止協会		K001658016		建設コンサルタント等		小西郁雄		木村清		高橋裕一		本田亮一		濱田大策																77		0		77		0		76		0		-

		H30d		182118035		平成30年度関門航路実施設計業務		九州		01整備局		43546.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		久下真一		山口孝幸		岩崎賢一		田中文彦																内山一郎		77		0		77		0		73		0		82

		H30d		182118039		平成30年度関門航路(大瀬戸-六連地区)施工検討業務		九州		01整備局		43546.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		荒木英二		永田享志		志村浩美		渡邉明浩		加藤利弘		下川義和		岡野正												81		1		81		1		77		0		-

		H30d		182118040		平成30年度関門航路埋没対策検討業務		九州		01整備局		43546.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		高山知司		寺崎英一		浜口正志		田所篤博		守屋正平		畠山貴之														79		0		79		0		78		0		-

		H30d		182118040		平成30年度関門航路埋没対策検討業務		九州		01整備局		43546.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等				田中大揮		成毛辰徳		金澤延幸		杉浦幸彦		水野博史														79		0		79		0		78		0		-

		H30d		182118040		平成30年度関門航路埋没対策検討業務		九州		01整備局		43546.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等				笠毛健生		三宅崇智		白木喜章		小野信幸		高尾敏幸		田村圭一												79		0		79		0		78		0		-

		H30d		182118045		平成30年度関門航路舷外排送施設排砂管施工検討業務		九州		01整備局		43546.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		鈴木亘		荒木英二		志村浩美		石貫國郎		櫻井良宏		宗勇一														79		0		79		0		76		0		-

		H30d		182118068		平成30年度関門海域官民連携方策検討業務		九州		01整備局		43552.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		西土井誠		宮崎秀秋		前川俊広		松山為時																池田秀文		81		1		81		1		78		0		82

		H30d		182218002		平成30年度九州地方整備局管内作業船維持整備技術検討業務		九州		01整備局		43553.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		野村剛		花田龍二		木村茂喜		中島武男		長崎義男		友田伸明		伊井清則		百合本隆		白井制治						菊池俊雄		74		0		74		0		74		0		76

		H30d		182218004		平成30年度潮流・波浪実験場建屋外壁修繕工事監理業務		九州		01整備局		43357.0		（株）傳設計		00174038		建設コンサルタント等		岩本茂美		石戸谷光洋		高橋敏博																				72		0		72		0		72		0		-

		H30d		182218008		平成30年度熊本港耐震強化岸壁構造検討業務		九州		01整備局		43546.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		山本修司		佐藤昌宏		菅野高弘		寺崎英一		高橋義典		井瀬肇												梶谷卓美		78		0		78		0		77		0		80

		H30d		182218009		平成30年度管内技術課題検討業務		九州		01整備局		43546.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		山本修司		佐藤昌宏		寺崎英一		岡田理		井瀬肇														梶谷卓美		78		0		78		0		77		0		67

		H30d		182218014		平成30年度大規模地震時における係留施設の使用可否判定方策検討業務		九州		01整備局		43539.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		蛭川愛志		梶谷卓美		菅野高弘		寺崎英一		加辺圭太郎		畠山貴之												森晴夫		81		1		81		1		79		0		80

		H30d		182218014		平成30年度大規模地震時における係留施設の使用可否判定方策検討業務		九州		01整備局		43539.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等				山本龍		戎健次		高岡慶人		西尾岳裕		曽根照人		平井俊之		吉川慎一		桑原直範								81		1		81		1		79		0		-

		H30d		182218015		平成30年度次世代作業船技術検討業務		九州		01整備局		43546.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		野村剛		中島武男		長崎義男		藤田秀雄		友田伸明		亀井修		岩月哲三		澤明		百合本隆								75		0		75		0		78		0		-

		H30d		182218016		平成30年度港湾施設設計計算書作成業務		九州		01整備局		43524.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		中野尊之		勝俣優		一色和明		福田健																		75		0		75		0		77		0		-

		H30d		182218019		平成30年度潮位観測データ解析・信頼性確認検討業務		九州		01整備局		43539.0		（社）海洋調査協会		00009906		建設コンサルタント等				高見之孝		安立重昭																				79		0		79		0		81		1		-

		H30d		182218019		平成30年度潮位観測データ解析・信頼性確認検討業務		九州		01整備局		43539.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		加藤誠		平中陸		八木晃司		三浦裕司		河辺一明																79		0		79		0		81		1		-

		H30d		400118004		管内水中部施工状況確認業務		沖縄		02沖総局		43553.0		（社）日本潜水協会		00010151		建設コンサルタント等		三浦孝一		秋山恵一																						73		0		73		0		73		0		-

		H30d		400118007		沖縄の国際物流戦略検討調査		沖縄		02沖総局		43524.0		八千代エンジニヤリング（株）		00000123		建設コンサルタント等				佐藤環		兼古英明		住澤亮		岸本平嗣																73		0		73		0		71		0		-

		H30d		400118007		沖縄の国際物流戦略検討調査		沖縄		02沖総局		43524.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		岡田哲一		水野正博		生巣武		苣木かおり																		72		0		72		0		71		0		-

		H30d		400118009		港湾整備等に係る沿岸気象海象情報及び波浪等予測情報提供業務		沖縄		02沖総局		43555.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		吉永泰祐		鈴木善光		山本浩之																				77		0		77		0		76		0		-

		H30d		400118010		那覇空港滑走路増設環境保全検討業務		沖縄		02沖総局		43552.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等				石森博雄		新宅航平		菅野絵理		毛塚大輔		斎藤信之		田端重夫												78		0		78		0		78		0		-

		H30d		400118010		那覇空港滑走路増設環境保全検討業務		沖縄		02沖総局		43552.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		首藤啓		港絢子		渡辺健太郎		生巣武		西土井誠																78		0		78		0		78		0		-

		H30d		400118011		沖縄における人工海浜の効率的な維持・点検手法検討調査業務		沖縄		02沖総局		43524.0		（社）日本マリーナ・ビーチ協会		K001709439		建設コンサルタント等		山下雅人		佐藤恒夫		木下明		稲木信之																		73		0		73		0		72		0		-

		H30d		400118012		クルーズ船受入に関する地域振興検討業務		沖縄		02沖総局		43539.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		田中裕作		戸田智司		田中三郎		生巣武		西土井誠		福田一郎														72		0		72		0		73		0		-

		H30d		401017002		中城湾港監督補助業務		沖縄		02沖総局		43553.0		（株）レキオコンサルタント		00008771		建設コンサルタント等		湧川智		大濱用太郎		与座茂一		比嘉茂																		79		0		79		0		79		0		-

		H30d		401017003		中城湾港発注補助業務		沖縄		02沖総局		43553.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		小早川弘		金城健		金城邦宏		幸地博																伊禮透		75		0		75		0		75		0		-

		H30d		401017007		那覇港発注補助業務		沖縄		02沖総局		43553.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		小早川弘		金城健		伊禮貞治		稲福秀樹		稲福秀樹		幸地博		城間隆男		前原隆								稲福秀樹		78		0		78		0		78		0		-

		H30d		401017008		那覇港監督補助業務		沖縄		02沖総局		43555.0		（株）レキオコンサルタント		00008771		建設コンサルタント等		湧川智		山城多持		石橋睦巳		城間健		友利正樹																78		0		78		0		78		0		-

		H30d		401017106		中城湾港環境監視調査業務（その４）		沖縄		02沖総局		43553.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		中西喜栄		石森博雄		新宅航平		三保紗織		田端重夫		佐藤泰夫														79		0		79		0		75		0		-

		H30d		401017107		中城湾港環境監視調査業務（その５）		沖縄		02沖総局		43553.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		田端重夫		新宅航平		青山光		永井靖弘		石水秀延		佐藤泰夫														78		0		78		0		76		0		-

		H30d		401017108		中城湾港環境監視調査業務（その６）		沖縄		02沖総局		43553.0		（株）沖縄環境保全研究所		00000205		建設コンサルタント等		角一人		佐々木壮		八木洋史		中村栄文		名城仁詞		新垣渚		末吉孝太郎		比嘉高明										84		1		84		1		83		1		-

		H30d		401018007		那覇空港滑走路増設水質等環境監視調査業務		沖縄		02沖総局		43395.0		（株）沖縄環境分析センター		00000199		建設コンサルタント等				野原昌之		伊集力也		青沼伸一		岩永洋志登		山本靖之														79		0		79		0		76		0		-

		H30d		401018007		那覇空港滑走路増設水質等環境監視調査業務		沖縄		02沖総局		43395.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		岩村俊平		岡田亘		山口奈津美		源平慶		矢田勝也		眞喜志一		白木喜章		川崎貴之		高橋由浩								79		0		79		0		76		0		-

		H30d		401018008		管内港湾技術審査補助業務		沖縄		02沖総局		43553.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		田仲康時		金城邦宏		知花栄		小橋川共光		伊佐広正		宮城武弘		小川哲功		永吉真作										82		1		82		1		82		1		-

		H30d		401018010		那覇空港品質監視等補助業務		沖縄		02沖総局		43555.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		小早川弘		山城進																						78		0		78		0		78		0		-

		H30d		401018012		那覇空港監督補助業務		沖縄		02沖総局		43555.0		（株）レキオコンサルタント		00008771		建設コンサルタント等		儀間良太		上原真也		山城多持		安仁屋宗剛																		78		0		78		0		78		0		-

		H30d		401018017		那覇空港滑走路増設技術審査補助業務		沖縄		02沖総局		43553.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		田仲康時		知花栄		宮城武弘		小川哲功		永吉真作																78		0		78		0		78		0		-

		H30d		401018019		那覇空港滑走路増設海藻草類調査業務		沖縄		02沖総局		43553.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		田端重夫		三保紗織		青山光		新宅航平		毛塚大輔		鳥居高志														80		1		80		1		78		0		-

		H30d		401018021		那覇空港滑走路増設サンゴ調査業務		沖縄		02沖総局		43553.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等				岡田亘		山口奈津美		源平慶		高橋由浩		岩村俊平														80		1		80		1		77		0		-

		H30d		401018021		那覇空港滑走路増設サンゴ調査業務		沖縄		02沖総局		43553.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		中西喜栄		新宅航平		池原浩太		毛塚大輔		田端重夫		野元和代														80		1		80		1		77		0		-

		H30d		401018022		那覇空港滑走路増設環境監視調査業務		沖縄		02沖総局		43553.0		（株）イーエーシー		00000491		建設コンサルタント等		木村英彰		西村雄貴		水野拓		與儀健太郎		青柳克		東誠一郎														80		1		80		1		78		0		-

		H30d		401018022		那覇空港滑走路増設環境監視調査業務		沖縄		02沖総局		43553.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等				小島千里		城野裕介		小谷和彦																		80		1		80		1		78		0		-

		H30d		401018023		那覇空港滑走路増設事業船舶航行安全管理業務		沖縄		02沖総局		43555.0		（社）西部海難防止協会		K001658016		建設コンサルタント等		上鵜瀬啓二		糸数竹進		津波古譲治		小森田重寿		江尻信久		前川富男		末吉豊明		新里哲治										73		0		73		0		73		0		-

		H30d		401018029		中城湾港環境整備検討業務		沖縄		02沖総局		43553.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		首藤啓		中島正雄		森谷粒志		渡辺健太郎		生巣武																79		0		79		0		77		0		-

		H30d		401018030		那覇港臨港道路（橋梁）耐震性能評価業務		沖縄		02沖総局		43546.0		（株）オリエンタルコンサルタンツ		00000037		建設コンサルタント等				黒川直哉		田口誠司		田中樹由		木村淳																81		1		81		1		80		1		-

		H30d		401018030		那覇港臨港道路（橋梁）耐震性能評価業務		沖縄		02沖総局		43546.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		山本修司		森晴夫		加辺圭太郎		田所篤博		渡部耕平														稲田勉		81		1		81		1		80		1		78

		H30d		401018033		那覇空港滑走路増設実施設計業務		沖縄		02沖総局		43553.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		鈴木信夫		岡本英久		瀬良敬二		岸名久之		三浦健悟		大久保陽介												宮下健一朗		82		1		82		1		82		1		81

		H30d		401018034		那覇空港滑走路増設資材価格等調査業務		沖縄		02沖総局		43553.0		（財）建設物価調査会		00005722		建設コンサルタント等		岩崎靖弘																								77		0		77		0		73		0		-

		H30d		401018035		中城湾港事業効果検討業務		沖縄		02沖総局		43553.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		西村壮介		牧野綾		久米俊治		田守利充		吉川慎一		野々村さやか												殿最浩司		84		1		84		1		82		1		82

		H30d		401018039		那覇港事業評価業務		沖縄		02沖総局		43549.0		中電技術コンサルタント（株）		00000063		建設コンサルタント等		岩本典丈		難波秀太郎		塚野真美		西野孝晴		厚井恵子														月坂明広		78		0		78		0		78		0		78

		H30d		401018051		新技術活用システム運用支援業務		沖縄		02沖総局		43524.0		大日本コンサルタント（株）		00000080		建設コンサルタント等		高山淳一		田代大樹		平野貴之		中池竜司		本田博幸																76		0		76		0		75		0		-

		H30d		401018054		那覇港臨港道路(橋梁)劣化調査業務		沖縄		02沖総局		43546.0		（株）オリエンタルコンサルタンツ		00000037		建設コンサルタント等		田中樹由		黒川直哉		田口誠司		木村淳																		77		0		77		0		75		0		-

		H30d		401018056		中城湾港施工検討外１件業務		沖縄		02沖総局		43553.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		三浦健悟		岡本英久		岡崎健		山口達治																		79		0		79		0		76		0		-

		H30d		401018057		那覇空港滑走路増設空港土木施設実施設計業務		沖縄		02沖総局		43544.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		清成竜太		山極政行		石原宏二		小谷和彦		藤森修吾		安藤興太												成島正倫		77		0		77		0		76		0		78

		H30d		401018058		那覇空港高架道路（オフランプ部）外１件基本設計業務		沖縄		02沖総局		43544.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		鈴木信夫		宮本直美		後藤寛		山本智弘																三浦健悟		77		0		77		0		76		0		78

		H30d		401018067		那覇港（新港ふ頭地区）臨港道路（若狭港町線）詳細設計業務		沖縄		02沖総局		43550.0		八千代エンジニヤリング（株）		00000123		建設コンサルタント等		上田浩章		池田優雄		松本拓賢		綿引浩一		国生隼人		高山健一		横田敏広		竹村太佐		渡辺健二						川畑宏志		82		1		82		1		82		1		81

		H30d		401018068		那覇港（新港ふ頭地区）臨港道路（若狭港町線）詳細設計業務（その２）		沖縄		02沖総局		43550.0		大日本コンサルタント（株）		00000080		建設コンサルタント等		高山淳一		田代大樹		平野貴之		中池竜司		田中大気		長悟史		本田博幸		藤野真也								徳橋亮治		84		1		84		1		84		1		83

		H30d		401018069		那覇港（新港ふ頭地区）臨港道路（若狭港町線）詳細設計業務（その３）		沖縄		02沖総局		43550.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		土田隆司		竹口智也		土田翔平		渡邉史		合馬幹人		石原大作		三浦健悟										岩城達思		82		1		82		1		82		1		81

		H30d		401018070		那覇港臨港道路現況測量業務		沖縄		02沖総局		43343.0		（有）国誠測量設計 アリ		00005874		建設コンサルタント等		比嘉孝太		比嘉康																						75		0		75		0		73		0		-

		H30d		401018071		那覇港（泊ふ頭地区）岸壁（ー９．０ｍ）構造検討業務		沖縄		02沖総局		43553.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		鈴木信夫		岡本英久		影地良昭		鶴田賢司		荒木大志		大久保陽介		瀬良敬二		大家隆行								三浦健悟		78		0		78		0		76		0		93

		H30d		401018075		那覇港(浦添ふ頭地区)浮桟橋劣化対策検討業務		沖縄		02沖総局		43410.0		（株）アジア技研		00000856		建設コンサルタント等		西里好文		山城晃作		島袋和也		仲間喜代美		上原勇次																79		0		79		0		78		0		-

		H30d		401018080		那覇港（新港ふ頭地区）岸壁基本設計業務		沖縄		02沖総局		43553.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		鈴木信夫		豊間根汐里		瀬良敬二		鶴田賢司		大久保陽介		北市英生		上出竜司		三井亨保		荒木大志						三浦健悟		84		1		84		1		82		1		95

		H30d		401018084		那覇空港滑走路増設水質等環境監視調査業務（その２）		沖縄		02沖総局		43551.0		（株）沖縄環境分析センター		00000199		建設コンサルタント等				野原昌之		伊集力也		山本靖之		青沼伸一		岩永洋志登														80		1		80		1		78		0		-

		H30d		401018084		那覇空港滑走路増設水質等環境監視調査業務（その２）		沖縄		02沖総局		43551.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		岩村俊平		山口奈津美		源平慶		吉川泰広		矢田勝也		眞喜志一		今泉久祥		犀川一弥		三宅崇智								80		1		80		1		78		0		-

		H30d		401018087		那覇空港滑走路増設埋立等技術検討業務		沖縄		02沖総局		43550.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		森晴夫		梶谷卓美		大村厚夫		宮脇周作		春日井康夫		片上智之														78		0		78		0		75		0		-

		H30d		401018087		那覇空港滑走路増設埋立等技術検討業務		沖縄		02沖総局		43550.0		復建調査設計（株）		00000032		建設コンサルタント等				山田明恵		山田和弘		菅野雄一		石川雅也		金徳圭三														78		0		78		0		75		0		-

		H30d		401018094		潮位観測データ信頼性確認検討業務		沖縄		02沖総局		43524.0		（社）海洋調査協会		00009906		建設コンサルタント等				伊藤直和		安立重昭																				78		0		78		0		76		0		-

		H30d		401018094		潮位観測データ信頼性確認検討業務		沖縄		02沖総局		43524.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		竹内一浩		小池克征		石水秀延																				78		0		78		0		76		0		-

		H30d		401018097		那覇港みなとカメラ設置検討業務		沖縄		02沖総局		43554.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		岩堀英明		田口雄太		内藤裕司		野添裕貴		原田淳														福田泰久		72		0		72		0		70		0		92

		H30d		401117003		平良港品質監視等補助業務		沖縄		02沖総局		43553.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		小早川弘		前原隆		比嘉正巳																				79		0		79		0		79		0		-

		H30d		401117004		平良港発注補助業務		沖縄		02沖総局		43553.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		小早川弘		城間隆男		金城健		伊佐広正		嶺井孝泉														比嘉正巳		79		0		79		0		79		0		-

		H30d		401118016		平良港事業評価検討業務		沖縄		02沖総局		43535.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		西村壮介		牧野綾		久米俊治		田守利充		吉川慎一																78		0		78		0		77		0		-

		H30d		401118017		平良港（漲水地区）岸壁（ー１０ｍ）（防波堤外）改良設計業務		沖縄		02沖総局		43553.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		鈴木信夫		岩堀英明		野添裕貴		大家隆行		大久保陽介														三浦健悟		80		1		80		1		76		0		81

		H30d		401118018		平良港埋立承認願書作成業務		沖縄		02沖総局		43524.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		鈴木信夫		北市英生		北田彰久		大家隆行		三浦健悟																77		0		77		0		76		0		-

		H30d		401118022		平良港北防波堤健全度調査検討業務		沖縄		02沖総局		43434.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		西村壮介		松本俊範		田守利充		家村健吾		殿最浩司		竹内麻衣子		森本睦		大利公二										79		0		79		0		79		0		-

		H30d		401217019		竹富南航路周辺環境影響調査業務		沖縄		02沖総局		43544.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		田端重夫		石森博雄		青山光		毛塚大輔		藤沼紀敏		石水秀延														79		0		79		0		75		0		-

		H30d		401218005		石垣港（新港地区）岸壁（一１２ｍ）設計業務		沖縄		02沖総局		43553.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		鈴木信夫		加藤圭		豊間根汐里		瀬良敬二		三浦健悟		大久保陽介												山口達治		80		1		80		1		80		1		81

		H30d		401218009		石垣港（新港地区）岸壁（一１２ｍ）公有水面埋立願書作成業務　		沖縄		02沖総局		43553.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		高橋由浩		上原教善		森田整		白井英一		白木喜章		川崎貴之		田村圭一		倉持雅彦		岩村俊平								82		1		82		1		82		1		-

		H30d		401218012		石垣港水質調査		沖縄		02沖総局		43551.0		（株）環境技建ウエーブ		00005992		建設コンサルタント等		長田紀晃		志賀翔太		岡本玄洋		金芳晴		古川由紀夫																74		0		74		0		71		0		-

		H30d		401218012		石垣港水質調査		沖縄		02沖総局		43551.0		沖縄環境調査（株）		00002635		建設コンサルタント等				仲村千春		金城樹		平野暁		萩原一貴		金城智仁		桜井雄												74		0		74		0		71		0		-

		H30d		401218014		石垣港（新港地区）係留施設設計業務		沖縄		02沖総局		43546.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		西村壮介		村上巧一		山本龍		杉本有基		高岡慶人		真期俊行		田守利充		西尾岳裕		佐藤広章						吉川慎一		67		0		67		0		67		0		84

		H30d		401218015		石垣港(新港地区)岸壁(-10m)維持管理計画書作成業務		沖縄		02沖総局		43455.0		ポートコンサルタント（株）		00000927		建設コンサルタント等		反田行雄		薄葉有矢		中野友輔		庄司克巳		紺谷明泰		内藤輝		石田誠												81		1		81		1		81		1		-

		H30d		401218017		石垣港環境調査		沖縄		02沖総局		43524.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		岩村俊平		岡田亘		山口奈津美		吉川泰広		眞喜志一		今泉久祥														82		1		82		1		82		1		-

		H30d		401218019		竹富南航路保全計画検討外１件業務		沖縄		02沖総局		43546.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		首藤啓		森谷粒志		渡辺健太郎		生巣武																		76		0		76		0		72		0		-

		H30d		401218020		石垣港船舶航行安全対策検討業務		沖縄		02沖総局		43553.0		（社）西部海難防止協会		K001658016		建設コンサルタント等		小森田重寿		松村信之		三明薫																				73		0		73		0		74		0		-

		H30d		190118001		公共工事積算機能改良等業務		国総研		03国総研		43551.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		奥野一暢		幸田毅彦		西原孝仁		澤田博道		元木誠		大木秀雄														75		0		75		0		75		0		-

		H30d		190118002		全国港湾海洋波浪情報網観測情報システム運用状況検討業務		国総研		03国総研		43555.0		（財）日本気象協会		00004942		建設コンサルタント等		冨田雄一郎		前田正裕		村山貴彦		齊藤勝也																		78		0		78		0		80		1		-

		H30d		190118003		港湾情報処理システム再構築による効率化等検討業務		国総研		03国総研		43555.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		井野洋		加納丈司		室屋聡智		西岡護		澤田博道		元木誠		藤田浩司		長谷川忠相										70		0		70		0		68		0		-

		H30d		190118004		船舶損料算定基礎調査等業務		国総研		03国総研		43551.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		荒木英二		安部和宏		芳賀敬二		幸田毅彦		奥野一暢		加藤利弘														76		0		76		0		78		0		-

		H30d		190118006		港湾情報処理システム機能改良等検討業務		国総研		03国総研		43549.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		澤田博道		兵頭武志		西原孝仁		西口佳之		井野洋		加納丈司		室屋聡智		西岡護		藤田浩司								67		0		67		0		66		0		-

		H30d		190118007		港湾土木請負工事等積算基準解析業務		国総研		03国総研		43542.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		島田伊浩		高山和敏		芳賀敬二		嶋田美奈子																		74		0		74		0		74		0		-

		H30d		190118008		港湾請負工事積算の労務費等調査解析業務		国総研		03国総研		43539.0		（財）経済調査会		00005711		建設コンサルタント等		三科正和		竹内伸夫		石渕重伸		林秀樹		谷村伸		松浦哲也		佐藤剛												75		0		75		0		74		0		-

		H30d		190218001		干潟の生態系サービスの統合的評価手法に関する検討業務		国総研		03国総研		43524.0		復建調査設計（株）		00000032		建設コンサルタント等		三戸勇吾		吉木健吾		大西晃輝		高橋俊之		菅野孝則		後藤正孝														79		0		79		0		78		0		-

		H30d		190218002		機械学習を用いた高潮予測モデル作成業務		国総研		03国総研		43524.0		みずほ情報総研（株）		00001761		建設コンサルタント等		眞鍋尚		加藤幸一郎		荒木和博		宮川尚紀		石田純一																79		0		79		0		79		0		-

		H30d		190218003		臨港道路の啓開における点検・緊急措置要否判定手法等検討業務		国総研		03国総研		43524.0		八千代エンジニヤリング（株）		00000123		建設コンサルタント等		兼古英明		住澤亮		田中直樹		山路徹		江種耕一		天野俊														79		0		79		0		76		0		-

		H30d		190218004		東京湾における生物及び生息場に関するデータの収集・解析業務		国総研		03国総研		43524.0		八千代エンジニヤリング（株）		00000123		建設コンサルタント等		瀬戸口喜祥		坂口幸太		鈴木広美		吉原哲		石井重久																74		0		74		0		74		0		-

		H30d		190218008		港湾施設の維持管理における点検・診断基本システム開発業務		国総研		03国総研		43543.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		梶谷卓美		大村厚夫		森晴夫		春日井康夫		峯村浩治		守屋正平		畠山貴之												74		0		74		0		74		0		-

		H30d		190218009		海域の環境改善に資する化学物質の動態に関する検討業務		国総研		03国総研		43524.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		酒井康彦		大久保豊		小玉一哉		粟田智																阿部浩司		82		1		82		1		83		1		81

		H30d		190218010		みなとカメラ活用方策等検討業務		国総研		03国総研		43539.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		八木英紀		森田雅裕		箕作幸治		鈴木武																		76		0		76		0		75		0		-

		H30d		190218021		港湾域における海岸保全施設の維持管理への新技術適用に関する検討業務		国総研		03国総研		43543.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		春日井康夫		森本悟司		浜口正志		田所篤博		遠藤敏雄		蛭川愛志														77		0		77		0		77		0		-

		H30d		190218036		コンテナの耐風対策に関する調査業務		国総研		03国総研		43546.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		長谷川巌		柴田邦善		宮里一郎		鈴木眞司																		77		0		77		0		74		0		-

		H30d		190318001		航路幅員算定手法に関する検討業務		国総研		03国総研		43524.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		高橋宏直		西畑剛		三原正裕																				77		0		77		0		73		0		-

		H30d		190318002		長期予測のための経済・貿易構造の分析調査業務		国総研		03国総研		43524.0		セントラルコンサルタント（株）		00000028		建設コンサルタント等		伊東弘人		西田敦史		神野竜之介		西谷真洋																		76		0		76		0		76		0		-

		H30d		190318003		既存港湾施設の有効活用に関する情報提供システム検討業務		国総研		03国総研		43524.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		佐々木信和		榎本真美		西岡真次郎		松崎咲慧		阿比留勝吾		森暁雄														77		0		77		0		78		0		-

		H30d		190318004		クルーズ動向の中長期シナリオ分析調査業務		国総研		03国総研		43524.0		セントラルコンサルタント（株）		00000028		建設コンサルタント等		伊東弘人		西田敦史		神野竜之介		西谷真洋																		82		1		82		1		80		1		-

		H30d		190318004		クルーズ動向の中長期シナリオ分析調査業務		国総研		03国総研		43524.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等				戸田智司		田中三郎		太田正規																		82		1		82		1		80		1		-

		H30d		190318005		海外港湾分野における技術基準類の情報収集整理・分析業務		国総研		03国総研		43524.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		山本修司		佐藤昌宏		宮脇周作		守屋正平																		78		0		78		0		78		0		-

		H30d		190318006		港湾分野における情報通信技術等の活用に関する検討業務		国総研		03国総研		43524.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		小黒章二		杉野茂俊		芳賀敬二		西原孝仁		室屋聡智		嶋田美奈子														78		0		78		0		75		0		-

		H30d		190318007		港湾空港等事業の公共調達に関する調査業務		国総研		03国総研		43546.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		小黒章二		高山和敏		入部忠道		嶋田美奈子																		76		0		76		0		77		0		-

		H30d		190318008		大型クルーズ船に必要な水域施設に関する検討業務		国総研		03国総研		43524.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		高橋宏直		三原正裕																						77		0		77		0		73		0		-

		H30d		190318009		港湾空港分野における環境物品等の調達に関する技術検討業務		国総研		03国総研		43524.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		森晴夫		加辺圭太郎		田所篤博		守屋正平		畠山貴之																76		0		76		0		74		0		-

		H30d		190318010		係船柱・防舷材の設計法高度化に係る基礎検討業務		国総研		03国総研		43546.0		中電技術コンサルタント（株）		00000063		建設コンサルタント等		村上公亮		植田拓朗		生頼直樹		永井純平		能島佑佳		橋本淳		北出圭介												76		0		76		0		74		0		-

		H30d		190318011		桟橋の耐震性能照査手法に関する高度化検討業務		国総研		03国総研		43524.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		森晴夫		山本修司		佐藤昌宏		菅野高弘		守屋正平		古澤達也														78		0		78		0		78		0		-

		H30d		190318011		桟橋の耐震性能照査手法に関する高度化検討業務		国総研		03国総研		43524.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等				戎健次		江口拓生		山田雅行		曽根照人		平井俊之		桑原直範												78		0		78		0		78		0		-

		H30d		190318013		港湾を取り巻く課題を踏まえた港湾技術基準の高度化検討業務		国総研		03国総研		43544.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		田所篤博		山本修司		佐藤昌宏		鈴木善光		春日井康夫		加辺圭太郎		渡部耕平		遠藤敏雄										76		0		76		0		76		0		-

		H30d		190318017		設計入力地震動の設定の高度化に関する検討業務		国総研		03国総研		43544.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		山田雅行		森田真弘		中垣規子		藤野義範		羽田浩二		曽根照人		八木悟		吉田和郎		桑原直範								77		0		77		0		77		0		-

		H30d		190318019		国内外のコンテナターミナル状況調査		国総研		03国総研		43524.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		高橋琢磨		鳥居洋		後藤洋加		高橋浩二		中嶋実		飯尾昌和														76		0		76		0		77		0		-

		H30d		190318031		地震リスク解析に基づく港湾構造物の耐震性に関する検討業務		国総研		03国総研		43544.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		團村肇		住岡直樹		槙野公平		松原弘晃		塩田恒夫		石本健治		安田将人												76		0		76		0		77		0		-

		H30d		190418001		空港土木積算システム利便性向上のための機能改良業務		国総研		03国総研		43549.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		奥野一暢		幸田毅彦		西原孝仁		澤田博道		元木誠		大木秀雄														76		0		76		0		74		0		-

		H30d		190418002		将来航空需要推計検討調査業務		国総研		03国総研		43552.0		（株）三菱総合研究所		00001994		建設コンサルタント等		磯野文暁		長谷川倫幹		大石礎																				75		0		75		0		74		0		-

		H30d		190418003		空港の耐震信頼性の限界値に関する検討調査業務		国総研		03国総研		43524.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等				熊澤将之		清水啓																				80		1		80		1		80		1		-

		H30d		190418003		空港の耐震信頼性の限界値に関する検討調査業務		国総研		03国総研		43524.0		（株）シオ政策経営研究所		00004074		建設コンサルタント等		中神啓介		内野実花子		西崎英治		渡辺明彦																		80		1		80		1		80		1		-

		H30d		190418004		空港施設に関する図面管理システム等改良及び検討業務		国総研		03国総研		43549.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		室屋聡智		幸田毅彦		西原孝仁		井野洋		加納丈司																68		0		68		0		66		0		-

		H30d		190418005		航空市場の変化に対応した空港受入環境の検討調査業務		国総研		03国総研		43544.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		三輪敦		今村喬広		上原純		宮川香奈恵																		76		0		76		0		74		0		-

		H30d		190418006		空港土木工事施工歩掛に関する調査解析等業務		国総研		03国総研		43546.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		菅野真弘		芳賀敬二		奥野一暢		渡邉明浩		大木秀雄		猿渡守														76		0		76		0		74		0		-

		H30d		190418007		空港舗装材料の劣化性状等に関する調査業務		国総研		03国総研		43524.0		ティーアール・コンサルタント（株）		00005705		建設コンサルタント等		久野晃弘		菅原信吉		中村太郎		増山里美		吉原昌貴																77		0		77		0		72		0		-

		H30d		190418008		空港土木施設維持管理水準等の施工基準に関する検討業務		国総研		03国総研		43546.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		菅野真弘		渡邉明浩		大木秀雄		猿渡守																		76		0		76		0		74		0		-

		H30d		190418009		空港舗装の構造設計法の改訂等に関する調査業務		国総研		03国総研		43539.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		福岡知久		藤生孝典		田口壮年																				78		0		78		0		78		0		-

		H30d		190418010		GSEの軌跡分析・現況再現シミュレーション実施調査業務		国総研		03国総研		43552.0		（株）三菱総合研究所		00001994		建設コンサルタント等		磯野文暁		田上周		佐藤賢		サーヴェドラネアントロ																		70		0		70		0		66		0		-

		H30d		190418011		空港舗装の調査手法、評価手法及び劣化予測手法に関する調査業務		国総研		03国総研		43539.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		福岡知久		横山隼佑		二見康友		田代広行		渡部康祐																78		0		78		0		78		0		-

		H30d		190418012		空港舗装巡回等点検システム機能改良検討業務		国総研		03国総研		43524.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		幸田毅彦		西原孝仁		井野洋		加納丈司		室屋聡智																68		0		68		0		66		0		-

		H30d		190418013		空港整備事業の評価手法の高度化に関する検討基礎調査業務		国総研		03国総研		43546.0		（株）三菱総合研究所		00001994		建設コンサルタント等		牧浩太郎		川上陸		土谷和之		磯野文暁																		74		0		74		0		71		0		-

		H30d		190418023		空港アスファルト混合物の接着性に関する調査業務		国総研		03国総研		43524.0		ニチレキ（株）		00003574		建設コンサルタント等		川島明		村井有希		小幡範		渡邊柊人		上野貞治		平岡富雄														75		0		75		0		72		0		-

		R01d		110119001		東北地方整備局管内技術審査補助業務		東北		01整備局 セイビキョク		43913.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		畑田武見		吉田稔		佐藤信		鈴木惠生		藤田隆		及川勝朋		川守田正路										畑田武見		79		0		79		0		79		0		-

		R01d		110119006		港湾整備に係る沿岸気象海象情報の予測情報等提供業務		東北		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		鈴木善光		吉永泰祐		田所篤博		内田裕之		山本浩之																74		0		74		0		75		0		-

		R01d		110119007		水中部施工状況確認業務		東北		01整備局 セイビキョク		43917.0		（社）日本潜水協会		00010151		建設コンサルタント等		東山安彦		小林利夫																						77		0		77		0		77		0		-

		R01d		110119008		建設資材等価格調査		東北		01整備局 セイビキョク		43916.0		（財）建設物価調査会		00005722		建設コンサルタント等		菊地元		戸村秀紀		伊藤慶次郎		小野寺舞																		77		0		77		0		77		0		-

		R01d		110119013		小名浜港外みなとカメラ検討業務		東北		01整備局 セイビキョク		43861.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		眞山丈夫		稲田憲武		佐藤敬		八木英紀																上野雅明		73		0		73		0		77		0		65

		R01d		110119014		東北港湾の活用による物流施策推進検討業務		東北		01整備局 セイビキョク		43899.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		水野正博		岡田哲一		苣木かおり																				75		0		75		0		75		0		-

		R01d		110119014		東北港湾の活用による物流施策推進検討業務		東北		01整備局 セイビキョク		43899.0		（株）地域開発研究所		00001597		建設コンサルタント等				高橋健太		山下正貴		安藤義宗																		75		0		75		0		75		0		-

		R01d		110119015		クルーズ船寄港拡大方策検討業務		東北		01整備局 セイビキョク		43889.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		田中裕作		戸田智司		田中三郎		池田秀文		太田正規		外山康夫		福田一郎		権野弘之										75		0		75		0		73		0		-

		R01d		110119016		東北地域の自動車関連企業集積に伴う物流体系検討業務		東北		01整備局 セイビキョク		43889.0		三井共同建設コンサルタント（株）		00000003		建設コンサルタント等		冨田薫		古山卓司		豊田雄介		松尾智征		宮元正治																77		0		77		0		76		0		-

		R01d		110119017		港湾施設の維持管理技術情報提供業務		東北		01整備局 セイビキョク		43819.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		稲田勉		海老名正裕		岩崎和弘		佐藤昌宏		森晴夫		守屋正平		川村浩		遠藤敏雄										78		0		78		0		79		0		-

		R01d		110119020		港湾機能継続計画の実効性向上検討業務		東北		01整備局 セイビキョク		43909.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		眞山丈夫		西見裕司		上野雅明		松永康司																		73		0		73		0		73		0		-

		R01d		111018001		青森港品質監視等補助業務		東北		01整備局 セイビキョク		43917.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		川守田正路																								76		0		76		0		76		0		-

		R01d		111118001		八戸港外品質監視等補助業務		東北		01整備局 セイビキョク		43917.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		鈴木惠生		佐々木和夫		小橋一雄																				76		0		76		0		76		0		-

		R01d		111119002		八戸港監督補助業務		東北		01整備局 セイビキョク		43917.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		中村奉文		上平俊幸		大場政治																				76		0		76		0		76		0		-

		R01d		111119022		八戸港航路泊地(埋没)付帯施設実施設計		東北		01整備局 セイビキョク		43917.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		瀬良敬二		加藤圭		豊間根汐里		嘉數浩靖																山口達治		79		0		79		0		77		0		77

		R01d		111119023		八戸港国有港湾施設維持管理計画書作成業務		東北		01整備局 セイビキョク		43903.0		ポートコンサルタント（株）		00000927		建設コンサルタント等		紺谷明泰		薄葉有矢		本間靖明		中野友輔		庄司克巳		内藤輝		反田行雄												77		0		77		0		76		0		-

		R01d		111119024		八戸港航路泊地(埋没)付帯施設修正設計		東北		01整備局 セイビキョク		43819.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		瀬良敬二		加藤圭		川俣秀樹		豊間根汐里		嘉數浩靖														山口達治		77		0		77		0		78		0		78

		R01d		111218001		秋田港品質監視等補助業務		東北		01整備局 セイビキョク		43917.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		藤田隆																								78		0		78		0		78		0		-

		R01d		111218001		秋田港品質監視等補助業務		東北		01整備局 セイビキョク		43917.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等				高橋直志																						78		0		78		0		78		0		-

		R01d		111219006		秋田港コンテナターミナル外事業効果検討業務		東北		01整備局 セイビキョク		43889.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		宇於崎泰寛		戸田智司		池田秀文		太田正規		山本涼平		福田一郎												岡田哲一		73		0		73		0		69		0		67

		R01d		111219013		能代港静穏度検討業務		東北		01整備局 セイビキョク		43903.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		内山一郎		村瀬良平		兒玉俊介		山本禎寿																安野経治		78		0		78		0		78		0		67

		R01d		111318001		久慈港外品質監視等補助業務		東北		01整備局 セイビキョク		43917.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等				大島勇																						76		0		76		0		76		0		-

		R01d		111318001		久慈港外品質監視等補助業務		東北		01整備局 セイビキョク		43917.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		及川勝朋		大山典夫																						76		0		76		0		76		0		-

		R01d		111319021		中妻宿舎内装改修修正設計		東北		01整備局 セイビキョク		43735.0		（有）みやび建築工房		XC00001811		建設コンサルタント等		米田祐恵		金子知好		須藤省三		金子学																		70		0		70		0		70		0		-

		R01d		111319024		久慈港湾口地区防波堤周辺影響検討業務		東北		01整備局 セイビキョク		43917.0		（株）アルファ水工コンサルタンツ		00000066		建設コンサルタント等		堀江岳人		浅沼丈夫		井鳥聖也		遠藤次郎		千原美季		宍戸雄太		冨澤伸樹		橋本孝治		上山美登里						坂本辰哉		79		0		79		0		79		0		80

		R01d		111319025		宮古港藤原地区港湾施設概略検討業務		東北		01整備局 セイビキョク		43916.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		瀬良敬二		加藤圭		豊間根汐里		田渡竜乃介		嘉數浩靖		北田彰久		荒木大志										山口達治		78		0		78		0		78		0		80

		R01d		111418001		酒田港品質監視等補助業務		東北		01整備局 セイビキョク		43917.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		戸川守		田村雅義																						77		0		77		0		77		0		-

		R01d		111418002		酒田港監督補助業務		東北		01整備局 セイビキョク		43917.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		戸川守		高荒聡		馬場智		菊地旭成																		78		0		78		0		78		0		-

		R01d		111419008		酒田港整備効果検討業務		東北		01整備局 セイビキョク		43889.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		荒牧健		大西智之		堤光一郎		山端俊也		上村圭介		久保浩司		山本禎寿		今村均								内山一郎		81		1		81		1		79		0		82

		R01d		111419013		酒田港波浪観測装置実施設計業務		東北		01整備局 セイビキョク		43900.0		（株）アルファ水工コンサルタンツ		00000066		建設コンサルタント等		堀江岳人		長尾善伸		遠藤次郎		宍戸雄太		鈴木彰		桑原正博		重永真孝		平井豊規		酒向章哲								80		1		80		1		80		1		-

		R01d		111419014		酒田港国有港湾施設維持管理計画策定業務		東北		01整備局 セイビキョク		43889.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		内山一郎		後藤洋之		鈴木雄太		伊藤諒		鈴木裕太		伊藤誠														76		0		76		0		76		0		-

		R01d		111518001		仙台塩釜港外品質監視等補助業務		東北		01整備局 セイビキョク		43917.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		川守田正路		佐々木義朗																						77		0		77		0		77		0		-

		R01d		111518002		仙台塩釜港監督補助業務		東北		01整備局 セイビキョク		43917.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		中村奉文		高泉信嘉		北浦修																				77		0		77		0		77		0		-

		R01d		111519005		仙台塩釜港発注補助業務		東北		01整備局 セイビキョク		43913.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		及川勝朋		星野英昭																				及川勝朋		79		0		79		0		79		0		-

		R01d		111519013		仙台空港排水施設効果外検討業務		東北		01整備局 セイビキョク		43889.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		久野了史		竹井義博		片柳敦喜		平野猛也		亀井慎一郎																81		1		81		1		79		0		-

		R01d		111519024		仙台塩釜港国有港湾施設維持管理計画書作成業務		東北		01整備局 セイビキョク		43819.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		内山一郎		伊藤諒		鈴木裕太		伊藤誠																		76		0		76		0		75		0		-

		R01d		111519029		仙台塩釜港仙台港区向洋地区岸壁(-14m)細部設計		東北		01整備局 セイビキョク		43917.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		内山一郎		鳥飼千晶		堤光一郎		久保浩司																久下真一		79		0		79		0		78		0		80

		R01d		111519033		仙台塩釜港塩釜港区貞山地区岸壁(-9m)上部工詳細設計		東北		01整備局 セイビキョク		43915.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		山口達治		加藤圭		竹田正彦		安下純平		砂川透吾														瀬良敬二		79		0		79		0		78		0		80

		R01d		111619002		船舶技術検討業務		東北		01整備局 セイビキョク		43913.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		藤田秀雄		皿澤薫		長崎義男		平山誠		岩月哲三		今井泰男		菊池俊雄		本多大茂		島田晴弘						谷雄一		72		0		72		0		71		0		65

		R01d		111619008		青森港本港地区堤埠頭岸壁(-7.5m)(改良)修正設計		東北		01整備局 セイビキョク		43861.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		山口達治		加藤圭		竹田正彦		川俣秀樹		砂川透吾		安下純平												瀬良敬二		78		0		78		0		79		0		82

		R01d		111619010		管内技術課題に関する技術支援業務		東北		01整備局 セイビキョク		43915.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		川村浩		岩崎和弘		大村厚夫		森晴夫		春日井康夫		畠山貴之		峯村浩治												78		0		78		0		79		0		-

		R01d		111619011		潮位観測データ信頼性維持検討業務		東北		01整備局 セイビキョク		43889.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		加藤誠		鶴島大樹		荒居博之		小池克征																		78		0		78		0		77		0		-

		R01d		111619011		潮位観測データ信頼性維持検討業務		東北		01整備局 セイビキョク		43889.0		（社）海洋調査協会		00009906		建設コンサルタント等				山口晶敬		安立重昭																				78		0		78		0		77		0		-

		R01d		111619015		機械設備技術検討業務		東北		01整備局 セイビキョク		43889.0		（社）港湾荷役機械システム協会		00009978		建設コンサルタント等		平形忠之		中村允彦		森本哲郎																		増田勝人		71		0		71		0		72		0		65

		R01d		111718001		小名浜港外品質監視等補助業務		東北		01整備局 セイビキョク		43917.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		吉田稔		小宮勝彦																						74		0		74		0		74		0		-

		R01d		111718001		小名浜港外品質監視等補助業務		東北		01整備局 セイビキョク		43917.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等				馬場智		楠清文																				74		0		74		0		74		0		-

		R01d		111718002		小名浜港外監督補助業務		東北		01整備局 セイビキョク		43917.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		戸川守		阿部徳夫		浅野裕之		並木宏幸		松村五男		中嶋嘉和		坪高光		伊藤容啓		高荒聡								74		0		74		0		74		0		-

		R01d		111719018		小名浜港東港地区岸壁(-18m)(耐震)パイロット事業モニタリング業務		東北		01整備局 セイビキョク		43909.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		川村浩		海老名正裕		梶谷卓美		稲田勉		小澤義之		田所篤博		遠藤敏雄												80		1		80		1		80		1		-

		R01d		111719019		小名浜港船体動揺検討業務		東北		01整備局 セイビキョク		43909.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		高山知司		細井晶弘		大村厚夫		佐藤昌宏		森晴夫		田所篤博		守屋正平		川村浩		井瀬肇								77		0		77		0		77		0		-

		R01d		111719020		相馬港整備効果検討業務		東北		01整備局 セイビキョク		43915.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		佐藤広章		久米俊治		真期俊行		西村壮介		田守利充		西尾岳裕		田中次人		吉川慎一		野々村さやか								83		1		83		1		82		1		-

		R01d		120118023		クルーズを通じた地域振興等の方策に係る検討業務		関東		01整備局 セイビキョク		43616.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		太田正規		清水邦彦		田中三郎		守屋良美		生巣武		福田一郎														76		0		76		0		76		0		-

		R01d		120118027		CONPAS改修及びコンテナ輸送効率化実証業務		関東		01整備局 セイビキョク		43635.0		（株）三井Ｅ＆Ｓマシナリー		K002172653		建設コンサルタント等				石田英明		小西謙吾		在間秀樹		安井誠																78		0		78		0		80		1		-

		R01d		120118027		CONPAS改修及びコンテナ輸送効率化実証業務		関東		01整備局 セイビキョク		43635.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		池田秀文		畑中諭		西土井誠		宇於崎泰寛		福田一郎																78		0		78		0		80		1		-

		R01d		120118033		みなとカメラ仕様検討業務		関東		01整備局 セイビキョク		43917.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		八木英紀		眞山丈夫		西見裕司																				77		0		77		0		76		0		-

		R01d		120118035		関東地方整備局海洋環境整備船建造技術検討業務		関東		01整備局 セイビキョク		43909.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		野村剛		平山誠		亀井修		澤明		菊池俊雄		百合本隆														77		0		77		0		77		0		-

		R01d		120118044		横浜港生態系環境再生調査		関東		01整備局 セイビキョク		43896.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		福田一郎		石山孝義		菅家英朗		池田忠継		西土井誠		松山為時														78		0		78		0		78		0		-

		R01d		120119002		関東地方整備局管内港湾・空港技術審査補助業務		関東		01整備局 セイビキョク		43915.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		長内勝彦		二瓶正広		古川勝久		竹矢和正		上原正光		小林雅幸												近藤隆道		78		0		78		0		78		0		-

		R01d		120119003		建設資材等価格調査		関東		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）経済調査会		00005711		建設コンサルタント等		森下剛史		林誠		岩瀬真																				77		0		77		0		77		0		-

		R01d		120119004		水中部施工状況確認業務		関東		01整備局 セイビキョク		43921.0		（社）日本潜水協会		00010151		建設コンサルタント等		三浦孝一		天坂勇治		川村昭二																				76		0		76		0		76		0		-

		R01d		120119005		港湾・空港整備に係る沿岸気象海象情報の予測情報等提供業務		関東		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		山本浩之		吉永泰祐		鈴木善光		守屋正平		内田裕之																78		0		78		0		78		0		-

		R01d		120119006		港湾及び空港における工事安全対策業務		関東		01整備局 セイビキョク		43889.0		特定非営利活動法人みなとサポート		00169944		建設コンサルタント等		手塚哲		菅原邦彦		木村岩男																				77		0		77		0		79		0		-

		R01d		120119007		船舶機械技術資料作成業務		関東		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		近藤隆道		竹内孝之																						77		0		77		0		77		0		-

		R01d		120119010		船舶機械施工確認業務		関東		01整備局 セイビキョク		43921.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		吉田誠		入江重則		中村洋一																				76		0		76		0		76		0		-

		R01d		120119016		走行支援技術を活用した港湾におけるコンテナ輸送効率化方策検討業務		関東		01整備局 セイビキョク		43909.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		池田秀文		池田忠継		水野正博		宇於崎泰寛																		79		0		79		0		79		0		-

		R01d		120119023		京浜港におけるコンテナターミナルゲート効率化検証業務		関東		01整備局 セイビキョク		43903.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		岡本辰生		笹岡大輔		丁子信		和田翔		山内慎平		磯山直佑		南部浩之		千田祐一郎										83		1		83		1		83		1		-

		R01d		120119028		東京湾の港湾における事業継続計画検討業務		関東		01整備局 セイビキョク		43903.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		眞山丈夫		稲田憲武		上野雅明		松永康司																		77		0		77		0		77		0		-

		R01d		120119034		石炭灰混合材料を活用した東京湾水環境再生手法検討業務		関東		01整備局 セイビキョク		43909.0		（社）水底質浄化技術協会		00009957		建設コンサルタント等		村上和男		川西龍一		小島洋		斗沢照夫		江原仁																77		0		77		0		77		0		-

		R01d		120119035		海外主要コンテナ港湾における先進技術等を踏まえた京浜港の機能高度化方策検討業務		関東		01整備局 セイビキョク		43909.0		（財）国際臨海開発研究センター		K001772909		建設コンサルタント等		宍戸達行		中島潔 ナカジマ キヨシ		竹原亨 タケハラ トオル		三上裕 ミカミ ユタカ		堀米繁久 ホリコメ シゲヒサ		黒米郁 クロ コメ イク		筧隆夫 カケイ タカオ												79		0		79		0		79		0		-

		R01d		120119043		港湾における小口貨物輸送方策検討業務		関東		01整備局 セイビキョク		43909.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		岡本辰生		笹岡大輔 ササオカ ダイスケ		丁子信		千田祐一郎 チダ ユウイチロウ																		79		0		79		0		78		0		-

		R01d		121018001		京浜港施工状況確認等補助業務		関東		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		古川勝久		佐藤秀幸		樋口勇一																				77		0		77		0		77		0		-

		R01d		121018001		京浜港施工状況確認等補助業務		関東		01整備局 セイビキョク		43921.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等				納戸逸彦		原久良																				77		0		77		0		77		0		-

		R01d		121018003		京浜港発注補助業務		関東		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		二瓶正広		荒井隆之		手塚進一		渡邉明浩																		76		0		76		0		76		0		-

		R01d		121018031		横浜港南本牧地区国際海上コンテナターミナル設計業務		関東		01整備局 セイビキョク		43630.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		奥村広幸		佐藤幸夫		岡本英久		斎藤芳彦		石井正		原田淳		三浦健悟		後藤寛								嶋田宏		78		0		78		0		80		1		79

		R01d		121018063		横浜港新本牧地区船舶航行安全検討業務		関東		01整備局 セイビキョク		43644.0		（社）東京湾海難防止協会		00010102		建設コンサルタント等		下野哲裕		新倉一馬		高橋昭一																				75		0		75		0		76		0		-

		R01d		121019010		川崎港臨港道路東扇島水江町線航行安全管理業務		関東		01整備局 セイビキョク		43921.0		（社）東京湾海難防止協会		00010102		建設コンサルタント等		汐崎愼二		末長隆二		米沢昭司		高栗良勝		吉田勝正																75		0		75		0		75		0		-

		R01d		121019011		京浜港営繕技術資料作成業務		関東		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		荒川直也																								76		0		76		0		76		0		-

		R01d		121019012		川崎港設計・調査資料作成業務		関東		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		荒川直也		桐山寿郎		加藤誠一		保坂鐵矢		町田文孝																78		0		78		0		78		0		-

		R01d		121019019		横浜港本牧地区岸壁(-16m)(耐震)細部設計		関東		01整備局 セイビキョク		43889.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		柴田大介		池田剛		山口高弘		中村秀一		田端優憲		相澤和善		案浦侑己										川嶋憲		78		0		78		0		78		0		81

		R01d		121019020		川崎港臨港道路建設資材価格等調査		関東		01整備局 セイビキョク		43910.0		（財）経済調査会		00005711		建設コンサルタント等		石井淳一		藤井辰悟		齋藤英人																				76		0		76		0		78		0		-

		R01d		121019023		川崎港臨港道路東扇島水江町線環境影響検討業務		関東		01整備局 セイビキョク		43889.0		八千代エンジニヤリング（株）		00000123		建設コンサルタント等		田宮昇		小原和之		大川稀生		小野寺一剛		上野洋一		石井重久														77		0		77		0		76		0		-

		R01d		121019027		横浜港新本牧地区船舶航行安全検討業務		関東		01整備局 セイビキョク		43873.0		（社）東京湾海難防止協会		00010102		建設コンサルタント等		下野哲裕		新倉一馬		高橋昭一		福谷幸資																		76		0		76		0		77		0		-

		R01d		121019032		横浜港新本牧地区及び本牧地区港湾施設施工法検討業務		関東		01整備局 セイビキョク		43903.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		荒木英二		古川勝久		櫻井良宏		加藤利弘		川瀬将																80		1		80		1		78		0		-

		R01d		121019033		横浜港新本牧地区港湾施設細部設計		関東		01整備局 セイビキョク		43917.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		久下真一		山口孝幸		岩崎賢一		田中文彦		稲葉育祐		小池麻里												内山一郎		75		0		75		0		73		0		79

		R01d		121019034		横浜港南本牧地区国際海上コンテナターミナル施工技術検討業務		関東		01整備局 セイビキョク		43913.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		宮下健一朗		佐藤幸夫 サトウ ユキオ		原田淳 ハラダ ジュン		後藤寛 ゴトウ ヒロシ		畔柳陽介 クロヤナギ ヨウスケ		山下武 ヤマシタ タケル												山口達治		80		1		80		1		80		1		79

		R01d		121019037		横浜港南本牧地区荷さばき地整備施工技術検討業務		関東		01整備局 セイビキョク		43881.0		八千代エンジニヤリング（株）		00000123		建設コンサルタント等		渡辺健二		天野俊 アマノ シュン		末益潤 スエマス ジュン		永瀬翔平 ナガセ ショウヘイ		深津貴之 フカツ タカユキ		関口翔也 セキグチ ショウヤ												吉田秀樹		76		0		76		0		77		0		76

		R01d		121019039		横浜港大黒地区岸壁(-12m)取付部細部設計他業務		関東		01整備局 セイビキョク		43889.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		久下真一		鈴木雄太		澤田天		山口孝幸		岩崎賢一		長沢洋一		後藤洋之		大西智之								安野経治		76		0		76		0		75		0		79

		R01d		121019044		川崎港臨港道路東扇島水江町線技術評価業務		関東		01整備局 セイビキョク		43909.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		遠藤敏雄		佐藤昌宏		森晴夫		森本悟司		小澤義之		田所篤博												梶谷卓美		77		0		77		0		77		0		77

		R01d		121019078		台風19号に伴う川崎港コンテナターミナル災害時支援業務		関東		01整備局 セイビキョク		43909.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		小林雅幸		渡邉明浩																						78		0		78		0		78		0		-

		R01d		121119001		鹿島港他発注補助業務		関東		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		近藤隆道		手塚進一 テヅカ シンイチ																						77		0		77		0		77		0		-

		R01d		121119002		鹿島港他監督補助業務		関東		01整備局 セイビキョク		43921.0		ニシキコンサルタント（株）		00001003		建設コンサルタント等		細井明		山田玄		今村照夫																				74		0		74		0		74		0		-

		R01d		121119004		茨城港施工状況確認等補助業務		関東		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		近藤隆道																								77		0		77		0		77		0		-

		R01d		121119012		茨城港設計・調査等資料作成業務		関東		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		近藤隆道		西野秀幸		蜜石一太																				78		0		78		0		78		0		-

		R01d		121119015		茨城港港湾業務艇建造検討業務		関東		01整備局 セイビキョク		43707.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		菊池俊雄		皿澤薫		福富泰		木村茂喜		中島武男		神野信行		岩月哲三		加藤英夫		前田武						平山誠		78		0		78		0		76		0		80

		R01d		121119020		鹿島港港湾整備に関する検討業務		関東		01整備局 セイビキョク		43903.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		久下真一		橋爪陽平		大西智之		横山友一		伊藤誠		上村圭介		荒牧健		稲葉育祐		坂本貴光						内山一郎		79		0		79		0		78		0		81

		R01d		121119021		茨城港常陸那珂港区中央ふ頭地区岸壁(-12m)延伸部細部設計他業務		関東		01整備局 セイビキョク		43817.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		久下真一		大西智之		堤光一郎		上村圭介		荒牧健		久保浩司												安野経治		79		0		79		0		79		0		81

		R01d		121119024		茨城港常陸那珂港区公有水面埋立承認願書作成業務		関東		01整備局 セイビキョク		43909.0		中電技術コンサルタント（株）		00000063		建設コンサルタント等		宮本浩司		江川英仁		近藤良		木下真吾		増本育子		福原和顕												上田昭彦		77		0		77		0		74		0		80

		R01d		121119031		茨城港常陸那珂港区中央ふ頭地区整備検討業務		関東		01整備局 セイビキョク		43917.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		白井英一		花井健太		井畑友理香		榎本真久		宮本敏行		丸井英明		石本健治										上原教善		79		0		79		0		77		0		80

		R01d		121218021		東京湾浅場造成工事品質確認・検討業務		関東		01整備局 セイビキョク		43850.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		田中裕作		千葉晃		木俣陽一																				79		0		79		0		80		1		-

		R01d		121218021		東京湾浅場造成工事品質確認・検討業務		関東		01整備局 セイビキョク		43850.0		（財）海域環境研究機構		00219352		建設コンサルタント等				高垣泰雄		細川恭史		田中洋行		吉田静子		長島文博		中島正雄												79		0		79		0		80		1		-

		R01d		121219002		千葉港他発注補助業務		関東		01整備局 セイビキョク		43915.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		小林雅幸																								77		0		77		0		77		0		-

		R01d		121219003		東京湾連続観測機器維持管理データ活用検討他業務		関東		01整備局 セイビキョク		43921.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		加地智彦		木下裕士郎		渡辺卓也		池田宗平		佐々木倫彦		伍井稔														78		0		78		0		77		0		-

		R01d		121219011		千葉港千葉中央地区国際物流ターミナル再編事業検討業務		関東		01整備局 セイビキョク		43913.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		西村壮介		牧野綾		久米俊治		真期俊行		横山茂生		曽根照人		楠謙吾		佐藤広章								岡部登		79		0		79		0		79		0		80

		R01d		121219012		千葉港葛南中央地区岸壁(-10m)補修対策検討業務		関東		01整備局 セイビキョク		43906.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		市川雅也		井上憲		山下篤郎		岡庭翔一		松平隼人		大野敦生												安岡啓一		79		0		79		0		78		0		80

		R01d		121219020		千葉港葛南中央地区海岸保全施設整備検討業務								関東		01整備局 セイビキョク		43920.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		石本健治		森谷拓実		丸井英明		小原陵		三枝巧		田中聡		倉持雅彦		安田将人										75		0		75		0		76		0		-

		R01d		121318002		東京国際空港施工状況確認補助業務		関東		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		相川誠		石岡勉 イシオカ ツトム		石垣誠一郎 イシガキ セイイチロウ		宇都悟 ウト サトル		影山浩一 カゲヤマ コウイチ		清水豊 シミズ ユタカ		安倍昭吉 アベ ショウキチ												71		0		71		0		71		0		-

		R01d		121318002		東京国際空港施工状況確認補助業務		関東		01整備局 セイビキョク		43921.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等				真田崇 サナダ タカシ																						71		0		71		0		71		0		-

		R01d		121318052		東京国際空港多摩川護岸(防潮壁区間)実施設計		関東		01整備局 セイビキョク		43672.0		中電技術コンサルタント（株）		00000063		建設コンサルタント等		村上公亮		生頼直樹		江川英仁		近藤良		橋本淳		北出圭介		松永真弥										上田昭彦		75		0		75		0		75		0		78

		R01d		121319001		東京国際空港発注補助業務		関東		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		石岡勉		野村修一		諸澤隆久		影山浩一																		76		0		76		0		76		0		-

		R01d		121319008		東京国際空港設計・調査資料作成業務		関東		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		板倉新		川越淳		木場貞和		平広志																		76		0		76		0		76		0		-

		R01d		121319010		東京国際空港アスファルト舗装改良等整備総合工程調査		関東		01整備局 セイビキョク		43920.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		桜井裕也		市川常憲		岸田茂之		青木康		佐藤英二		黒沼俊男												石井毅		77		0		77		0		77		0		80

		R01d		121319013		東京国際空港B滑走路他舗装改良設計		関東		01整備局 セイビキョク		43889.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		青木逸人		藤生孝典		田口壮年		二見康友		菱山義規														成島正倫		78		0		78		0		79		0		79

		R01d		121319017		東京国際空港建設資材等価格調査		関東		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）経済調査会		00005711		建設コンサルタント等		森下剛史		伊藤正久		福田航平																				76		0		76		0		75		0		-

		R01d		121319018		東京国際空港D滑走路動態観測調査等業務		関東		01整備局 セイビキョク		43917.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		大村厚夫		佐藤昌宏		森晴夫		高橋義典		渡部耕平		守屋正平		遠藤敏雄		蛭川愛志		細井晶弘						梶谷卓美		76		0		76		0		78		0		76

		R01d		121319021		東京国際空港場周道路改良設計		関東		01整備局 セイビキョク		43769.0		（株）オリエンタルコンサルタンツ		00000037		建設コンサルタント等		松平圭庸		藤田盛吾		高田真		山田大輔		松本壮史														石村佳之		76		0		76		0		76		0		78

		R01d		121319028		東京国際空港C滑走路延伸事業事後評価検証業務		関東		01整備局 セイビキョク		43854.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		錦織剛		熊澤将之		臼井衣織		杉山純子																清水啓		75		0		75		0		73		0		78

		R01d		121319029		東京国際空港D滑走路建設技術検証等業務		関東		01整備局 セイビキョク		43917.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		遠藤敏雄		細井晶弘		大村厚夫		佐藤昌宏		森晴夫		渡部耕平		守屋正平		山崎浩之								山本修司		76		0		76		0		77		0		76

		R01d		121319031		東京国際空港周辺海域水環境再生検討調査		関東		01整備局 セイビキョク		43913.0		（財）東京都内湾漁業環境整備協会		K001788495		建設コンサルタント等		村井衛		山川正巳		伊東二三夫																				76		0		76		0		76		0		-

		R01d		121319033		東京国際空港舗装技術検討業務		関東		01整備局 セイビキョク		43889.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		藤生孝典		田口壮年		池田将志		山村優佳		小野宗助														福岡知久		76		0		76		0		75		0		78

		R01d		121319036		東京国際空港東旅客ターミナル地区他基礎検討業務		関東		01整備局 セイビキョク		43909.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		櫻井良宏		永田享志		菅原広幸		佐藤光博		川瀬将														加藤利弘		78		0		78		0		77		0		78

		R01d		121319037		東京国際空港穴守橋東交差点他詳細設計		関東		01整備局 セイビキョク		43909.0		（株）オリエンタルコンサルタンツ		00000037		建設コンサルタント等		松平圭庸		木山貴裕		山田大輔		渡邉啓太		松本壮史														石村佳之		79		0		79		0		79		0		79

		R01d		121319038		東京国際空港周辺海域水生生物多様化方策検討業務		関東		01整備局 セイビキョク		43913.0		（財）東京都内湾漁業環境整備協会		K001788495		建設コンサルタント等		村井衛		山川正巳		伊東二三夫																				75		0		75		0		76		0		-

		R01d		121319042		東京国際空港N地区護岸基本設計		関東		01整備局 セイビキョク		43909.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		山口達治		竹田正彦		砂川透吾		豊間根汐里		嘉數浩靖		瀬良敬二												鈴木信夫		76		0		76		0		75		0		78

		R01d		121319043		東京国際空港多摩川護岸(B型護岸等)実施設計		関東		01整備局 セイビキョク		43914.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		田中文彦		後藤洋之		鈴木雄太		槇和義		澤田天		山口孝幸		岩崎賢一		稲葉育祐		小池麻里						安野経治		76		0		76		0		76		0		79

		R01d		121319047		東京国際空港J誘導路他地盤改良設計		関東		01整備局 セイビキョク		43909.0		復建調査設計（株）		00000032		建設コンサルタント等		藤井照久		福村拓人		佐藤秀政		水野匠		西村俊明		高田圭太												山田和弘		77		0		77		0		76		0		81

		R01d		121319049		東京国際空港高潮対策基礎検討業務		関東		01整備局 セイビキョク		43917.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		大久保陽介		岡本英久		高橋武志		大家隆行		鈴木信夫		岡田清宏												石河雅典		78		0		78		0		78		0		78

		R01d		121319050		東京国際空港際内トンネル技術資料作成等業務(その2)		関東		01整備局 セイビキョク		43903.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		倉田知己		長井寛之		平井光徳		近藤文人																		76		0		76		0		78		0		-

		R01d		121418034		横浜港新本牧地区護岸構造検討業務		関東		01整備局 セイビキョク		43812.0		八千代エンジニヤリング（株）		00000123		建設コンサルタント等		国生隼人		小山萌弥		永瀬翔平		清水研		張林松		八尋蓮		渡辺健二		山岡淳		天野俊						吉田秀樹		80		1		80		1		79		0		79

		R01d		121419001		東京湾環境情報センター環境調査データ解析及び維持管理業務		関東		01整備局 セイビキョク		43921.0		国際航業（株）		00000047		建設コンサルタント等		永松宏		渡邊紗代		金津伸好																				75		0		75		0		74		0		-

		R01d		121419002		港湾・空港施設の設計等に関する技術支援業務		関東		01整備局 セイビキョク		43909.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		春日井康夫		宮脇周作		浜口正志		渡部耕平		遠藤敏雄		本田浩隆														79		0		79		0		79		0		-

		R01d		121419003		閉鎖性海域における潜在的環境修復能力検討業務		関東		01整備局 セイビキョク		43917.0		復建調査設計（株）		00000032		建設コンサルタント等		三戸勇吾		大西晃輝		萩野裕朗		菅野孝則		渡邊丈夫														後藤正孝		78		0		78		0		76		0		79

		R01d		121419008		東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)支持力検討業務		関東		01整備局 セイビキョク		43920.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		團村肇		小原陵		三枝巧		西村和真		中村隆志		原信彦		安田将人										石本健治		79		0		79		0		78		0		79

		R01d		121419010		石積護岸の維持管理技術検討業務		関東		01整備局 セイビキョク		43903.0		（社）海洋調査協会		00009906		建設コンサルタント等		伊藤直和		高見之孝		井上満		矢下忠彦		山口晶敬																79		0		79		0		79		0		-

		R01d		121419011		横浜港本牧地区岸壁(-7.5m)基本設計		関東		01整備局 セイビキョク		43903.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		柴田大介		中村秀一 ナカムラ シュウイチ		久保田崇仁 クボタ タカヒト		案浦侑己 アン ウラ オノレ		田端優憲 タバタ ヤサ ケン		池田剛 イケダ ツヨシ		相澤和善 アイザワ カズヨシ										川嶋憲		78		0		78		0		77		0		78

		R01d		121419018		潮位観測データ解析・信頼性確認検証業務		関東		01整備局 セイビキョク		43889.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		加藤誠		三浦裕司		河辺一明		伍井稔																		77		0		77		0		77		0		-

		R01d		121419018		潮位観測データ解析・信頼性確認検証業務		関東		01整備局 セイビキョク		43889.0		（社）海洋調査協会		00009906		建設コンサルタント等				矢下忠彦		安立重昭																				77		0		77		0		77		0		-

		R01d		121419019		東京湾環境情報センター改良業務		関東		01整備局 セイビキョク		43889.0		国際航業（株）		00000047		建設コンサルタント等		永松宏		渡邊紗代		尾方浩平		金津伸好		田邉光一														藤良太郎		76		0		76		0		75		0		78

		R01d		121419020		既存観測機器等を活用した防災力強化方策検討業務		関東		01整備局 セイビキョク		43909.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		遠藤敏雄		田所篤博		守屋正平		大村厚夫		川村浩		本田浩隆		加辺圭太郎												77		0		77		0		78		0		-

		R01d		121519006		東京湾中央航路施工及び調査関係資料作成業務		関東		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		小林雅幸																								76		0		76		0		76		0		-

		R01d		121519013		東京湾中央航路第二海堡周辺施設構造現況調査		関東		01整備局 セイビキョク		43914.0		ポートコンサルタント（株）		00000927		建設コンサルタント等		内藤輝		本間靖明		坂井優太		中野友輔		中川和彦		佐野慎哉														79		0		79		0		79		0		-

		R01d		121618002		東京港臨港道路(南北線)環境調査		関東		01整備局 セイビキョク		43644.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		建設コンサルタント等		島田久子		小野ゆかり		立石賢吾		古橋正祐		岡部克顕		河内典子												合田賀彦		83		1		83		1		80		1		93

		R01d		121618027		東京港臨港道路南北線設備実施設計その2業務		関東		01整備局 セイビキョク		43921.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		岸見淳平																								78		0		78		0		70		0		-

		R01d		121618030		東京港臨港道路(南北線)陸上部付帯施設実施設計等業務		関東		01整備局 セイビキョク		43735.0		（株）オリエンタルコンサルタンツ		00000037		建設コンサルタント等		大竹省吾		徳山悟志		舛本隆司		徳山英二																倉田雅人		79		0		79		0		76		0		93

		R01d		121619003		東京港施工及び調査関係資料作成業務		関東		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		渡辺信		永木君治		桑田諭		田淵朝人																		77		0		77		0		77		0		-

		R01d		121619009		東京港臨港道路(南北線)付帯施設実施設計等業務		関東		01整備局 セイビキョク		43875.0		（株）オリエンタルコンサルタンツ		00000037		建設コンサルタント等		大竹省吾		徳山悟志		徳山英二		小徳利章		粟田泰紀		舛本隆司		内藤靖		大内隆志		梅林福太郎						倉田雅人		84		1		84		1		83		1		93

		R01d		121619010		東京港臨港道路(南北線)船舶航行安全対策検討業務		関東		01整備局 セイビキョク		43903.0		（社）東京湾海難防止協会		00010102		建設コンサルタント等		下野哲裕		新倉一馬		高橋昭一		福谷幸資																		75		0		75		0		74		0		-

		R01d		121619019		東京港臨港道路(南北線)立坑付帯施設実施設計等業務		関東		01整備局 セイビキョク		43909.0		（株）オリエンタルコンサルタンツ		00000037		建設コンサルタント等		大竹省吾		舛本隆司		徳山英二																		倉田雅人		82		1		82		1		80		1		93

		R01d		121619021		東京港臨港道路南北線主電気室棟他建築工事監理業務		関東		01整備局 セイビキョク		43921.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		岸見淳平																								78		0		78		0		78		0		-

		R01d		120119054		横浜港臨港道路(はま道路)緊急復旧検討業務(その2)		関東		01整備局 セイビキョク		43798.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		佐々木信和 ササキ ノブカズ		北市英生 キタ イチ ヒデオ		西岡真次郎 ニシオカ マコト ジロウ		池内正俊 イケウチ マサトシ																北田彰久 キタダ アキヒサ		77		0		77		0		76		0		76

		R01d		130119003		港湾整備等に係る沿岸気象海象情報の予測情報等提供業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		山本浩之		吉永泰祐		鈴木善光		田所篤博		内田裕之																77		0		77		0		80		1		-

		R01d		130119004		資材等単価調査		北陸		01整備局 セイビキョク		43915.0		（財）経済調査会		00005711		建設コンサルタント等		坂井弘		奥村貴雄		大西宏樹																				77		0		77		0		77		0		-

		R01d		130119005		水中部施工状況確認業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43909.0		（社）日本潜水協会		00010151		建設コンサルタント等		蜂須賀和吉		小林利夫																						76		0		76		0		76		0		-

		R01d		130119008		北陸地域港湾の事業継続計画における実効性向上検討業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43889.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		眞山丈夫		西見裕司		上野雅明		松永康司																		77		0		77		0		79		0		-

		R01d		130119009		ウォーターフロント空間を活用した地域振興方策検討業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43889.0		（社）ウォーターフロント協会		K001772359		建設コンサルタント等		平尾壽雄		藤川洋子		村松菜穂子		金子正子																		77		0		77		0		77		0		-

		R01d		130119011		港湾施設等の持続的な維持管理に係る技術情報提供業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43889.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		稲田勉		大村厚夫		小澤義之		田所篤博		峯村浩治		川村浩														78		0		78		0		79		0		-

		R01d		131018001		新潟港等監督等補助業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43913.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		柏原裕彦		山田久司		居城良夫		石田徹		加藤康博		坂井正史		大平吾郎		石川和幸										78		0		78		0		78		0		-

		R01d		131018002		新潟港等品質監視等補助業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43913.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		山之内哲也		佐々木順一		原田利秋		神田和宜		能勢山正行																78		0		78		0		78		0		-

		R01d		131018002		新潟港等品質監視等補助業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43913.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等				今城和政		関本勝廣		中嶋嘉和																		78		0		78		0		78		0		-

		R01d		131019007		新潟港等計画・調査等補助業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43915.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		山之内哲也		高橋伸一		武田武																				78		0		78		0		78		0		-

		R01d		131019010		新潟港海岸(西海岸地区)海岸保全施設状況調査		北陸		01整備局 セイビキョク		43909.0		（株）開発技術コンサルタント		00000586		建設コンサルタント等		高橋辰夫		田中正好		高橋由紀夫		矢沢英世		比企和昭		小谷松雄一		布川剛士		飯沼年光										79		0		79		0		78		0		-

		R01d		131019028		新潟港みなとカメラ配置計画検討業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43917.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		八木英紀		一ノ瀬敏		松永康司																		上野雅明		78		0		78		0		78		0		79

		R01d		131019029		新潟港海岸(西海岸地区)海岸保全施設機能検討業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43916.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		森晴夫		大村厚夫		佐藤昌宏		加辺圭太郎		守屋正平		古澤達也		遠藤敏雄										梶谷卓美		80		1		80		1		81		1		81

		R01d		131019030		新潟港海岸(西海岸地区)利用促進検討業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43917.0		（社）日本マリーナ・ビーチ協会		K001709439		建設コンサルタント等		木下明		山下雅人		下本幸嗣		佐藤恒夫		奥康彦																76		0		76		0		77		0		-

		R01d		131019031		離島港湾需要動向検討業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43920.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		池田秀文		太田正規		木村竜也		田中裕作		福田一郎																80		1		80		1		81		1		-

		R01d		131019032		新潟空港滑走路端安全区域実施設計		北陸		01整備局 セイビキョク		43889.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		原田秀敏		中垣規子		槇本祐司		舟越秀樹		平井俊之														石村勝伸		80		1		80		1		80		1		81

		R01d		131019033		新潟港(西港地区)道路(トンネル)遠方監視設備等実施設計		北陸		01整備局 セイビキョク		43824.0		（株）千代田コンサルタント		00000005		建設コンサルタント等		杉山明久		北條隆志		関根秀明		小林和裕		山上茂樹														竹内勝行		78		0		78		0		78		0		80

		R01d		131019034		新潟港(西港地区)浚渫土砂投入方策検討業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43889.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		柏原裕彦		上野佳三		相澤和善		池田剛		山口高弘		中村秀一		柴田大介		山部道		本田善之						永松宏一		77		0		77		0		78		0		80

		R01d		131019035		新潟港(西港地区)港湾施設整備基礎調査		北陸		01整備局 セイビキョク		43909.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		池田薫		稲田憲武		一ノ瀬敏		眞山丈夫		佐藤敬		小谷野喜二														79		0		79		0		79		0		-

		R01d		131019037		新潟港観測施設撤去検討業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43805.0		ポートコンサルタント（株）		00000927		建設コンサルタント等		鈴木孝幸		平野利幸		庄司克巳		反田行雄		佐野慎哉		西舘忍														77		0		77		0		76		0		-

		R01d		131118025		新潟空港護岸評価検討業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43840.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		大家隆行		高橋武志		小寺健太郎		山口達治		岡田清宏																79		0		79		0		80		1		-

		R01d		131119001		船舶技術検討業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43889.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		谷雄一		皿澤薫		神野信行		平山誠		岩月哲三		上坂賢三		今井泰男		本多大茂		島田晴弘								71		0		71		0		70		0		-

		R01d		131119004		港湾施設技術検討業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43917.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		田所篤博		細井晶弘		稲田勉		森晴夫		春日井康夫		加辺圭太郎		川村浩												81		1		81		1		81		1		-

		R01d		131119006		潮位観測データ信頼性維持検討業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43889.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		竹内一浩		水谷眞智子		工藤健太郎		三浦裕司																		79		0		79		0		80		1		-

		R01d		131119006		潮位観測データ信頼性維持検討業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43889.0		（社）海洋調査協会		00009906		建設コンサルタント等				矢下忠彦		安立重昭																				79		0		79		0		80		1		-

		R01d		131119007		伏木富山港(富山地区)岸壁(-10m)(2号)(改良)仮設構造物設計		北陸		01整備局 セイビキョク		43784.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		勝俣優		大角和輝		一色和明		中野尊之		村上裕宣														尾崎竜三		77		0		77		0		76		0		81

		R01d		131119013		防波堤安定検討業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43889.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		團村肇		樋口直人		小原陵		三枝巧		西村和真		原信彦		安田将人												79		0		79		0		79		0		-

		R01d		131119019		気象・海象データ追録業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43889.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		建設コンサルタント等		水野静		本間大賀		立石賢吾		山口初代																		77		0		77		0		77		0		-

		R01d		131218001		伏木富山港監督等補助業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43913.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		相澤和善		菊川進		堀俊吾		白崎忠男																		77		0		77		0		77		0		-

		R01d		131218002		伏木富山港品質監視等補助業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43913.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等				風間伸		北島登		村山誠																		78		0		78		0		78		0		-

		R01d		131218002		伏木富山港品質監視等補助業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43913.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		渡邉孝																								78		0		78		0		78		0		-

		R01d		131219001		伏木富山港計画・調査等補助業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43915.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		渡邉孝		藤田暁浩																						78		0		78		0		78		0		-

		R01d		131219011		伏木富山港(伏木地区)国際物流ターミナル整備効果資料作成業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43881.0		（株）アルファ水工コンサルタンツ		00000066		建設コンサルタント等		堀江岳人		井鳥聖也		岡本怜		浦島遼平		冨澤伸樹		酒向章哲														80		1		80		1		80		1		-

		R01d		131219014		伏木富山港(富山地区)岸壁(-10m)(2号)(改良)施工方策検討業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43881.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		林田秀樹		小出隆司		伊藤大吾		宮澤重夫		元波守		清原麻巳		三木隆之												79		0		79		0		79		0		-

		R01d		131219015		伏木富山港維持管理計画書作成業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43909.0		ポートコンサルタント（株）		00000927		建設コンサルタント等		反田行雄		本間靖明		中野友輔		紺谷明泰		内藤輝		佐野慎哉														77		0		77		0		76		0		-

		R01d		131219018		伏木富山港伏木分室耐震補強設計		北陸		01整備局 セイビキョク		43917.0		（株）アレックス		00169808		建設コンサルタント等		寺林安生		東孝聡		東邦哉		小竹康文																		76		0		76		0		77		0		-

		R01d		131318001		金沢港等監督等補助業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43913.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		古野幸治		平井祐次		曽山俊彦		大家利元		松川淳一		風間伸		今城和政												79		0		79		0		79		0		-

		R01d		131318002		金沢港等品質監視等補助業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43913.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		渡邉孝																								79		0		79		0		79		0		-

		R01d		131318003		輪島港等品質監視等補助業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43913.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		古野幸治		高橋繁喜		宗村光芳																				79		0		79		0		79		0		-

		R01d		131318035		小松空港構内道路歩道ルーフ改良調査設計		北陸		01整備局 セイビキョク		43728.0		（株）オリエンタルコンサルタンツ		00000037		建設コンサルタント等		工藤誠		星島輝空		佐藤祐司		根原孝輔		齋藤正文		坂口浩昭												猪爪一良		76		0		76		0		77		0		79

		R01d		131319006		金沢港等計画・調査等補助業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43917.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		渡邉孝		森英治																						79		0		79		0		79		0		-

		R01d		131319011		輪島港港内静穏度検討業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43915.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		山田貴裕		大竹剛史		大崎佑也																				81		1		81		1		81		1		-

		R01d		131319013		金沢港埋没対策検討業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43889.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		田所篤博		大村厚夫		森晴夫		加辺圭太郎		浜口正志		峯村浩治		川村浩										梶谷卓美		79		0		79		0		79		0		80

		R01d		131319016		金沢港・七尾港浚渫土利用検討業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43812.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		田中裕作		石山孝義		太田正規		西土井誠		福田一郎														首藤啓		79		0		79		0		79		0		80

		R01d		131319020		金沢港・七尾港整備効果検討業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43915.0		（株）アルファ水工コンサルタンツ		00000066		建設コンサルタント等		堀江岳人		井鳥聖也		遠藤次郎		千原美季		宍戸雄太		岡本怜		浦島遼平		橋本孝治		酒向章哲								80		1		80		1		80		1		-

		R01d		131319029		金沢港維持管理計画書作成業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43909.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		建設コンサルタント等		岡部克顕		高谷泰紀		立石賢吾		伊藤久芳		唐木毅																78		0		78		0		79		0		-

		R01d		131418001		敦賀港品質監視等補助業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43913.0		ニシキコンサルタント（株）		00001003		建設コンサルタント等		細井明		中村康之		繩岡慶至																				76		0		76		0		76		0		-

		R01d		131419007		敦賀港静穏度検証業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43913.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		大家隆行		加藤圭		高橋武志		山口達治		岡田清宏		神野竜之介		北田彰久		鈴木信夫		荒木大志								81		1		81		1		81		1		-

		R01d		131419018		敦賀港港湾施設調査検討業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43889.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		佐々木信和		三嶋英夫		倉田孝幸		岡崎健		野里栄照		福永陽平														78		0		78		0		77		0		-

		R01d		131419020		敦賀港港内波浪観測業務		北陸		01整備局 セイビキョク		43913.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		伍井稔		渡辺卓也		藤森雄大		古河崎正博		加地智彦																78		0		78		0		77		0		-

		R01d		140119001		平成31年度　中部地方整備局発注補助業務		中部		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		赤石正廣		三浦雅巳		加藤篤志		千村聖治		夏井直		小椋進														79		0		79		0		79		0		-

		R01d		140119002		平成31年度　中部地方整備局技術審査補助業務		中部		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		赤石正廣		喜多佳門		杉山一信		酒井孝典		小椋進																76		0		76		0		76		0		-

		R01d		140119007		平成31年度　港湾整備に係る沿岸気象海象情報の予測情報等提供業務		中部		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		山本浩之		吉永泰祐		鈴木善光		守屋正平		内田裕之																77		0		77		0		77		0		-

		R01d		140119008		平成31年度　水中部施工状況確認業務		中部		01整備局 セイビキョク		43921.0		（社）日本潜水協会		00010151		建設コンサルタント等		栗谷幸一																								76		0		76		0		76		0		-

		R01d		140119011		平成31年度　材料単価調査		中部		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）経済調査会		00005711		建設コンサルタント等		永谷守		藤井拓也		東智広		米本剛理																		79		0		79		0		80		1		-

		R01d		140119012		平成31年度　伊勢湾環境影響評価資料作成業務		中部		01整備局 セイビキョク		43889.0		中電技術コンサルタント（株）		00000063		建設コンサルタント等		宮本浩司		牟田直樹		若尾拓志		眞田一磨		木下真吾		増本育子		田多一史												78		0		78		0		77		0		-

		R01d		140119014		平成31年度 産地と連携した農産品の輸出促進方策検討業務		中部		01整備局 セイビキョク		43917.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		岡田哲一		畑中諭		苣木かおり		守屋良美		木村竜也																77		0		77		0		80		1		-

		R01d		140119015		平成31年度 船舶技術調査業務		中部		01整備局 セイビキョク		43909.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		加藤英夫		皿澤薫		木村茂喜		中島武男		長崎義男		神野信行		岩月哲三		今井泰男		菊池俊雄								75		0		75		0		75		0		-

		R01d		140119017		平成31年度　伊勢湾再生に係る実施方策推進検討業務		中部		01整備局 セイビキョク		43900.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		菅家英朗		森谷粒志		太田正規		柏木信二																		78		0		78		0		79		0		-

		R01d		140119017		平成31年度　伊勢湾再生に係る実施方策推進検討業務		中部		01整備局 セイビキョク		43900.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等				鶴島大樹		小山悠人		永尾謙太郎																		78		0		78		0		79		0		-

		R01d		140119019		令和元年度　伊勢湾港湾機能継続計画外検討業務		中部		01整備局 セイビキョク		43906.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		橋元良二		稲田憲武		眞山丈夫		小谷野喜二																		77		0		77		0		79		0		-

		R01d		140119020		令和元年度　みなとカメラ設計業務		中部		01整備局 セイビキョク		43906.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		八木英紀		森田雅裕		松永康司		八木英紀		小谷野喜二														上野雅明		78		0		78		0		79		0		67

		R01d		140119022		令和元年度　伊勢湾の港湾における物流機能検討業務		中部		01整備局 セイビキョク		43889.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		橋元良二		西見裕司		一ノ瀬敏		上野雅明		小谷野喜二																78		0		78		0		76		0		-

		R01d		140119023		令和元年度　港湾施設の維持管理方策検討業務		中部		01整備局 セイビキョク		43909.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		稲田勉		細井晶弘		佐藤昌宏		春日井康夫		井瀬肇																82		1		82		1		83		1		-

		R01d		140119024		令和元年度　自動車産業における国際物流分析業務 		中部		01整備局 セイビキョク		43913.0		（財）国際臨海開発研究センター		K001772909		建設コンサルタント等		富田英治		成瀬進		竹原亨		堀米繁久		宇野喜之																78		0		78		0		77		0		-

		R01d		140119026		令和元年度　コンテナターミナルにおける物流効率化検討業務		中部		01整備局 セイビキョク		43889.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		田中裕作		高橋宏直		生巣武		中野敏彦		西土井誠		福田一郎														77		0		77		0		76		0		-

		R01d		140119027		令和元年度　既存システムを活用・集約した防災情報プラットフォーム構築検討業務		中部		01整備局 セイビキョク		43906.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		守屋正平		林洋介		佐藤昌宏		田所篤博		峯村浩治		遠藤敏雄		本田浩隆												78		0		78		0		79		0		-

		R01d		141019016		平成31年度　清水港富士見岸壁整備方策検討業務		中部		01整備局 セイビキョク		43728.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		上野佳三		相澤和善		川又淳子		山口高弘		磯上知良		永松宏一		本田善之												78		0		78		0		77		0		-

		R01d		141019020		平成31年度　田子の浦港港内施設波浪影響検討業務		中部		01整備局 セイビキョク		43882.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		山田貴裕		大竹剛史		甲原僚子		大崎佑也																		78		0		78		0		77		0		-

		R01d		141019024		令和元年度　下田港潮位観測データ解析・信頼性確認検討業務		中部		01整備局 セイビキョク		43909.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		竹内一浩		横山瑞江		小池克征																				77		0		77		0		77		0		-

		R01d		141019028		令和元年度　下田港防波堤整備効果検討業務		中部		01整備局 セイビキョク		43889.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		石本健治		宮川駿也		榎本真久		宮本敏行		白井英一		原信彦														77		0		77		0		75		0		-

		R01d		141019036		令和元年度　清水港岸壁予備設計		中部		01整備局 セイビキョク		43921.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		西尾岳裕		村上巧一		福井秀平		杉本有基		堤杏紗		田守利充												吉川慎一		80		1		80		1		78		0		80

		R01d		141118001		平成30年度　名古屋港湾事務所・三河港湾事務所品質監視等補助業務		中部		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		赤石正廣		大島雅宏		幡野正友																				77		0		77		0		77		0		-

		R01d		141118001		平成30年度　名古屋港湾事務所・三河港湾事務所品質監視等補助業務		中部		01整備局 セイビキョク		43921.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等				福本浩之		村上和司		柴哲生		吉地隆行																77		0		77		0		77		0		-

		R01d		141118002		平成30年度　名古屋港湾事務所・四日市港湾事務所監督等補助業務		中部		01整備局 セイビキョク		43921.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		西尾誠市		小林幸司		中村創		村山勝利		山本克弥		齋間靖人		金田光秀		竹内清一		相馬是則		山本勝司						79		0		79		0		79		0		-

		R01d		141119034		平成31年度　名古屋港船舶技術資料作成外業務		中部		01整備局 セイビキョク		43921.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		西尾誠市																								79		0		79		0		80		1		-

		R01d		141119039		平成31年度　名古屋港岸壁整備施工検討業務		中部		01整備局 セイビキョク		43889.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		川田博司		洞谷邦弘		三木隆之																				76		0		76		0		78		0		-

		R01d		141119044		平成31年度　名古屋港飛島ふ頭東地区岸壁(-15m)細部設計		中部		01整備局 セイビキョク		43881.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		吉川慎一		村上巧一		山本龍		梅田和成		杉本有基		高岡慶人		田守利充		西尾岳裕								岡部登		77		0		77		0		74		0		93

		R01d		141119052		令和元年度　名古屋港利用方策検討業務		中部		01整備局 セイビキョク		43889.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		太田正規		港絢子		田中裕作		福田一郎																		78		0		78		0		78		0		-

		R01d		141119060		令和元年度　名古屋港航行安全検討業務		中部		01整備局 セイビキョク		43889.0		（社）伊勢湾海難防止協会		K001760403		建設コンサルタント等		藤田義朝		岩崎昭男		野間卓志		浜野康彦																		77		0		77		0		79		0		-

		R01d		141119063		令和元年度　名古屋港コンテナターミナル運営効率化検討業務		中部		01整備局 セイビキョク		43917.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		水野正博		畑中諭		高橋宏直		太田正規		西土井誠		福田一郎														78		0		78		0		81		1		-

		R01d		141119065		令和元年度　名古屋港施工ヤード安定検討業務		中部		01整備局 セイビキョク		43798.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		石本健治		丸井英明		小原陵		三枝巧		西村和真																77		0		77		0		76		0		-

		R01d		141119067		令和元年度　名古屋港整備効果検討業務		中部		01整備局 セイビキョク		43889.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		岡本辰生		笹岡大輔		丁子信		山内慎平		磯山直佑		須賀佑実子		千田祐一郎												78		0		78		0		80		1		-

		R01d		141119079		令和元年度　名古屋港第3ポートアイランド余水処理計画検討業務		中部		01整備局 セイビキョク		43889.0		（社）水底質浄化技術協会		00009957		建設コンサルタント等		桑原正彦		村上和男		斗沢照夫		江原仁																		76		0		76		0		78		0		-

		R01d		141119080		令和元年度　名古屋港物流機能向上検討業務		中部		01整備局 セイビキョク		43889.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		千田祐一郎		丁子信		須賀佑実子		樗木千紘		岡本辰生																76		0		76		0		78		0		-

		R01d		141119082		令和元年度　名古屋港港湾施設施工技術検討業務		中部		01整備局 セイビキョク		43913.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		洞谷邦弘		川田博司		志村浩美		小椋進																		78		0		78		0		79		0		-

		R01d		141218001		平成30年度　三河港湾事務所監督等補助業務		中部		01整備局 セイビキョク		43921.0		ニシキコンサルタント（株）		00001003		建設コンサルタント等		金子達也		小川一行																						76		0		76		0		76		0		-

		R01d		141219005		平成31年度　三河港潮位データ信頼性維持検討及び風記録整理業務		中部		01整備局 セイビキョク		43921.0		玉野総合コンサルタント（株）		00000087		建設コンサルタント等		近藤泰徳		冨田昌		池尾進		石黒武文																		76		0		76		0		74		0		-

		R01d		141219020		令和元年度　三河港物流効率化検討業務		中部		01整備局 セイビキョク		43889.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		千田祐一郎		丁子信		山内慎平		河原知樹		梶川遥奈		須賀佑実子		樗木千紘		岡本辰生		山本宣永								79		0		79		0		79		0		-

		R01d		141219021		令和元年度　衣浦港防波堤整備効果にかかる施工資料作成業務		中部		01整備局 セイビキョク		43906.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		影地良昭		安波史喬		岩井翔平		新美達也		山下武																78		0		78		0		78		0		-

		R01d		141219026		令和元年度　三河港操業海域検討業務		中部		01整備局 セイビキョク		43889.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		青井浩二		佐藤寛之		五十嵐弘昭		井口謙		風間崇宏		高辻裕史														78		0		78		0		77		0		-

		R01d		141219028		令和元年度　三河港神野地区岸壁補修工法検討業務		中部		01整備局 セイビキョク		43889.0		三井共同建設コンサルタント（株）		00000003		建設コンサルタント等		中村充裕		古山卓司		佐藤翔平		三上康光		山本慶太		西村亜子		瀧澤竜一		近森裕之								松尾智征		79		0		79		0		78		0		78

		R01d		141219030		令和元年度　衣浦港物流効率化検討業務		中部		01整備局 セイビキョク		43889.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		岡本辰生		笹岡大輔		丁子信		山内慎平		千田祐一郎																78		0		78		0		77		0		-

		R01d		141219031		令和元年度　中山水道航路保全対策検討業務		中部		01整備局 セイビキョク		43921.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		影地良昭		安波史喬		岩井翔平		新美達也																平川了治		78		0		78		0		78		0		78

		R01d		141219034		令和元年度　三河湾海域環境再生方策検討業務		中部		01整備局 セイビキョク		43903.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		菅家英朗		森谷粒志		榎並万里子		田中裕作																		76		0		76		0		76		0		-

		R01d		141219037		令和元年度　海底地形探査装置活用検討業務		中部		01整備局 セイビキョク		43913.0		国際航業（株）		00000047		建設コンサルタント等		田邉光一		古田学		三宅宏		松田健也		藤井隆士郎																76		0		76		0		78		0		-

		R01d		141319002		平成31年度　津松阪港事務所監督等補助業務		中部		01整備局 セイビキョク		43921.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		西尾誠市		阿部寛		大湯聡		岩崎二朗		黒澤順一																79		0		79		0		79		0		-

		R01d		141319011		平成31年度　四日市港施設整備計画検討業務		中部		01整備局 セイビキョク		43903.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		岡本辰生		丁子信		山内慎平		磯山直佑		須賀佑実子		千田祐一郎														77		0		77		0		75		0		-

		R01d		141319016		平成31年度　津松阪港津地区(栗真)実施設計		中部		01整備局 セイビキョク		43889.0		中央コンサルタンツ（株）		00000140		建設コンサルタント等		浅野雄史		内廣俊介		吉田昂生		加藤貴裕		荒谷豪		岩崎友彦		丸山貴世		錦織庄吾								高木久徳		77		0		77		0		76		0		81

		R01d		141319019		令和元年度　四日市港臨港道路地下埋設物現況把握検討業務		中部		01整備局 セイビキョク		43889.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		塚田繁		菊池有		近藤浩毅		小澤段																		80		1		80		1		80		1		-

		R01d		141319020		令和元年度　津松阪港海岸(津地区)におけるビーチ利活用方策検討業務		中部		01整備局 セイビキョク		43909.0		（社）日本マリーナ・ビーチ協会		K001709439		建設コンサルタント等		木下明		山下雅人		下本幸嗣		佐藤恒夫		奥康彦																76		0		76		0		77		0		-

		R01d		141418019		平成30年度　津松阪港津地区(栗真)堤防基本設計		中部		01整備局 セイビキョク		43644.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		安田将人		丸井英明		小原陵		槙野公平		松原弘晃		中村隆志		原信彦										上原教善		81		1		81		1		79		0		81

		R01d		141419001		平成31年度　管内港湾・海岸に係る技術資料作成業務		中部		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		赤石正廣																								76		0		76		0		76		0		-

		R01d		141419003		平成31年度　設計技術検討業務		中部		01整備局 セイビキョク		43889.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		春日井康夫		細井晶弘		峯村浩治		守屋正平																		78		0		78		0		77		0		-

		R01d		141419005		平成31年度　伊勢湾水質連続観測実用化検証業務		中部		01整備局 セイビキョク		43917.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		高辻裕史		一柳昌史		永尾謙太郎		風間崇宏																		77		0		77		0		77		0		-

		R01d		141419006		平成31年度　施設診断システム簡易判定評価線更新検討業務		中部		01整備局 セイビキョク		43889.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		曽根照人		瀬戸口修造		山本龍		中垣規子		北野有美		高岡慶人		楠謙吾										杉原弘一		78		0		78		0		78		0		79

		R01d		141419006		平成31年度　施設診断システム簡易判定評価線更新検討業務		中部		01整備局 セイビキョク		43889.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等				海老名正裕		大村厚夫		佐藤昌宏		田所篤博		守屋正平		本田浩隆												78		0		78		0		78		0		-

		R01d		141419011		令和元年度　四日市港防波堤構造検討業務		中部		01整備局 セイビキョク		43917.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		石本健治		森谷拓実		槙野公平		松原弘晃		原信彦		安田将人												上原教善		78		0		78		0		78		0		79

		R01d		141419012		令和元年度　清水港外港防波堤被覆ブロック安定実験		中部		01整備局 セイビキョク		43861.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		長谷川巌		久保田徹		蔭地野勝		柴田邦善																		78		0		78		0		78		0		-

		R01d		141419013		令和元年度　海洋レーダによる海象観測技術高度化検討業務		中部		01整備局 セイビキョク		43889.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		守屋正平		稲田勉		森晴夫		田所篤博		渡部耕平		峯村浩治		川村浩												79		0		79		0		81		1		-

		R01d		141419014		令和元年度　四日市港係留施設設計業務		中部		01整備局 セイビキョク		43921.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		柴田大介		相澤和善		田端優憲		池田剛		案浦侑己		中村秀一												川嶋憲		79		0		79		0		79		0		79

		R01d		141419016		令和元年度　衣浦港外港地区岸壁構造検討業務		中部		01整備局 セイビキョク		43906.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		鈴木信夫		畔柳陽介		新美達也		影地良昭		山下武		宮下健一朗												石河雅典		78		0		78		0		78		0		79

		R01d		150118001		管内技術審査補助業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		高岡佳輝		瀬崎義美		齋藤輝夫		坂口剛		森西弘														高岡佳輝		79		0		79		0		79		0		-

		R01d		150118040		大阪湾港湾等における高潮解析検討等業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43707.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		田所篤博		林洋介		鈴木善光		守屋正平		古澤達也		井瀬肇														80		1		80		1		80		1		-

		R01d		150118040		大阪湾港湾等における高潮解析検討等業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43707.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等				樋口直人		森谷拓実		田中聡		宮本敏行		白井英一		鈴山勝之		中村隆志		原信彦								80		1		80		1		80		1		-

		R01d		150119003		管内水中部施工状況確認業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43921.0		（社）日本潜水協会		00010151		建設コンサルタント等		松井善樹		堀内義孝																						76		0		76		0		76		0		-

		R01d		150119004		港湾整備に係る沿岸気象海象情報の予測情報等提供業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		鈴木善光		吉永泰祐		田所篤博		内田裕之		山本浩之																77		0		77		0		77		0		-

		R01d		150119013		管内資材等価格調査		近畿		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）経済調査会		00005711		建設コンサルタント等		水口晶裕		浅川力一		佐々木淳		井藤浩典																		76		0		76		0		77		0		-

		R01d		150119014		大阪湾海域環境改善に資する適合資材の品質管理マニュアル検討業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43903.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		田中裕作		菅家英朗		木俣陽一																				78		0		78		0		78		0		-

		R01d		150119014		大阪湾海域環境改善に資する適合資材の品質管理マニュアル検討業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43903.0		（財）海域環境研究機構		00219352		建設コンサルタント等				永井秀憲		細川恭史		長島文博		中島正雄																78		0		78		0		78		0		-

		R01d		150119015		大阪湾における次世代内航ユニットロードターミナル形成検討業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43915.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		福田一郎		池田秀文		太田正規		池田忠継		宇於崎泰寛																75		0		75		0		76		0		-

		R01d		150119016		近畿地方太平洋側港湾における複合一貫輸送拠点形成検討業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43915.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		西村壮介		牧野綾		久米俊治		濱明日香		岡部登		佐藤広章														77		0		77		0		78		0		-

		R01d		150119027		港湾施設の維持管理に関する技術検討業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43889.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		稲田勉		林洋介		大村厚夫		春日井康夫		加辺圭太郎		畠山貴之														78		0		78		0		79		0		-

		R01d		150119028		外内貿連続バースの一体的利用による効率化検討業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43889.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		福田一郎		池田忠継		柏木信二		水野正博																		76		0		76		0		77		0		-

		R01d		150119030		管理型海面処分場の早期土地利用に関する検討業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43889.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		池田秀文		石山孝義		太田正規		田中裕作		宇於崎泰寛		福田一郎														77		0		77		0		77		0		-

		R01d		150119031		大阪湾諸港等の港湾事業継続計画検討業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43914.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		上野雅明		橋元良二		一ノ瀬敏		眞山丈夫		佐藤敬																76		0		76		0		74		0		-

		R01d		150119032		コンテナターミナルの段階的な高度化に関する検討業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43889.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		高橋琢磨		鳥居洋		武山陽樹		高橋浩二		中嶋実		飯尾昌和		小玉朋恵		増田龍哉										78		0		78		0		80		1		-

		R01d		150119034		管理型海面処分場の高度利用に関する技術検討業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43909.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		田所篤博		岩崎和弘		林洋介		大村厚夫		稲田勉		春日井康夫		古澤達也												79		0		79		0		76		0		-

		R01d		150119035		阪神港における国際コンテナ戦略港湾政策の深化・加速に係る方策検討業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43909.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		福田一郎		清水邦彦		太田正規		池田忠継		中藤智徳																75		0		75		0		76		0		-

		R01d		150119039		大阪湾港湾等における高潮に関する防災・減災の取り組み検討業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43889.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		田所篤博		佐藤昌宏		谷島義孝		森晴夫		守屋正平		畠山貴之		井瀬肇												78		0		78		0		79		0		-

		R01d		150119040		管内事業説明資料等作成業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43903.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		片山昌大郎		伊藤美樹		武山陽樹		大谷直寛																		76		0		76		0		78		0		-

		R01d		150119041		クルーズ需要拡大に向けた受入環境の施設整備に関する検討業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43903.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		池田秀文		太田正規		池田忠継		中藤智徳		田中裕作		福田一郎														74		0		74		0		75		0		-

		R01d		150119049		波浪観測検討業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43913.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		林洋介		佐藤昌宏		谷島義孝		浜口正志		守屋正平		古澤達也														75		0		75		0		76		0		-

		R01d		151018001		舞鶴港施工状況確認等補助業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		島崎義一		尾崎覚																				島崎義一		79		0		79		0		79		0		-

		R01d		151018020		舞鶴港和田地区道路(上安久線)物件調査等業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43909.0		（株）エイト日本技術開発		00000031		建設コンサルタント等		宮本恵司		吉幸正隆		波多野健二																		春名眞吾		76		0		76		0		78		0		69

		R01d		151019007		舞鶴港和田地区道路(上安久線)立竹木調査業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43909.0		（株）エイト日本技術開発		00000031		建設コンサルタント等		宮本恵司		波多野健二																				春名眞吾		77		0		77		0		79		0		69

		R01d		151019011		舞鶴港和田地区道路(上安久線)付属工詳細設計		近畿		01整備局 セイビキョク		43913.0		セントラルコンサルタント（株）		00000028		建設コンサルタント等		鎌田克也		池永拓人		進藤嵩史		真砂忠宏		藤村昌樹														加古和彦		75		0		75		0		75		0		79

		R01d		151019012		舞鶴港港湾物流影響等検討業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43909.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		千田祐一郎		笹岡大輔		大角和輝		磯山直佑		須賀佑実子		樗木千紘		岡本辰生												79		0		79		0		79		0		-

		R01d		151019013		舞鶴港外みなとカメラ配置計画等検討業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43889.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		大野雅人		村田守		田口雄太		内藤裕司		野添裕貴		原田淳		福田泰久												78		0		78		0		78		0		-

		R01d		151019017		舞鶴港和田地区道路(上安久線)環境予測業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43882.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		神山博志		井上太樹		徐懋		寺田伸子																		79		0		79		0		78		0		-

		R01d		151019018		舞鶴港和田地区道路(上安久線)用地調査点検等技術業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43921.0		（株）四門		00003445		建設コンサルタント等		古家孝浩		永井裕之		舘利久		徳保昭典		永田泰成														後藤修		78		0		78		0		77		0		80

		R01d		151019019		舞鶴港和田地区道路(上安久線)物件調査等業務(第2工区)		近畿		01整備局 セイビキョク		43921.0		（株）エイト日本技術開発		00000031		建設コンサルタント等		澁谷賢司		宮本恵司		吉幸正隆																		春名眞吾		75		0		75		0		77		0		69

		R01d		151019024		舞鶴港和田地区道路(上安久線)土地評価業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43921.0		（株）関西総合鑑定所		XC00001812		建設コンサルタント等		細見幸司		細見幸司		細見幸司		杉若浩孝																細見正博		76		0		76		0		77		0		69

		R01d		151119018		大阪港北港南地区国際海上コンテナターミナル整備事業効果検討業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43914.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		西村壮介		宇野元浩		牧野綾		三荒智也		久米俊治		江田拓真		濱明日香		野々村さやか		佐藤広章								83		1		83		1		84		1		-

		R01d		151119026		大阪港北港南地区航路(-16m)附帯施設沈下解析等検討業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43909.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		市川雅也		井上憲		山下篤郎		岡庭翔一		松平隼人		久田祐輔												安岡啓一		82		1		82		1		81		1		82

		R01d		151119030		大阪港北港南地区航路(-16m)等航行船舶実態調査		近畿		01整備局 セイビキョク		43812.0		（株）ＭＯＬマリン		00007360		建設コンサルタント等		豊島伸匡		福井栄		濱田辰海		北澤文香		井手麻奈美		大竹祐一郎														76		0		76		0		74		0		-

		R01d		151119031		大阪港北港南地区航路(-16m)等施工計画検討業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43909.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		山口匡宏		西原大晴		一色和明		福田健		尾崎竜三		手皮章夫														77		0		77		0		77		0		-

		R01d		151119042		八尾空港エプロン整備計画検討業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43920.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		尾上正浩		後藤元樹		才治和朗		坂井典和																		79		0		79		0		77		0		-

		R01d		151119043		堺泉北港堺2区複合一貫輸送ターミナル検討業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43914.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		牧野綾		久米俊治		濱明日香		西村壮介		岡部登		佐藤広章														79		0		79		0		79		0		-

		R01d		151218040		神戸港工事等に伴う航行安全情報管理業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43921.0		（社）神戸海難防止研究会		K001675226		建設コンサルタント等		宮崎忠弘		荒賀正英		上村健太郎		赤穂進		赤穴紘		秋元金助		堤洋一		後藤紀夫		三木博美								75		0		75		0		75		0		-

		R01d		151218054		神戸港国際海上コンテナターミナル施工計画検討業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43644.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		柏原裕彦		相澤和善		高野向後		村上義和		安部浩史		清水建一朗		本田善之												78		0		78		0		75		0		-

		R01d		151219021		神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等施工計画検討業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43903.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		清水建一朗		黒木賢一		松本範子		長田光希		長谷翔平		宇野勝哉														78		0		78		0		78		0		-

		R01d		151219029		神戸港臨港道路等施工検討業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43909.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		永田享志		芳賀敬二		島崎義一		松下健一		三木隆之		川瀬将														77		0		77		0		74		0		-

		R01d		151219044		神戸港潮流解析業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43903.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		小野健		大久保慧		鈴木綜人		川崎太輝		酒井康彦		泉伸司														78		0		78		0		75		0		-

		R01d		151318007		舞鶴港和田地区道路(上安久線)橋梁詳細設計		近畿		01整備局 セイビキョク		43644.0		八千代エンジニヤリング（株）		00000123		建設コンサルタント等		上田浩章		白川祐太		山口隆憲		田中克典		村田慎		小張裕介												川畑宏志		83		1		83		1		81		1		83

		R01d		151318012		和歌山下津港海岸(海南地区)内海水門護岸(改良)基本設計		近畿		01整備局 セイビキョク		43616.0		八千代エンジニヤリング（株）		00000123		建設コンサルタント等		国生隼人		小山萌弥		永瀬翔平		清水研		八尋蓮		関口翔也		勝山敏		阿部匡浩		天野俊						渡辺健二		79		0		79		0		80		1		81

		R01d		151318032		舞鶴港和田地区道路(上安久線)橋梁等詳細設計		近畿		01整備局 セイビキョク		43886.0		八千代エンジニヤリング（株）		00000123		建設コンサルタント等		山口隆憲		白川祐太		加藤大介		渋谷賢志		真島君騎		田中栄一		稲垣貴広		柳平真志								田中克典		84		1		84		1		83		1		83

		R01d		151318033		ドライドック施設復旧設計		近畿		01整備局 セイビキョク		43665.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		中尾健		金子大介		林利一		古川元一																		76		0		76		0		75		0		-

		R01d		151319002		大阪港北港南地区航路(-16m)汚濁防止施設構造検討業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43815.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		森田整		片山理恵		村上花		松原弘晃		白木喜章		中村隆志		田村圭一		石本健治		安田将人						小野信幸		78		0		78		0		82		1		67

		R01d		151319006		船舶技術検討業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43914.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		菊池俊雄		皿澤薫		木村茂喜		中島武男		長崎義男		神野信行		平山誠		岩月哲三		今井泰男								73		0		73		0		73		0		-

		R01d		151319008		八尾空港A誘導路等実施設計業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43710.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		尾上正浩		塩澤宗卓		後藤元樹		坂井典和																石井毅		78		0		78		0		77		0		79

		R01d		151319010		港湾構造物における摩擦増大用アスファルトマットの長期耐久性能評価業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43810.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		山本修司		佐藤昌宏		宮脇周作		守屋正平		畠山貴之																77		0		77		0		78		0		-

		R01d		151319016		都市型海岸施設の耐震対策検討業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43920.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		林洋介		岩崎和弘		佐藤昌宏		田所篤博		守屋正平		遠藤敏雄		井瀬肇		山崎浩之										78		0		78		0		78		0		-

		R01d		151319016		都市型海岸施設の耐震対策検討業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43920.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等				戎健次		江口拓生		高岡慶人		桑原直範																78		0		78		0		78		0		-

		R01d		151319022		波浪・高潮等に対する新技術への適用検討業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43908.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		田所篤博		林洋介		稲田勉		谷島義孝		春日井康夫		小澤義之		本田浩隆												79		0		79		0		80		1		-

		R01d		151319022		波浪・高潮等に対する新技術への適用検討業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43908.0		八千代エンジニヤリング（株）		00000123		建設コンサルタント等				小山萌弥		永瀬翔平		清水研		国生隼人		渡辺健二														79		0		79		0		80		1		-

		R01d		151319025		大阪湾における環境再生評価検討業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43903.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		建設コンサルタント等		合田賀彦		森航大		菊田昌義		水島康一郎																		78		0		78		0		78		0		-

		R01d		151418001		和歌山下津港等監督補助業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43921.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		石丸守		中井剛		古田秀夫		高美裕司		山本佳行																78		0		78		0		78		0		-

		R01d		151418002		和歌山下津港等施工状況確認等補助業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43921.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等				青柳久		堀田陽一		星加嗣																		78		0		78		0		78		0		-

		R01d		151418002		和歌山下津港等施工状況確認等補助業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		國重康弘		瀬角明		箱田秀信		田邊英之		池澤譲次														國重康弘		78		0		78		0		78		0		-

		R01d		151418016		和歌山港湾事務所庁舎建築設計業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43656.0		（株）都市環境設計		00009527		建設コンサルタント等		大久保誠悟		杉浦康彦		秋山和弘		三木正貴																		79		0		79		0		79		0		-

		R01d		151419007		和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第3工区)詳細設計		近畿		01整備局 セイビキョク		43861.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		安部浩史		上野佳三		田村直貴		蒔苗嘉人		中島滉平		大塚正和		高野向後										清水建一朗		79		0		79		0		76		0		83

		R01d		151419017		和歌山下津港海岸(海南地区)海岸保全施設管理方策検討業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43889.0		（社）日本マリーナ・ビーチ協会		K001709439		建設コンサルタント等		山下雅人		木下明		佐藤恒夫		奥康彦																		77		0		77		0		76		0		-

		R01d		151419019		和歌山下津港北港地区における波浪推算等検討業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43875.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		中村隆志		坂井良輔		森谷拓実		甲原僚子		田中陽二		田中聡		鈴山勝之												79		0		79		0		79		0		-

		R01d		151419020		和歌山下津港防波堤施設における原形復旧に向けた施工計画等検討業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43867.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		川上雅彦		荒木英二		芳賀敬二		志村浩美		國重康弘		川瀬将												櫻井良宏		78		0		78		0		78		0		71

		R01d		151419021		和歌山下津港海岸(海南地区)家屋調査(事前調査)		近畿		01整備局 セイビキョク		43914.0		（株）ファノバ		00001673		建設コンサルタント等		冨永弘実		蔵下貴博																				藤本勉		76		0		76		0		75		0		80

		R01d		151419031		和歌山下津港海岸(海南地区)実施設計等業務		近畿		01整備局 セイビキョク		43920.0		協同エンジニアリング（株）		00000569		建設コンサルタント等		富安良一		山田麻矢		水野満博		荒木健人		松原恭博		森京介												澤田守		81		1		81		1		79		0		83

		R01d		160118001		管内発注資料作成補助業務		中国		01整備局 セイビキョク		43889.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		中川裕介		友田和良		大上博志		毛利聖		山下仁																77		0		77		0		77		0		-

		R01d		160118011		中国地方におけるクルーズ振興に向けた方策検討業務		中国		01整備局 セイビキョク		43581.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		福田一郎		西畑剛		田中三郎		西土井誠		港絢子																76		0		76		0		77		0		-

		R01d		160118011		中国地方におけるクルーズ振興に向けた方策検討業務		中国		01整備局 セイビキョク		43581.0		セントラルコンサルタント（株）		00000028		建設コンサルタント等				西田敦史		神野竜之介		伊東弘人		西谷真洋																76		0		76		0		77		0		-

		R01d		160119002		港湾整備に係る沿岸気象海象情報の予測情報等提供業務		中国		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		鈴木善光		吉永泰祐		春日井康夫		内田裕之		山本浩之																77		0		77		0		75		0		-

		R01d		160119003		潜水による水中部施工状況確認業務		中国		01整備局 セイビキョク		43921.0		（社）日本潜水協会		00010151		建設コンサルタント等		松井善樹		堀内義孝																						77		0		77		0		77		0		-

		R01d		160119004		資材価格等調査		中国		01整備局 セイビキョク		43915.0		（財）経済調査会		00005711		建設コンサルタント等		柴田康史		向井達也																						78		0		78		0		76		0		-

		R01d		160119005		船舶技術検討業務		中国		01整備局 セイビキョク		43917.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		平山誠		福富泰		木村茂喜		藤田秀雄		神野信行		岩月哲三		上坂賢三		今井泰男										73		0		73		0		73		0		-

		R01d		160119011		中国地方におけるコンテナ物流効率化検討業務		中国		01整備局 セイビキョク		43889.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		水野正博		苣木かおり		山本涼平		宇於崎泰寛																		73		0		73		0		73		0		-

		R01d		160119014		瀬戸内海・山陰地方におけるクルーズ振興に関するアクションプラン検討業務		中国		01整備局 セイビキョク		43913.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		福田一郎		西畑剛		港絢子		田中三郎		中野敏彦																81		1		81		1		82		1		-

		R01d		160119015		港湾施設の点検・診断の効率化に関する技術検討業務		中国		01整備局 セイビキョク		43889.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		佐藤昌宏		林洋介		稲田勉		谷島義孝		森本悟司		小澤義之		本田浩隆												80		1		80		1		80		1		-

		R01d		160119016		瀬戸内海総合水質調査データ整理等業務		中国		01整備局 セイビキョク		43889.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		建設コンサルタント等		正田孝明		門谷綱祐		菊田昌義		久子克昭																		76		0		76		0		75		0		-

		R01d		161018004		境港等施工状況確認等補助業務		中国		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		梶谷則正		岩谷健吾																						79		0		79		0		79		0		-

		R01d		161019001		境港等監督等補助業務		中国		01整備局 セイビキョク		43921.0		ニシキコンサルタント（株）		00001003		建設コンサルタント等		細井明		金田博之		渡邉清之																				77		0		77		0		77		0		-

		R01d		161019015		島根県内港湾施設整備効果検討業務		中国		01整備局 セイビキョク		43798.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		牧野綾		久米俊治		濱明日香		西村壮介		曽根照人		岡部登		佐藤広章												77		0		77		0		76		0		-

		R01d		161019017		境港港湾施設整備手法等検討業務		中国		01整備局 セイビキョク		43812.0		三井共同建設コンサルタント（株）		00000003		建設コンサルタント等		中村充裕		古山卓司		山本慶太		西村亜子		近森裕之		冨田薫														77		0		77		0		75		0		-

		R01d		161019021		浜田港福井地区岸壁(-12m)改良検討業務		中国		01整備局 セイビキョク		43909.0		中電技術コンサルタント（株）		00000063		建設コンサルタント等		近藤良		江川英仁		田中晶典		岩本典丈		橋本淳		木下真吾		宮本浩司		日高康之		北出圭介						上田昭彦		77		0		77		0		78		0		78

		R01d		161019022		美保飛行場エプロン改良等調査検討業務		中国		01整備局 セイビキョク		43920.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		尾上正浩		片柳敦喜		廣田真喜子																		石井毅		79		0		79		0		78		0		80

		R01d		161019027		鳥取港港内静穏度検討業務		中国		01整備局 セイビキョク		43878.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		山田貴裕		坂井良輔		甲原僚子																				79		0		79		0		76		0		-

		R01d		161019031		境港外港昭和南地区岸壁(-13m)改良検討業務		中国		01整備局 セイビキョク		43889.0		（株）エイト日本技術開発		00000031		建設コンサルタント等		丹下英雄		野村昌平		藤原拓哉		後藤成秀		森永一也		板野誠司		福島康宏		後藤朋子										81		1		81		1		80		1		-

		R01d		161019032		境港外港竹内南地区岸壁(-10m)等維持管理計画書作成業務		中国		01整備局 セイビキョク		43903.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		黒木敬司		下地雅俊		中平達也		福田孝晴		倉持雅彦																75		0		75		0		76		0		-

		R01d		161019033		浜田港福井地区整備計画検討業務		中国		01整備局 セイビキョク		43920.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		石本健治		團村肇		坂井良輔		槙野公平		川名清三		宮本敏行		松原弘晃		白井英一		安田将人						上原教善		79		0		79		0		80		1		78

		R01d		161118005		水島港監督等補助業務		中国		01整備局 セイビキョク		43921.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		下倉良一		井上和久		大川慎吾		黒瀬順一郎																		78		0		78		0		78		0		-

		R01d		161118037		水島港玉島地区航路・泊地(-12m)等航行安全管理業務		中国		01整備局 セイビキョク		43769.0		（社）瀬戸内海海上安全協会		K001669930		建設コンサルタント等		永山哲弘		寺田昭人		福本勝海		藤岡親志																		76		0		76		0		76		0		-

		R01d		161119013		水島港玉島地区岸壁(-12m)等維持管理計画策定業務		中国		01整備局 セイビキョク		43889.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		岡崎健		三嶋英夫		倉田孝幸		小西陽右		加藤哲也		芋野智成												寺島彰人		77		0		77		0		76		0		80

		R01d		161119016		水島港玉島地区家屋等調査(事後)		中国		01整備局 セイビキョク		43915.0		（株）エイト日本技術開発		00000031		建設コンサルタント等		大草実		馬屋原誠司		関勇二		山本治寿																春名眞吾		80		1		80		1		74		0		95

		R01d		161119024		水島港整備効果検討業務		中国		01整備局 セイビキョク		43889.0		（株）アルファ水工コンサルタンツ		00000066		建設コンサルタント等		堀江岳人		井鳥聖也		小川昌美		浦島遼平		橋本孝治																83		1		83		1		83		1		-

		R01d		161119027		水島港環境修復検討業務		中国		01整備局 セイビキョク		43889.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		建設コンサルタント等		岡部克顕		岩村栄世		松田咲実		菊田昌義		立石賢吾		下野緑		西村和一郎		安宅政志										82		1		82		1		82		1		-

		R01d		161119028		水島港係留施設検討業務		中国		01整備局 セイビキョク		43913.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		添田洋		後藤洋之		鈴木雄太		寺本昭		澤田天														内山一郎		79		0		79		0		78		0		81

		R01d		161119029		船舶建造技術検討業務		中国		01整備局 セイビキョク		43917.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		野村剛		皿澤薫		長崎義男		藤田秀雄		亀井修		上坂賢三		澤明		菊池俊雄										76		0		76		0		76		0		-

		R01d		161218051		福山港漁業補償調査業務		中国		01整備局 セイビキョク		43769.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		合田耕一		志津馬沙帆 ココロザシ ツ ウマ スナホ		野元彰人 ノモト アキト		福嶋正博																		79		0		79		0		75		0		-

		R01d		161218068		福山港における浚渫等土砂の処分計画検討業務		中国		01整備局 セイビキョク		43676.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		春日井康夫		稲田勉		森晴夫		田所篤博		古澤達也		遠藤敏雄		井瀬肇												78		0		78		0		78		0		-

		R01d		161218068		福山港における浚渫等土砂の処分計画検討業務		中国		01整備局 セイビキョク		43676.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等				高野向後		片山昌大郎		久保田崇仁		安部浩史		清水建一朗														78		0		78		0		78		0		-

		R01d		161218069		広島空港滑走路端安全区域概略検討業務		中国		01整備局 セイビキョク		43763.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		尾上正浩		片柳敦喜		塩澤宗卓		才治和朗		桜井裕也		椎葉徹治		土肥野隆史		坂井典和								石井毅		79		0		79		0		78		0		79

		R01d		161219012		広島港海岸整備効果検討業務		中国		01整備局 セイビキョク		43819.0		（株）エイト日本技術開発		00000031		建設コンサルタント等		板野誠司		野村昌平		藤原拓哉		後藤成秀		森永一也		後藤朋子												土屋善浩		78		0		78		0		78		0		80

		R01d		161219014		福山港航行安全対策検討業務		中国		01整備局 セイビキョク		43824.0		（社）瀬戸内海海上安全協会		K001669930		建設コンサルタント等		永山哲弘		寺田昭人		福本勝海		小貫真理子																		74		0		74		0		76		0		-

		R01d		161219017		福山港埋立承認申請図書作成業務		中国		01整備局 セイビキョク		43824.0		中電技術コンサルタント（株）		00000063		建設コンサルタント等		宮本浩司		江川英仁		田中晶典		広兼元		近藤良		木下真吾		増本育子												80		1		80		1		81		1		-

		R01d		161219025		福山港施工検討等業務		中国		01整備局 セイビキョク		43915.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		中川裕介		大上博志		友田和良		櫻井良宏		毛利聖		石井康貴														84		1		84		1		84		1		-

		R01d		161219034		広島港海岸中央西地区(吉島)家屋調査(事前)		中国		01整備局 セイビキョク		43735.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		野々村匡史		刈谷友紀		川合崇		山中清次		阿部浩次郎																79		0		79		0		76		0		-

		R01d		161219035		管内事業整備効果検討業務		中国		01整備局 セイビキョク		43903.0		中電技術コンサルタント（株）		00000063		建設コンサルタント等		岩本典丈		塚野真美		田多一史		厚井恵子		日高康之																77		0		77		0		77		0		-

		R01d		161219041		福山港細部設計等業務		中国		01整備局 セイビキョク		43909.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		坂本貴光		鳥飼千晶		澤田天		堤光一郎		久保浩司														安野経治		79		0		79		0		78		0		81

		R01d		161219044		福山港細部設計等業務(その2)		中国		01整備局 セイビキョク		43908.0		（株）エイト日本技術開発		00000031		建設コンサルタント等		後藤朋子		野村昌平 ノムラ ショウヘイ		藤原拓哉 フジハラ タクヤ		後藤成秀 ゴトウ ナ ヒデ		玉置康雄 タマキ ヤスオ		板野誠司 イタノ セイジ												土屋善浩		80		1		80		1		80		1		81

		R01d		161219053		福山港細部設計等業務(その3)		中国		01整備局 セイビキョク		43913.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		水野博史		山下篤郎		岡庭翔一		小走規浩		市川雅也		岡本経孝												安岡啓一		78		0		78		0		76		0		80

		R01d		161219063		広島港出島地区整備検討業務		中国		01整備局 セイビキョク		43915.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		山口匡宏		西原大晴		一色和明		福田健		村上裕宣		尾崎竜三												手皮章夫		82		1		82		1		82		1		82

		R01d		161318004		徳山下松港等施工状況確認等補助業務		中国		01整備局 セイビキョク		43921.0		（株）クローバーエンジニアリング		00008563		建設コンサルタント等				二宮正紀		酒本伸二																				77		0		77		0		77		0		-

		R01d		161318004		徳山下松港等施工状況確認等補助業務		中国		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		小林健二		藤田雅英																						77		0		77		0		77		0		-

		R01d		161318005		徳山下松港等監督等補助業務		中国		01整備局 セイビキョク		43921.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		中尾正治		石丸勇介		清水征二		中岡孝之		河村雅美		佐渡原光誠														79		0		79		0		79		0		-

		R01d		161318018		徳山下松港下松地区桟橋(-19m)細部設計		中国		01整備局 セイビキョク		43769.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		寺島彰人		影地良昭		小西陽右		鈴木信夫		加藤哲也		芋野智成												天野紀		79		0		79		0		78		0		81

		R01d		161318026		徳山下松港下松地区桟橋(-19m)跨橋部等細部設計		中国		01整備局 セイビキョク		43644.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		田中文彦		鳥飼千晶		大西智之		堤光一郎		岩崎賢一		久保浩司		稲葉育祐		小池麻里		坂本貴光						安野経治		78		0		78		0		76		0		81

		R01d		161318032		徳山下松港下松地区桟橋(-19m)渡橋部細部設計		中国		01整備局 セイビキョク		43644.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		坂本貴光		鳥飼千晶		大西智之		山口孝幸		堤光一郎		岩崎賢一		久保浩司										安野経治		79		0		79		0		78		0		81

		R01d		161318050		徳山下松港徳山地区航路(-14m)航行安全管理業務		中国		01整備局 セイビキョク		43714.0		（社）瀬戸内海海上安全協会		K001669930		建設コンサルタント等		永山哲弘		寺田昭人		福本勝海		藤岡親志																		75		0		75		0		75		0		-

		R01d		161318055		宇部港本港地区航行安全管理業務		中国		01整備局 セイビキョク		43789.0		（社）西部海難防止協会		K001658016		建設コンサルタント等		松下誠		松本昌之 マツモト アキラ ノ		濱田大策 ハマダ ダイ サク		松永義憲 マツナガ ヨシノリ		杉原和夫 スギハラ カズオ																75		0		75		0		75		0		-

		R01d		161319001		宇部港等施工状況確認補助業務		中国		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		小林健二																								77		0		77		0		77		0		-

		R01d		161319002		宇部港等監督等補助業務		中国		01整備局 セイビキョク		43921.0		ニシキコンサルタント（株）		00001003		建設コンサルタント等		金子達也																								78		0		78		0		78		0		-

		R01d		161319003		岩国港臨港道路整備事業監理業務の実施体制の強化に関する試行検討業務		中国		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		中川裕介		大石和彦		合田聖一																				78		0		78		0		78		0		-

		R01d		161319004		管内港湾整備計画検討業務		中国		01整備局 セイビキョク		43909.0		中電技術コンサルタント（株）		00000063		建設コンサルタント等		岩本典丈		塚野真美		木下真吾		田多一史		厚井恵子		日高康之														83		1		83		1		79		0		-

		R01d		161319005		岩国港臨港道路整備効果検討業務		中国		01整備局 セイビキョク		43861.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		藤見俊彦		傅梟雄		逸見啓輔		鈴木健嗣																		78		0		78		0		74		0		-

		R01d		161319006		徳山下松港土砂処分場沈下計測等業務		中国		01整備局 セイビキョク		43915.0		復建調査設計（株）		00000032		建設コンサルタント等		高宮晃一		米浦大輔		松本晶子		藤原朱里		竹村薫		金徳圭三												山田和弘		79		0		79		0		79		0		80

		R01d		161319009		岩国港臨港道路修正設計		中国		01整備局 セイビキョク		43889.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		植村亮		山時翔		辰巳綾菜		田村史絵																白川修		75		0		75		0		76		0		76

		R01d		161319015		宇部港維持管理計画作成業務		中国		01整備局 セイビキョク		43819.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		水野博史		小走規浩		岡本経孝																				77		0		77		0		75		0		-

		R01d		161319018		徳山下松港徳山地区岸壁(-12m)付属施設整備検討業務		中国		01整備局 セイビキョク		43915.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		水野博史		井上憲		小走規浩		岡本経孝		伍井稔														安岡啓一		76		0		76		0		73		0		89

		R01d		161319027		岩国港臨港道路詳細設計		中国		01整備局 セイビキョク		43909.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		籠谷統啓		藤岡健祐		福代康文		川久保槙二		鬼本英憲		牛島忠史												谷口丈志		77		0		77		0		77		0		77

		R01d		161418010		管内の港湾施設等に係る技術的支援に関する調査等検討業務		中国		01整備局 セイビキョク		43677.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		梶谷卓美		林洋介		菅野高弘		小澤義之		田所篤博		藤岡淳		海老名正裕												78		0		78		0		78		0		-

		R01d		161418018		リサイクル材を活用した経済的な港湾構造物等に関する技術的検討業務		中国		01整備局 セイビキョク		43735.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		林洋介		春日井康夫		岡田理		加辺圭太郎		遠藤敏雄		蛭川愛志														79		0		79		0		78		0		-

		R01d		161418019		福山港箕沖地区岸壁(-10m)基本設計		中国		01整備局 セイビキョク		43707.0		（株）エイト日本技術開発		00000031		建設コンサルタント等		武田靖男		高木一毅		荻野和剛		末葭良太		佐々木章夫		関勇二		丹下英雄		森本茂之								館野俊之		76		0		76		0		76		0		81

		R01d		161418020		福山港箕島地区岸壁(-12m)基本設計		中国		01整備局 セイビキョク		43672.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		石河雅典		大澤史崇		諸澤朱里		小西陽右		江田周次郎		芋野智成												寺島彰人		83		1		83		1		82		1		83

		R01d		161419001		瀬戸内海の環境修復技術に関する検討業務		中国		01整備局 セイビキョク		43889.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		首藤啓		守屋良美		太田正規		田中裕作		西土井誠																77		0		77		0		78		0		-

		R01d		161419002		浜田港福井地区防波堤(新北)基本設計		中国		01整備局 セイビキョク		43798.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		團村肇		安田将人 ヤスタ マサト		小原陵 オハラ リョウ		三枝巧 ミエ タク		西村和真 ニシムラ カズ シン		原信彦 ハラ シン ヒコ		中村隆志 ナカムラ タカ ココロザ										石本健治		84		1		84		1		83		1		83

		R01d		161419006		管内航路・泊地埋没対策等検討業務		中国		01整備局 セイビキョク		43889.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		高山知司		岩崎和弘		林洋介		稲田勉		森晴夫		春日井康夫		渡部耕平		守屋正平										79		0		79		0		81		1		-

		R01d		161419006		管内航路・泊地埋没対策等検討業務		中国		01整備局 セイビキョク		43889.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等				成毛辰徳		酒井康彦		岡本経孝		水野博史		伍井稔														79		0		79		0		81		1		-

		R01d		161419010		瀬戸内海の環境修復技術に関する影響の評価検討業務		中国		01整備局 セイビキョク		43889.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		酒井康彦		秋元彩渚		鈴木綜人		小野健		泉伸司		水野博史														79		0		79		0		80		1		-

		R01d		161419011		潮位観測データ解析・信頼性確認検討業務		中国		01整備局 セイビキョク		43889.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		三浦裕司		平中陸		椙村淑未		水野博史																		78		0		78		0		76		0		-

		R01d		161419016		リサイクル材を活用した経済的な港湾構造物等に関する技術的検討業務		中国		01整備局 セイビキョク		43889.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		林洋介		海老名正裕		大村厚夫		加辺圭太郎		田所篤博		山崎浩之														78		0		78		0		77		0		-

		R01d		170118001		管内工事技術審査補助業務		四国		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		後藤文男		原紀彦		海野政彦		宮竹秀典		吉田勝明		吉廣幸治												綱内博之		76		0		76		0		76		0		-

		R01d		170118026		GPS波浪計係留方策検討業務		四国		01整備局 セイビキョク		43735.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		大村厚夫		林洋介		森晴夫		浜口正志		田所篤博		守屋正平		川村浩		井瀬肇		佐藤昌宏								78		0		78		0		79		0		-

		R01d		170118029		四国におけるクルーズ船受入拡大に向けた検討業務		四国		01整備局 セイビキョク		43677.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		池田秀文		西畑剛		田中三郎		生巣武		田中裕作		福田一郎														77		0		77		0		77		0		-

		R01d		170119002		管内水中部施工状況確認業務		四国		01整備局 セイビキョク		43917.0		（社）日本潜水協会		00010151		建設コンサルタント等		松井善樹		堀内義孝																						75		0		75		0		75		0		-

		R01d		170119003		港湾整備に係る沿岸気象海象情報の予測情報等提供業務		四国		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		鈴木善光		吉永泰祐		守屋正平		内田裕之		山本浩之																76		0		76		0		77		0		-

		R01d		170119004		管内港湾等発注補助業務		四国		01整備局 セイビキョク		43915.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		後藤文男		吉廣幸治		宮竹秀典																		後藤文男		77		0		77		0		77		0		-

		R01d		170119006		船舶実施設計業務  		四国		01整備局 セイビキョク		43889.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		岩月哲三		皿澤薫		福富泰		長崎義男		神野信行		上坂賢三		今井泰男												75		0		75		0		72		0		-

		R01d		170119009		港湾施設等の維持管理に係る技術力向上検討業務		四国		01整備局 セイビキョク		43861.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		稲田勉		小澤義之		渡部耕平		守屋正平																		77		0		77		0		76		0		-

		R01d		170119011		四国の港湾施設整備に資する輸出入コンテナ貨物流動分析等業務		四国		01整備局 セイビキョク		43882.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等				山本涼平		宇於崎泰寛																				77		0		77		0		73		0		-

		R01d		170119011		四国の港湾施設整備に資する輸出入コンテナ貨物流動分析等業務		四国		01整備局 セイビキョク		43882.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		三溝裕之		古谷隆之		田中敦士																				77		0		77		0		73		0		-

		R01d		170119014		四国の海上における南海トラフ地震対策検討業務		四国		01整備局 セイビキョク		43906.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		上野雅明		稲田憲武		森田雅裕		佐藤敬		八木英紀																76		0		76		0		77		0		-

		R01d		170119017		四国における内貿ユニットロード輸送の高度化構想検討業務		四国		01整備局 セイビキョク		43917.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		白井英一		花井健太		宮川駿也		榎本真久		宮本敏行		安田将人														79		0		79		0		76		0		-

		R01d		170119017		四国における内貿ユニットロード輸送の高度化構想検討業務		四国		01整備局 セイビキョク		43917.0		（株）日本海洋科学		00004034		建設コンサルタント等				西澤慶介		岡野匡		久下剛也		岡田尚樹		原大地														79		0		79		0		76		0		-

		R01d		170119018		海域特性を踏まえたGPS波浪計の係留手法検討業務		四国		01整備局 セイビキョク		43917.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		大村厚夫		林洋介		稲田勉		春日井康夫		浜口正志		遠藤敏雄		井瀬肇												77		0		77		0		77		0		-

		R01d		170119020		浚渫土砂活用方策検討業務		四国		01整備局 セイビキョク		43908.0		（社）水底質浄化技術協会		00009957		建設コンサルタント等		小島洋		川西龍一		斗沢照夫		江原仁		唐澤仁士																76		0		76		0		76		0		-

		R01d		171018020		備讃瀬戸航路航行安全対策検討業務		四国		01整備局 セイビキョク		43707.0		（社）瀬戸内海海上安全協会		K001669930		建設コンサルタント等		寺田昭人		福本勝海		永山哲弘		小貫真理子																		72		0		72		0		72		0		-

		R01d		171018021		備讃瀬戸航路船舶航行解析業務		四国		01整備局 セイビキョク		43714.0		（株）日本海洋科学		00004034		建設コンサルタント等		島津雅納		高橋浩子		上妻清剛		岩切茂		岡田尚樹		原大地														78		0		78		0		78		0		-

		R01d		171018022		備讃瀬戸航路漁業補償調査業務		四国		01整備局 セイビキョク		43728.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		合田耕一		村山泰明		野元彰人		福嶋正博																		78		0		78		0		77		0		-

		R01d		171019008		高松空港滑走路端安全区域予備設計		四国		01整備局 セイビキョク		43735.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		亀井慎一郎		竹井義博		尾上正浩		久野了史		平野猛也														石井毅		78		0		78		0		78		0		69

		R01d		171019013		水質・底質分析試験		四国		01整備局 セイビキョク		43909.0		（株）環境防災		00000228		建設コンサルタント等		吉見準也		末松知也		森川悌		田根由佳里																		77		0		77		0		77		0		-

		R01d		171019015		坂出港番の州物揚場改良設計		四国		01整備局 セイビキョク		43721.0		（株）東光コンサルタンツ		00000008		建設コンサルタント等		荻正則		入江新吾		片渕信人		井上祐一朗																		74		0		74		0		72		0		-

		R01d		171019027		高松港朝日地区整備効果検討業務		四国		01整備局 セイビキョク		43889.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		牧野綾		久米俊治		濱明日香		真期俊行		西村壮介		西尾岳裕		野々村さやか		佐藤広章										81		1		81		1		76		0		-

		R01d		171019020		高松港朝日地区航行安全管理業務 タカマツコウ アサヒ チク コウコウ アンゼン カンリ ギョウム		四国 シコク		01整備局 セイビキョク		43738.0		（社）瀬戸内海海上安全協会 シャ セトナイカイ カイジョウ アンゼン キョウカイ		K001669930		建設コンサルタント等 ケンセツ ナド		永山哲弘 ナガヤマ テツヒロ		寺田昭人 テラダ アキト		福本勝海 フクモト カツ ウミ		藤岡親志 フジオカ オヤ ココロザシ																		77		0		77		0		77		0		-

		R01d		171118020		松山港外港地区岸壁(-13m)等施工検討業務		四国		01整備局 セイビキョク		43605.0		中央コンサルタンツ（株）		00000140		建設コンサルタント等		浅野雄史		福井裕也		内廣俊介		荒谷豪		岩崎友彦		丸山貴世		錦織庄吾												76		0		76		0		76		0		-

		R01d		171118030		松山空港エプロン改良実施設計		四国		01整備局 セイビキョク		43616.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		尾上正浩		廣田真喜子																				石井毅		77		0		77		0		74		0		79

		R01d		171118038		松山港外港地区航行安全対策検討業務		四国		01整備局 セイビキョク		43889.0		（社）瀬戸内海海上安全協会		K001669930		建設コンサルタント等		寺田昭人		福本勝海		永山哲弘		小貫真理子																		73		0		73		0		70		0		-

		R01d		171119018		水質・底質分析試験		四国		01整備局 セイビキョク		43915.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		建設コンサルタント等		山本恭資		坂元亮介		小田隆司																				76		0		76		0		72		0		-

		R01d		171119020		東予港中央地区航行安全管理業務		四国		01整備局 セイビキョク		43782.0		（社）瀬戸内海海上安全協会		K001669930		建設コンサルタント等		寺田昭人		福本勝海		永山哲弘		藤岡親志																		74		0		74		0		73		0		-

		R01d		171119028		松山空港道路駐車場整備検討業務		四国		01整備局 セイビキョク		43917.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		尾上正浩		竹井義博		廣田真喜子		白木信光		才治和朗		平野猛也		坂井典和										石井毅		76		0		76		0		76		0		79

		R01d		171119032		東予港中央地区施工検討等業務 トウヨコウ チュウオウチク セコウ ケントウ ナド ギョウム		四国 シコク		01整備局 セイビキョク		43903.0		（株）エイト日本技術開発 ニホン ギジュツ カイハツ		00000031		建設コンサルタント等 ケンセツ ナド		丹下英雄 タンゲ エイユウ		佐々木章夫 ササキ アキ オット		伊達明彦 ダテ アカ ヒコ		合田洋一 ゴウダ ヨウイチ		入川史義 イ カワ フミ ギ		紺藤一人 コン フジ イチ ヒト		寺岡豊彦 テラオカ トヨヒコ		五百木耕二 イツ ヒャク キ タガヤ ニ		山本靖志 ヤマモト ヤスシ								76		0		76		0		76		0		-

		R01d		171218001		小松島港湾・空港整備事務所品質監視等補助業務		四国		01整備局 セイビキョク		43915.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		志摩成人		梶坂昇司		三好宏昌																				78		0		78		0		78		0		-

		R01d		171218002		小松島港湾・空港整備事務所監督等補助業務		四国		01整備局 セイビキョク		43915.0		（株）エイト日本技術開発		00000031		建設コンサルタント等		日笠一志		西野満		大村裕樹		新谷邦能		青木活文																78		0		78		0		78		0		-

		R01d		171218010		徳島小松島港中期整備計画検討業務		四国		01整備局 セイビキョク		43738.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		白井英一		花井健太		宮川駿也		榎本真久		宮本敏行																83		1		83		1		80		1		-

		R01d		171219010		徳島小松島港本港地区岸壁(-9m)改良検討業務		四国		01整備局 セイビキョク		43889.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		勝俣優		大角和輝		小田隼也		福田健		江原千尋		村上裕宣		尾崎竜三										手皮章夫		79		0		79		0		78		0		81

		R01d		171219017		徳島小松島港赤石地区等施工検討業務		四国		01整備局 セイビキョク		43889.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		田中文彦		長沢洋一		寺本昭		大西智之																		78		0		78		0		78		0		-

		R01d		171219008		水質・底質分析試験 スイシツ テイシツ ブンセキ シケン		四国 シコク		01整備局 セイビキョク		43903.0		（株）環境防災 カンキョウ ボウサイ		00000228		建設コンサルタント等		森川悌 モリカワ テイ		吉見準也 ヨシミ ジュン ナリ		末松知也 スエマツ シ ナリ		吉見陽子 ヨシミ ヨウコ																		76		0		76		0		73		0		-

		R01d		171318001		高知港湾・空港整備事務所品質監視等補助業務(高知港外)		四国		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		海野政彦		渡辺真一		吉廣幸治		山口亨		佐野正佳		江戸田章弘		前田史男												77		0		77		0		77		0		-

		R01d		171318002		高知港湾・空港整備事務所品質監視等補助業務(須崎港外)		四国		01整備局 セイビキョク		43921.0		マリンテクノロジー（株）		00008926		建設コンサルタント等		山本雅之		疋田雅彦		杉野原司		山本昌信		渡部信																77		0		77		0		77		0		-

		R01d		171318054		高知港海岸等映像伝送システム設計業務		四国		01整備局 セイビキョク		43581.0		（株）東峯技術コンサルタント		00000303		建設コンサルタント等		遠藤大伸		西田芳樹		津本直樹		藤岡宏彰		平井郁二		溝口重一												河野隆章		75		0		75		0		72		0		80

		R01d		171319011		GPS波浪計基本設計等業務		四国		01整備局 セイビキョク		43738.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		佐藤昌宏		林洋介		森晴夫		春日井康夫		守屋正平		古澤達也		井瀬肇												78		0		78		0		77		0		-

		R01d		171319027		高知港海岸整備効果検討業務		四国		01整備局 セイビキョク		43906.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		原信彦		樋口直人		宮川駿也		宮本敏行		白井英一														田中聡		77		0		77		0		71		0		93

		R01d		171319030		須崎港環境影響検討業務		四国		01整備局 セイビキョク		43875.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		建設コンサルタント等		島田久子		馬込伸哉		白井秀和		菊田昌義		久子克昭		奥村邦明														78		0		78		0		72		0		-

		R01d		171319032		室津港室津地区静穏度検討業務		四国		01整備局 セイビキョク		43861.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		伍井稔		渡辺卓也		大野正博		杉浦幸彦		水野博史		加地智彦												上田茂		77		0		77		0		71		0		93

		R01d		171319056		高知港における港湾・海岸保全施設の整備方策検討業務		四国		01整備局 セイビキョク		43906.0		（社）日本マリーナ・ビーチ協会		K001709439		建設コンサルタント等		木下明		山下雅人		下本幸嗣		佐藤恒夫		奥康彦																77		0		77		0		73		0		-

		R01d		171418012		高知港海岸水門予備設計		四国		01整備局 セイビキョク		43574.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等				横山伸幸		藤原圭哉		涌井健		佐藤誠一		齋藤利則														78		0		78		0		77		0		-

		R01d		171418012		高知港海岸水門予備設計		四国		01整備局 セイビキョク		43574.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		高山知司		林洋介		森本悟司		守屋正平		畠山貴之		清宮理												大村厚夫		78		0		78		0		77		0		81

		R01d		171419003		管内技術課題検討業務		四国		01整備局 セイビキョク		43909.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		稲田勉		林洋介		加辺圭太郎		古澤達也																森晴夫		79		0		79		0		78		0		83

		R01d		171419006		防災総合数値解析システム改良業務		四国		01整備局 セイビキョク		43889.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		原信彦		樋口直人		森谷拓実		中村隆志																田中聡		78		0		78		0		78		0		78

		R01d		171419008		宿毛湾港池島地区防波堤(2)断面検討業務		四国		01整備局 セイビキョク		43903.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		安田将人		樋口直人		小原陵		三枝巧		西村和真		原信彦												石本健治		80		1		80		1		80		1		81

		R01d		171419013		潮位観測データ解析・信頼性確認検討業務		四国		01整備局 セイビキョク		43909.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		竹内一浩		平中陸		吉田一全																				77		0		77		0		76		0		-

		R01d		171419013		潮位観測データ解析・信頼性確認検討業務		四国		01整備局 セイビキョク		43909.0		（社）海洋調査協会		00009906		建設コンサルタント等				山口晶敬		安立重昭																				77		0		77		0		76		0		-

		R01d		180118001		平成30年度九州地方整備局管内港湾・空港等技術審査補助業務		九州		01整備局 セイビキョク		43917.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		高田忠宏		片平昌毅		岐部政利		小西貴晃		岐部政利														上田彰		78		0		78		0		78		0		-

		R01d		180118018		平成30年度みなとカメラ設置検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43728.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		八木英紀		鈴木武																				上野雅明		78		0		78		0		71		0		85

		R01d		180119006		平成31年度港湾整備に係る沿岸気象海象情報の予測情報等提供業務		九州		01整備局 セイビキョク		43921.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		鈴木善光		吉永泰祐		春日井康夫		内田裕之		山本浩之																78		0		78		0		80		1		-

		R01d		180119007		平成31年度資材価格等調査		九州		01整備局 セイビキョク		43909.0		（財）経済調査会		00005711		建設コンサルタント等		中村敏明		猿渡大輔		森山慎太郎																				75		0		75		0		75		0		-

		R01d		180119008		平成31年度九州地方整備局管内水中部施工状況確認業務		九州		01整備局 セイビキョク		43920.0		（社）日本潜水協会		00010151		建設コンサルタント等		吉村文雄		入尾野幸雄																						75		0		75		0		75		0		-

		R01d		180119009		令和元年度港湾施設の維持管理に係わる技術向上検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43889.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		稲田勉		海老名正裕		佐藤昌宏		森晴夫		田所篤博		古澤達也		服部俊朗												78		0		78		0		78		0		-

		R01d		180119010		令和元年度九州地域における発着拠点港湾整備計画検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43892.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		福田一郎		田中三郎		宮崎秀秋		柏木信二																		79		0		79		0		81		1		-

		R01d		180119011		令和元年度クルーズ関連専門的情報収集による施設整備方策検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43899.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		西土井誠		田中三郎		太田正規		宮崎秀秋		柏木信二		福田一郎														79		0		79		0		81		1		-

		R01d		180119012		令和元年度九州管内の内航フェリー・ROROターミナルの機能強化検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43900.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		西畑剛		宮崎秀秋		池田忠継		西土井誠		宇於崎泰寛																79		0		79		0		79		0		-

		R01d		180119018		令和元年度港湾空間を核とした魅力あるみなとづくり方策検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43909.0		（社）ウォーターフロント協会		K001772359		建設コンサルタント等		平尾壽雄		藤川洋子		村松菜穂子		金子正子																		78		0		78		0		79		0		-

		R01d		180119019		令和元年度国際フェリー・RORO輸送を活用した物流の効率化検討調査		九州		01整備局 セイビキョク		43908.0		（財）国際臨海開発研究センター		K001772909		建設コンサルタント等		三宅光一		能勢道治		佐藤邦央		筧隆夫																		78		0		78		0		79		0		-

		R01d		180119022		令和元年度離島における港湾整備の迅速化に向けた施工検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43909.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		永田享志		新原力		川上雅彦		池田高則		小平田浩司		済藤生真														78		0		78		0		79		0		-

		R01d		181019003		平成31年度下関港外工事・調査関係資料作成業務		九州		01整備局 セイビキョク		43917.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		尾造秀敏		田中保彦																						78		0		78		0		76		0		-

		R01d		181019004		平成31年度下関港海岸変形把握業務		九州		01整備局 セイビキョク		43917.0		（株）三洋コンサルタント		00000391		建設コンサルタント等		伊藤陽		藤田正人		森本憲仁		大岡弘樹																		77		0		77		0		77		0		-

		R01d		181019006		平成31年度下関港海岸(山陽地区)実施設計外1件(9工区)		九州		01整備局 セイビキョク		43889.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		岡本経孝		末盛雅英		山下篤郎		津留秀臣		山田和也		市川雅也												北澤壯介		78		0		78		0		78		0		80

		R01d		181019007		平成31年度下関港(新港地区)細部設計		九州		01整備局 セイビキョク		43769.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		久下真一		鳥飼千晶		堤光一郎		久保浩司																安野経治		78		0		78		0		76		0		77

		R01d		181019008		平成31年度下関港湾事務所管内港湾施設実施設計外1件		九州		01整備局 セイビキョク		43917.0		（株）三洋コンサルタント		00000391		建設コンサルタント等		深見哲央		藤岡和正		角田篤		松村沙季		大岡弘樹														中藤和行		79		0		79		0		78		0		77

		R01d		181019013		平成31年度下関港湾事務所管内海岸施設実施設計外2件		九州		01整備局 セイビキョク		43917.0		協同エンジニアリング（株）		00000569		建設コンサルタント等		富安良一		赤嶺和哉 アカミネ カズヤ		荒木健人 アラキ ケント		衛藤慎一郎 エトウ シンイチロウ		後藤誠司 ゴトウ マサ シ		高橋芳友 タカハシ ヨシトモ		松原恭博 マツバラ ヤスシ ヒロシ		水野満博 ミズノ ミツヒロ		森京介 モリ キョウスケ						芝辻保		79		0		79		0		80		1		81

		R01d		181019022		平成31年度下関港海岸建物事前調査業務		九州		01整備局 セイビキョク		43798.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		野々村匡史		小松大悟		川合崇		西浦功		阿部浩次郎																78		0		78		0		78		0		-

		R01d		181019023		令和元年度下関港海岸(山陽地区)基本設計(11工区・19工区)		九州		01整備局 セイビキョク		43868.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		堀之内毅		門間俊之		橋村史香		堤拓摩		新美達也		太田和彦		倉田孝幸		加藤哲也								野里栄照		78		0		78		0		79		0		81

		R01d		181019026		令和元年度下関港における水上交通を活用した施設整備検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43902.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		池田忠継		石山孝義		田中三郎		宮崎秀秋		前川俊広		藤田萬世		田中裕作		西土井誠										80		1		80		1		80		1		-

		R01d		181019031		令和元年度下関港(新港地区)整備効果検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43914.0		三井共同建設コンサルタント（株）		00000003		建設コンサルタント等		冨田薫		古山卓司		小野美沙		宮元正治		山波博明																77		0		77		0		76		0		-

		R01d		181118008		平成30年度新門司沖外航行安全管理業務		九州		01整備局 セイビキョク		43579.0		（社）西部海難防止協会		K001658016		建設コンサルタント等		小西郁雄		中西清一		友利忠彦		宮脇史朗		中本久雄		平野昭博		松本晴信												75		0		75		0		70		0		-

		R01d		181118037		平成30年度新門司沖土砂処分場(2期)施工管理技術検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43644.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		兵頭武志		奥野一暢		志村浩美		幸福辰己		宗勇一		堀之内章宏														72		0		72		0		69		0		-

		R01d		181118048		平成30年度新門司沖土砂処分場(2期)船舶航行実態把握業務		九州		01整備局 セイビキョク		43644.0		中電技術コンサルタント（株）		00000063		建設コンサルタント等		日高康之		牟田直樹		日野原遼		月坂明広		田多一史		宮本浩司														77		0		77		0		75		0		-

		R01d		181118051		平成30年度北九州空港滑走路端安全区域対策基本設計		九州		01整備局 セイビキョク		43875.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		桜井裕也		竹井義博		久野了史		椎葉徹治		亀井慎一郎		土肥野隆史												石井毅		80		1		80		1		78		0		93

		R01d		181119009		平成31年度北九州港(新門司地区)岸壁(-10m)実施設計		九州		01整備局 セイビキョク		43735.0		復建調査設計（株）		00000032		建設コンサルタント等		室田博文		槇本一徳		南本浩一		吉住龍也		山岡雅英		萩尾和央												時吉学		70		0		70		0		68		0		87

		R01d		181119018		平成31年度新門司沖土砂処分場(3工区)技術検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43908.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		森晴夫		浜口正志		田所篤博		古澤達也		服部俊朗																80		1		80		1		79		0		-

		R01d		181119018		平成31年度新門司沖土砂処分場(3工区)技術検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43908.0		（株）日建設計シビル		00006933		建設コンサルタント等				片桐雅明		南野佑貴		大石幹太		村川史朗		本田道識														80		1		80		1		79		0		-

		R01d		181119024		令和元年度新門司沖土砂処分場(2期)施工検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43903.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		志村浩美		荒木英二		伊藤大吾		加藤利弘		池田高則		新原力														77		0		77		0		77		0		-

		R01d		181119025		令和元年度新門司沖浚渫土砂利活用検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43903.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		春日井康夫		大村厚夫		佐藤昌宏		寺崎英一		浜口正志		田所篤博		渡部耕平		服部俊朗										78		0		78		0		78		0		-

		R01d		181119025		令和元年度新門司沖浚渫土砂利活用検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43903.0		（株）日建設計シビル		00006933		建設コンサルタント等				片桐雅明		南野佑貴		片山政和		大石幹太		村川史朗														78		0		78		0		78		0		-

		R01d		181119027		令和元年度北九州港整備効果検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43917.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		荒牧健		山端俊也		上村圭介		内山一郎																		77		0		77		0		78		0		-

		R01d		181119042		令和元年度北九州港湾・空港整備事務所管内港湾施設実施設計外1件		九州		01整備局 セイビキョク		43917.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		勝俣優		米田泰		刈谷友紀		一色和明		小田隼也		中野尊之		山口匡宏		江原千尋 エバラ チヒロ								手皮章夫		78		0		78		0		77		0		81

		R01d		181119049		令和元年度北九州港国際物流検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43917.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		水野正博		宮崎秀秋		山本涼平		西土井誠		長倉敏郎																76		0		76		0		76		0		-

		R01d		181119050		令和元年度関門地域における港湾連携検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43917.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		池田薫		上野雅明		森田雅裕		松永康司		小谷野喜二																77		0		77		0		77		0		-

		R01d		181119051		令和元年度新門司沖土砂処分場(2期)施工管理技術検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43909.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		兵頭武志		稲福秀樹		奥野一暢		志村浩美		池田高則		室井雅弘														72		0		72		0		69		0		-

		R01d		181119054		令和元年度北九州港(響灘地区)施工検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43917.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		荒木英二		新原力		立田実		加藤利弘		池田高則		済藤生真														74		0		74		0		73		0		-

		R01d		181218071		平成30年度博多港整備船舶安全管理業務(第2次)		九州		01整備局 セイビキョク		43798.0		（社）西部海難防止協会		K001658016		建設コンサルタント等		高比良友希		山下貴史		小西郁雄		大坪哲美		平野昭博		松本晴信														76		0		76		0		76		0		-

		R01d		181219003		平成31年度福岡空港施工状況確認等補助業務		九州		01整備局 セイビキョク		43917.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		下川義和		平田正浩		梅田英二																				79		0		79		0		79		0		-

		R01d		181219008		平成31年度博多港(アイランドシティ地区)道路修正設計外1件		九州		01整備局 セイビキョク		43908.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		赤堀智幸		末崎将司		那須常浩																		鬼塚大輔		76		0		76		0		76		0		76

		R01d		181219009		平成31年度博多港湾・空港整備事務所管内港湾施設実施設計		九州		01整備局 セイビキョク		43909.0		（株）五省コンサルタント		00000064		建設コンサルタント等		小林泉一		久野敦史		北川航平		明康隆		東郷象次郎		南正臣												福嶋泰彦		79		0		79		0		76		0		79

		R01d		181219013		平成31年度福岡空港工事・調査関係資料作成業務		九州		01整備局 セイビキョク		43917.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		末永正次		齋藤守																						80		1		80		1		78		0		-

		R01d		181219014		平成31年度福岡空港滑走路増設事業実施設計外1件		九州		01整備局 セイビキョク		43913.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		清成竜太		山極政行		二見康友		那須常浩		青木逸人														成島正倫		75		0		75		0		78		0		67

		R01d		181219015		平成31年度福岡空港滑走路増設事業関係資料作成業務		九州		01整備局 セイビキョク		43900.0		（株）大建		00001241		建設コンサルタント等		佐々井太郎		濱地正孝																				角村良雄		78		0		78		0		76		0		80

		R01d		181219031		平成31年度福岡空港滑走路増設用地造成設計		九州		01整備局 セイビキョク		43909.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		平井俊之		早原健一郎		中垣規子		戎健次		槇本祐司		江口拓生		舟越秀樹		今北勝也		上田泰三						石村勝伸		78		0		78		0		78		0		79

		R01d		181219042		令和元年度福岡空港滑走路増設営業調査等業務		九州		01整備局 セイビキョク		43909.0		（株）孝栄設計コンサルタント		00004378		建設コンサルタント等		冨増耕介		妹尾英資		川崎健祐		井村崇		池田英樹														高橋秀和		79		0		79		0		78		0		78

		R01d		181219045		令和元年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)施工検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43913.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		安部和宏		櫻井良宏		池田高則		上田彰																		78		0		78		0		78		0		-

		R01d		181219046		令和元年度博多港浚渫土砂活用による環境改善方策検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43909.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		首藤啓		堺谷常廣		宮崎秀秋		前川俊広		西土井誠																78		0		78		0		77		0		-

		R01d		181219048		令和元年度博多湾における回遊性向上方策検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43909.0		（社）ウォーターフロント協会		K001772359		建設コンサルタント等		平尾壽雄		藤川洋子		村松菜穂子		金子正子																		78		0		78		0		75		0		-

		R01d		181219053		令和元年度福岡空港滑走路増設事業実施設計外1件(第2次)		九州		01整備局 セイビキョク		43913.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		清成竜太		山極政行		池田将志		青木逸人																上小牧司		75		0		75		0		75		0		67

		R01d		181219056		令和元年度博多港(アイランドシティ地区)岸壁細部設計外1件		九州		01整備局 セイビキョク		43854.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		加藤哲也		門間俊之		堤拓摩		福永陽平																野里栄照		81		1		81		1		79		0		81

		R01d		181219058		令和元年度博多港船舶航行安全検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43917.0		（社）西部海難防止協会		K001658016		建設コンサルタント等		白石喜代利		松村信之																						77		0		77		0		76		0		-

		R01d		181319006		平成31年度苅田港湾事務所管内港湾施設実施設計外1件		九州		01整備局 セイビキョク		43900.0		中電技術コンサルタント（株）		00000063		建設コンサルタント等		近藤良		江川英仁		田中晶典		広兼元		猿渡雄二		木下真吾		宮本浩司		北出圭介								上田昭彦		76		0		76		0		76		0		81

		R01d		181319008		令和元年度苅田港整備効果検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43889.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		堀之内毅		橋村史香		堤拓摩		北田彰久																野里栄照		80		1		80		1		80		1		80

		R01d		181319012		令和元年度苅田港埋没対策検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43889.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		春日井康夫		梶谷卓美		森晴夫		小澤義之		守屋正平		古澤達也		井瀬肇		服部俊朗										79		0		79		0		80		1		-

		R01d		181319012		令和元年度苅田港埋没対策検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43889.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等				花澤広貴		成毛辰徳		杉浦幸彦		加地智彦																79		0		79		0		80		1		-

		R01d		181319020		令和元年度苅田港維持管理計画書策定業務		九州		01整備局 セイビキョク		43909.0		（株）三洋コンサルタント		00000391		建設コンサルタント等		安部義美		藤田正人		八軒啓彰		森本憲仁																		76		0		76		0		78		0		-

		R01d		181319021		令和元年度苅田沖土砂処分場実施設計		九州		01整備局 セイビキョク		43909.0		（株）五省コンサルタント		00000064		建設コンサルタント等		浅田浩章		永井良子		南正臣		井手野創																花田泰利		77		0		77		0		76		0		79

		R01d		181419003		平成31年度別府港外工事・調査関係資料作成業務		九州		01整備局 セイビキョク		43917.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		下川義和		渡邊浩一																						78		0		78		0		76		0		-

		R01d		181419004		平成31年度大分港海岸改良技術検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43915.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		大村厚夫		森晴夫		寺崎英一		浜口正志		守屋正平		山崎浩之		服部俊朗												77		0		77		0		77		0		-

		R01d		181419015		平成31年度別府港湾・空港整備事務所管内港湾施設実施設計		九州		01整備局 セイビキョク		43900.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		山口匡宏		米田泰		丁子信		勝俣優		西原大晴		一色和明		千田祐一郎		尾崎竜三		西浦功						手皮章夫		79		0		79		0		78		0		81

		R01d		181419017		平成31年度大分港海岸施工検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43915.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		安部和宏		宗勇一		大木秀雄																		池田高則		77		0		77		0		77		0		78

		R01d		181419022		令和元年度大分港・別府港整備効果調査		九州		01整備局 セイビキョク		43889.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		牧野綾		久米俊治		濱明日香		真期俊行		西村壮介		岡部登		佐藤広章												79		0		79		0		78		0		-

		R01d		181419024		令和元年度大分空港滑走路改良実施設計外1件		九州		01整備局 セイビキョク		43889.0		三井共同建設コンサルタント（株）		00000003		建設コンサルタント等		砂場博明		田谷和樹		山崎康生		轟豊和																大森慎二郎		78		0		78		0		77		0		79

		R01d		181419031		令和元年度大分港(大在西地区)埋立承認願書作成		九州		01整備局 セイビキョク		43889.0		中電技術コンサルタント（株）		00000063		建設コンサルタント等		宮本浩司		江川英仁		田中晶典		近藤良		眞田一磨		木下真吾												梶谷茂		77		0		77		0		76		0		78

		R01d		181419032		令和元年度中津港周辺地域実態調査		九州		01整備局 セイビキョク		43861.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		笹岡大輔		樗木千紘		千田祐一郎		木俣順																		77		0		77		0		76		0		-

		R01d		181419041		令和元年度中津港・別府港概略設計		九州		01整備局 セイビキョク		43907.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		山口匡宏		勝俣優		西原大晴		一色和明		福田健		尾崎竜三												手皮章夫		78		0		78		0		77		0		79

		R01d		181419042		令和元年度大分港(大在西地区)岸壁(-9m)基本設計		九州		01整備局 セイビキョク		43915.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		吉川慎一		村上巧一		山本龍		福井秀平		杉本有基		堤杏紗		田守利充										西尾岳裕		79		0		79		0		78		0		81

		R01d		181518001		平成30年度伊万里港施工状況確認等補助業務		九州		01整備局 セイビキョク		43917.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		高田忠宏		岡本信吾 オカモト シンゴ																						78		0		78		0		78		0		-

		R01d		181519002		平成31年度唐津港港内静穏度検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43728.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		伍井稔		渡辺卓也		成毛辰徳		杉浦幸彦		加地智彦														上田茂		78		0		78		0		78		0		80

		R01d		181519004		平成31年度唐津港港湾施設改良基本検討業務外1件		九州		01整備局 セイビキョク		43763.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		團村肇		下地雅俊		小原陵		三枝巧		西村和真		福田孝晴		安田将人										石本健治		81		1		81		1		80		1		81

		R01d		181519008		令和元年度　伊万里港港湾施設実施設計		九州		01整備局 セイビキョク		43889.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		赤堀智幸		筬島隆司		那須常浩																		金澤友徳		78		0		78		0		78		0		78

		R01d		181519015		令和元年度唐津港港湾施設改良詳細検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43917.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		久保田崇仁		田端優憲		案浦侑己		國里立紀																川嶋憲		79		0		79		0		79		0		79

		R01d		181618001		平成30年度長崎港外施工状況確認等補助業務		九州		01整備局 セイビキョク		43917.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		中尾正治		村尾育高																						78		0		78		0		78		0		-

		R01d		181619002		平成31年度佐世保港工事・調査関係資料作成業務		九州		01整備局 セイビキョク		43917.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		尾造秀敏		田中賢司																						77		0		77		0		76		0		-

		R01d		181619010		平成31年度長崎港湾・空港整備事務所管内港湾施設実施設計外2件		九州		01整備局 セイビキョク		43915.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		古川元一		冨井沢郎		金子大介		林利一																横井和幸		81		1		81		1		81		1		80

		R01d		181619015		平成31年度長崎空港護岸改良検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43909.0		（株）三洋コンサルタント		00000391		建設コンサルタント等		深見哲央		小畑友紀		角田篤		岩川友紀		松尾亜依		寺田謙												安部義美		76		0		76		0		76		0		79

		R01d		181619017		平成31年度佐世保港(前畑地区)岸壁(-10m)(改良)細部設計		九州		01整備局 セイビキョク		43798.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		鶴田賢司		門間俊之		太田和彦		加藤哲也		福永陽平														野里栄照		79		0		79		0		80		1		80

		R01d		181619018		令和元年度厳原港港内静穏度検討調査		九州		01整備局 セイビキョク		43921.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		鶴田賢司		丹羽竜也		橋村史香		高橋武志		大家隆行		堀之内毅		岡田清宏										熊谷健蔵		80		1		80		1		81		1		80

		R01d		181619022		令和元年度長崎空港整備検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43920.0		（株）オリエンタルコンサルタンツ		00000037		建設コンサルタント等		小西圭介		吉田昂平		張楚		阪井峻		花立麻衣子		根岸和憲		齋藤正文		和田誠一								樋口嘉章		78		0		78		0		78		0		81

		R01d		181718001		平成30年度熊本港外施工状況確認等補助業務		九州		01整備局 セイビキョク		43917.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		平田正浩																								78		0		78		0		78		0		-

		R01d		181718001		平成30年度熊本港外施工状況確認等補助業務		九州		01整備局 セイビキョク		43917.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等				西川英明		井上義廣																				78		0		78		0		78		0		-

		R01d		181719004		平成31年度熊本港(夢咲島地区)整備効果検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43798.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		建設コンサルタント等		岡部克顕		早川辰徳		小野ゆかり		唐木毅		土畑正和																78		0		78		0		79		0		-

		R01d		181719016		平成31年度熊本空港道路駐車場外1件実施設計		九州		01整備局 セイビキョク		43910.0		中電技術コンサルタント（株）		00000063		建設コンサルタント等		平尾隆行		竹本誠		石塚雅教		横田誠之																亀迫裕保		77		0		77		0		77		0		79

		R01d		181719017		平成31年度熊本港湾・空港整備事務所管内港湾施設調査・設計業務		九州		01整備局 セイビキョク		43909.0		（株）五省コンサルタント		00000064		建設コンサルタント等		小林泉一		永井良子		東郷象次郎		南正臣		浅田浩章														花田泰利		80		1		80		1		79		0		81

		R01d		181719024		令和元年度熊本港(夢咲島地区)防波堤(南)基本設計		九州		01整備局 セイビキョク		43889.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		久下真一		橋爪陽平		安野経治		横山友一		田中文彦		坂本貴光												内山一郎		78		0		78		0		78		0		81

		R01d		181818030		平成30年度宮崎空港滑走路端安全区域基本設計外1件		九州		01整備局 セイビキョク		43812.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		安田将人		樋口直人		下地雅俊		丸井英明		小原陵		槙野公平		松原弘晃		原信彦		倉持雅彦						石本健治		78		0		78		0		77		0		83

		R01d		181819013		令和元年度宮崎港湾・空港整備事務所管内港湾施設実施設計		九州		01整備局 セイビキョク		43909.0		（株）五省コンサルタント		00000064		建設コンサルタント等		久野敦史		鮫島昭二		北川航平		有働采冬		岩下航大		小林泉一												福嶋泰彦		78		0		78		0		77		0		81

		R01d		181819014		令和元年度宮崎空港道路駐車場付帯施設実施設計外1件		九州		01整備局 セイビキョク		43854.0		九州工営（株）		00000276		建設コンサルタント等		真田慎一		工藤盛央		中村浩之		淵上友喜																宮崎晃太		76		0		76		0		77		0		78

		R01d		181819020		令和元年度細島港整備計画検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43920.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		白井英一		宮川駿也		宮本敏行		福田孝晴		中村隆志		原信彦		倉持雅彦										上原教善		78		0		78		0		76		0		80

		R01d		181918001		平成30年度名瀬港監督等補助業務		九州		01整備局 セイビキョク		43917.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		冨ケ原隆一		松枝博幸		谷口雄一		三上晴二																		79		0		79		0		79		0		-

		R01d		181918002		平成30年度鹿児島港外施工状況確認等補助業務		九州		01整備局 セイビキョク		43917.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		高田忠宏		佐伯直敬 サエキ チョク ケイ		村田勝海 ムラタ カ ウミ		岐部政利 キベ マサトシ																		79		0		79		0		79		0		-

		R01d		181918002		平成30年度鹿児島港外施工状況確認等補助業務		九州		01整備局 セイビキョク		43917.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等				松成和己 マツ カズミ		野崎和春 ノザキ ワ ハル																				79		0		79		0		79		0		-

		R01d		181918011		平成30年度指宿港海岸(湯の浜地区)監督等補助業務		九州		01整備局 セイビキョク		43917.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		冨ケ原隆一		塚原清人		芦谷孝志																				79		0		79		0		79		0		-

		R01d		181918061		平成30年度鹿児島港係留施設詳細設計		九州		01整備局 セイビキョク		43738.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		安田将人		團村肇		小原陵		丸井英明		原信彦 ハラ ノブヒコ		中村隆志 ナカムラ タカシ ココロザシ												石本健治		80		1		80		1		79		0		81

		R01d		181919001		平成31年度指宿港海岸変形把握業務		九州		01整備局 セイビキョク		43917.0		（株）新日本技術コンサルタント		00000259		建設コンサルタント等		結城要		山本茂教		東浩一		米澤佳明		宮田恵太		村田祐		禧久伸男		郷龍志		内村泰智								81		1		81		1		82		1		-

		R01d		181919002		平成31年度指宿港海岸整備検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43913.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		森晴夫		寺崎英一		森本悟司		田所篤博		峯村浩治		服部俊朗												稲田勉		78		0		78		0		77		0		80

		R01d		181919002		平成31年度指宿港海岸整備検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43913.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等				笠毛健生		小原陵		三宅崇智		白木喜章		小野信幸		中村隆志		石本健治										78		0		78		0		77		0		-

		R01d		181919003		平成31年度鹿児島港臨港道路整備効果検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43769.0		八千代エンジニヤリング（株）		00000123		建設コンサルタント等		永冨雅幸		宮木佑輔		鶴川屋拡		熊谷祐希																宮本一史		78		0		78		0		78		0		78

		R01d		181919008		平成31年度鹿児島港湾・空港整備事務所管内港湾施設実施設計外1件		九州		01整備局 セイビキョク		43913.0		（株）五省コンサルタント		00000064		建設コンサルタント等		小林泉一		中村真		國友七郎		明康隆		東郷象次郎		穂丸彰												福嶋泰彦		81		1		81		1		79		0		81

		R01d		181919009		平成31年度名瀬港(立神地区)防波堤(沖)災害復旧ケーソン細部設計		九州		01整備局 セイビキョク		43738.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		安田将人		團村肇		小原陵		三枝巧		西村和真														石本健治		81		1		81		1		80		1		81

		R01d		181919028		令和元年度鹿児島港(中央港区)岸壁細部設計		九州		01整備局 セイビキョク		43861.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		久下真一		鳥飼千晶		堤光一郎		久保浩司		山本禎寿														安野経治		78		0		78		0		78		0		81

		R01d		181919039		令和元年度指宿港海岸の利活用促進と維持管理体制に係る検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43903.0		（社）日本マリーナ・ビーチ協会		K001709439		建設コンサルタント等		木下明		山下雅人		下本幸嗣		佐藤恒夫		奥康彦																77		0		77		0		76		0		-

		R01d		181919051		令和元年度鹿児島港湾・空港整備事務所管内係留施設検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43913.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		内山一郎		坂本貴光 サカモト タカミツ		横山友一 ヨコヤマ ユウイチ		橋爪陽平 ハシズメ ヨウ ヒラ																安野経治		78		0		78		0		76		0		81

		R01d		181919053		令和元年度鹿児島港湾・空港整備事務所管内港湾施設実施設計		九州		01整備局 セイビキョク		43913.0		（株）五省コンサルタント		00000064		建設コンサルタント等		小林泉一		久野敦史		岩下航大		明康隆		南正臣		谷村浩二												福嶋泰彦		79		0		79		0		79		0		80

		R01d		181919054		令和元年度指宿港海岸における地域振興手法検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43913.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		太田正規		戸田智司		港絢子		宮崎秀秋		前川俊広																77		0		77		0		78		0		-

		R01d		181919056		令和元年度鹿児島港湾・空港整備事務所管内環境整備検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43909.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		建設コンサルタント等		正田孝明		土畑正和 ツチハタ マサカズ		島田久子 シマダ ヒサコ		サラゴンザルボマロ		岡部克顕 オカベ カ ケン		古橋正祐 フルハシ マサ ユウ		奥村邦明 オクムラ ホウ ア		入江正己 イリエ マサ オノレ		五味久昭 ゴミ ヒサアキ								77		0		77		0		76		0		-

		R01d		181919065		令和元年度鹿児島空港エプロン改良実施設計		九州		01整備局 セイビキョク		43915.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		亀井慎一郎		竹井義博		片柳敦喜		市川常憲																久野了史		81		1		81		1		78		0		81

		R01d		182019001		平成31年度志布志港船舶航行安全対策検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43860.0		（社）西部海難防止協会		K001658016		建設コンサルタント等		小森田重寿		松下誠																						75		0		75		0		74		0		-

		R01d		182019002		平成31年度志布志港湾事務所管内港湾施設設計・検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43915.0		（株）五省コンサルタント		00000064		建設コンサルタント等		穂丸彰		福田利紀		渡邉翔太		岩永将太朗		前田聡														藤田浩一		79		0		79		0		78		0		80

		R01d		182019010		令和元年度志布志港における農林水産物輸出拡大方策検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43896.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		西土井誠		戸田智司		池田秀文		太田正規		宮崎秀秋		福田一郎														78		0		78		0		77		0		-

		R01d		182119011		平成31年度関門航路整備船舶安全管理業務		九州		01整備局 セイビキョク		43840.0		（社）西部海難防止協会		K001658016		建設コンサルタント等		平野昭博		高橋裕一		本田亮一		中本久雄		松永義憲																77		0		77		0		78		0		-

		R01d		182119039		令和元年度関門航路整備船舶安全管理業務(第2次)		九州		01整備局 セイビキョク		43850.0		（社）西部海難防止協会		K001658016		建設コンサルタント等		平野昭博		高橋裕一		本田亮一		濱田大策		寺地孝																77		0		77		0		78		0		-

		R01d		182119052		令和元年度関門航路埋没対策検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43909.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		田所篤博		佐藤昌宏		森本悟司		守屋正平		畠山貴之		服部俊朗		井瀬肇												81		1		81		1		81		1		-

		R01d		182119052		令和元年度関門航路埋没対策検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43909.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等				笠毛健生		白木喜章		小野信幸																		81		1		81		1		81		1		-

		R01d		182119052		令和元年度関門航路埋没対策検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43909.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等				成毛辰徳		金澤延幸		杉浦幸彦		水野博史																81		1		81		1		81		1		-

		R01d		182219001		平成31年度九州地方整備局管内作業船維持整備技術検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43921.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		野村剛		花田龍二		木村茂喜		友田伸明		伊井清則		坪井浩三		上坂賢三		百合本隆		白井制治						山中光雄		72		0		72		0		73		0		74

		R01d		182219005		平成31年度潮流・波浪実験場建屋外壁修繕工事監理業務		九州		01整備局 セイビキョク		43735.0		（株）傳設計		00174038		建設コンサルタント等		岩本茂美		石戸谷光洋		高橋敏博																				72		0		72		0		72		0		-

		R01d		182219013		令和元年度大規模地震時における係留施設の使用可否判定方策検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43889.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		守屋正平		林洋介		春日井康夫		加辺圭太郎		森本悟司		服部俊朗												森晴夫		79		0		79		0		80		1		80

		R01d		182219013		令和元年度大規模地震時における係留施設の使用可否判定方策検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43889.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等				瀬戸口修造		山本龍		中垣規子		北野有美		高岡慶人		西尾岳裕		曽根照人		楠謙吾								79		0		79		0		80		1		-

		R01d		182219014		令和元年度次世代作業船技術検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43909.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		野村剛		谷雄一		藤田秀雄		平山誠		友田伸明		亀井修		今井泰男		澤明		百合本隆								70		0		70		0		70		0		-

		R01d		182219015		令和元年度管内港湾施設技術課題検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43889.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		山本修司		海老名正裕		大村厚夫		鈴木善光		森晴夫		寺崎英一		宮脇周作		守屋正平		服部俊朗		本田浩隆				梶谷卓美		76		0		76		0		75		0		75

		R01d		182219016		令和元年度志布志港岸壁耐震化概略検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43861.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		久下真一		澤田天		稲葉育祐		小池麻里																内山一郎		77		0		77		0		79		0		76

		R01d		182219018		令和元年度熊本港耐震強化岸壁構造検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43903.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		佐藤昌宏		山本修司		稲田勉		春日井康夫		峯村浩治		井瀬肇		山崎浩之		服部俊朗								大村厚夫		80		1		80		1		79		0		81

		R01d		182219018		令和元年度熊本港耐震強化岸壁構造検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43903.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等				戎健次		江口拓生		高岡慶人		桑原直範																80		1		80		1		79		0		-

		R01d		182219020		令和元年度潮位観測データ解析・信頼性確認検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43906.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		越田智喜		平中陸		三浦裕司		河野史郎		河辺一明																79		0		79		0		77		0		-

		R01d		182219020		令和元年度潮位観測データ解析・信頼性確認検討業務		九州		01整備局 セイビキョク		43906.0		（社）海洋調査協会		00009906		建設コンサルタント等				山口晶敬		安立重昭																				79		0		79		0		77		0		-

		R01d		182219021		令和元年度港湾施設等設計計算書作成業務		九州		01整備局 セイビキョク		43889.0		（株）五省コンサルタント		00000064		建設コンサルタント等		久野敦史		北川航平		中崎好希		有働采冬		岩下航大		東郷象次郎														77		0		77		0		77		0		-

		R01d		400119003		管内港湾技術審査補助業務		沖縄		02沖総局		43921.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		金城徹		金城邦宏		知花栄		小橋川共光		伊佐広正		宮城武弘		前原隆		小川哲功										83		1		83		1		83		1		-

		R01d		400119004		管内水中部施工状況確認業務		沖縄		02沖総局		43920.0		（社）日本潜水協会		00010151		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		三浦孝一		秋山恵一																						75		0		75		0		75		0		-

		R01d		400119005		那覇空港滑走路増設環境保全検討業務		沖縄		02沖総局		43920.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		首藤啓		港絢子		渡辺健太郎		守屋良美		生巣武																78		0		78		0		78		0		-

		R01d		400119005		那覇空港滑走路増設環境保全検討業務		沖縄		02沖総局		43920.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ				新宅航平		菅野絵理		平中晴朗		毛塚大輔		斎藤信之														78		0		78		0		78		0		-

		R01d		400119011		港湾整備等に係る沿岸気象海象情報及び波浪等予測情報提供業務　		沖縄		02沖総局		43921.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		鈴木善光		守屋正平		内田裕之		山本浩之																		76		0		76		0		66		0		-

		R01d		400119013		地域特性を考慮した海岸保全施設の老朽化対策手法検討調査業務		沖縄		02沖総局		43889.0		（社）日本マリーナ・ビーチ協会		K001709439		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		山下雅人		木下明		下本幸嗣		佐藤恒夫																		73		0		73		0		72		0		-

		R01d		400119014		沖縄の物流戦略検討調査		沖縄		02沖総局		43889.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		西村壮介		牧野綾		久米俊治		濱明日香		内田達夫		殿最浩司		野々村さやか		佐藤広章		藤村一雄								82		1		82		1		84		1		-

		R01d		401018005		中城湾港品質監視等補助業務		沖縄		02沖総局		43921.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		田仲康時		伊禮透																						79		0		79		0		79		0		-

		R01d		401018013		那覇空港滑走路増設発注補助業務		沖縄		02沖総局		43921.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		小早川弘		金城健		佐久田朝秀		玉城伸		新城茂		宇栄原大樹												澤木裕紀		80		1		80		1		80		1		-

		R01d		401018014		那覇空港滑走路増設品質監視等補助業務		沖縄		02沖総局		43921.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		小早川弘		中村勇		桃原忠男		知念栄		定久辰也																80		1		80		1		80		1		-

		R01d		401018015		那覇空港滑走路増設監督補助業務		沖縄		02沖総局		43921.0		（株）レキオコンサルタント		00008771		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		大濱用太郎		具志元		山城多持		八木海雄		奥間和紀		赤嶺光隆		比嘉茂												81		1		81		1		81		1		-

		R01d		401018016		那覇港品質監視等補助業務		沖縄		02沖総局		43921.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		田仲康時		稲福秀樹		嶺井孝泉																				78		0		78		0		78		0		-

		R01d		401018050		那覇空港高架道路実施設計業務		沖縄		02沖総局		43912.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		土田隆司		山田勝志		山本篤博		中田隆		帆足雄二		山本智弘		平床聡										岩城達思		77		0		77		0		76		0		78

		R01d		401018093		那覇港臨港道路（橋梁）劣化調査業務（その２）		沖縄		02沖総局		43819.0		（株）オリエンタルコンサルタンツ		00000037		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		田中樹由		黒川直哉																						77		0		77		0		78		0		-

		R01d		401018100		那覇港環境影響検討業務		沖縄		02沖総局		43798.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		田端重夫		菅野絵理		三保紗織		斎藤信之		加藤誠		木村哲郎														79		0		79		0		79		0		-

		R01d		401019005		那覇空港滑走路増設技術審査補助業務		沖縄		02沖総局		43921.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		金城徹		知花栄		宮城武弘		前原隆		小川哲功																78		0		78		0		78		0		-

		R01d		401019006		那覇空港滑走路増設事業船舶航行安全管理業務		沖縄		02沖総局		43861.0		（社）西部海難防止協会		K001658016		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		上鵜瀬啓二		糸数竹進		津波古譲治		小森田重寿		江尻信久		友利忠彦		前川富男		新里哲治		與那嶺克邦								75		0		75		0		75		0		-

		R01d		401019016		那覇空港監督補助業務		沖縄		02沖総局		43921.0		（株）レキオコンサルタント		00008771		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		大濱用太郎		山城多持		山城順也		安仁屋宗剛		儀間良太		上原真也														78		0		78		0		78		0		-

		R01d		401019017		那覇空港品質監視等補助業務		沖縄		02沖総局		43921.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		小早川弘		山城進																						78		0		78		0		78		0		-

		R01d		401019021		中城湾港環境整備検討業務		沖縄		02沖総局		43921.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		首藤啓		森谷粒志		渡辺健太郎		守屋良美		生巣武		長倉敏郎														80		1		80		1		80		1		-

		R01d		401019031		那覇空港滑走路増設技術検討業務		沖縄		02沖総局		43905.0		復建調査設計（株）		00000032		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ				山田和弘		石川雅也		金徳圭三		南本浩一		佐藤秀政														79		0		79		0		78		0		-

		R01d		401019031		那覇空港滑走路増設技術検討業務		沖縄		02沖総局		43905.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		森晴夫		梶谷卓美		大村厚夫		春日井康夫		岩崎和弘		山崎浩之														79		0		79		0		78		0		-

		R01d		401019032		中城湾港（新港地区）岸壁事業評価検討業務		沖縄		02沖総局		43921.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		西村壮介		牧野綾		久米俊治		濱明日香		田守利充		西尾岳裕		吉川慎一		佐藤広章										81		1		81		1		78		0		-

		R01d		401019035		那覇港臨港道路（橋梁）耐震性能評価業務		沖縄		02沖総局		43913.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		山本修司		佐藤昌宏		森晴夫		加辺圭太郎		田所篤博		渡部耕平		山崎浩之										稲田勉		79		0		79		0		78		0		78

		R01d		401019035		那覇港臨港道路（橋梁）耐震性能評価業務		沖縄		02沖総局		43913.0		（株）オリエンタルコンサルタンツ		00000037		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ				樋口嘉章		黒川直哉		田中樹由																		79		0		79		0		78		0		-

		R01d		401019037		那覇空港滑走路増設資材価格等調査業務		沖縄		02沖総局		43921.0		（財）建設物価調査会		00005722		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		柴尾治		岩崎靖弘																						77		0		77		0		73		0		-

		R01d		401019038		新技術活用システム登録等支援業務		沖縄		02沖総局		43889.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		鈴木信夫		大家隆行		三浦健悟		大久保陽介																		77		0		77		0		75		0		-

		R01d		401019041		中城湾港港湾施設検討業務		沖縄		02沖総局		43915.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		吉川慎一		村上巧一		杉本有基		江口拓生		山田雅行		西村壮介		田守利充		西尾岳裕		岡部登						平井俊之		67		0		67		0		68		0		62

		R01d		401019043		那覇港臨港道路（橋梁）劣化調査業務		沖縄		02沖総局		43917.0		（株）オリエンタルコンサルタンツ		00000037		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		田中樹由		黒川直哉																						77		0		77		0		78		0		-

		R01d		401019045		那覇空港滑走路増設実施設計業務		沖縄		02沖総局		43915.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		鈴木信夫		岡本英久		岸名久之		三浦健悟		大久保陽介		濱田純平		島内拓人										宮下健一朗		79		0		79		0		77		0		79

		R01d		401019048		那覇空港滑走路改良外１件実施設計業務		沖縄		02沖総局		43913.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		清成竜太		藤生孝典		山極政行		加藤倫平		天谷徹男														成島正倫		77		0		77		0		75		0		78

		R01d		401019051		那覇空港滑走路増設空港土木施設実施設計業務		沖縄		02沖総局		43915.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		清成竜太		田口壮年		石原宏二		城野裕介		藤森修吾		安藤興太												成島正倫		82		1		82		1		82		1		81

		R01d		401019069		那覇港防波堤周辺外１件環境調査業務		沖縄		02沖総局		43889.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		黒木敬司		岡田亘		山口奈津美		眞喜志一		青山宗平		今泉久祥		金澤遼		栖原有里		高橋由浩								79		0		79		0		77		0		-

		R01d		401019087		那覇港船舶航行安全対策検討業務		沖縄		02沖総局		43921.0		（社）西部海難防止協会		K001658016		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		本間睦裕		松村信之																						77		0		77		0		75		0		-

		R01d		401019089		那覇港臨港道路（港湾１号線）橋梁劣化調査業務		沖縄		02沖総局		43889.0		（株）オリエンタルコンサルタンツ		00000037		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		田中樹由		黒川直哉																						77		0		77		0		78		0		-

		R01d		401019092		中城湾港公有水面埋立免許変更承認申請書作成業務		沖縄		02沖総局		43889.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		鈴木信夫		北市英生		岡田万由子		北田彰久		三浦健悟																74		0		74		0		71		0		-

		R01d		401019098		潮位観測データ信頼性確認検討業務		沖縄		02沖総局		43889.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		竹内一浩		小池克征		石水秀延																				78		0		78		0		76		0		-

		R01d		401019098		潮位観測データ信頼性確認検討業務		沖縄		02沖総局		43889.0		（社）海洋調査協会		00009906		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ				山口晶敬		安立重昭																				78		0		78		0		76		0		-

		R01d		401019109		那覇空港滑走路増設西側管理用道路実施設計外１件業務		沖縄		02沖総局		43915.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		鈴木信夫		岡本英久		三浦健悟																		宮下健一朗		82		1		82		1		82		1		81

		R01d		401118001		平良港監督補助業務		沖縄		02沖総局		43921.0		（株）レキオコンサルタント		00008771		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		湧川智		大濱用太郎 オオハマ ヨウ タロウ		宮里正幸 ミヤザト マサユキ		城間健 シロマ ケン																		78		0		78		0		78		0		-

		R01d		401119013		平良港船舶航行安全検討業務		沖縄		02沖総局		43917.0		（社）西部海難防止協会		K001658016		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		松村信之		白石喜代利																						75		0		75		0		73		0		-

		R01d		401218001		石垣港発注補助業務		沖縄		02沖総局		43921.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		小早川弘		金城健		小橋川共光																		中田英治		79		0		79		0		79		0		-

		R01d		401218002		石垣港品質監視等補助業務		沖縄		02沖総局		43921.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		小早川弘		中田英治																						79		0		79		0		79		0		-

		R01d		401218003		石垣港監督補助業務		沖縄		02沖総局		43921.0		（株）レキオコンサルタント		00008771		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		湧川智		大濱用太郎		越地信博		譜久山輝明		當山孝亮																78		0		78		0		78		0		-

		R01d		401219014		竹富南航路監視カメラ外１件設置検討業務		沖縄		02沖総局		43909.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		上野雅明		西見裕司		八木英紀		松永康司																		78		0		78		0		74		0		-

		R01d		401219015		石垣港事業効果検討業務		沖縄		02沖総局		43917.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		西村壮介		牧野綾		久米俊治		濱明日香		真期俊行		田守利充		西尾岳裕		佐藤広章		山下剛史						吉川慎一		82		1		82		1		82		1		78

		R01d		401219022		石垣港（新港地区）岸壁（ー１０ｍ）維持管理計画書作成外１件業務		沖縄		02沖総局		43917.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		黒木敬司		岡田亘		山口奈津美		松原弘晃		福田孝晴		川崎貴之		高橋由浩		倉持雅彦		安田将人								82		1		82		1		82		1		-

		R01d		190119001		船舶稼働状況及び損料算定等調査業務		国総研		03国総研		43917.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		芳賀敬二		荒木英二		幸田毅彦		志村浩美		加藤利弘																77		0		77		0		78		0		-

		R01d		190119002		港湾情報処理システム利用高度化等検討業務		国総研		03国総研		43921.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		井野洋		西原孝仁		加納丈司		室屋聡智		西岡護		澤田博道		元木誠		藤田浩司		長谷川忠相								78		0		78		0		78		0		-

		R01d		190119003		港湾請負工事積算システム機能改良業務		国総研		03国総研		43917.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		奥野一暢		幸田毅彦		西原孝仁		澤田博道		長谷川忠相		大木秀雄														75		0		75		0		77		0		-

		R01d		190119004		全国港湾海洋波浪情報網観測情報システム稼働状況等検討業務		国総研		03国総研		43921.0		（財）日本気象協会		00004942		建設コンサルタント等		前田正裕		村山貴彦		石川大樹		福田ちはる																		76		0		76		0		74		0		-

		R01d		190119016		港湾土木請負工事積算基準施工実態解析等業務		国総研		03国総研		43909.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		島田伊浩		高山和敏		室井雅弘		小黒章二																		72		0		72		0		72		0		-

		R01d		190119042		港湾情報処理システム改良検討・構築業務		国総研		03国総研		43917.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		井野洋		幸田毅彦		西原孝仁		西口佳之		加納丈司		室屋聡智		西岡護		澤田博道		藤田浩司								77		0		77		0		76		0		-

		R01d		190119043		労務単価等調査解析業務		国総研		03国総研		43906.0		（財）経済調査会		00005711		建設コンサルタント等		三科正和		竹内伸夫		石渕重伸		佐藤剛		高橋徹也		三輪幸一														73		0		73		0		70		0		-

		R01d		190119044		維持管理DB改良検討業務		国総研		03国総研		43906.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		西原孝仁		井野洋		室屋聡智																				76		0		76		0		76		0		-

		R01d		190119046		船舶および機械製造修理請負工事積算基準解析業務		国総研		03国総研		43889.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		島田伊浩		高山和敏		室井雅弘																				71		0		71		0		68		0		-

		R01d		190219003		コンテナの漂流対策および耐風対策に関する検討業務		国総研		03国総研		43889.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		長谷川巌		久保田徹		小沼慎司		宮里一郎																		74		0		74		0		70		0		-

		R01d		190219004		機械学習を用いた3次元流体解析モデルに関する検討業務		国総研		03国総研		43889.0		みずほ情報総研（株）		00001761		建設コンサルタント等		荒木和博		筧雅行		加藤幸一郎		石田純一																		76		0		76		0		75		0		-

		R01d		190219006		海域の環境改善に利用する材料の化学特性に関する検討業務		国総研		03国総研		43889.0		（株）東京久栄		00001626		建設コンサルタント等		萩野裕基		新井功		浄土真佐実		小林努																神尾光一郎		82		1		82		1		82		1		84

		R01d		190219007		宮古湾における底質・藻場調査業務		国総研		03国総研		43847.0		（株）東京久栄		00001626		建設コンサルタント等		岩下勉		萩野裕基		高伏剛																				78		0		78		0		75		0		-

		R01d		190219008		沿岸域における環境価値の評価に関する検討業務		国総研		03国総研		43889.0		復建調査設計（株）		00000032		建設コンサルタント等		三戸勇吾		大西晃輝		増田孝文		高橋俊之		菅野孝則		山田和弘														78		0		78		0		78		0		-

		R01d		190219009		新技術を活用した海岸保全施設の簡易な点検手法に関する検討業務		国総研		03国総研		43920.0		（社）海洋調査協会		00009906		建設コンサルタント等		安立重昭		高見之孝		井上満		矢下忠彦		山口晶敬																73		0		73		0		76		0		-

		R01d		190219010		干潟の生物調査業務		国総研		03国総研		43889.0		（株）東京久栄		00001626		建設コンサルタント等		山岸秀樹		新井功		大西謙吾		豊福真也																		77		0		77		0		76		0		-

		R01d		190219011		海岸保全施設の設計・管理に関する課題検討業務		国総研		03国総研		43921.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		大村厚夫		海老名正裕		細井晶弘		森晴夫		守屋正平		川村浩														76		0		76		0		76		0		-

		R01d		190219011		海岸保全施設の設計・管理に関する課題検討業務		国総研		03国総研		43921.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等				樋口直人		田中聡		鈴山勝之		原信彦		石本健治														76		0		76		0		76		0		-

		R01d		190219012		UAV・AIを活用した港湾施設の点検・診断システム開発検討業務		国総研		03国総研		43920.0		（株）パスコ		00000067		建設コンサルタント等		小関真征		後藤敏光		林大貴		芳倉勝治		金井憲一		門田寛		牧本貴夫		福島庸介										75		0		75		0		77		0		-

		R01d		190219013		東京湾の浅場の情報整理業務		国総研		03国総研		43889.0		復建調査設計（株）		00000032		建設コンサルタント等		三戸勇吾		梅本章弘		大西晃輝		増田孝文		萩野裕朗		竹下邦明														76		0		76		0		75		0		-

		R01d		190319001		我が国におけるクルーズ船寄港に伴う経済効果分析調査業務		国総研		03国総研		43889.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		福田一郎		西畑剛 ニシハタ ツヨシ		池田秀文 イケダ ヒデフミ		太田正規 オオタ タダ																		75		0		75		0		75		0		-

		R01d		190319001		我が国におけるクルーズ船寄港に伴う経済効果分析調査業務		国総研		03国総研		43889.0		セントラルコンサルタント（株）		00000028		建設コンサルタント等				西田敦史		西岡昌哉		伊東弘人 イトウ ヒロト		西谷真洋 ニシタニ マ ヨウ																75		0		75		0		75		0

		R01d		190319002		航路幅員算定手法及び航路法線(屈曲部)の曲率半径算定に関する検討業務		国総研		03国総研		43889.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		高橋宏直		高尾敏幸																						80		1		80		1		80		1		-

		R01d		190319003		港湾分野における情報通信技術等の活用促進に関する検討業務		国総研		03国総研		43903.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		小黒章二		井野洋																						75		0		75		0		74		0		-

		R01d		190319003		港湾分野における情報通信技術等の活用促進に関する検討業務		国総研		03国総研		43903.0		八千代エンジニヤリング（株）		00000123		建設コンサルタント等				金谷実		宮下嘉人		佐島裕也		木山芙美		沼田太郎		山岡淳												75		0		75		0		74		0		-

		R01d		190319004		長期予測のための経済・貿易構造分析モデル検討調査業務		国総研		03国総研		43889.0		セントラルコンサルタント（株）		00000028		建設コンサルタント等		伊東弘人		西田敦史		西岡昌哉		西谷真洋																		75		0		75		0		74		0		-

		R01d		190319005		既存港湾施設の有効活用に関する情報提供システムの高度化検討業務		国総研		03国総研		43889.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		佐々木信和		大崎雄治		池内正俊		森暁雄																		83		1		83		1		83		1		-

		R01d		190319009		港湾空港等事業の品質確保の促進に関する調査業務		国総研		03国総研		43903.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		小黒章二		高山和敏		入部忠道																				77		0		77		0		78		0		-

		R01d		190319010		港湾空港分野における環境物品等の利用促進に関する技術検討業務		国総研		03国総研		43861.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		森晴夫		海老名正裕		佐藤昌宏		春日井康夫		守屋正平		遠藤敏雄		畠山貴之												76		0		76		0		74		0		-

		R01d		190319011		大型係船曲柱の設計法に関する細部検討業務		国総研		03国総研		43889.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		尾崎竜三		山口匡宏 ヤマグチ タダス		村上裕宣 ムラカミ ユタカ セン		勝俣優 カツマタ ヤサ		大角和輝 オオスミ ワ カガヤ		西原大晴 ニシハラ オオ ハ		小田隼也 オダ ハヤブサ ナリ												78		0		78		0		77		0		-

		R01d		190319012		効率的な荷役機械を有するコンテナターミナルに関する動向調査		国総研		03国総研		43889.0		（社）港湾荷役機械システム協会		00009978		建設コンサルタント等		野口仁志		白石哲也		石原弘一																				78		0		78		0		76		0		-

		R01d		190319014		コンテナターミナルの利用率・沖待ち状況の把握手法検討業務		国総研		03国総研		43889.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		高橋宏直		高尾敏幸																						77		0		77		0		77		0		-

		R01d		190319015		我が国の港湾基準の海外普及方策に関する検討業務		国総研		03国総研		43909.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		佐藤昌宏		細井晶弘		山本修司		守屋正平		遠藤敏雄		本田浩隆		宮脇周作												74		0		74		0		73		0		-

		R01d		190419002		空港の地震複合被害等に関する検討調査業務		国総研		03国総研		43889.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等				清水啓 シミズ ケイ		熊澤将之 クマザワ マサユキ																				78		0		78		0		77		0		-

		R01d		190419002		空港の地震複合被害等に関する検討調査業務		国総研		03国総研		43889.0		（株）シオ政策経営研究所		00004074		建設コンサルタント等		中神啓介		西崎英治 ニシザキ エイジ ジ		渡辺明彦 ワタナベ アキヒコ		内野実花子 ウチノ ミカコ																		78		0		78		0		77		0		-

		R01d		190419005		空港施設に関する図面管理システム等改良業務		国総研		03国総研		43909.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		室屋聡智		幸田毅彦		井野洋		加納丈司																		76		0		76		0		74		0		-

		R01d		190419006		空港アスファルト舗装の耐久性等に関する調査業務		国総研		03国総研		43887.0		ティーアール・コンサルタント（株）		00005705		建設コンサルタント等		久野晃弘		菅原信吉		中村太郎		鈴木潤也		吉原昌貴																81		1		81		1		78		0		-

		R01d		190419007		空港舗装巡回等点検システム機能改良業務		国総研		03国総研		43909.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		幸田毅彦		井野洋		室屋聡智																				76		0		76		0		73		0		-

		R01d		190419008		航空需要予測手法改善検討基礎調査業務		国総研		03国総研		43889.0		（株）三菱総合研究所		00001994		建設コンサルタント等		大石礎		磯野文暁 イソノ フミアキ		清水春来 シミズ ハルキ																				75		0		75		0		74		0		-

		R01d		190419009		空港土木工事の施工基準等に関する検討業務		国総研		03国総研		43913.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		菅野真弘		伊藤大吾		大木秀雄		猿渡守		佐藤光博																76		0		76		0		73		0		-

		R01d		190419010		空港舗装の構造設計法及び路面評価法に関する調査業務		国総研		03国総研		43913.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		福岡知久		藤生孝典		横山隼佑		市村直登		二見康友		田代広行														78		0		78		0		75		0		-

		R01d		190419012		空港の被災復旧事例に関する数量的検討調査業務		国総研		03国総研		43861.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		清水啓		熊澤将之																						83		1		83		1		82		1		-

		R01d		190419001		空港土木工事積算システム支援機能導入等改良業務 セキサン シエン キノウ ドウニュウ トウ カイリョウ ギョウム		国総研		03国総研		43917.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		奥野一暢		幸田毅彦 コウダ タケシ ビコ		西原孝仁		澤田博道 サワダ ヒロシ ミチ																		78		0		78		0		73		0		-

		R01d		190419004		空港請負工事に関する施工実態調査等業務 ウケオイ コウジ カン セコウ ジッタイ チョウサ トウ ギョウム		国総研		03国総研		43909.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		猿渡守		伊藤大吾		大木秀雄		佐藤光博		菅野真弘																78		0		78		0		75		0		-

		R01d		190319016		変形を考慮した港湾構造物の耐震設計の高度化、及び設計入力地震動の合理的評価に関する検討業務		国総研		03国総研		43921.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		山田雅行 ヤマダ マサユキ		森田真弘 モリタ マサ ヒロ		江口拓生 エグチ タクミ		藤野義範 フジノ ヨシ ハン		中村友紀恵 ナカムラ ユキエ		羽田浩二 ハダ コウジ		曽根照人 ソネ テル ヒト		八木悟 ヤギ サトル		桒原直範 クワバラ ナオ ノリ								81		1		81		1		82		1		-

		R02d		110120001		東北地方整備局管内技術審査補助業務		東北		01整備局		44279.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		押切泰弘		吉田稔		川守田正路		佐藤信		鈴木惠生		藤田隆		及川勝朋		田中道幸		下澤治						押切泰弘		79		0		79		0		79		0		-

		R02d		110120003		港湾整備に係る沿岸気象海象情報の予測情報等提供業務		東北		01整備局		44286.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		鈴木善光		田所篤博		内田裕之		山本浩之																		78		0		78		0		77		0		-

		R02d		110120004		水中部施工状況確認業務		東北		01整備局		44281.0		（社）日本潜水協会		00010151		建設コンサルタント等		東山安彦		小林利夫																						77		0		77		0		77		0		-

		R02d		110120005		建設資材等価格調査		東北		01整備局		44280.0		（財）建設物価調査会		00005722		建設コンサルタント等		菊地元		菊池信博		戸村秀紀		伊藤慶次郎		丹治大尭																78		0		78		0		77		0		-

		R02d		110120007		復興・創生期間後の東北地方の港湾の将来像検討業務		東北		01整備局		44280.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		小谷野喜二		西見裕司		上野雅明		中本隆																		78		0		78		0		76		0		-

		R02d		110120010		東北港湾におけるコンテナ物流効率化検討業務		東北		01整備局		44285.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		水野正博		岡田哲一		戸田智司		苣木かおり		長倉敏郎																73		0		73		0		75		0		-

		R02d		110120011		港湾施設の維持管理技術情報提供業務		東北		01整備局		44187.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		稲田勉		鈴木理		川村浩		中島一朗		奈良透																79		0		79		0		77		0		-

		R02d		110120012		港湾機能継続計画の実効性向上検討業務		東北		01整備局		44274.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		眞山丈夫		西見裕司		上野雅明		加賀谷俊和																		70		0		70		0		72		0		-

		R02d		111020004		青森港事業効果検討業務		東北		01整備局		44252.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		山田貴裕		花井健太		川口直也		榎本真久		宮本敏行		白井英一														80		1		80		1		79		0		-

		R02d		111020009		青森港洋上風力拠点整備検討業務		東北		01整備局		44270.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		山田貴裕		花井健太		小原陵		大崎佑也		榎本真久		宇野喜之		白井英一		安田将人										78		0		78		0		77		0		-

		R02d		111119027		八戸港埋没対策外検討業務		東北		01整備局		43944.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		川村浩		岩崎和弘		稲田勉		田所篤博		渡部耕平		遠藤敏雄														79		0		79		0		77		0		-

		R02d		111119027		八戸港埋没対策外検討業務		東北		01整備局		43944.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等				榎本真久		白井英一		山田貴裕		黒木敬司		小野信幸		伊東啓勝		原信彦		石本健治								79		0		79		0		77		0		-

		R02d		111120001		八戸港品質監視等補助業務		東北		01整備局		44281.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		鈴木惠生		佐々木和夫		大山典夫																				77		0		77		0		77		0		-

		R02d		111120002		八戸港監督補助業務		東北		01整備局		44281.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		中村奉文		上平俊幸		大浦優幸																				77		0		77		0		77		0		-

		R02d		111120025		八戸港における浚渫土砂濁り対策検討業務		東北		01整備局		44260.0		（社）水底質浄化技術協会		00009957		建設コンサルタント等		江原仁		川西龍一		桑原正彦		小島洋		村上和男		近藤隆道														75		0		75		0		75		0		-

		R02d		111120026		八戸港国有港湾施設維持管理計画書作成業務		東北		01整備局		44265.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		建設コンサルタント等		藤井隆行		大友優真		立石賢吾		高城隆昌		松村繁徳		唐木毅														79		0		79		0		78		0		-

		R02d		111220011		秋田港大浜地区岸壁(-10m)外実施設計		東北		01整備局		44089.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		内山一郎		原久良		鈴木雄太		伊藤諒		鈴木裕太		村瀬良平		兒玉俊介		伊藤誠		浜岡高司								74		0		74		0		74		0		-

		R02d		111319009		久慈港監督補助業務		東北		01整備局		44284.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		中村奉文		岩谷達		石村成章		菊地旭成		高橋正治																77		0		77		0		77		0		-

		R02d		111320001		久慈港外品質監視等補助業務		東北		01整備局		44281.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		及川勝朋																								77		0		77		0		77		0		-

		R02d		111320001		久慈港外品質監視等補助業務		東北		01整備局		44281.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等				大島勇																						77		0		77		0		77		0		-

		R02d		111320017		宮古港竜神崎地区防波堤(災害復旧)3区調整函細部設計		東北		01整備局		44022.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		内山一郎		鳥飼千晶		堤光一郎		久保浩司																久下真一		79		0		79		0		79		0		82

		R02d		111320026		久慈港事業効果検討業務		東北		01整備局		44277.0		（株）アルファ水工コンサルタンツ		00000066		建設コンサルタント等		堀江岳人		浅沼丈夫		井鳥聖也		野地雅貴		早川雄飛		岡本怜		浦島遼平		平井豊規		橋本孝治						坂本辰哉		80		1		80		1		79		0		78

		R02d		111320030		宮古港外維持管理計画書作成業務		東北		01整備局		44281.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		建設コンサルタント等		立石賢吾		岩村栄世		松田咲実		河合啓悟		高谷泰紀		大友優真		水野静		高城隆昌										81		1		81		1		83		1		-

		R02d		111320036		釜石港湾口防波堤維持管理に関わるCIMデータ作成業務		東北		01整備局		44281.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		佐々木信和		川俣秀樹		池内正俊		八代正美		加賀屋範幸														大家隆行		79		0		79		0		79		0		79

		R02d		111420018		酒田港国有港湾施設維持管理計画書作成業務		東北		01整備局		44225.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		倉持雅彦		下地雅俊		丸井英明		福田孝晴		先岡良宏		伊東啓勝														78		0		78		0		77		0		-

		R02d		111420021		酒田港防波堤効果検討業務		東北		01整備局		44267.0		（株）アルファ水工コンサルタンツ		00000066		建設コンサルタント等		堀江岳人		小畑雄大		千原美季		早川雄飛		吉田侑矢		岩倉祐二		橋本孝治										酒向章哲		79		0		79		0		78		0		80

		R02d		111519022		仙台塩釜港における浚渫土砂を活用した海域環境効果検討業務		東北		01整備局		44012.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		菅家英朗		港絢子		太田正規		松山為時		高尾敏幸		福田一郎												首藤啓		73		0		73		0		71		0		70

		R02d		111519022		仙台塩釜港における浚渫土砂を活用した海域環境効果検討業務		東北		01整備局		44012.0		復建調査設計（株）		00000032		建設コンサルタント等				大西晃輝		三戸勇吾		萩野裕朗																		73		0		73		0		71		0		-

		R02d		111520001		仙台塩釜港石巻港区品質監視等補助業務		東北		01整備局		44281.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		鈴木惠生		鳥海亮																						76		0		76		0		76		0		-

		R02d		111520002		仙台塩釜港監督補助業務		東北		01整備局		44281.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		中村奉文		北浦修		浅野裕之																				78		0		78		0		78		0		-

		R02d		111520003		仙台塩釜港発注補助業務		東北		01整備局		44281.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		下澤治		平輝明		星野英昭		小橋一雄																下澤治		75		0		75		0		75		0		-

		R02d		111520004		仙台塩釜港外品質監視等補助業務		東北		01整備局		44281.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		田中道幸		佐々木義朗																						74		0		74		0		74		0		-

		R02d		111520020		仙台空港津波漂流物対策施設整備効果検討業務		東北		01整備局		44279.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		清水啓		熊澤将之		竹井義博		春日井杏奈		久野了史		亀井慎一郎		土肥野隆史										石井毅		79		0		79		0		79		0		80

		R02d		111520020		仙台空港津波漂流物対策施設整備効果検討業務		東北		01整備局		44279.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等				樋口直人		森谷拓実		田中聡		中村隆志		原信彦		安田将人												79		0		79		0		79		0		-

		R02d		111520026		仙台塩釜港国有港湾施設維持管理計画書作成業務		東北		01整備局		44281.0		ポートコンサルタント（株）		00000927		建設コンサルタント等		反田行雄		本間靖明		中野友輔		安野結菜		佐野慎哉																74		0		74		0		73		0		-

		R02d		111520028		仙台塩釜港仙台港区向洋地区岸壁(-14m)細部設計		東北		01整備局		44280.0		ポートコンサルタント（株）		00000927		建設コンサルタント等		石田誠		本間靖明		中野友輔		安野結菜		紺谷明泰		佐野慎哉												反田行雄		78		0		78		0		78		0		82

		R02d		111619013		係留施設における重量物取扱いに関する構造検討業務		東北		01整備局		44253.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		山口達治		加藤圭		竹田正彦		川俣秀樹		砂川透吾		田渡竜乃介		小林誠		安下純平		佐久間謙史						瀬良敬二		80		1		80		1		80		1		77

		R02d		111620003		船舶技術検討業務		東北		01整備局		44278.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		藤田秀雄		皿澤薫		長崎義男		平山誠		岩月哲三		今井泰男		菊池俊雄		本多大茂		島田晴弘						谷雄一		71		0		71		0		70		0		70

		R02d		111620004		東北管内設計波浪検討業務		東北		01整備局		44253.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		田所篤博		佐藤昌宏		森晴夫		渡部耕平		峯村浩治		川村浩		重村洋平		奈良透								梶谷卓美		82		1		82		1		81		1		82

		R02d		111620004		東北管内設計波浪検討業務		東北		01整備局		44253.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等				杉山亜沙美		金子大介		永松宏一		柴田大介		田中和広		山部道												82		1		82		1		81		1		-

		R02d		111620004		東北管内設計波浪検討業務		東北		01整備局		44253.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等				樋口直人		森谷拓実		田中陽二		田中聡		鈴山勝之		原信彦												82		1		82		1		81		1		-

		R02d		111620005		船舶建造資材等価格調査		東北		01整備局		44043.0		（財）経済調査会		00005711		建設コンサルタント等		三科正和		岩瀬真																						76		0		76		0		73		0		-

		R02d		111620007		仙台港湾空港技術調査事務所庁舎改修実施設計		東北		01整備局		44225.0		（株）構建築設計事務所		00005524		建設コンサルタント等		徳田伸治		藤田藍																						76		0		76		0		76		0		-

		R02d		111620008		青森港外港湾施設安定性検討業務		東北		01整備局		44274.0		中央コンサルタンツ（株）		00000140		建設コンサルタント等		中元英樹		水口祐太		佐々木勇人		合田貴		菰方弘樹		丸山貴世		錦織庄吾		藤本将行		矢野大河						窪田一樹		76		0		76		0		77		0		77

		R02d		111620009		仙台塩釜港外港湾施設安定性検討業務		東北		01整備局		44274.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		山口達治		加藤圭		竹田正彦		川俣秀樹		安下純平		砂川透吾		小林誠										瀬良敬二		78		0		78		0		78		0		77

		R02d		111620010		秋田港外港湾施設安定性検討業務		東北		01整備局		44274.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		山口達治		加藤圭		砂川透吾		豊間根汐里		田渡竜乃介		小林誠		嘉數浩靖		瀬良敬二								鈴木信夫		78		0		78		0		78		0		77

		R02d		111620012		久慈港外港湾施設安定性検討業務		東北		01整備局		44274.0		三井共同建設コンサルタント（株）		00000003		建設コンサルタント等		中村充裕		田谷和樹		佐藤翔平		三上康光		山崎康生		山本慶太		西村亜子		轟豊和		近森裕之						砂場博明		78		0		78		0		78		0		77

		R02d		111620013		青森港本港地区堤埠頭岸壁(-7.5m)(改良)細部設計外		東北		01整備局		44253.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		山口達治		加藤圭		竹田正彦		川俣秀樹		砂川透吾														瀬良敬二		79		0		79		0		79		0		84

		R02d		111620014		管内技術課題に関する技術支援業務		東北		01整備局		44274.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		川村浩		細井晶弘		重村洋平		遠藤敏雄		奈良透		宮崎祥一														78		0		78		0		76		0		-

		R02d		111620021		潮位観測データ信頼性維持検討業務		東北		01整備局		44253.0		（社）海洋調査協会		00009906		建設コンサルタント等				山口晶敬		安立重昭																				78		0		78		0		75		0		-

		R02d		111620021		潮位観測データ信頼性維持検討業務		東北		01整備局		44253.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		加藤誠		鶴島大樹		荒居博之		小池克征																		78		0		78		0		75		0		-

		R02d		111620033		秋田港港湾業務艇建造設計図書確認業務		東北		01整備局		44281.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		藤田秀雄		皿澤薫		長崎義男		平山誠		岩月哲三		菊池俊雄														74		0		74		0		71		0		-

		R02d		111720001		小名浜港監督補助業務		東北		01整備局		44281.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		戸川守		村山勝利		松村五男																				78		0		78		0		78		0		-

		R02d		111720002		小名浜港外品質監視等補助業務		東北		01整備局		44281.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		吉田稔		小宮勝彦																						77		0		77		0		77		0		-

		R02d		111720002		小名浜港外品質監視等補助業務		東北		01整備局		44281.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等				楠清文																						77		0		77		0		77		0		-

		R02d		111720019		相馬港事業評価資料作成業務		東北		01整備局		44253.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		内山一郎		村瀬良平		兒玉俊介		山端俊也		荒牧健		山本禎寿														78		0		78		0		79		0		-

		R02d		111720024		相馬港本港地区防波堤(沖)維持管理計画書作成業務		東北		01整備局		44253.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		建設コンサルタント等		唐木毅		河合啓悟		立石賢吾		藤井隆行		奥村邦明		盛田高好		坂田晴香		繁原俊弘		高城隆昌								79		0		79		0		78		0		-

		R02d		111720025		小名浜港東港地区岸壁(-16m)外維持管理計画書作成業務		東北		01整備局		44281.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		内山一郎		後藤洋之		原久良		鈴木雄太		伊藤諒		鈴木裕太		兒玉俊介		伊藤誠										78		0		78		0		77		0		-

		R02d		120119017		情報通信技術等を活用したコンテナ輸送効率化検討業務(その2)		関東		01整備局		44104.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		池田秀文		畑中諭		黒田隆明		宇於崎泰寛		福田一郎																78		0		78		0		79		0		-

		R02d		120119017		情報通信技術等を活用したコンテナ輸送効率化検討業務(その2)		関東		01整備局		44104.0		（株）三井Ｅ＆Ｓマシナリー		K002172653		建設コンサルタント等				石田英明		小西謙吾		在間秀樹		小椋満																78		0		78		0		79		0		-

		R02d		120119024		クルーズを通じた地域振興等の方策に係る検討業務		関東		01整備局		44043.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		太田正規		堺谷常廣		港絢子		守屋良美		木村竜也																79		0		79		0		80		1		-

		R02d		120119032		東京湾水環境再生計画に係る生物生息環境改善検討等業務		関東		01整備局		43980.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		菅家英朗		森谷粒志		松山為時		高尾敏幸																		78		0		78		0		76		0		-

		R02d		120119048		関東地方整備局港湾業務艇建造技術検討業務		関東		01整備局		44260.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		菊池俊雄		木村茂喜		中島武男		長崎義男		神野信行		岩月哲三														76		0		76		0		76		0		-

		R02d		120120001		関東地方整備局管内港湾・空港技術審査補助業務		関東		01整備局		44280.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		菊池一志		二瓶正広		渡辺信		古川勝久		竹矢和正																79		0		79		0		79		0		-

		R02d		120120003		水中部施工状況確認業務		関東		01整備局		44286.0		（社）日本潜水協会		00010151		建設コンサルタント等		三浦孝一		天坂勇治		川村昭二																				78		0		78		0		78		0		-

		R02d		120120004		港湾・空港整備に係る沿岸気象海象情報の予測情報等提供業務		関東		01整備局		44286.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		山本浩之		鈴木善光		守屋正平		内田裕之		山崎浩之																78		0		78		0		77		0		-

		R02d		120120005		港湾及び空港における工事安全対策業務		関東		01整備局		44253.0		特定非営利活動法人みなとサポート		00169944		建設コンサルタント等		菅原邦彦		木村岩男		三上豊																				77		0		77		0		77		0		-

		R02d		120120006		船舶機械技術資料作成業務		関東		01整備局		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		佐野幸保		竹内孝之																						77		0		77		0		77		0		-

		R02d		120120007		建設資材等価格調査		関東		01整備局		44286.0		（財）経済調査会		00005711		建設コンサルタント等		森下剛史		林誠		岩瀬真		岩楯功治																		77		0		77		0		76		0		-

		R02d		120120009		東京湾水環境再生計画に係る進捗状況検討業務		関東		01整備局		44284.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		菅家英朗		森谷粒志		松山為時		高尾敏幸		堀之内尚志																79		0		79		0		78		0		-

		R02d		120120010		関東地方整備局海洋環境整備船建造技術検討業務		関東		01整備局		44274.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		野村剛		平山誠		亀井修		上坂賢三		澤明		菊池俊雄		百合本隆												77		0		77		0		77		0		-

		R02d		120120013		船舶機械施工確認業務		関東		01整備局		44286.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		吉田誠		中村洋一		松本茂																				77		0		77		0		77		0		-

		R02d		120120017		クルーズに係る港湾利用状況分析及び利便性向上方策検討業務		関東		01整備局		44274.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		太田正規		港絢子		田中三郎		守屋良美		檀之上ひろこ																78		0		78		0		78		0		-

		R02d		120120018		関東管内の港湾等における長期的な機能強化方策検討業務		関東		01整備局		44274.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		千田祐一郎		丁子信		山内慎平		磯山直佑		西村洋紀		樗木千紘		岡本辰生												79		0		79		0		77		0		-

		R02d		120120019		石炭灰混合材料による実証試験検討業務		関東		01整備局		44274.0		（社）水底質浄化技術協会		00009957		建設コンサルタント等		村上和男		近藤隆道		江原仁																				78		0		78		0		76		0		-

		R02d		120120020		関東管内の港湾における事業継続計画検討業務		関東		01整備局		44284.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		眞山丈夫		稲田憲武		上野雅明		加賀谷俊和		根木貴史																78		0		78		0		78		0		-

		R02d		120120022		横浜港南本牧ふ頭地区における船舶航行安全検討業務		関東		01整備局		44286.0		（社）東京湾海難防止協会		00010102		建設コンサルタント等		福谷幸資		新倉一馬		高橋昭一		松下英慈		西田克史		長澤安純														77		0		77		0		74		0		-

		R02d		120120029		諸外国の事例を踏まえた港湾における危機管理対策検討業務		関東		01整備局		44274.0		（財）国際臨海開発研究センター		K001772909		建設コンサルタント等		三宅光一		成瀬進		三上裕		浅香泰三		川上泰司																77		0		77		0		75		0		-

		R02d		120120031		京浜港におけるコンテナターミナル待機時間調査手法検討他業務		関東		01整備局		44281.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		岡本辰生		丁子信		山内慎平		西村洋紀		千田祐一郎																79		0		79		0		79		0		-

		R02d		121019001		京浜港施工状況確認等補助業務		関東		01整備局		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		二瓶正広		奥川真行		山崎幸輝																				77		0		77		0		77		0		-

		R02d		121019002		京浜港発注補助業務		関東		01整備局		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		二瓶正広		遠藤隆則		軽部歩																				77		0		77		0		77		0		-

		R02d		121019003		京浜港監督補助業務		関東		01整備局		44286.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		吉田誠		秋山英夫		村田収一		稲干章博		高荒聡																77		0		77		0		77		0		-

		R02d		121019004		京浜港監督補助業務(その2)		関東		01整備局		44286.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		吉田誠		福村達也		神賀千秋		大関章裕																		78		0		78		0		78		0		-

		R02d		121019021		川崎港臨港道路東扇島水江町線東扇島他アプローチ部実施設計		関東		01整備局		44099.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		大宅克幸		金谷俊秀		李莉		岩城達思		鹿野光一		五十嵐誠												南口浩志		79		0		79		0		79		0		80

		R02d		121019022		川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部詳細設計		関東		01整備局		44104.0		八千代エンジニヤリング（株）		00000123		建設コンサルタント等		上田浩章		堀内深		谷口和昭		日野昭二		岡戸甲子雄		名古屋和史		佐藤大		渡辺遼		綿引浩一						鷲見英吾		85		1		85		1		85		1		85

		R02d		121019025		横浜港南本牧地区コンテナヤード入場ゲート設計意図伝達等業務		関東		01整備局		43977.0		八千代エンジニヤリング（株）		00000123		建設コンサルタント等		吉田勝彦		三好量平		亀山浩																				78		0		78		0		78		0		-

		R02d		121019028		横浜港における整備効果検討業務		関東		01整備局		44008.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		西村壮介		牧野綾		久米俊治		濱明日香		真期俊行		曽根照人		楠謙吾		佐藤広章		内田達夫								79		0		79		0		81		1		-

		R02d		121019041		川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部防衝工他実施設計		関東		01整備局		44064.0		大日本コンサルタント（株）		00000080		建設コンサルタント等		諏訪部宏之		永尾豊明		寺田武志		秋山孝		瀧本英男		井手康介		徳橋亮治										吉岡勉		75		0		75		0		75		0		75

		R02d		121019068		川崎港臨港道路東扇島水江町線昇降施設基本設計(その2)		関東		01整備局		44104.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		岩城達思		池辺俊佑		竹内努		山田朗弘		柴山裕則		瀧澤伸之		河崎猛士										加藤久晶		75		0		75		0		75		0		77

		R02d		121019079		横浜港臨港道路(はま道路)緊急復旧検討業務		関東		01整備局		43997.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		服部達也		湯川圭悟		中川碧		輿石正己																友田富雄		80		1		80		1		81		1		80

		R02d		121020001		京浜港施工状況確認補助業務		関東		01整備局		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		荒川直也		奥川真行																						79		0		79		0		79		0		-

		R02d		121020003		京浜港施工状況確認補助業務(その2)		関東		01整備局		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		古川勝久																								77		0		77		0		77		0		-

		R02d		121020007		川崎港設計・調査資料作成業務		関東		01整備局		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		荒川直也		桐山寿郎		加藤誠一		保坂鐵矢		町田文孝																77		0		77		0		77		0		-

		R02d		121020008		川崎港臨港道路東扇島水江町線航行安全管理業務		関東		01整備局		44286.0		（社）東京湾海難防止協会		00010102		建設コンサルタント等		加瀬龍太郎		吉田勝正		米沢昭司		高栗良勝		藤井俊樹																75		0		75		0		75		0		-

		R02d		121020010		川崎港臨港道路東扇島水江町線技術評価業務		関東		01整備局		44274.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		遠藤敏雄		岩崎和弘		佐藤昌宏		春日井康夫		森本悟司		高橋健		若林信孝												77		0		77		0		77		0		-

		R02d		121020010		川崎港臨港道路東扇島水江町線技術評価業務		関東		01整備局		44274.0		大日本コンサルタント（株）		00000080		建設コンサルタント等				永尾豊明		吉岡勉		寺田武志		豊島孝之		秋山孝		井手康介										諏訪部宏之		77		0		77		0		77		0		77

		R02d		121020011		川崎港臨港道路建設資材価格等調査		関東		01整備局		44277.0		（財）経済調査会		00005711		建設コンサルタント等		石井淳一		藤井辰悟		齋藤英人																				76		0		76		0		77		0		-

		R02d		121020020		横浜港港湾施設整備検討業務		関東		01整備局		44281.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		久下真一		後藤洋之		鈴木雄太		山口孝幸		堤光一郎		井上泰		岩崎賢一		稲葉育祐		小池麻里						内山一郎		82		1		82		1		82		1		82

		R02d		121020023		横浜港における整備効果検討業務		関東		01整備局		44246.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		宇野元浩		牧野綾		三荒智也		江田拓真		濱明日香		西村壮介		内田達夫		佐藤広章										82		1		82		1		80		1		-

		R02d		121020025		京浜港国有港湾施設維持管理計画策定業務		関東		01整備局		44253.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		久下真一		伊藤諒		鈴木裕太		伊藤誠																		78		0		78		0		77		0		-

		R02d		121020030		横浜港コンテナターミナル施設配置検討業務		関東		01整備局		44172.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		飯尾昌和		鳥居洋		高橋琢磨		小玉朋恵		増田龍哉		本田善之														81		1		81		1		80		1		-

		R02d		121020031		横浜港の大水深岸壁における大型荷役機械諸元検討業務		関東		01整備局		44280.0		（社）港湾荷役機械システム協会		00009978		建設コンサルタント等		増田勝人		森本哲郎																						80		1		80		1		81		1		-

		R02d		121020034		横浜港国有港湾施設検討業務		関東		01整備局		44102.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		横山伸幸		増沢光也		南雲祐一郎		脇田尚幸																		77		0		77		0		79		0		-

		R02d		121020036		横浜港新本牧地区船舶航行安全検討業務		関東		01整備局		44246.0		（社）東京湾海難防止協会		00010102		建設コンサルタント等		福谷幸資		新倉一馬		高橋昭一		松下英慈		西田克史		長澤安純														74		0		74		0		73		0		-

		R02d		121020037		川崎港臨港道路東扇島水江町線整備効果検討業務		関東		01整備局		44281.0		八千代エンジニヤリング（株）		00000123		建設コンサルタント等		上野洋一		小篠耕平		片上諒		草野孝佳		大久保朔也		石田周平		稲田竜一		中村悟		兼古英明								79		0		79		0		78		0		-

		R02d		121020038		川崎港臨港道路東扇島水江町線航行安全検討業務		関東		01整備局		44281.0		（社）東京湾海難防止協会		00010102		建設コンサルタント等		福谷幸資		新倉一馬		高橋昭一		松下英慈		西田克史		長澤安純														74		0		74		0		73		0		-

		R02d		121119003		鹿島港施工状況確認等補助業務		関東		01整備局		44286.0		（株）シーラム		00005529		建設コンサルタント等		阿部保之		眞鍋幸晴		小野淳		木村治信																		76		0		76		0		76		0		-

		R02d		121120001		鹿島港他発注補助業務		関東		01整備局		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		渡辺信		手塚進一																						76		0		76		0		76		0		-

		R02d		121120002		鹿島港他監督補助業務		関東		01整備局		44286.0		ニシキコンサルタント（株）		00001003		建設コンサルタント等		金子達也		山田玄		今村照夫																				74		0		74		0		74		0		-

		R02d		121120003		茨城港施工状況確認補助業務		関東		01整備局		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		渡辺信																								77		0		77		0		77		0		-

		R02d		121120017		鹿島港漂砂・静穏度対策施設に関する整備効果等検討業務		関東		01整備局		44274.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		川村浩		田所篤博		遠藤敏雄		井上吉弘		鈴木理		奈良透														79		0		79		0		77		0		-

		R02d		121120023		鹿島港港湾整備に関する検討業務		関東		01整備局		44284.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		久下真一		橋爪陽平		大西智之		上村圭介		荒牧健		坂本貴光												内山一郎		80		1		80		1		79		0		80

		R02d		121120025		茨城港国有港湾施設維持管理計画書策定業務		関東		01整備局		44165.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		建設コンサルタント等		藤井隆行		高谷泰紀		立石賢吾		唐木毅																		76		0		76		0		77		0		-

		R02d		121120027		百里飛行場排水改良実施設計		関東		01整備局		44274.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		上野功		二又尚人		坂上知弥		渡邉明日香		小寺健太郎		佐伯嘉隆												高岡英伸		78		0		78		0		78		0		77

		R02d		121120029		鹿島港及び茨城港常陸那珂港区における整備効果等検討業務		関東		01整備局		44284.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		白井英一		花井健太		川口直也		榎本真久		宮本敏行																78		0		78		0		77		0		-

		R02d		121120034		鹿島港北公共ふ頭地区整備検討業務		関東		01整備局		44284.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		久下真一		伊藤諒		鳥飼千晶		鈴木裕太		大西智之		伊藤誠		上村圭介		久保浩司								内山一郎		78		0		78		0		78		0		79

		R02d		121219001		千葉港他施工状況確認等補助業務		関東		01整備局		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		小野正明		長村忠春																						75		0		75		0		75		0		-

		R02d		121219016		東京湾浅場造成の品質確認・環境改善効果検証業務		関東		01整備局		44270.0		（財）海域環境研究機構		00219352		建設コンサルタント等				高垣泰雄		中島正雄		細川恭史		田中洋行		吉田静子		長島文博		矢内榮二		千葉晃		小林信雄						79		0		79		0		79		0		-

		R02d		121219016		東京湾浅場造成の品質確認・環境改善効果検証業務		関東		01整備局		44270.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		田中裕作		堺谷常廣		千葉晃		木俣陽一		堀之内尚志		中野敏彦														79		0		79		0		79		0		-

		R02d		121220001		千葉港他発注補助業務		関東		01整備局		44281.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		渡辺信																								77		0		77		0		77		0		-

		R02d		121220004		東京湾連続観測機器管理保守点検他業務		関東		01整備局		44286.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		加地智彦		渡辺卓也		花澤広貴		池田宗平		佐々木倫彦		市川雅也														77		0		77		0		77		0		-

		R02d		121220017		千葉港葛南中央地区岸壁(-10m)補修対策他検討業務		関東		01整備局		44225.0		ポートコンサルタント（株）		00000927		建設コンサルタント等		反田行雄		平野利幸		本間靖明		中野友輔		安野結菜		紺谷明泰		西舘忍										内藤輝		77		0		77		0		76		0		74

		R02d		121319002		東京国際空港監督補助業務		関東		01整備局		44286.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		青木康		松本隆俊		吉野努																				76		0		76		0		76		0		-

		R02d		121319003		東京国際空港監督補助業務(その2)		関東		01整備局		44286.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		青木康		中村覚		長野直紀																				76		0		76		0		76		0		-

		R02d		121319044		東京国際空港N地区エプロン他実施設計		関東		01整備局		44165.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		桜井裕也		塩澤宗卓		市川常憲		岸田茂之		佐藤英二														石井毅		76		0		76		0		75		0		75

		R02d		121319055		東京国際空港エプロン改修基礎検討業務		関東		01整備局		44028.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		藤生孝典		田口壮年		池田将志		山村優佳		小野宗助														青木逸人		76		0		76		0		75		0		75

		R02d		121320001		東京国際空港発注補助業務		関東		01整備局		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		大橋照美		野村修一		石垣誠一郎		諸澤隆久																		73		0		73		0		73		0		-

		R02d		121320006		東京国際空港設計・調査資料作成業務		関東		01整備局		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		板倉新		川越淳		木場貞和		平広志		菅原広幸		片野智華子														76		0		76		0		76		0		-

		R02d		121320012		東京国際空港基本施設他整備総合工程調査業務		関東		01整備局		44274.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		桜井裕也		岸田茂之		青木康		佐藤英二		石井毅		黒沼俊男												徳岡秀明		77		0		77		0		75		0		75

		R02d		121320013		東京国際空港D滑走路建設技術検証等業務		関東		01整備局		44286.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		遠藤敏雄		細井晶弘		大村厚夫		稲田勉		本田浩隆														梶谷卓美		80		1		80		1		81		1		77

		R02d		121320017		東京国際空港C滑走路南側用地実施設計		関東		01整備局		44183.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		青木逸人		田口壮年		二見康友		大槻康雄		森篤史														清成竜太		77		0		77		0		76		0		79

		R02d		121320019		東京国際空港建設資材等価格調査		関東		01整備局		44286.0		（財）経済調査会		00005711		建設コンサルタント等		森下剛史		伊藤正久		新納宏太		上野隆広																		76		0		76		0		77		0		-

		R02d		121320021		東京国際空港D滑走路動態観測調査等業務		関東		01整備局		44281.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		大村厚夫		細井晶弘		春日井康夫		浜口正志		遠藤敏雄		山崎浩之		佐藤昌宏		若林信孝								梶谷卓美		76		0		76		0		75		0		72

		R02d		121320028		東京国際空港際内トンネル技術資料作成業務		関東		01整備局		44260.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		長井寛之		甲斐紳也		渡邊友聖		平井光徳		近藤文人		倉田知己														76		0		76		0		75		0		-

		R02d		121320029		東京国際空港B滑走路他舗装実施設計		関東		01整備局		44211.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		青木逸人		藤生孝典		二見康友		池田将志		山村優佳		菱山義規												清成竜太		77		0		77		0		77		0		79

		R02d		121320033		東京国際空港N地区護岸実施設計		関東		01整備局		44253.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		山口達治		竹田正彦		砂川透吾		豊間根汐里		嘉數浩靖														瀬良敬二		79		0		79		0		80		1		78

		R02d		121320035		東京国際空港周辺海域水環境再生検討調査		関東		01整備局		44280.0		（財）東京都内湾漁業環境整備協会		K001788495		建設コンサルタント等		村井衛		山川正巳		伊東二三夫		安藤和人																		75		0		75		0		75		0		-

		R02d		121320041		東京国際空港空港アクセス鉄道基盤施設整備概略検討業務		関東		01整備局		44281.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		春日井康夫		井上吉弘		海田翔平		遠藤敏雄																山崎浩之		79		0		79		0		77		0		79

		R02d		121320041		東京国際空港空港アクセス鉄道基盤施設整備概略検討業務		関東		01整備局		44281.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等				藤原鉄朗		栗木実		青木逸人																		79		0		79		0		77		0		-

		R02d		121320041		東京国際空港空港アクセス鉄道基盤施設整備概略検討業務		関東		01整備局		44281.0		日本シビックコンサルタント（株）		00000420		建設コンサルタント等				広田健一		渡邊尚史		蘭康則																		79		0		79		0		77		0		-

		R02d		121320044		東京国際空港A滑走路南側航空保安施設用地他検討業務		関東		01整備局		44274.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		大久保陽介		土橋陽一朗		小林篤司		宮下健一朗		上野功		鈴木信夫		高橋武志		大家隆行								瀬良敬二		78		0		78		0		76		0		79

		R02d		121320045		東京国際空港周辺海域環境改善方策分析業務		関東		01整備局		44281.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		松山為時		堀之内尚志		鈴木覚		長倉敏郎		西土井誠																77		0		77		0		76		0		-

		R02d		121320049		東京国際空港N地区排水実施設計		関東		01整備局		44279.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		桜井裕也		市川常憲		佐藤英二																		石井毅		76		0		76		0		75		0		75

		R02d		121320051		東京国際空港C滑走路地盤改良設計		関東		01整備局		44253.0		復建調査設計（株）		00000032		建設コンサルタント等		藤井照久		岩城徹也		水野匠		高田圭太																山田和弘		78		0		78		0		76		0		77

		R02d		121320052		東京国際空港舗装技術検討業務		関東		01整備局		44281.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		藤生孝典		山村優佳		横山幹																		青木逸人		76		0		76		0		76		0		77

		R02d		121320053		東京国際空港排水対策検討業務		関東		01整備局		44281.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		青木逸人		田口壮年		横山幹																		清成竜太		77		0		77		0		76		0		77

		R02d		121419022		東京国際空港ターミナルエプロン舗装構造検討業務		関東		01整備局		44246.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		白石保律		藤生孝典		小西花実		清成竜太		青木逸人		大和田貴博												福岡知久		79		0		79		0		78		0		77

		R02d		121419023		横浜港新本牧地区における水理模型実験		関東		01整備局		44043.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		長谷川巌		五十嵐輝美		久保田徹		柴田邦善		宮里一郎														森田整		79		0		79		0		78		0		79

		R02d		121420001		東京湾環境情報センター環境調査データ解析及び維持管理業務		関東		01整備局		44286.0		国際航業（株）		00000047		建設コンサルタント等		永松宏		柳谷紗代		尾方浩平		金津伸好																		75		0		75		0		75		0		-

		R02d		121420004		閉鎖性海域における潜在的環境修復能力検討業務		関東		01整備局		44281.0		復建調査設計（株）		00000032		建設コンサルタント等		三戸勇吾		大西晃輝		増田孝文		萩野裕朗		菅野孝則		渡邊丈夫												山田和弘		78		0		78		0		77		0		79

		R02d		121420006		港湾・空港施設の設計等に関する技術支援業務		関東		01整備局		44274.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		春日井康夫		海田翔平		佐藤昌宏		浜口正志		遠藤敏雄		山崎浩之		本田浩隆		若林信孝										79		0		79		0		78		0		-

		R02d		121420007		高波・高潮に対する護岸防波技術検討調査		関東		01整備局		44279.0		（社）海洋調査協会		00009906		建設コンサルタント等		矢下忠彦		山口晶敬																				安立重昭		76		0		76		0		76		0		75

		R02d		121420008		護岸・岸壁における砂の吸い出し防止対策検討調査		関東		01整備局		44274.0		マリンテクノロジー（株）		00008926		建設コンサルタント等		木村光俊		高橋総一		伊藤圭汰		今吉一郎		秋本孝		若松誠														79		0		79		0		78		0		-

		R02d		121420009		千葉港千葉中央地区岸壁(-9m)基本設計		関東		01整備局		44267.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		鈴木信夫		畔柳陽介		安下純平		國吉早紀		山下武		宮下健一朗												山口達治		81		1		81		1		80		1		79

		R02d		121420010		茨城港常陸那珂港区中央ふ頭地区岸壁(-15m)基本設計		関東		01整備局		44274.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		鈴木信夫		畔柳陽介		安下純平		國吉早紀		影地良昭		山下武		宮下健一朗		大久保陽介								山口達治		79		0		79		0		78		0		77

		R02d		121420021		既存観測機器等を活用した防災力強化方策検討業務		関東		01整備局		44274.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		遠藤敏雄		深澤貴光		森晴夫		山崎浩之		奈良透		本田浩隆		齋藤豪												78		0		78		0		78		0		-

		R02d		121420023		潮位観測データ解析・信頼性確認検証業務		関東		01整備局		44253.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		鶴島大樹		三浦裕司		河辺一明		伍井稔																		78		0		78		0		77		0		-

		R02d		121420023		潮位観測データ解析・信頼性確認検証業務		関東		01整備局		44253.0		（社）海洋調査協会		00009906		建設コンサルタント等				矢下忠彦																						78		0		78		0		77		0		-

		R02d		121519005		平成31年度　東京湾中央航路情報管理等業務		関東		01整備局		44286.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		中村洋一		経種暁		竹内竜也		前原隆士		市川正之		今野隆		佐藤潤一		宮本利文										77		0		77		0		77		0		-

		R02d		121519011		東京湾中央航路第二海堡観光促進対策検討他業務		関東		01整備局		44027.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		神野竜之介		北市英生		岡田万由子		芳賀徹也		荒ひかり		小澤里美		小野崎研郎												80		1		80		1		80		1		-

		R02d		121519016		東京湾中央航路付帯施設設計業務		関東		01整備局		44040.0		ポートコンサルタント（株）		00000927		建設コンサルタント等		内藤輝		本間靖明		紺谷明泰		佐野慎哉		石田誠		西舘忍												反田行雄		78		0		78		0		78		0		79

		R02d		121520006		東京湾中央航路施工及び調査関係資料作成業務		関東		01整備局		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		千葉照男																								76		0		76		0		76		0		-

		R02d		121520016		東京湾中央航路整備効果検討調査(その2)		関東		01整備局		44281.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		荒牧健		岩崎賢一		山端俊也		上村圭介																		79		0		79		0		79		0		-

		R02d		121619001		東京港監督補助業務		関東		01整備局		44286.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		佐藤亮		前田希一		浜畑光広		柴哲生																		77		0		77		0		77		0		-

		R02d		121619002		東京港施工状況確認補助業務		関東		01整備局		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		荒川直也		草野賢一		鈴木良典																				77		0		77		0		77		0		-

		R02d		121619004		東京港建設資材価格等調査		関東		01整備局		44001.0		（財）建設物価調査会		00005722		建設コンサルタント等		渡辺弘一		高梨卓司		島田理久		岩井卓矢		小林法雅																77		0		77		0		78		0		-

		R02d		121619012		東京港臨港道路(南北線)技術資料作成業務		関東		01整備局		44253.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		川瀬将		永田享志		荒川直也		志村浩美		川上雅彦		大木秀雄														78		0		78		0		77		0		-

		R02d		121619025		東京港国有港湾施設引渡図書作成		関東		01整備局		44281.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		中村秀一		山口高弘		磯上知良		宮脇周作		本田善之														川嶋憲		74		0		74		0		75		0		75

		R02d		121619027		臨港道路構造物計測技術検討業務		関東		01整備局		44280.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		森晴夫		岩崎和弘		森晴夫		森本悟司		田所篤博		遠藤敏雄		山崎浩之		高橋健										77		0		77		0		76		0		-

		R02d		121619028		東京港臨港道路(南北線)付帯施設実施設計等業務(その2)		関東		01整備局		44134.0		（株）オリエンタルコンサルタンツ		00000037		建設コンサルタント等		大竹省吾		舛本隆司		徳山英二		小徳利章		星島輝空		齋藤正文												倉田雅人		72		0		72		0		72		0		70

		R02d		121620002		東京港施工及び調査関係資料作成業務		関東		01整備局		44104.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		小林雅幸		永木君治		桑田諭		平間雄二		田淵朝人																77		0		77		0		77		0		-

		R02d		121620008		東京港臨港道路(南北線)公示及び管理用図書作成業務		関東		01整備局		44281.0		（財）首都高速道路技術センター		K001702986		建設コンサルタント等		八崎弘昌		伊藤近		加藤秀一		中下博樹		繪鳩武史		岩井渉												青木聡		74		0		74		0		75		0		75

		R02d		121620010		東京港中央防波堤外側地区国際海上コンテナターミナル施工法検討業務		関東		01整備局		44253.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		永田享志		伊藤大吾		新原力		荒川直也		済藤生真		川瀬将												三木隆之		78		0		78		0		77		0		77

		R02d		121620014		東京港臨港道路(南北線)付帯施設実施設計等業務		関東		01整備局		44277.0		（株）オリエンタルコンサルタンツ		00000037		建設コンサルタント等		大竹省吾		舛本隆司		徳山英二		小徳利章		星島輝空		山崎雅弘		有村健太郎		塚本将康		梅林福太郎						倉田雅人		80		1		80		1		79		0		80

		R02d		121620017		東京港国際海上コンテナターミナル整備効果検討業務		関東		01整備局		44274.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		丁子信		和田翔		山内慎平		磯山直佑		樗木千紘		岡本辰生														81		1		81		1		80		1		-

		R02d		121620019		東京港中央防波堤外側地区岸壁(ー16m)(耐震)詳細設計等業務(その2)		関東		01整備局		44280.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		團村肇		小原陵		志柿友基		宗本金吾		安田将人														石本健治		78		0		78		0		78		0		79

		R02d		121620020		東京港発注補助業務		関東		01整備局		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		小野正明		桑田諭																						77		0		77		0		77		0		-

		R02d		121620021		東京港中央防波堤外側地区国際海上コンテナターミナル船舶航行安全対策検討業務		関東		01整備局		44281.0		（社）東京湾海難防止協会		00010102		建設コンサルタント等		福谷幸資		新倉一馬		高橋昭一		松下英慈		西田克史		長澤安純														75		0		75		0		75		0		-

		R02d		121620023		東京港維持管理計画書作成業務		関東		01整備局		44281.0		（株）プライア・コンサルタント		00007951		建設コンサルタント等		厳駿		柴田和樹		渡邉康司郎		葛西照雄																藤林均		74		0		74		0		72		0		70

		R02d		121720003		特定離島港湾管理船に関する検討業務		関東		01整備局		44267.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		藤田秀雄		皿澤薫		平山誠		亀井修		岩月哲三		野村剛												谷雄一		74		0		74		0		73		0		72

		R02d		130119001		技術審査補助業務		北陸		01整備局		44281.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		木村正信		小出隆司		林田秀樹		清原麻巳																		79		0		79		0		79		0		-

		R02d		130119002		発注補助業務		北陸		01整備局		44281.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		宮澤重夫		小出隆司		林田秀樹		清原麻巳																		79		0		79		0		79		0		-

		R02d		130119010		北陸管内港湾における物流方策検討業務		北陸		01整備局		44012.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		太田正規		石山孝義		安田志穂		山本涼平		木村竜也																77		0		77		0		79		0		-

		R02d		130120002		港湾整備等に係る沿岸気象海象情報の予測情報等提供業務		北陸		01整備局		44286.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		山本浩之		鈴木善光		田所篤博		内田裕之																		77		0		77		0		76		0		-

		R02d		130120005		北陸管内港湾機能方策検討業務		北陸		01整備局		44281.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		上野雅明		稲田憲武		中本隆																				78		0		78		0		77		0		-

		R02d		130120006		資材等単価調査		北陸		01整備局		44280.0		（財）経済調査会		00005711		建設コンサルタント等		坂井弘		慶野功		奥村貴雄																				77		0		77		0		77		0		-

		R02d		130120007		水中部施工状況確認業務		北陸		01整備局		44274.0		（社）日本潜水協会		00010151		建設コンサルタント等		蜂須賀和吉		小林利夫																						76		0		76		0		76		0		-

		R02d		130120009		北陸管内設計波浪算定業務		北陸		01整備局		44242.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		大家隆行		畔柳陽介		國吉早紀		高橋武志		山口達治		岡田清宏		池内正俊												79		0		79		0		75		0		-

		R02d		130120012		北陸地域港湾の事業継続計画における実効性向上検討業務		北陸		01整備局		44253.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		眞山丈夫		西見裕司		上野雅明		加賀谷俊和																		78		0		78		0		79		0		-

		R02d		130120013		港湾施設等の持続的な維持管理に係る技術情報提供業務		北陸		01整備局		44211.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		稲田勉		井上吉弘		鈴木理		川村浩		奈良透																79		0		79		0		78		0		-

		R02d		130120014		北陸地域の港湾を活用した物流機能強靱化方策検討業務		北陸		01整備局		44281.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		太田正規		安田志穂		木村竜也		長倉敏郎		荒木大志																79		0		79		0		78		0		-

		R02d		131020003		新潟港等計画・調査等補助業務		北陸		01整備局		44280.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		白井正生		高橋伸一		武田武																				79		0		79		0		79		0		-

		R02d		131020013		新潟港海岸(西海岸地区)海岸保全施設状況調査		北陸		01整備局		44274.0		（株）開発技術コンサルタント		00000586		建設コンサルタント等		高橋辰夫		田中正好		高橋由紀夫		矢沢英世		比企和昭		小谷松雄一		布川剛士		飯沼年光										79		0		79		0		79		0		-

		R02d		131020025		新潟港海岸(西海岸地区)海岸保全施設機能検討業務		北陸		01整備局		44267.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		森晴夫		井上吉弘		鈴木理		佐藤昌宏		田所篤博														梶谷卓美		79		0		79		0		79		0		78

		R02d		131020025		新潟港海岸(西海岸地区)海岸保全施設機能検討業務		北陸		01整備局		44267.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		片野明良		加藤一正		宇野喜之		黒木敬司																		79		0		79		0		79		0		-

		R02d		131020026		新潟港海岸(西海岸地区)海岸保全施設長寿命化計画検討業務		北陸		01整備局		44183.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		竹内麻衣子		戎健次		家村健吾		森本睦		大利公二																79		0		79		0		79		0		-

		R02d		131020028		新潟港海岸(西海岸地区)管理用通路等検討業務		北陸		01整備局		44134.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		團村肇		小原陵		志柿友基		宗本金吾																安田将人		77		0		77		0		76		0		75

		R02d		131020033		新潟港海岸(西海岸地区)利用促進方策検討業務		北陸		01整備局		44253.0		（社）日本マリーナ・ビーチ協会		K001709439		建設コンサルタント等		木下明		山下雅人		下本幸嗣		黒滝秀平		佐藤恒夫																79		0		79		0		78		0		-

		R02d		131020034		新潟空港滑走路端安全区域施工方策検討業務		北陸		01整備局		44278.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		原田秀敏		槇本祐司		舟越秀樹		平井俊之		大谷祐司														石村勝伸		79		0		79		0		80		1		77

		R02d		131020035		新潟港海岸(西海岸地区)飛砂防止検討業務		北陸		01整備局		44134.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		中村隆志		丸井英明		稲垣賢人		福田孝晴		先岡良宏		伊東啓勝		倉持雅彦												71		0		71		0		69		0		-

		R02d		131020036		新潟港(西港地区)道路(トンネル)排水設備実施設計		北陸		01整備局		44203.0		（株）千代田コンサルタント		00000005		建設コンサルタント等		杉山明久		北條隆志		関根秀明		山上茂樹																竹内勝行		79		0		79		0		79		0		82

		R02d		131020039		新潟港(西港地区)浚渫土砂海洋投入許可報告書作成業務		北陸		01整備局		44274.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		建設コンサルタント等		伊藤久芳		馬込伸哉		小野ゆかり		古橋正祐		島田久子		松村繁徳														79		0		79		0		78		0		-

		R02d		131020040		新潟港浚渫土砂管理検討業務		北陸		01整備局		44225.0		（社）水底質浄化技術協会		00009957		建設コンサルタント等		川西龍一		桑原正彦		近藤隆道		江原仁																村上和男		79		0		79		0		79		0		87

		R02d		131020041		新潟港海岸施設効果検証業務		北陸		01整備局		44274.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		大家隆行		高橋武志		志村一歩		岩井翔平		岡田清宏		永澤豪												鈴木信夫		80		1		80		1		80		1		78

		R02d		131020042		新潟港(西港地区)航路泊地付帯施設施工方策検討業務		北陸		01整備局		44277.0		（株）アルファ水工コンサルタンツ		00000066		建設コンサルタント等		冨澤伸樹		斯波正尚		井鳥聖也		福田和雄		尾崎亮太		平井豊規		堀江岳人		上山美登里		奥村広幸						坂本辰哉		80		1		80		1		80		1		80

		R02d		131020046		新潟港(西港地区)堆積土砂縮減対策検討業務		北陸		01整備局		44270.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		伍井稔		渡辺卓也		花澤広貴		岡村誠司		加地智彦																81		1		81		1		83		1		-

		R02d		131119016		新潟空港進入灯橋梁(改良)実施設計		北陸		01整備局		43930.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		服部達也		西嶋正		酒本真先		佐々木優輔		岩城紀之														浅田尚		79		0		79		0		79		0		81

		R02d		131119030		北陸管内設計沖波算定業務		北陸		01整備局		44104.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		鈴山勝之		田中陽二		夏一青		マナワセカラチャトラ		田中聡		原信彦														79		0		79		0		78		0		-

		R02d		131120001		輪島港(輪島崎地区)防波堤(第6)断面実験		北陸		01整備局		44193.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		永松宏一		田端優憲		西脇朗		松尾俊平		杉山亜沙美		古川翔		田中和広		山部道		小林邦夫								80		1		80		1		79		0		-

		R02d		131120002		船舶技術検討業務		北陸		01整備局		44253.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		谷雄一		皿澤薫		長崎義男		神野信行		岩月哲三		上坂賢三		今井泰男		本多大茂		島田晴弘								72		0		72		0		72		0		-

		R02d		131120004		潮位観測データ信頼性維持検討業務		北陸		01整備局		44253.0		（社）海洋調査協会		00009906		建設コンサルタント等				矢下忠彦		安立重昭																				79		0		79		0		79		0		-

		R02d		131120004		潮位観測データ信頼性維持検討業務		北陸		01整備局		44253.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		鶴島大樹		水谷眞智子		三浦裕司		伍井稔																		79		0		79		0		79		0		-

		R02d		131120005		港湾施設の設計等に関する技術支援業務		北陸		01整備局		44281.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		田所篤博		岩崎和弘		大村厚夫		鈴木理		川村浩																80		1		80		1		79		0		-

		R02d		131120006		既存係留施設構造検討業務		北陸		01整備局		44242.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		山口達治		畔柳陽介		安下純平		國吉早紀		山下武		宮下健一朗												瀬良敬二		79		0		79		0		80		1		75

		R02d		131120011		敦賀港(鞠山南地区)岸壁(-14m)地盤解析業務		北陸		01整備局		44225.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		團村肇		小原陵		志柿友基		宗本金吾		安田将人																79		0		79		0		78		0		-

		R02d		131120012		伏木富山港(新湊地区)防波堤(波除)基本設計(改良)外2件		北陸		01整備局		44285.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		團村肇		小原陵		志柿友基		宗本金吾		中村隆志		原信彦		安田将人		サリュコフミハイル								石本健治		82		1		82		1		82		1		80

		R02d		131120015		新潟港(西港地区)航路泊地付帯施設断面実験		北陸		01整備局		44274.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		永松宏一		西脇朗		松尾俊平		杉山亜沙美		金子大介		古川翔		田中和広		山部道		小林邦夫								80		1		80		1		79		0		-

		R02d		131120016		気象・海象データ追録業務		北陸		01整備局		44260.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		團村肇		田中陽二		仲井圭二		村瀬博一																		78		0		78		0		77		0		-

		R02d		131120017		実験設備補修計画検討業務		北陸		01整備局		44267.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		長谷川巌		久保田徹		上原教善		柴田邦善		小畠大典		宮里一郎														76		0		76		0		76		0		-

		R02d		131219013		伏木富山港港内静穏度解析検討業務		北陸		01整備局		43928.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		團村肇		樋口直人		坂井良輔		森谷拓実		甲原僚子		山田貴裕		中村隆志		原信彦								田中聡		79		0		79		0		79		0		80

		R02d		131220004		伏木富山港計画・調査等補助業務		北陸		01整備局		44280.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		渡邉孝		藤田暁浩																						79		0		79		0		78		0		-

		R02d		131220018		伏木富山港(新湊地区)岸壁(-14m)(中央2号)(改良)施工方策検討業務		北陸		01整備局		44274.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		林田秀樹		小出隆司		伊藤大吾		新原力		宮澤重夫		渡邉孝		元波守		済藤生真										81		1		81		1		78		0		-

		R02d		131220019		伏木富山港(新湊地区)物件調査業務		北陸		01整備局		44267.0		（株）国土開発センター		00000257		建設コンサルタント等		斎藤俊雄		中土春輝		坂井耕平		長田涼佑		坂林智														上坂佳伸		77		0		77		0		76		0		77

		R02d		131319031		小松空港エプロン新設調査設計		北陸		01整備局		44274.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		上野功		二又尚人		坂上知弥		青木彩		小寺健太郎		後藤寛												高岡英伸		79		0		79		0		77		0		80

		R02d		131320004		金沢港等計画・調査等補助業務		北陸		01整備局		44281.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		渡邉孝		森英治																						79		0		79		0		79		0		-

		R02d		131320015		輪島港・七尾港整備効果検討業務		北陸		01整備局		44183.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		神野竜之介		木村祐太		土屋広太郎		岡田万由子		上原悠輔		高田雄暉		北田彰久		山口達治		小野寺仁								78		0		78		0		77		0		-

		R02d		131320016		金沢港利活用検討業務		北陸		01整備局		44265.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		上野雅明		西見裕司		稲田憲武																				78		0		78		0		78		0		-

		R02d		131320019		小松空港構内道路駐車場改良調査設計		北陸		01整備局		44277.0		（株）オリエンタルコンサルタンツ		00000037		建設コンサルタント等		松平圭庸		桐生健志		今川奈保		山田大輔		井深ゆきの		松本壮史												石村佳之		80		1		80		1		77		0		80

		R02d		131320020		小松空港排水対策検討業務		北陸		01整備局		44270.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		清成竜太		二見康友		高木洋明																		青木逸人		77		0		77		0		75		0		77

		R02d		131419008		敦賀港構造安定性照査業務		北陸		01整備局		43927.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		寺島彰人		田中美帆		諸澤朱里		影地良昭		岡崎健		小西陽右		芋野智成												77		0		77		0		77		0		-

		R02d		131420011		敦賀港整備効果検討業務		北陸		01整備局		44239.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		牧野綾		久米俊治		濱明日香		佐藤広章																		78		0		78		0		76		0		-

		R02d		131420014		敦賀港港内反射波低減検討業務		北陸		01整備局		44267.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		大家隆行		豊間根汐里		高橋武志		嘉數浩靖		瀬良敬二		岡田清宏														79		0		79		0		78		0		-

		R02d		140118023		平成30年度　伊勢湾漁業現況調査業務		中部		01整備局		43938.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		合田耕一		山田洋介		竹本昭男		井口謙		永尾謙太郎		風間崇宏														80		1		80		1		79		0		-

		R02d		140120001		令和2年度　中部地方整備局発注補助業務		中部		01整備局		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		赤石正廣		三浦雅巳		千村聖治		小椋進		夏井直																76		0		76		0		76		0		-

		R02d		140120002		令和2年度　中部地方整備局技術審査補助業務		中部		01整備局		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		赤石正廣		加藤篤志		杉山一信		酒井孝典		小椋進		齋田和成		夏井直												76		0		76		0		76		0		-

		R02d		140120003		令和2年度　港湾整備に係る沿岸気象海象情報の予測情報等提供業務 		中部		01整備局		44286.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		山本浩之		鈴木善光		守屋正平		内田裕之		山崎浩之																77		0		77		0		76		0		-

		R02d		140120004		令和2年度　水中部施工状況確認業務		中部		01整備局		44286.0		（社）日本潜水協会		00010151		建設コンサルタント等		三浦孝一		太田一之																						76		0		76		0		76		0		-

		R02d		140120006		令和2年度　材料単価調査		中部		01整備局		44286.0		（財）経済調査会		00005711		建設コンサルタント等		永谷守		吉沢毅		斎木泰史		青木智明																		77		0		77		0		78		0		-

		R02d		140120010		令和2年度　船舶技術検討業務		中部		01整備局		44253.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		加藤英夫		皿澤薫		木村茂喜		中島武男		長崎義男		神野信行		岩月哲三		今井泰男		菊池俊雄								74		0		74		0		71		0		-

		R02d		140120011		令和2年度　コンテナターミナルにおける物流効率化検討業務		中部		01整備局		44190.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		田中裕作		中藤智徳		中野敏彦		長倉敏郎		宇於崎泰寛		福田一郎														77		0		77		0		76		0		-

		R02d		140120012		令和2年度　港湾の災害復旧における建設業者からの支援強化に向けた検討業務		中部		01整備局		44253.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		川田博司		杉山一信		小椋進		赤石正廣																		78		0		78		0		77		0		-

		R02d		140120016		令和2年度　名古屋港におけるコンテナ荷役効率化検討業務		中部		01整備局		44270.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		水野正博		畑中諭		宮崎秀秋		長倉敏郎		宇於崎泰寛																79		0		79		0		78		0		-

		R02d		140120018		令和2年度　伊勢湾海域における環境再生方策検討業務		中部		01整備局		44274.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等				鶴島大樹		赤星怜		永尾謙太郎																		78		0		78		0		80		1		-

		R02d		140120018		令和2年度　伊勢湾海域における環境再生方策検討業務		中部		01整備局		44274.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		田中裕作		菅家英朗		森谷粒志		鈴木覚																		78		0		78		0		80		1		-

		R02d		140120019		令和2年度　国内外における情報通信技術を活用した物流生産性向上技術検討業務		中部		01整備局		44277.0		（財）国際臨海開発研究センター		K001772909		建設コンサルタント等		富田英治		木村進		坂井良輔		堀米繁久		山下祐介																79		0		79		0		78		0		-

		R02d		140120020		令和2年度　大規模災害時における航路啓開の実効性向上検討業務		中部		01整備局		44270.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		橋元良二		稲田憲武		眞山丈夫		根木貴史																		78		0		78		0		79		0		-

		R02d		140120022		令和2年度　内航航路を活用した農産物の輸出促進方策検討業務		中部		01整備局		44253.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		池田秀文		畑中諭		苣木かおり		宮崎秀秋		木村竜也		長倉敏郎														74		0		74		0		73		0		-

		R02d		140120024		令和2年度　防災情報プラットフォームシステム機能高度化検討業務		中部		01整備局		44270.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		遠藤敏雄		並木達也		森晴夫		山崎浩之		宮崎祥一		本田浩隆														77		0		77		0		78		0		-

		R02d		141019001		平成31年度　清水港湾事務所品質監視等補助業務		中部		01整備局		44286.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等																										77		0		77		0		77		0		-

		R02d		141019001		平成31年度　清水港湾事務所品質監視等補助業務		中部		01整備局		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		洞谷邦弘																								77		0		77		0		77		0		-

		R02d		141019002		平成31年度　清水港湾事務所監督等補助業務		中部		01整備局		44286.0		マリンテクノロジー（株）		00008926		建設コンサルタント等		西田幸成		上村肇		相本泰宏		西田幸成		吉田眞一郎		松原亘一		坂野英次		佐伯静彦		伊藤圭汰								77		0		77		0		77		0		-

		R02d		141019019		平成31年度　清水港施設規模予測調査業務		中部		01整備局		43951.0		（株）シオ政策経営研究所		00004074		建設コンサルタント等		藤田順史		木村昭宣		内田景子		中神啓介		西崎英治		藤木隆二														78		0		78		0		78		0		-

		R02d		141019044		令和元年度　清水港日の出岸壁施工検討業務		中部		01整備局		44043.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		洞谷邦弘		川田博司		小椋進		済藤生真																		76		0		76		0		75		0		-

		R02d		141019045		令和元年度　清水港日の出岸壁実施設計		中部		01整備局		44043.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		影地良昭		安波史喬		岩井翔平		山下武																新美達也		80		1		80		1		79		0		79

		R02d		141020011		令和2年度　清水港整備効果検討業務		中部		01整備局		44281.0		（株）シオ政策経営研究所		00004074		建設コンサルタント等		藤田順史		木村昭宣		内田景子		中神啓介		西崎英治		藤木隆二														77		0		77		0		74		0		-

		R02d		141020014		令和2年度　田子の浦港港内施設波浪対策検討業務		中部		01整備局		44281.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		山田貴裕		大竹剛史		大崎佑也		宇野喜之																		78		0		78		0		79		0		-

		R02d		141020020		令和2年度　御前崎港整備効果検討業務		中部		01整備局		44253.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		石本健治		花井健太		川口直也		榎本真久		白井英一		中村隆志		原信彦												76		0		76		0		74		0		-

		R02d		141020021		令和2年度　下田港利用方策検討業務		中部		01整備局		44253.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		石本健治		宮川駿也		鈴木一帆		宮本敏行		白井英一		原信彦														75		0		75		0		74		0		-

		R02d		141020024		令和2年度　下田港潮位観測データ解析・信頼性確認検討業務		中部		01整備局		44274.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		建設コンサルタント等		立石賢吾		馬込伸哉		坂田晴香		水野静		奥村邦明		山口初代														78		0		78		0		77		0		-

		R02d		141020035		令和2年度　清水港減災対策検討業務		中部		01整備局		44274.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		山田貴裕		大竹剛史		大崎佑也		宇野喜之																		79		0		79		0		78		0		-

		R02d		141020036		令和2年度　御前崎港利活用方策検討業務		中部		01整備局		44265.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		田中裕作		鈴木覚		中野敏彦		長倉敏郎		宇於崎泰寛		福田一郎														77		0		77		0		76		0		-

		R02d		141119098		令和元年度　名古屋港ポートアイランド護岸機能維持検討業務		中部		01整備局		44032.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		石本健治		丸井英明		笠毛健生		小原陵		森谷香澄		小野信幸												安田将人		78		0		78		0		78		0		80

		R02d		141119103		令和元年度　名古屋港環境影響検討業務		中部		01整備局		43973.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		建設コンサルタント等		伊藤久芳		柴宮孝明		立石賢吾		橋本幸治		古橋正祐		島田久子														75		0		75		0		75		0		-

		R02d		141120007		令和2年度　名古屋港船舶技術資料作成外業務		中部		01整備局		44286.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		西尾誠市																								77		0		77		0		72		0		-

		R02d		141120040		令和2年度　名古屋港船舶航行安全対策検討業務		中部		01整備局		44281.0		（社）伊勢湾海難防止協会		K001760403		建設コンサルタント等		藤田義朝		岩崎昭男		野間卓志		浜野康彦																		78		0		78		0		77		0		-

		R02d		141120041		令和2年度　名古屋港利用促進方策検討業務　		中部		01整備局		44281.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		太田正規		港絢子		田中裕作		長倉敏郎		鈴木覚																78		0		78		0		79		0		-

		R02d		141120042		令和2年度　名古屋港港湾業務艇建造設計図書確認業務		中部		01整備局		44225.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		加藤英夫		木村茂喜		中島武男		神野信行		岩月哲三		菊池俊雄														75		0		75		0		72		0		-

		R02d		141120043		令和2年度　名古屋港岸壁整備施工計画検討業務		中部		01整備局		44274.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		川田博司		洞谷邦弘		小椋進		三木隆之																		77		0		77		0		76		0		-

		R02d		141120062		令和2年度　名古屋港第3ポートアイランド築堤補修検討業務		中部		01整備局		44165.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		石本健治		丸井英明		槙野公平		松原弘晃																安田将人		78		0		78		0		78		0		80

		R02d		141120067		令和2年度　名古屋港金城ふ頭岸壁(-12m)端部実施設計		中部		01整備局		44242.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		石本健治		團村肇		小原陵		志柿友基		宗本金吾		安田将人												倉持雅彦		78		0		78		0		78		0		80

		R02d		141120067		令和2年度　名古屋港金城ふ頭岸壁(-12m)端部実施設計		中部		01整備局		44242.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等				池田剛		國里立紀		久保田崇仁		中村秀一		柴田大介														78		0		78		0		78		0		-

		R02d		141120084		令和2年度　名古屋港整備効果検討業務		中部		01整備局		44274.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		丁子信		山内慎平		磯山直佑		岡本辰生		千田祐一郎																77		0		77		0		79		0		-

		R02d		141120085		令和2年度　名古屋港港湾施設施工技術検討業務		中部		01整備局		44285.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		洞谷邦弘		川田博司		志村浩美		小椋進																		81		1		81		1		80		1		-

		R02d		141120086		令和2年度 名古屋港臨港交通施設効果検討業務		中部		01整備局		44281.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		丁子信		横井和樹		須賀佑実子		岡本辰生		吉岡正人																79		0		79		0		80		1		-

		R02d		141120092		令和2年度 名古屋港港湾整備事業による水底質環境改善基礎検討業務		中部		01整備局		44285.0		（社）水底質浄化技術協会		00009957		建設コンサルタント等		江原仁		桑原正彦		村上和男		近藤隆道																		78		0		78		0		77		0		-

		R02d		141220008		令和2年度　三河港潮位データ信頼性維持検討業務		中部		01整備局		44286.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		建設コンサルタント等		正田孝明		鈴木琢也		柴宮孝明		橋本幸治		水野静		高野聖之		山口初代												78		0		78		0		78		0		-

		R02d		141220010		令和2年度　三河港整備効果検討業務		中部		01整備局		44253.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		丁子信		磯山直佑		西村洋紀		岡本辰生		千田祐一郎																81		1		81		1		81		1		-

		R02d		141220014		令和2年度　衣浦港港湾施設の機能強化方策検討業務		中部		01整備局		44281.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		眞山丈夫		一ノ瀬敏		森田雅裕		小谷野喜二																		78		0		78		0		77		0		-

		R02d		141220015		令和2年度　三河港物流機能高度化検討業務		中部		01整備局		44253.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		千田祐一郎		丁子信		山内慎平		河原知樹		梶川遥奈		岩瀬杏奈		樗木千紘		岡本辰生		山本宣永								77		0		77		0		77		0		-

		R02d		141220016		令和2年度　衣浦港防波堤撤去施工資料作成業務		中部		01整備局		44180.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		影地良昭		安波史喬		唐子けん		新美達也																		79		0		79		0		75		0		-

		R02d		141220017		令和2年度　衣浦港防波堤付属物等撤去細部設計		中部		01整備局		44180.0		（株）アルファ水工コンサルタンツ		00000066		建設コンサルタント等		上山美登里		斯波正尚		浅沼丈夫		福田和雄		尾崎亮太		メイー・プイン・ピュー		平井豊規										橋本孝治		78		0		78		0		77		0		75

		R02d		141220018		令和2年度　三河港港湾業務艇建造設計図書確認業務		中部		01整備局		44253.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		加藤英夫		木村茂喜		中島武男		神野信行		岩月哲三		菊池俊雄														76		0		76		0		73		0		-

		R02d		141220020		令和2年度　三河港環境実態分析業務		中部		01整備局		44281.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		望月洋輔		成瀬美佑樹		賀川泰棋		賀川真樹		井口謙		風間崇宏														78		0		78		0		77		0		-

		R02d		141319001		平成31年度　四日市港湾事務所品質監視等補助業務		中部		01整備局		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		川田博司		原田辰夫																						76		0		76		0		76		0		-

		R02d		141319001		平成31年度　四日市港湾事務所品質監視等補助業務		中部		01整備局		44286.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等				土田正彦																						76		0		76		0		76		0		-

		R02d		141319030		令和元年度　津松阪港津地区(阿漕浦・御殿場)2-1工区実施設計		中部		01整備局		44119.0		ポートコンサルタント（株）		00000927		建設コンサルタント等		内藤輝		平野利幸		本間靖明		中野友輔		紺谷明泰		反田行雄		佐野慎哉										足立元良		76		0		76		0		80		1		82

		R02d		141320008		令和2年度　四日市港施設計画検討業務		中部		01整備局		44281.0		（株）シオ政策経営研究所		00004074		建設コンサルタント等		藤田順史		木村昭宣		内田景子		中神啓介		西崎英治		渡辺明彦		藤木隆二												82		1		82		1		80		1		-

		R02d		141320015		令和2年度　四日市港係留施設構造詳細検討業務		中部		01整備局		44281.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		柴田大介		田端優憲		池田剛		山下真奈		中村秀一		横井和幸												川嶋憲		79		0		79		0		79		0		80

		R02d		141320018		令和2年度　四日市港係留施設施工方策検討業務		中部		01整備局		44277.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		本田善之		上野佳三		相澤和善		川又淳子		島田哉太		横井和幸		柴田大介												79		0		79		0		79		0		-

		R02d		141320021		令和2年度　津松阪港海岸(阿漕浦・御殿場工区)海岸保全施設管理方策検討業務		中部		01整備局		44274.0		（社）日本マリーナ・ビーチ協会		K001709439		建設コンサルタント等		木下明		山下雅人		下本幸嗣		黒滝秀平		佐藤恒夫																78		0		78		0		75		0		-

		R02d		141419022		令和元年度　名古屋港港湾施設構造検討業務		中部		01整備局		44104.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		柴田大介		田端優憲		案浦侑己		國里立紀		杉山亜沙美		山下真奈		古川翔		田中和広								川嶋憲		78		0		78		0		78		0		80

		R02d		141419024		令和元年度　名古屋港港湾施設平面実験		中部		01整備局		44253.0		玉野総合コンサルタント（株）		00000087		建設コンサルタント等		森川高徳		吉田要		池尾進		近藤泰徳																		78		0		78		0		77		0		-

		R02d		141419025		令和元年度　管内波浪解析業務		中部		01整備局		44183.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		石本健治		樋口直人		森谷拓実		田中陽二		マナワセカラチャトラ		鈴山勝之		中村隆志		原信彦								田中聡		79		0		79		0		79		0		82

		R02d		141419025		令和元年度　管内波浪解析業務		中部		01整備局		44183.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等				池田剛		松尾俊平		杉山亜沙美		古川翔		永松宏一		柴田大介		田中和広		山部道								79		0		79		0		79		0		-

		R02d		141420001		令和2年度　管内港湾・海岸に係る技術資料作成業務		中部		01整備局		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		赤石正廣																								79		0		79		0		79		0		-

		R02d		141420008		令和2年度　伊勢湾水質連続観測実用化検証業務		中部		01整備局		44281.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		建設コンサルタント等		正田孝明		北條優		吉永一男		小泉喜之		原田浩二		奥村邦明														78		0		78		0		77		0		-

		R02d		141420009		令和2年度　名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)(耐震)基本設計		中部		01整備局		44225.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		西尾岳裕		村上巧一		福井秀平		杉本有基		久野杏紗		田守利充												吉川慎一		78		0		78		0		79		0		80

		R02d		141420010		令和2年度　海洋レーダによる海象観測技術高度化検討業務		中部		01整備局		44286.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		春日井康夫		海田翔平		峯村浩治		遠藤敏雄																		82		1		82		1		81		1		-

		R02d		141420010		令和2年度　海洋レーダによる海象観測技術高度化検討業務		中部		01整備局		44286.0		国際航業（株）		00000047		建設コンサルタント等				尾方浩平		金津伸好		永松宏		藤良太郎																82		1		82		1		81		1		-

		R02d		141420011		令和2年度　施設診断システム簡易判定評価線更新検討業務		中部		01整備局		44253.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等				海老名正裕		田所篤博		若林信孝																		77		0		77		0		76		0		-

		R02d		141420011		令和2年度　施設診断システム簡易判定評価線更新検討業務		中部		01整備局		44253.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		曽根照人		瀬戸口修造		山本龍		高岡慶人		中西淳		杉原弘一		楠謙吾										横山茂生		77		0		77		0		76		0		75

		R02d		141420012		令和2年度　管内港湾施設安定性照査		中部		01整備局		44281.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		柴田大介		田端優憲		池田剛		上原甲太郎		國里立紀		平川恭奨		久保田崇仁		中村秀一		横井和幸						川嶋憲		77		0		77		0		77		0		77

		R02d		141420012		令和2年度　管内港湾施設安定性照査		中部		01整備局		44281.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等				森谷拓実		小原陵		志柿友基		宗本金吾		中村隆志		原信彦		石本健治		安田将人								77		0		77		0		77		0		-

		R02d		141420013		令和2年度　管内港湾施設浸水検討業務		中部		01整備局		44281.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		佐藤昌宏		並木達也		峯村浩治		山本浩之		宮崎祥一														遠藤敏雄		78		0		78		0		77		0		79

		R02d		141420013		令和2年度　管内港湾施設浸水検討業務		中部		01整備局		44281.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等				池田剛		杉山亜沙美		金子大介		古川翔		永松宏一		柴田大介		田中和広		山部道								78		0		78		0		77		0		-

		R02d		141420013		令和2年度　管内港湾施設浸水検討業務		中部		01整備局		44281.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等				樋口直人		森谷拓実		米山裕一		宇野喜之		田中聡		山田貴裕		中村隆志		原信彦								78		0		78		0		77		0		-

		R02d		141420017		令和2年度　台風来襲時における港湾施設の安定性検討業務		中部		01整備局		44281.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		佐藤昌宏		深澤貴光		峯村浩治		川村浩		山本浩之		國田淳		齋藤豪										春日井康夫		78		0		78		0		78		0		79

		R02d		141420017		令和2年度　台風来襲時における港湾施設の安定性検討業務		中部		01整備局		44281.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等				樋口直人		森谷拓実		田中陽二		米山裕一		田中聡		鈴山勝之		中村隆志		原信彦								78		0		78		0		78		0		-

		R02d		141420017		令和2年度　台風来襲時における港湾施設の安定性検討業務		中部		01整備局		44281.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等				池田剛		松尾俊平		杉山亜沙美		金子大介		永松宏一		柴田大介		田中和広		山部道								78		0		78		0		78		0		-

		R02d		150119021		大阪湾環境改善・修復に関する検討業務		近畿		01整備局		43980.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		菅家英朗		木俣陽一		中藤智徳		首藤啓		高尾敏幸																75		0		75		0		73		0		-

		R02d		150119033		管内技術課題検討支援業務		近畿		01整備局		44004.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		山本修司		林洋介		佐藤昌宏		森晴夫		岡田理		森本悟司		小澤義之		田所篤博		峯村浩治								78		0		78		0		76		0		-

		R02d		150119050		海外港湾の動向を踏まえた阪神港における航路の多方面・多頻度化に向けた方策検討業務		近畿		01整備局		44253.0		（財）国際臨海開発研究センター		K001772909		建設コンサルタント等		宍戸達行		中島潔		島田敬		三上裕		佐藤清二		黒米郁														77		0		77		0		76		0		-

		R02d		150120005		管内水中部施工状況確認業務		近畿		01整備局		44286.0		（社）日本潜水協会		00010151		建設コンサルタント等		松井善樹		堀内義孝																						76		0		76		0		76		0		-

		R02d		150120006		港湾整備に係る沿岸気象海象情報の予測情報等提供業務		近畿		01整備局		44286.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		鈴木善光		田所篤博		内田裕之		山本浩之																		77		0		77		0		75		0		-

		R02d		150120009		管内資材等価格調査		近畿		01整備局		44286.0		（財）経済調査会		00005711		建設コンサルタント等		水口晶裕		浅川力一		佐々木淳		井藤浩典																		77		0		77		0		76		0		-

		R02d		150120011		阪神港におけるコンテナターミナルゲート効率化検討業務		近畿		01整備局		44281.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		宇於崎泰寛		畑中諭		太田正規		田中裕作		水野正博																78		0		78		0		77		0		-

		R02d		150120012		管内事業説明資料等作成業務		近畿		01整備局		44267.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		片山昌大郎		伊藤美樹		大谷直寛		中浜和人																		77		0		77		0		76		0		-

		R02d		150120025		大阪湾再生・修復に関する検討業務		近畿		01整備局		44281.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		高尾敏幸		堀之内尚志		菅家英朗		森谷粒志		中藤智徳		首藤啓														78		0		78		0		76		0		-

		R02d		150120026		高波等に対する港湾施設の耐波性能等照査業務		近畿		01整備局		44281.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等				田村直貴		蒔苗嘉人		中島滉平		大塚正和		高野向後		安部浩史										清水建一朗		80		1		80		1		82		1		80

		R02d		150120026		高波等に対する港湾施設の耐波性能等照査業務		近畿		01整備局		44281.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等				小原陵		槙野公平		松原弘晃		中村隆志		原信彦		安田将人										石本健治		80		1		80		1		82		1		80

		R02d		150120026		高波等に対する港湾施設の耐波性能等照査業務		近畿		01整備局		44281.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		山崎浩之		林洋介		海田翔平		峯村浩治																梶谷卓美		80		1		80		1		82		1		80

		R02d		150120028		高波等に対する港湾施設の天端高検証業務		近畿		01整備局		44274.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		鈴山勝之		樋口直人		久保田徹		森谷拓実		長谷川巌		柴田邦善		中村隆志		原信彦		宮里一郎								81		1		81		1		80		1		-

		R02d		150120028		高波等に対する港湾施設の天端高検証業務		近畿		01整備局		44274.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等				松尾俊平		杉山亜沙美		金子大介		永松宏一		宇野勝哉		田中和広		安部浩史		山部道								81		1		81		1		80		1		-

		R02d		150120030		大阪湾諸港等の広域港湾事業継続計画に係る検討業務		近畿		01整備局		44279.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		上野雅明		橋元良二		一ノ瀬敏		眞山丈夫		根木貴史																76		0		76		0		74		0		-

		R02d		150120033		港湾施設の維持管理に関する技術検討業務		近畿		01整備局		44253.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		稲田勉		高橋健		深澤貴光		林洋介		森晴夫		原田順平		齋藤豪												77		0		77		0		75		0		-

		R02d		150120038		大阪湾港湾等における高潮に関する防災・減災の取り組み検討業務		近畿		01整備局		44274.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		田所篤博		井上吉弘		林洋介		谷島義孝		若林信孝		原田順平														77		0		77		0		75		0		-

		R02d		150120038		大阪湾港湾等における高潮に関する防災・減災の取り組み検討業務		近畿		01整備局		44274.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等				樋口直人		森谷拓実		田中聡		中村隆志		原信彦														77		0		77		0		75		0		-

		R02d		150120039		海外事例を踏まえた阪神港における競争力強化に向けた方策検討業務		近畿		01整備局		44274.0		（財）国際臨海開発研究センター		K001772909		建設コンサルタント等		佐藤清二		中島潔		島田敬		黒米郁		元野一生																77		0		77		0		76		0		-

		R02d		150120040		神戸港における最適な施設配置等検討業務		近畿		01整備局		44270.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		西村壮介		牧野綾		久米俊治		濱明日香		小田文武		近藤英則		佐藤広章												79		0		79		0		77		0		-

		R02d		150120042		近畿地方太平洋側港湾における複合一貫輸送事業検討業務		近畿		01整備局		44274.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		佐藤広章		牧野綾		久米俊治		濱明日香		西村壮介																79		0		79		0		78		0		-

		R02d		151019026		舞鶴港和田地区道路(上安久線)施工計画検討業務		近畿		01整備局		44253.0		八千代エンジニヤリング（株）		00000123		建設コンサルタント等		柳平真志		真島君騎		田中栄一		山口隆憲		小林隆広																81		1		81		1		82		1		-

		R02d		151019027		舞鶴港和田地区道路(上安久線)協議資料作成業務		近畿		01整備局		44162.0		セントラルコンサルタント（株）		00000028		建設コンサルタント等		龍野恵則		田熊明佳		今堀琢士		岡本尚武																		76		0		76		0		74		0		-

		R02d		151020012		舞鶴港和田地区道路(上安久線)用地調査点検等技術等業務		近畿		01整備局		44286.0		（株）四門		00003445		建設コンサルタント等		古家孝浩		永井裕之		舘利久		徳保昭典		永田泰成														後藤修		77		0		77		0		75		0		77

		R02d		151020015		舞鶴港和田地区事業効果検討業務		近畿		01整備局		44267.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		千田祐一郎		大角和輝		磯山直佑		西村洋紀		樗木千紘		岡本辰生														83		1		83		1		82		1		-

		R02d		151119005		大阪港等施工状況確認等補助業務		近畿		01整備局		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		國重康弘		小塚透		田邊英之		尾崎覚																國重康弘		78		0		78		0		78		0		-

		R02d		151119005		大阪港等施工状況確認等補助業務		近畿		01整備局		44286.0		（株）クローバーエンジニアリング		00008563		建設コンサルタント等				隠岐淳二		小西倫夫																				78		0		78		0		78		0		-

		R02d		151119006		大阪港等監督補助業務		近畿		01整備局		44286.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		中川誠		殖田昌実																				寺島彰人		77		0		77		0		77		0		-

		R02d		151119025		大阪港海上工事に伴う航行安全対策検討業務		近畿		01整備局		44074.0		（社）神戸海難防止研究会		K001675226		建設コンサルタント等		伊藤雅之		藤原昇		奥原徳男		渡川明																		79		0		79		0		77		0		-

		R02d		151120008		大阪港夢咲トンネル咲洲側換気所みなとカメラシステム詳細設計		近畿		01整備局		44155.0		（株）東峯技術コンサルタント		00000303		建設コンサルタント等		藤岡宏彰		山田真也		堀一		津本直樹		遠藤大伸		溝口重一												河野隆章		74		0		74		0		72		0		79

		R02d		151120017		大阪港北港南地区荷さばき地工作物調査業務		近畿		01整備局		44106.0		（株）ファノバ		00001673		建設コンサルタント等		橋本真治		久冨健治		安西英明																		渡部信吾		73		0		73		0		74		0		73

		R02d		151120018		大阪港北港南地区航路(-16m)附帯施設沈下解析等検討業務		近畿		01整備局		44274.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		井上憲		山下篤郎		岡庭翔一		久田祐輔		飯塚功二		市川雅也												安岡啓一		80		1		80		1		79		0		82

		R02d		151120019		堺泉北港漁業実態調査		近畿		01整備局		44274.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		合田耕一		山田和彦		野元彰人		福嶋正博		井口謙																81		1		81		1		80		1		-

		R02d		151120022		大阪港北港南地区複合一貫輸送ターミナル概略構造検討業務		近畿		01整備局		44277.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		村上裕宣		勝俣優		大角和輝		西原大晴		小田隼也		山崎近浩		石川湧裕										尾崎竜三		81		1		81		1		80		1		80

		R02d		151120024		大阪港事業効果検討業務		近畿		01整備局		44277.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		西村壮介		牧野綾		久米俊治		濱明日香		野々村さやか		佐藤広章														79		0		79		0		78		0		-

		R02d		151219003		神戸港等施工状況確認等補助業務		近畿		01整備局		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		齋藤輝夫																						齋藤輝夫		76		0		76		0		76		0		-

		R02d		151219004		神戸港臨港道路等施工状況確認等補助業務		近畿		01整備局		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		松下健一		藤原耕司																				松下健一		76		0		76		0		76		0		-

		R02d		151219005		神戸港等監督補助業務		近畿		01整備局		44286.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		松田康博		山口裕章		亀井勝		田野和史		樋口和巳		吉田剛		柴哲生												77		0		77		0		77		0		-

		R02d		151219014		神戸港六甲アイランド地区荷さばき地等施工計画検討業務		近畿		01整備局		44104.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		清水建一朗		黒木賢一		長田光希		長谷翔平		阿南亮平		宇野勝哉														83		1		83		1		80		1		-

		R02d		151219033		神戸港における船舶航行安全対策検討業務		近畿		01整備局		44211.0		（社）神戸海難防止研究会		K001675226		建設コンサルタント等		伊藤雅之		藤原昇		奥原徳男		渡川明		井田英樹																79		0		79		0		76		0		-

		R02d		151219036		神戸港における船舶航行シミュレーション等業務		近畿		01整備局		44180.0		（株）日本海洋科学		00004034		建設コンサルタント等		島津雅納		高橋浩子		久下剛也		原大地																		78		0		78		0		77		0		-

		R02d		151219045		神戸港における生物共生方策検討業務		近畿		01整備局		43966.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		榎並万里子		菅家英朗		中藤智徳																				74		0		74		0		74		0		-

		R02d		151219055		神戸港漁業実態調査		近畿		01整備局		44183.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		合田耕一		山田和彦		野元彰人		井口謙																		79		0		79		0		79		0		-

		R02d		151219076		神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(拡張部)施工計画検討業務		近畿		01整備局		44281.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		清水建一朗		黒木賢一		松本範子		長田光希		長谷翔平		宇野勝哉														80		1		80		1		79		0		-

		R02d		151220001		神戸港工事に伴う航行安全情報管理業務		近畿		01整備局		44286.0		（社）神戸海難防止研究会		K001675226		建設コンサルタント等		宮崎忠弘		荒賀正英		上村健太郎		秋元金助		堤洋一		後藤紀夫		三木博美		岸本英世		原田敬司								76		0		76		0		76		0		-

		R02d		151220008		神戸港における生物共生方策検討業務		近畿		01整備局		44274.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		榎並万里子		堺谷常廣		菅家英朗		中藤智徳		鈴木覚																74		0		74		0		72		0		-

		R02d		151220009		神戸港みなとカメラ配置計画等検討業務		近畿		01整備局		44165.0		（株）東峯技術コンサルタント		00000303		建設コンサルタント等		遠藤大伸		山田真也		堀一		津本直樹		藤岡宏彰		溝口重一												河野隆章		74		0		74		0		72		0		77

		R02d		151220019		姫路港広畑地区岸壁(-14m)等事業効果検討業務		近畿		01整備局		44267.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		千田祐一郎		丁子信		山内慎平		磯山直佑		西村洋紀		岡本辰生		中川雄太郎		高尾秀樹										83		1		83		1		81		1		-

		R02d		151220021		神戸港臨港道路等施工検討業務		近畿		01整備局		44274.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		三木隆之		伊藤大吾		新原力		永田享志		松下健一		済藤生真		川瀬将												74		0		74		0		71		0		-

		R02d		151220035		神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等施工計画検討業務		近畿		01整備局		44280.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		宇野勝哉		黒木賢一		長田光希		松田もも		渡部善啓		清水建一朗														79		0		79		0		77		0		-

		R02d		151220038		神戸港における航行船舶実態調査		近畿		01整備局		44141.0		（株）日本海洋科学		00004034		建設コンサルタント等		島津雅納		西澤慶介		岡野匡		高橋浩子		岩切茂		久下剛也		原大地		安田克										77		0		77		0		77		0		-

		R02d		151220039		姫路港広畑地区岸壁(-14m)等施工計画検討業務		近畿		01整備局		44267.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		高野向後		田村直貴		蒔苗嘉人		中島滉平		大塚正和		安部浩史														77		0		77		0		75		0		-

		R02d		151220040		神戸港海上工事に伴う船舶航行安全対策検討業務		近畿		01整備局		44274.0		（社）神戸海難防止研究会		K001675226		建設コンサルタント等		伊藤雅之		藤原昇		奥原徳男		渡川明		宇出津弘昭		井田英樹														78		0		78		0		76		0		-

		R02d		151319007		和歌山下津港海岸(海南地区)藤白護岸(改良)(第2・3工区)(7・8・9号桟橋部等)基本設計		近畿		01整備局		44004.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		大塚正和		田村直貴		蒔苗嘉人		中島滉平		高野向後		安部浩史												清水建一朗		81		1		81		1		80		1		80

		R02d		151319012		和歌山下津港海岸(海南地区)藤白水門基本設計		近畿		01整備局		44012.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		高野和成		木下歩		滝沢友吾		吉川宜保		西村学		小西陽右		松浦功		安道明寿		河平幹雄						天野紀		83		1		83		1		83		1		82

		R02d		151319013		和歌山下津港海岸(海南地区)藤白護岸(改良)(第3-2工区)基本設計		近畿		01整備局		43997.0		協同エンジニアリング（株）		00000569		建設コンサルタント等		荒木健人		衛藤慎一郎		山田麻矢		水野満博		芝辻保		澤田守		松原恭博		森京介								富安良一		86		1		86		1		86		1		87

		R02d		151319026		和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(改良)(第2-1工区)基本設計		近畿		01整備局		44246.0		八千代エンジニヤリング（株）		00000123		建設コンサルタント等		国生隼人		小山萌弥		永瀬翔平		清水研		八尋蓮		天野俊												渡辺健二		81		1		81		1		80		1		79

		R02d		151319032		堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)基本設計		近畿		01整備局		44165.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		吉川慎一		山本龍		杉本有基		久野杏紗		江口拓生		高岡慶人		田守利充		西尾岳裕		桑原直範						岡部登		81		1		81		1		79		0		79

		R02d		151320001		管内技術課題検討支援業務		近畿		01整備局		44281.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		林洋介		大村厚夫		森本悟司		守屋正平		重村洋平		並木達也		中島一朗		高橋健										78		0		78		0		77		0		-

		R02d		151320002		船舶技術検討業務		近畿		01整備局		44279.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		野村剛		皿澤薫		木村茂喜		長崎義男		神野信行		平山誠		岩月哲三		上坂賢三										73		0		73		0		73		0		-

		R02d		151320004		高波等に対する港湾施設の設計外力照査業務		近畿		01整備局		44176.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		鈴山勝之		樋口直人		森谷拓実		田中陽二		夏一青		マナワセカラチャトラ		山田貴裕		中村隆志		原信彦								82		1		82		1		81		1		-

		R02d		151320004		高波等に対する港湾施設の設計外力照査業務		近畿		01整備局		44176.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等				松尾俊平		杉山亜沙美		金子大介		永松宏一		宇野勝哉		田中和広		安部浩史		山部道								82		1		82		1		81		1		-

		R02d		151320007		和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(改良)(第2-2工区)基本設計		近畿		01整備局		44277.0		八千代エンジニヤリング（株）		00000123		建設コンサルタント等		国生隼人		末益潤		小山萌弥		坂井優太		永瀬翔平		清水研		山岡淳		天野俊								渡辺健二		81		1		81		1		81		1		79

		R02d		151320008		和歌山下津港本港地区防波堤(外)(2)(改良)基本設計		近畿		01整備局		44281.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		家村健吾		福島有加里		福井秀平		杉本有基		戎健次		佐藤広章												平井俊之		77		0		77		0		77		0		79

		R02d		151320010		撓曲帯の影響を考慮した橋梁主塔基礎の有効応力解析検討業務		近畿		01整備局		44274.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		曽根照人		中西泰之		瀬戸口修造		江口拓生		中西淳		内田諭		杉原弘一		楠謙吾		平井俊之								81		1		81		1		80		1		-

		R02d		151320011		都市型海岸施設の耐震対策検討業務		近畿		01整備局		44270.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		林洋介		岩崎和弘		大村厚夫		谷島義孝		中島一朗		原田順平														78		0		78		0		80		1		-

		R02d		151320011		都市型海岸施設の耐震対策検討業務		近畿		01整備局		44270.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等				杉本有基		江口拓生		高本昌幸		桑原直範																78		0		78		0		80		1		-

		R02d		151320014		大阪湾汚濁機構解明検討業務		近畿		01整備局		44274.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		小野健		大久保慧		鈴木綜人		川崎太輝																		78		0		78		0		76		0		-

		R02d		151320015		太陽光を活用した水域環境改善技術検討業務		近畿		01整備局		44274.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		酒井康彦		山田和彦		藤井清香		古河崎正博		泉伸司		田中浩一														79		0		79		0		77		0		-

		R02d		151419029		和歌山下津港海岸(海南地区)内海水門・取付護岸(改良)詳細設計		近畿		01整備局		43980.0		八千代エンジニヤリング（株）		00000123		建設コンサルタント等		渡辺健二		小山萌弥		内藤忍		永瀬翔平		清水研		長洋之輔		国生隼人		阿部匡浩		山岡淳						天野俊		82		1		82		1		81		1		80

		R02d		151420005		和歌山下津港海岸(海南地区)実施設計業務		近畿		01整備局		44281.0		協同エンジニアリング（株）		00000569		建設コンサルタント等		森京介		衛藤慎一郎		山田麻矢		水野満博		芝辻保		荒木健人		澤田守		松原恭博		師井崇充						富安良一		81		1		81		1		80		1		80

		R02d		151420007		和歌山下津港北港地区事業効果検討業務		近畿		01整備局		44183.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		酒井康彦		秋元彩渚		植屋純平		泉伸司																		79		0		79		0		77		0		-

		R02d		151420010		和歌山下津港海岸における大型水門の構造検討業務		近畿		01整備局		44104.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		久下真一		後藤洋之		鈴木雄太		田中文彦																		78		0		78		0		78		0		-

		R02d		151420024		和歌山下津港海岸(海南地区)内海護岸等施工方策検討業務		近畿		01整備局		44270.0		八千代エンジニヤリング（株）		00000123		建設コンサルタント等		渡辺健二		末益潤		小山萌弥		坂井優太		永瀬翔平		清水研		国生隼人		松野慎一								天野俊		79		0		79		0		79		0		77

		R02d		151420029		和歌山下津港海岸(海南地区)藤白護岸(改良)(第2工区)詳細設計		近畿		01整備局		44274.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		大塚正和		上野佳三		田村直貴		蒔苗嘉人		中島滉平		高野向後												安部浩史		76		0		76		0		74		0		74

		R02d		151420030		和歌山下津港海岸における護岸構造検討業務		近畿		01整備局		44211.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		安部浩史		田村直貴		蒔苗嘉人		武本英		大塚正和		高野向後														78		0		78		0		77		0		-

		R02d		151420031		電気通信施設等移設検討業務		近畿		01整備局		44180.0		（株）東峯技術コンサルタント		00000303		建設コンサルタント等		遠藤大伸		山田真也		堀一		津本直樹		溝口重一														河野隆章		77		0		77		0		77		0		80

		R02d		151420040		和歌山下津港北港地区防波堤(南)細部設計		近畿		01整備局		44253.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		吉川慎一		村上巧一		山本龍		杉本有基		久野杏紗		田守利充												西尾岳裕		79		0		79		0		79		0		80

		R02d		151420049		和歌山下津港本港地区事業効果検討業務		近畿		01整備局		44274.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		牧野綾		久米俊治		濱明日香		西村壮介		野々村さやか		佐藤広章														79		0		79		0		78		0		-

		R02d		160119001		管内技術審査資料作成補助業務		中国		01整備局		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		相田大作		眞鍋和博		堀之内章宏																		相田大作		77		0		77		0		77		0		-

		R02d		160119008		管内みなとカメラ設置検討業務		中国		01整備局		44183.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		眞山丈夫		一ノ瀬敏		松永康司		八木英紀		加賀谷俊和														上野雅明		77		0		77		0		77		0		82

		R02d		160119017		中国管内港湾における中長期構想検討業務		中国		01整備局		44008.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		千田祐一郎		笹岡大輔		丁子信		山内慎平		磯山直佑		須賀佑実子		樗木千紘		岡本辰生										79		0		79		0		76		0		-

		R02d		160119020		管内発注資料作成補助業務		中国		01整備局		44253.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		中川裕介		大上博志		友田和良		山下仁		毛利聖		大石和彦		岩谷健吾												78		0		78		0		78		0		-

		R02d		160119023		中国管内港湾における既存ストックを活用した地域振興方策検討業務		中国		01整備局		44190.0		（社）ウォーターフロント協会		K001772359		建設コンサルタント等		平尾壽雄		藤川洋子		村松菜穂子		金子正子																		77		0		77		0		75		0		-

		R02d		160120006		港湾整備に係る沿岸気象海象情報の予測情報等提供業務		中国		01整備局		44286.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		鈴木善光		守屋正平		内田裕之		山本浩之		山崎浩之																77		0		77		0		77		0		-

		R02d		160120007		潜水による水中部施工状況確認業務		中国		01整備局		44286.0		（社）日本潜水協会		00010151		建設コンサルタント等		松井善樹		堀内義孝																						77		0		77		0		77		0		-

		R02d		160120008		資材価格等調査		中国		01整備局		44280.0		（財）経済調査会		00005711		建設コンサルタント等		柴田康史		平岡聖章																						78		0		78		0		78		0		-

		R02d		160120009		船舶技術検討業務		中国		01整備局		44281.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		平山誠		福富泰		木村茂喜		長崎義男		藤田秀雄		神野信行		上坂賢三		今井泰男		澤明								74		0		74		0		74		0		-

		R02d		160120010		クルーズ振興・港湾物流関係資料作成等業務		中国		01整備局		44281.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		北田彰久		増原実樹		木村祐太		神野竜之介		岡田万由子		上原悠輔		小澤里美		神雪直										79		0		79		0		78		0		-

		R02d		160120012		高潮・高波等に対する耐波性能確認業務		中国		01整備局		44281.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		寺島彰人		高橋武志		新美達也		岡崎健		山下武		大家隆行		宮下健一朗		鈴木信夫		加藤哲也						石河雅典		77		0		77		0		78		0		78

		R02d		160120013		広域連携によるクルーズ誘致に関する調査検討業務		中国		01整備局		44253.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		池田秀文		戸田智司		沖田一弘		福田一郎																		80		1		80		1		79		0		-

		R02d		160120014		中国管内港湾における中長期構想検討業務		中国		01整備局		44253.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		橋元良二		上野雅明		森田雅裕		加賀谷俊和		根木貴史																76		0		76		0		75		0		-

		R02d		160120015		港湾施設の維持管理に関する技術検討業務		中国		01整備局		44270.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		佐藤昌宏		林洋介		海田翔平		稲田勉		原田順平		本田浩隆														79		0		79		0		75		0		-

		R02d		160120018		瀬戸内海総合水質調査データ整理等業務		中国		01整備局		44253.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		水野博史		大久保慧		川崎太輝		小野健																		79		0		79		0		79		0		-

		R02d		160120019		港湾業務艇技術検討業務		中国		01整備局		44267.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		平山誠		皿澤薫		福富泰		中島武男		神野信行		岩月哲三		澤明										藤田秀雄		75		0		75		0		74		0		75

		R02d		160120020		中国管内の港湾における広域連携BCP検討業務		中国		01整備局		44280.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		橋元良二		一ノ瀬敏		森田雅裕		中本隆																		75		0		75		0		74		0		-

		R02d		161019002		浜田港監督等補助業務		中国		01整備局		44286.0		（株）エイト日本技術開発		00000031		建設コンサルタント等		関勇二		安達広和		山田信司																				78		0		78		0		78		0		-

		R02d		161019003		浜田港施工状況確認等補助業務		中国		01整備局		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		梶谷則正																								78		0		78		0		78		0		-

		R02d		161019038		浜田港福井地区防波堤(新北)細部設計		中国		01整備局		44043.0		（株）三洋コンサルタント		00000391		建設コンサルタント等		安部義美		藤岡和正		松尾亜依		深見哲央		中藤和行														野上博光		78		0		78		0		77		0		80

		R02d		161020001		境港等施工状況確認等補助業務		中国		01整備局		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		山下仁		山田治司																						79		0		79		0		79		0		-

		R02d		161020006		浜田港福井地区整備効果検討業務		中国		01整備局		44253.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		白井英一		宮川駿也		鈴木一帆		宮本敏行		今井善信																77		0		77		0		76		0		-

		R02d		161020014		浜田港福井地区防波堤(新北)施工検討業務		中国		01整備局		44253.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		寺島彰人		田中美帆		三嶋英夫		岡崎健		小西陽右		江田周次郎														81		1		81		1		78		0		-

		R02d		161020015		美保飛行場エプロン改良施工検討業務		中国		01整備局		44281.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		尾上正浩		片柳敦喜		春日井杏奈		市川常憲		廣田真喜子		亀井慎一郎												久野了史		78		0		78		0		77		0		77

		R02d		161020016		浜田港福井地区岸壁(-12m)改良施工検討業務		中国		01整備局		44274.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		坂本貴光		伊藤諒		橋爪陽平		鈴木裕太		大西智之		横山友一		岩崎賢一		伊藤誠								内山一郎		81		1		81		1		81		1		84

		R02d		161020018		境港外港昭和南地区岸壁(-13m)改良施工検討業務		中国		01整備局		44204.0		（株）エイト日本技術開発		00000031		建設コンサルタント等		板野誠司		野村昌平		森永一也		後藤朋子		吉井邦夫														後藤成秀		77		0		77		0		76		0		75

		R02d		161020021		浜田港福井地区防波堤(新北)細部設計		中国		01整備局		44251.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		芋野智成		手塚尚也		諸澤朱里		岡本英久		荒木達斗		小西陽右		寺島彰人										岡崎健		78		0		78		0		78		0		80

		R02d		161020022		管内港湾防波堤整備効果検討業務		中国		01整備局		44225.0		三井共同建設コンサルタント（株）		00000003		建設コンサルタント等		冨田薫		豊田雄介		小野美沙		松尾智征																		78		0		78		0		79		0		-

		R02d		161020030		浜田港福井地区岸壁施工検討業務		中国		01整備局		44253.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		石本健治		團村肇		水口隼人		志柿友基		白木喜章		宗本金吾		倉持雅彦										安田将人		75		0		75		0		75		0		77

		R02d		161020031		三隅港航路埋没対策検討業務		中国		01整備局		44260.0		中電技術コンサルタント（株）		00000063		建設コンサルタント等		日高康之		塚野真美		山根愛理		橋本淳		田多一史		宮本浩司														79		0		79		0		79		0		-

		R02d		161119002		水島港施工状況確認等補助業務		中国		01整備局		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		相田大作		山田治司		藤田雅英																				78		0		78		0		78		0		-

		R02d		161119014		水島港玉島地区岸壁(-12m)付属施設整備検討業務		中国		01整備局		43980.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		石本健治		小原陵		田中聡		宮本敏行		中村隆志		原信彦												安田将人		81		1		81		1		81		1		80

		R02d		161120005		水島港濁り拡散検討業務		中国		01整備局		44134.0		三井共同建設コンサルタント（株）		00000003		建設コンサルタント等		黒木利幸		高橋真里恵		魚井夏子		桑名遥一朗		和田浩幸														山田義朗		77		0		77		0		77		0		77

		R02d		161120009		水島港玉島地区航路・泊地(-12m)等航行安全管理業務		中国		01整備局		44145.0		（社）瀬戸内海海上安全協会		K001669930		建設コンサルタント等		永山哲弘		寺田昭人		福本勝海		藤岡親志																		75		0		75		0		74		0		-

		R02d		161120015		水島港航行安全検討業務		中国		01整備局		44274.0		（社）瀬戸内海海上安全協会		K001669930		建設コンサルタント等		寺田昭人		福本勝海		小貫真理子		永山哲弘																		75		0		75		0		75		0		-

		R02d		161120018		水島港土砂処分検討業務		中国		01整備局		44274.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		石本健治		丸井英明		片山理恵		小原陵		槙野公平		松原弘晃		白木喜章		宗本金吾		安田将人								79		0		79		0		79		0		-

		R02d		161120019		水島港係留施設施工検討等業務		中国		01整備局		44274.0		（株）エイト日本技術開発		00000031		建設コンサルタント等		関勇二		稲垣正芳		森永一也		板野誠司		武田靖男		赤澤俊樹														83		1		83		1		83		1		-

		R02d		161219001		広島港等監督等補助業務		中国		01整備局		44286.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		中尾正治		笠下真司		樋口和巳		石丸勇介		高原和義																77		0		77		0		77		0		-

		R02d		161219002		広島港海岸監督等補助業務		中国		01整備局		44286.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		中尾正治		杉浦宏治		清家崇		政所義明		神田嘉孝																79		0		79		0		79		0		-

		R02d		161219003		広島港等施工状況確認等補助業務		中国		01整備局		44286.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		中尾正治		松川勝		森脇和弘		杉浦宏治		紀三井泰行																77		0		77		0		77		0		-

		R02d		161219075		広島港海岸の利活用等に係る検討業務		中国		01整備局		43938.0		（社）日本マリーナ・ビーチ協会		K001709439		建設コンサルタント等		山下雅人		木下明		佐藤恒夫		奥康彦																		77		0		77		0		77		0		-

		R02d		161219078		広島港海岸中央西地区陸閘等設計業務		中国		01整備局		44253.0		（株）エイト日本技術開発		00000031		建設コンサルタント等		後藤朋子		野村昌平		藤原拓哉		後藤成秀		丹下英雄														土屋善浩		84		1		84		1		84		1		84

		R02d		161219081		広島空港サブエプロン改良他実施設計業務		中国		01整備局		43928.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		尾上正浩		片柳敦喜		才治和朗		坂井典和																石井毅		78		0		78		0		75		0		75

		R02d		161219085		広島空港滑走路端安全区域基本設計業務		中国		01整備局		44242.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		桜井裕也		竹井義博		片柳敦喜		久野了史		亀井慎一郎		坂井典和												尾上正浩		79		0		79		0		79		0		80

		R02d		161220013		広島港海岸中央西地区(吉島)家屋調査(事前)		中国		01整備局		44092.0		（株）エイト日本技術開発		00000031		建設コンサルタント等		畑野和久		馬屋原誠司		山本治寿		波多野健二																村上正彦		79		0		79		0		80		1		80

		R02d		161220016		広島港海岸整備事業監理業務の実施体制の強化に関する試行検討業務		中国		01整備局		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		中川裕介		石井康貴		毛利聖																				80		1		80		1		78		0		-

		R02d		161220021		福山港築堤構造検討業務		中国		01整備局		44162.0		（株）エイト日本技術開発		00000031		建設コンサルタント等		後藤朋子		野村昌平		藤原拓哉		後藤成秀		板野誠司																81		1		81		1		82		1		-

		R02d		161220035		広島港整備効果検討業務		中国		01整備局		44183.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		酒井康彦		秋元彩渚		植屋純平		岡本経孝		泉伸司		水野博史														80		1		80		1		79		0		-

		R02d		161220039		呉港広多賀谷地区岸壁(-4.5m)等整備検討業務		中国		01整備局		44260.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		芋野智成		諸澤朱里		堤拓摩		荒木達斗		岡崎健		小西陽右		加藤哲也										寺島彰人		80		1		80		1		81		1		80

		R02d		161220060		広島港海岸の事業実施に係る放置艇等対策検討業務		中国		01整備局		44270.0		（社）日本マリーナ・ビーチ協会		K001709439		建設コンサルタント等		山下雅人		木下明		下本幸嗣		黒滝秀平		佐藤恒夫																77		0		77		0		76		0		-

		R02d		161220063		広島空港排水概略検討業務		中国		01整備局		44285.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		尾上正浩		竹井義博		片柳敦喜		春日井杏奈		才治和朗														久野了史		78		0		78		0		76		0		79

		R02d		161319017		管内港湾における石炭輸送の効率化検討業務		中国		01整備局		44012.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		西土井誠		西畑剛		太田正規		生巣武		宇於崎泰寛																76		0		76		0		77		0		-

		R02d		161319031		徳山下松港徳山地区漁業補償調査業務		中国		01整備局		44274.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		合田耕一		小野健		野元彰人		福嶋正博																		79		0		79		0		77		0		-

		R02d		161319037		徳山下松港土砂処分場底質改善方策検討業務		中国		01整備局		44092.0		（社）水底質浄化技術協会		00009957		建設コンサルタント等		川西龍一		斗沢照夫		江原仁		唐澤仁士																		77		0		77		0		78		0		-

		R02d		161319040		徳山下松港下松地区工事用道路設計業務		中国		01整備局		44012.0		中電技術コンサルタント（株）		00000063		建設コンサルタント等		村上公亮		松永真弥		吉澤麻衣		橋本淳		北出圭介																79		0		79		0		78		0		-

		R02d		161319048		徳山下松港徳山地区航路(-14m)航行安全管理業務		中国		01整備局		44006.0		（社）瀬戸内海海上安全協会		K001669930		建設コンサルタント等		永山哲弘		寺田昭人		福本勝海		藤岡親志																		75		0		75		0		74		0		-

		R02d		161319049		宇部港本港地区航行安全管理業務		中国		01整備局		44043.0		（社）西部海難防止協会		K001658016		建設コンサルタント等		白石喜代利		松本昌之		杉原和夫		豊田惣治																		75		0		75		0		74		0		-

		R02d		161319054		宇部港芝中地区における公共埠頭の多目的利用方策検討業務		中国		01整備局		44084.0		（社）西部海難防止協会		K001658016		建設コンサルタント等		松村信之		白石喜代利																						75		0		75		0		75		0		-

		R02d		161320001		宇部港等施工状況確認補助業務		中国		01整備局		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等 ケンセツ ナド		小林健二																								77		0		77		0		77		0		-

		R02d		161320002		宇部港等監督等補助業務		中国		01整備局		44286.0		ニシキコンサルタント（株）		00001003		建設コンサルタント等 ケンセツ ナド		金子達也																								78		0		78		0		78		0		-

		R02d		161320004		岩国港臨港道路整備事業に係る監理補佐試行検討業務		中国		01整備局		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等 ケンセツ ナド		中川裕介		合田聖一																						77		0		77		0		77		0		-

		R02d		161320007		徳山下松港徳山地区航路(-14m)航行安全管理業務		中国		01整備局		44223.0		（社）瀬戸内海海上安全協会		K001669930		建設コンサルタント等		永山哲弘		寺田昭人		福本勝海		藤岡親志																		75		0		75		0		74		0		-

		R02d		161320011		岩国港臨港道路新港地区家屋等調査(事前)		中国		01整備局		44043.0		（株）栗林設計		00005064		建設コンサルタント等 ケンセツ ナド		栗林隆		井上了二		末本義彦		南口信義		井上英之		林正之												蔵重茂彦		76		0		76		0		75		0		77

		R02d		161320012		管内港湾整備効果検討業務		中国		01整備局		44274.0		中電技術コンサルタント（株）		00000063		建設コンサルタント等		日高康之		塚野真美		森山弘將		木下真吾		田多一史		厚井恵子														79		0		79		0		81		1		-

		R02d		161320017		徳山下松港土砂処分場付帯施設施工検討業務		中国		01整備局		44092.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等 ケンセツ ナド		志村浩美		伊藤大吾		新原力		中川裕介		済藤生真																77		0		77		0		76		0		-

		R02d		161320024		宇部港本港地区航行安全管理業務		中国		01整備局		44155.0		（社）西部海難防止協会		K001658016		建設コンサルタント等		大坪哲美		松本昌之		杉原和夫		豊田惣治																		75		0		75		0		74		0		-

		R02d		161320030		徳山下松港土砂処分場底質改善方策検討業務		中国		01整備局		44274.0		（社）水底質浄化技術協会		00009957		建設コンサルタント等		川西龍一		近藤隆道		江原仁		唐澤仁士																		77		0		77		0		79		0		-

		R02d		161320037		管内港湾におけるバルク貨物輸送の効率化検討業務		中国		01整備局		44274.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		西土井誠		前川知輝		高橋宏直		宮崎秀秋		長倉敏郎																78		0		78		0		79		0		-

		R02d		161419009		管内の港湾施設等に係る技術的支援に関する調査等検討業務		中国		01整備局		43994.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		佐藤昌宏		海老名正裕		林洋介		大村厚夫		森本悟司		山崎浩之														78		0		78		0		78		0		-

		R02d		161419014		徳山下松港土砂処分場付帯施設基本設計		中国		01整備局		43980.0		復建調査設計（株）		00000032		建設コンサルタント等		室田博文		高見慶一		高橋宏樹		南本浩一		佐藤秀政		杉本卓司												井上浩司		77		0		77		0		79		0		86

		R02d		161419023		高潮・高波等に対する耐波性能確認に係る波浪推算業務		中国		01整備局		44253.0		（財）日本気象協会		00004942		建設コンサルタント等		大西健二		前田正裕		君塚政文		鈴木隆宏		村山貴彦		米田彩乃		安部智彦		窪田和彦		松浦邦明								83		1		83		1		81		1		-

		R02d		161419025		高潮・高波等に対する耐波性能確認に係る波浪変形計算業務		中国		01整備局		44225.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等				永松宏一		田中和広		安部浩史		山部道		清水建一朗														79		0		79		0		80		1		-

		R02d		161419025		高潮・高波等に対する耐波性能確認に係る波浪変形計算業務		中国		01整備局		44225.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		田中聡		森谷拓実		大竹剛史		大崎佑也		宇野喜之		白木喜章		山田貴裕		小野信幸		原信彦						黒木敬司		79		0		79		0		80		1		80

		R02d		161420001		浜田港福井地区岸壁構造検討		中国		01整備局		44134.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		團村肇		小原陵		志柿友基		宗本金吾		山田貴裕		安田将人												石本健治		81		1		81		1		81		1		80

		R02d		161420004		瀬戸内海の環境修復技術に関する検討業務		中国		01整備局		44253.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		首藤啓		堺谷常廣		守屋良美		太田正規		中藤智徳																74		0		74		0		74		0		-

		R02d		161420005		リサイクル材を活用した経済的な港湾構造物に関する技術的検討業務		中国		01整備局		44253.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		林洋介		海老名正裕		稲田勉		加辺圭太郎		田所篤博		鈴木理														77		0		77		0		78		0		-

		R02d		161420006		管内の港湾施設等に係る技術的支援に関する調査等検討業務		中国		01整備局		44253.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		佐藤昌宏		春日井康夫		山崎浩之		林洋介		鈴木理		中島一朗														79		0		79		0		78		0		-

		R02d		161420010		管内航路・泊地埋没対策等検討業務		中国		01整備局		44253.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		森晴夫		岩崎和弘		重村洋平		林洋介		佐藤昌宏																77		0		77		0		80		1		-

		R02d		161420010		管内航路・泊地埋没対策等検討業務		中国		01整備局		44253.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等				花澤広貴		成毛辰徳		水野博史		伍井稔																77		0		77		0		80		1		-

		R02d		161420011		油谷港唐崎地区防波堤(北)基本設計		中国		01整備局		44281.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		松原弘晃		團村肇		小原陵		槙野公平		大崎佑也		山田貴裕		中村隆志		原信彦		安田将人						石本健治		79		0		79		0		79		0		77

		R02d		161420012		広島港海岸中央西地区(江波)護岸設計業務		中国		01整備局		44253.0		（株）エイト日本技術開発		00000031		建設コンサルタント等 ケンセツ ナド		後藤朋子		藤原拓哉		梅田敢司		後藤成秀		丹下英雄		板野誠司												土屋善浩		82		1		82		1		82		1		82

		R02d		161420013		潮位観測データ解析・信頼性確認検討業務		中国		01整備局		44253.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		三浦裕司		平中陸		椙村淑未		河辺一明																		77		0		77		0		75		0		-

		R02d		161420015		広島港地震動検討業務		中国		01整備局		44274.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等 ケンセツ ナド		佐藤誠一		福田謙太郎		酒本真先		三木拓也		齋藤和寿		大和田貴博														78		0		78		0		77		0		-

		R02d		170119008		四国における生物共生を考慮した港湾整備手法検討業務		四国		01整備局		44071.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		建設コンサルタント等				須田祐次		永友繁																				75		0		75		0		75		0		-

		R02d		170119008		四国における生物共生を考慮した港湾整備手法検討業務		四国		01整備局		44071.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		榎並万里子		田中裕作																						75		0		75		0		75		0		-

		R02d		170119010		四国の港湾に関する中長期構想・整備計画等検討業務		四国		01整備局		44012.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		池田薫		稲田憲武		鈴木武		眞山丈夫		佐藤敬		小谷野喜二														77		0		77		0		77		0		-

		R02d		170119016		海洋環境整備船建造検討業務		四国		01整備局		44134.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		谷雄一		藤田秀雄		神野信行		平山誠		亀井修		菊池俊雄		前田武										野村剛		73		0		73		0		73		0		70

		R02d		170119019		四国におけるクルーズ船を活用した地域活性化方策検討業務		四国		01整備局		44270.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		田中裕作		田中三郎		太田正規		中野敏彦																		77		0		77		0		75		0		-

		R02d		170120002		管内港湾等発注補助業務		四国		01整備局		44280.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		後藤文男		宮竹秀典																				後藤文男		76		0		76		0		76		0		-

		R02d		170120003		港湾整備に係る沿岸気象海象情報の予測情報等提供業務		四国		01整備局		44286.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		鈴木善光		内田裕之		山本浩之		山崎浩之																		75		0		75		0		73		0		-

		R02d		170120004		管内水中部施工状況確認業務		四国		01整備局		44286.0		（社）日本潜水協会		00010151		建設コンサルタント等		松井善樹		堀内義孝																						76		0		76		0		76		0		-

		R02d		170120005		船舶実施設計業務		四国		01整備局		44253.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		岩月哲三		谷雄一		皿澤薫		福富泰		長崎義男		神野信行		上坂賢三		菊池俊雄										75		0		75		0		73		0		-

		R02d		170120009		港湾施設等の維持管理に係る技術力向上検討業務		四国		01整備局		44225.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		稲田勉		重村洋平		並木達也																				77		0		77		0		74		0		-

		R02d		170120017		海域特性を踏まえたGPS波浪計の係留手法検討業務		四国		01整備局		44274.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		大村厚夫		海田翔平		春日井康夫		若林信孝		秋山斉		國田淳														77		0		77		0		75		0		-

		R02d		170120021		四国の海上における南海トラフ地震対策検討業務		四国		01整備局		44253.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		上野雅明		稲田憲武		中本隆		八木英紀																		74		0		74		0		71		0		-

		R02d		170120029		瀬戸内海航路計画に係る基礎調査業務		四国		01整備局		44281.0		中電技術コンサルタント（株）		00000063		建設コンサルタント等		日高康之		牟田直樹		塚野真美		木下真吾		田多一史																80		1		80		1		79		0		-

		R02d		171019001		高松港外施工状況確認等補助業務		四国		01整備局		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		山口亨		森尾健志		蝶野良典																				77		0		77		0		77		0		-

		R02d		171020007		高松空港滑走路端安全区域基本設計		四国		01整備局		44253.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		亀井慎一郎		竹井義博		片柳敦喜		市川常憲		久野了史		平野猛也												石井毅		78		0		78		0		78		0		77

		R02d		171020009		水質・底質分析試験		四国		01整備局		44277.0		エヌエス環境（株）		00001072		建設コンサルタント等		藤本充		稲葉岳志		三上恭治																				74		0		74		0		71		0		-

		R02d		171020010		高松港朝日地区航行安全管理業務		四国		01整備局		44104.0		（社）瀬戸内海海上安全協会		K001669930		建設コンサルタント等		寺田昭人		福本勝海		永山哲弘		藤岡親志																		77		0		77		0		75		0		-

		R02d		171020011		高松港整備効果検討業務		四国		01整備局		44211.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		建設コンサルタント等		島田久子		小野ゆかり		立石賢吾		古橋正祐		唐木毅		河内典子														77		0		77		0		76		0		-

		R02d		171020016		高松空港排水施設検討業務		四国		01整備局		44253.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		上野功		高森直樹		青木彩		佐伯嘉隆																後藤寛		77		0		77		0		77		0		77

		R02d		171020022		みなとカメラ整備検討業務		四国		01整備局		44270.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		八木英紀		稲田憲武		加賀谷俊和																		上野雅明		78		0		78		0		77		0		79

		R02d		171119001		松山港外施工状況確認等補助業務		四国		01整備局		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		佐野正佳		梶家昭利		井上靖		近江洋一																		78		0		78		0		78		0		-

		R02d		171119005		松山港外監督等補助業務		四国		01整備局		44286.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		込山清		野村昭治		松川淳一		蛯名喜文																		78		0		78		0		78		0		-

		R02d		171119024		松山港外港地区岸壁(-13m)等実施設計		四国		01整備局		44134.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		市川雅也		井上憲		栗木秀治		山下篤郎		松平隼人		安岡啓一		岡庭翔一												78		0		78		0		78		0		-

		R02d		171119029		松山港潮流解析業務		四国		01整備局		43966.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		原信彦		片山理恵		水口隼人		古泉統義		白木喜章		小野信幸		田村圭一												78		0		78		0		76		0		-

		R02d		171119033		松山港外港地区漁業実態調査		四国		01整備局		44267.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		合田耕一		山田和彦		野元彰人		福嶋正博		井口謙																78		0		78		0		77		0		-

		R02d		171119035		松山空港滑走路端安全区域護岸予備設計		四国		01整備局		44074.0		（株）オリエンタルコンサルタンツ		00000037		建設コンサルタント等		和田誠一		星島輝空																				齋藤正文		76		0		76		0		77		0		77

		R02d		171119035		松山空港滑走路端安全区域護岸予備設計		四国		01整備局		44074.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等				久野了史		亀井慎一郎																				76		0		76		0		77		0		-

		R02d		171120006		東予港中央地区航行安全管理業務		四国		01整備局		44134.0		（社）瀬戸内海海上安全協会		K001669930		建設コンサルタント等		寺田昭人		福本勝海		永山哲弘		藤岡親志																		75		0		75		0		73		0		-

		R02d		171120012		水質・底質分析試験		四国		01整備局		44280.0		環境テクノス（株）		00001995		建設コンサルタント等		尾濱徹		高田大地		神野亮太		花田尚																		74		0		74		0		74		0		-

		R02d		171120019		四国西南航路施設保全対策検討業務		四国		01整備局		44211.0		中電技術コンサルタント（株）		00000063		建設コンサルタント等		近藤良		牟田直樹		舟津智司		田中晶典		木下真吾		宮本浩司		日高康之												80		1		80		1		79		0		-

		R02d		171120032		東予港中央地区水質予測検討業務		四国		01整備局		44267.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		白木喜章		片山理恵		甲原僚子		水口隼人		小野信幸		原信彦														78		0		78		0		79		0		-

		R02d		171219007		徳島小松島港防波堤安定性照査等業務		四国		01整備局		43945.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		石河雅典		丹羽竜也		新美達也		岡崎健		小西陽右		熊谷健蔵		寺島彰人										芋野智成		82		1		82		1		82		1		80

		R02d		171219025		徳島飛行場滑走路端安全区域護岸予備設計		四国		01整備局		44165.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等				秋本淳一		藤堂明		村上和康		藤森修吾		佐藤誠一														77		0		77		0		77		0		-

		R02d		171219025		徳島飛行場滑走路端安全区域護岸予備設計		四国		01整備局		44165.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		春日井康夫		細井晶弘		林洋介		大村厚夫		田所篤博		山崎浩之		高橋健										梶谷卓美		77		0		77		0		77		0		77

		R02d		171219028		徳島小松島港みずき代替船係留施設概略検討業務		四国		01整備局		44123.0		（株）エイト日本技術開発		00000031		建設コンサルタント等		館野俊之		荻野和剛		佐々木章夫		伊達明彦																		78		0		78		0		78		0		-

		R02d		171220007		徳島小松島港沖洲(外)地区護岸(防波)改良実施設計		四国		01整備局		44043.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		芋野智成		諸澤朱里		荒木達斗		小西陽右		寺島彰人																78		0		78		0		78		0		-

		R02d		171220010		水質・底質分析試験		四国		01整備局		44270.0		（株）環境防災		00000228		建設コンサルタント等		森川悌		吉見準也		吉見陽子																				77		0		77		0		76		0		-

		R02d		171220026		徳島小松島港金磯地区岸壁(-11m)改良施工検討業務		四国		01整備局		44272.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		勝俣優		大角和輝		西原大晴		小田隼也		江原千尋		森博昭		村上裕宣		尾崎竜三								手皮章夫		80		1		80		1		77		0		79

		R02d		171319026		高知港海岸景観・利便性等検討業務		四国		01整備局		44071.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		楠謙吾		内藤雅紀		北野有美		杉本真莉		増田将典		曽根照人		春木雄介										横山茂生		76		0		76		0		77		0		82

		R02d		171319041		高知港海岸施工方法検討業務		四国		01整備局		44183.0		中央コンサルタンツ（株）		00000140		建設コンサルタント等		岩崎友彦		福井裕也		長谷川潤		錦織庄吾		谷部遼河																78		0		78		0		78		0		-

		R02d		171319055		室津港室津地区基本設計		四国		01整備局		44008.0		中電技術コンサルタント（株）		00000063		建設コンサルタント等		北出圭介		生頼直樹		山根愛理		吉澤麻衣		橋本淳		眞田一磨		村上公亮		日高康之								梶谷茂		81		1		81		1		81		1		82

		R02d		171320027		高知港海岸景観・利便性等検討業務		四国		01整備局		44267.0		八千代エンジニヤリング（株）		00000123		建設コンサルタント等		高須祐行		進藤尚子		森岡晃史		大山高志		花田昌幸																78		0		78		0		77		0		-

		R02d		171320030		須崎港みなとカメラシステム設計業務		四国		01整備局		44253.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		八木英紀		稲田憲武																				上野雅明		76		0		76		0		74		0		76

		R02d		171320043		浚渫土砂活用方策等検討業務		四国		01整備局		44267.0		（社）水底質浄化技術協会		00009957		建設コンサルタント等		小島洋		川西龍一		近藤隆道		江原仁																		76		0		76		0		76		0		-

		R02d		171320044		室津港室津地区防波堤(II)細部設計		四国		01整備局		44267.0		（株）三洋コンサルタント		00000391		建設コンサルタント等		安部義美		藤岡和正		松村沙季		松尾亜依																中藤和行		77		0		77		0		76		0		80

		R02d		171320060		高知港海岸浦戸湾地区工作物等事前調査		四国		01整備局		44225.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		野々村匡史		小松大悟		川合崇		阿部浩次郎		村上裕宣		尾崎竜三		山中清次												75		0		75		0		73		0		-

		R02d		171419007		高知港海岸津波防波堤断面検討業務		四国		01整備局		44104.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		曽根照人		福島有加里		福井秀平		北野有美		家村健吾		西尾岳裕		志方建仁		楠謙吾		佐藤広章						岡部登		78		0		78		0		78		0		77

		R02d		171419014		高知港海岸種崎堤防断面検討業務		四国		01整備局		44286.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		佐藤誠一		酒本真先		脇田尚幸		村上和康		藤森修吾		森篤史												横山伸幸		78		0		78		0		77		0		75

		R02d		171419015		高松港朝日地区岸壁(-7.5m)断面検討業務		四国		01整備局		44148.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		寺島彰人		田中美帆		諸澤朱里		岡崎健		小西陽右		江田周次郎		芋野智成										加藤哲也		78		0		78		0		75		0		69

		R02d		171419016		高知港海岸タナスカ護岸断面検討業務		四国		01整備局		44277.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		石河雅典		小西陽右		山下武		宮下健一朗		江田周次郎		寺島彰人		芋野智成										森崎啓		80		1		80		1		81		1		80

		R02d		171419017		高知港海岸陸閘基本設計		四国		01整備局		44286.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		佐藤誠一		酒本真先		加藤禎洋		奥村昂史		村上和康		齋藤利則		小園裕司										横山伸幸		77		0		77		0		72		0		70

		R02d		171420001		管内港湾施設における耐波性能検討業務		四国		01整備局		44274.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等				池田剛		金子大介		渡部善啓		高野向後		宇野勝哉		田中和広		安部浩史		清水建一朗								77		0		77		0		76		0		-

		R02d		171420001		管内港湾施設における耐波性能検討業務		四国		01整備局		44274.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		原信彦		樋口直人		田中陽二		マナワセカラチャトラ		松原弘晃		鈴山勝之		山田貴裕		中村隆志		安田将人						上原教善		77		0		77		0		76		0		71

		R02d		171420002		管内技術課題検討業務		四国		01整備局		44274.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		林洋介		森晴夫		山崎浩之		井上吉弘		並木達也														梶谷卓美		77		0		77		0		75		0		70

		R02d		171420007		潮位観測データ解析・信頼性確認検討業務		四国		01整備局		44274.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		三浦裕司		吉田一全		伍井稔																				78		0		78		0		77		0		-

		R02d		171420007		潮位観測データ解析・信頼性確認検討業務		四国		01整備局		44274.0		（社）海洋調査協会		00009906		建設コンサルタント等				山口晶敬		安立重昭																				78		0		78		0		77		0		-

		R02d		171420009		松山港吉田浜地区防波堤基本設計		四国		01整備局		44277.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		桑原直範		福井秀平		久野杏紗		江口拓生		高岡慶人		高本昌幸		真期俊行		西尾岳裕		曽根照人						岡部登		77		0		77		0		74		0		70

		R02d		171420010		須崎港大峰地区岸壁(-13m)断面検討業務		四国		01整備局		44286.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		影地良昭		安波史喬		唐子けん		新美達也		石河雅典		江田周次郎												寺島彰人		78		0		78		0		78		0		77

		R02d		171420012		高知港海岸津波防波堤断面検討業務		四国		01整備局		44274.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		曽根照人		牧野綾		福島有加里		福井秀平		中西淳		家村健吾		志方建仁		楠謙吾		佐藤広章						岡部登		78		0		78		0		76		0		77

		R02d		180119001		平成31年度九州地方整備局管内港湾等発注補助業務		九州		01整備局		44281.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		岡野正		田平良太		本村祐輔		亀倉隆		池内誠一郎		田中賢司		小西貴晃										尾造秀敏		77		0		77		0		77		0		-

		R02d		180119002		平成31年度九州地方整備局管内空港発注補助業務		九州		01整備局		44281.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		岡野正		尾造秀敏		田平良太		亀倉隆		田中賢司		小西貴晃		池内誠一郎										本村祐輔		79		0		79		0		79		0		-

		R02d		180119020		令和元年度みなとカメラ設置検討業務		九州		01整備局		44253.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		眞山丈夫		西見裕司		八木英紀																		上野雅明		81		1		81		1		81		1		84

		R02d		180120007		令和2年度港湾整備に係る沿岸気象海象情報の予測情報等提供業務		九州		01整備局		44286.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		鈴木善光		田所篤博		内田裕之		山本浩之																		79		0		79		0		78		0		-

		R02d		180120008		令和2年度資材価格等調査		九州		01整備局		44274.0		（財）経済調査会		00005711		建設コンサルタント等		寺田浩一		猿渡大輔		松本隆生																				75		0		75		0		75		0		-

		R02d		180120009		令和2年度九州地方整備局管内水中部施工状況確認業務		九州		01整備局		44286.0		（社）日本潜水協会		00010151		建設コンサルタント等		入尾野幸雄		吉村文雄																						78		0		78		0		78		0		-

		R02d		180120011		令和2年度港湾施設の維持管理に係わる技術向上検討業務		九州		01整備局		44246.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		稲田勉		重村洋平		並木達也		服部俊朗																		78		0		78		0		76		0		-

		R02d		180120012		令和2年度林産品輸出港湾の高度化検討業務		九州		01整備局		44243.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		橋元良二		一ノ瀬敏		上野雅明		中本隆		根木貴史																78		0		78		0		73		0		-

		R02d		180120013		令和2年度港湾空間を核とした魅力あるみなとづくり方策検討業務		九州		01整備局		44214.0		（社）ウォーターフロント協会		K001772359		建設コンサルタント等		平尾壽雄		藤川洋子		村松菜穂子		金子正子																		78		0		78		0		75		0		-

		R02d		180120016		令和2年度南海トラフ地震を想定した包括的災害協定団体等との連携方策業務		九州		01整備局		44253.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		上野雅明		橋元良二		稲田憲武		森田雅裕		根木貴史																75		0		75		0		73		0		-

		R02d		180120018		令和2年度訪日外国人旅行者等需要拡大に伴う受入環境整備方策検討業務		九州		01整備局		44284.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		宮崎秀秋		田中三郎		増田雄祐		西土井誠		石山孝義		福田一郎														78		0		78		0		76		0		-

		R02d		180120022		令和2年度北部九州の空港施設に関する基礎検討業務		九州		01整備局		44265.0		（株）三菱総合研究所		00001994		建設コンサルタント等		大石礎		清水春来		磯野文暁																				78		0		78		0		76		0		-

		R02d		180120023		令和2年度フェリー・RORO輸送を活用した物流の効率化検討業務		九州		01整備局		44267.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		西土井誠		戸田智司		宮崎秀秋		中野敏彦		長倉敏郎																79		0		79		0		76		0		-

		R02d		181019001		平成31年度下関港外施工状況確認等補助業務		九州		01整備局		44281.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		冨ケ原隆一		宮崎敏明		井上義廣		小原康史		荒川智志		床次裕一														79		0		79		0		79		0		-

		R02d		181019014		平成31年度下関港海岸整備効果検討業務		九州		01整備局		43938.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		堀之内毅		橋村史香		堤拓摩		加藤哲也																太田和彦		78		0		78		0		75		0		74

		R02d		181019015		平成31年度下関港海岸宮崎沖合水門外1件基本設計		九州		01整備局		43930.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		高野和成		木下歩		吉川宜保		中川裕貴		鶴田賢司		加藤哲也		竹本憲史		田中里菜		浅野寿雄						堀之内毅		78		0		78		0		77		0		79

		R02d		181019030		令和元年度下関港海岸(山陽地区)水門管理運用検討業務		九州		01整備局		43936.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		高野和成		梶純也		木下歩		吉川宜保		中川裕貴		松田如水		橋村史香		堀之内毅										81		1		81		1		80		1		-

		R02d		181020003		令和2年度下関港外工事関係資料作成業務		九州		01整備局		44281.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		上田彰		田中保彦																						78		0		78		0		77		0		-

		R02d		181020004		令和2年度下関港海岸調査関係資料作成業務		九州		01整備局		44281.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		上田彰		牟田邦雄																						77		0		77		0		76		0		-

		R02d		181020008		令和2年度下関港湾事務所管内港湾施設実施設計外1件		九州		01整備局		44274.0		（株）三洋コンサルタント		00000391		建設コンサルタント等		深見哲央		藤岡和正		角田篤		松村沙季		大岡弘樹														野上博光		78		0		78		0		78		0		76

		R02d		181020009		令和2年度下関港海岸変形把握業務		九州		01整備局		44281.0		（株）三洋コンサルタント		00000391		建設コンサルタント等		伊藤陽		藤廣学		大岡弘樹																				78		0		78		0		78		0		-

		R02d		181020010		令和2年度下関港湾事務所管内海岸施設実施設計外1件		九州		01整備局		44278.0		協同エンジニアリング（株）		00000569		建設コンサルタント等		富安良一		衛藤慎一郎		山田麻矢		後藤誠司		水野満博		荒木健人		松原恭博		森京介		赤嶺和哉						芝辻保		79		0		79		0		78		0		80

		R02d		181020011		令和2年度下関港海岸(山陽地区)実施設計外1件(11・19工区)		九州		01整備局		44277.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		堀之内毅		木下歩		橋村史香		堤拓摩		高野和成		新田喜浩		加藤哲也		門間俊之								鶴田賢司		79		0		79		0		78		0		80

		R02d		181020017		令和2年度下関港海岸(山陽地区)実施設計(宮崎水門)		九州		01整備局		44277.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		高野和成		門間俊之		木下歩		吉川宜保		工藤麻衣		岡嶋理功		大島直樹		太田和彦		鶴田賢司						天野紀		82		1		82		1		81		1		84

		R02d		181020018		令和2年度下関港海岸(長府・壇ノ浦地区)基本設計(7工区)		九州		01整備局		44281.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		家村健吾		福島有加里		福井秀平		杉本有基		真期俊行		竹内麻衣子		森本睦		平井俊之								岡部登		79		0		79		0		78		0		80

		R02d		181020029		令和2年度下関港利活用方策検討業務		九州		01整備局		44267.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		宇於崎泰寛		宮崎秀秋		長倉敏郎		西土井誠		荒木大志																76		0		76		0		76		0		-

		R02d		181119001		平成31年度北九州港外施工状況確認等補助業務		九州		01整備局		44281.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		宗勇一																								78		0		78		0		78		0		-

		R02d		181119006		平成31年度新門司沖外航行安全管理業務		九州		01整備局		44043.0		（社）西部海難防止協会		K001658016		建設コンサルタント等		小西郁雄		宮脇史朗		濱田大策		平野昭博		松本昌之		松永義憲														74		0		74		0		72		0		-

		R02d		181120004		令和2年度北九州港外工事・調査関係資料作成業務		九州		01整備局		44281.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		高田忠宏		亀倉隆																						78		0		78		0		78		0		-

		R02d		181120004		令和2年度北九州港外工事・調査関係資料作成業務		九州		01整備局		44281.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等				前川俊広																						78		0		78		0		78		0		-

		R02d		181120006		令和2年度新門司沖土砂処分場(2期)実施設計外1件		九州		01整備局		44281.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		加藤哲也		橋村史香		堤拓摩		堀之内毅		上野功		佐伯嘉隆												森山正明		79		0		79		0		78		0		82

		R02d		181120011		令和2年度北九州港(響灘東地区)岸壁(-13m)基本設計		九州		01整備局		44104.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		勝俣優		大角和輝		西原大晴		小田隼也		江原千尋		中野尊之		村上裕宣		尾崎竜三								手皮章夫		81		1		81		1		80		1		80

		R02d		181120016		令和2年度新門司沖土砂処分場(3工区)技術検討業務		九州		01整備局		44274.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		森晴夫		井上吉弘		大村厚夫		若林信孝		服部俊朗																79		0		79		0		79		0		-

		R02d		181120016		令和2年度新門司沖土砂処分場(3工区)技術検討業務		九州		01整備局		44274.0		（株）日建設計シビル		00006933		建設コンサルタント等				片桐雅明		南野佑貴		山崎誓也		大石幹太		村川史朗														79		0		79		0		79		0		-

		R02d		181120017		令和2年度新門司沖土砂処分場(2期)施工検討業務		九州		01整備局		44274.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		志村浩美		荒木英二		加藤利弘		池田高則		恒藤純子																79		0		79		0		78		0		-

		R02d		181120018		令和2年度北九州港湾・空港整備事務所管内港湾施設実施設計外1件		九州		01整備局		44271.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		勝俣優		米田泰		刈谷友紀		一色和明		江原千尋		中野尊之		西原大晴		小田隼也										79		0		79		0		79		0		-

		R02d		181120019		令和2年度北九州空港エプロン改良等実施設計外1件		九州		01整備局		44280.0		三井共同建設コンサルタント（株）		00000003		建設コンサルタント等		砂場博明		田谷和樹		山崎康生		羽田野遼		轟豊和		坂本真一		米良一徳		松本洋平								大森慎二郎		77		0		77		0		75		0		81

		R02d		181120030		令和2年度新門司沖浚渫土砂利活用検討業務		九州		01整備局		44274.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		春日井康夫		重村洋平		深澤貴光		森晴夫		服部俊朗		齋藤豪														78		0		78		0		79		0		-

		R02d		181120030		令和2年度新門司沖浚渫土砂利活用検討業務		九州		01整備局		44274.0		（株）日建設計シビル		00006933		建設コンサルタント等				片桐雅明		南野佑貴		山崎誓也		大石幹太		村川史朗														78		0		78		0		79		0		-

		R02d		181120032		令和2年度北九州港整備効果検討業務		九州		01整備局		44246.0		三洋テクノマリン（株）		00000376		建設コンサルタント等		島田久子		日高光帆		奥村邦明		内田肇		唐木毅		土畑正和														76		0		76		0		74		0		-

		R02d		181120037		令和2年度新門司沖土砂処分場(2期)施工管理技術検討業務		九州		01整備局		44279.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		兵頭武志		稲福秀樹		奥野一暢		志村浩美		池田高則		室井雅弘														78		0		78		0		76		0		-

		R02d		181120038		令和2年度北九州空港排水改良設計		九州		01整備局		44274.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		平野猛也		竹井義博		片柳敦喜		春日井杏奈		坂井典和														久野了史		77		0		77		0		78		0		86

		R02d		181120041		令和2年度北九州空港滑走路端安全区域対策実施設計		九州		01整備局		44270.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		亀井慎一郎		片柳敦喜		後藤元樹		才治和朗		坂井典和														久野了史		77		0		77		0		76		0		75

		R02d		181219001		平成31年度三池港監督等補助業務		九州		01整備局		44281.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		井上和久																								77		0		77		0		77		0		-

		R02d		181219002		平成31年度博多港施工状況確認等補助業務		九州		01整備局		44281.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		福田睦久		石橋弘康																						78		0		78		0		78		0		-

		R02d		181219037		平成31年度福岡空港滑走路増設事業施工技術検討業務		九州		01整備局		44050.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		大木秀雄		安部和宏		西原孝仁		井野洋		幸福辰己		下川義和		池田高則		佐藤光博		加藤利弘								78		0		78		0		77		0		-

		R02d		181219052		令和元年度博多港整備船舶安全管理業務		九州		01整備局		44008.0		（社）西部海難防止協会		K001658016		建設コンサルタント等		高比良友希		山下貴史		小西郁雄		大坪哲美		濱田大策		松本晴信														76		0		76		0		75		0		-

		R02d		181219055		令和元年度福岡空港滑走路増設土地評価外2件業務		九州		01整備局		44267.0		（株）孝栄設計コンサルタント		00004378		建設コンサルタント等		川崎健祐		高橋秀和		川崎芳裕		小嶋宏		妹尾英資		冨増耕介		池田英樹										宮本繁治		81		1		81		1		81		1		80

		R02d		181220001		令和2年度福岡空港施工状況確認等補助業務		九州		01整備局		44281.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		下川義和		平田正浩		梅田英二																				79		0		79		0		79		0		-

		R02d		181220009		令和2年度博多港湾・空港整備事務所管内港湾施設実施設計		九州		01整備局		44274.0		（株）五省コンサルタント		00000064		建設コンサルタント等		小林泉一		久野敦史		北川航平		有働采冬		岩永将太朗		明康隆												福嶋泰彦		79		0		79		0		78		0		79

		R02d		181220012		令和2年度福岡空港工事・調査関係資料作成業務		九州		01整備局		44281.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		下川義和		齋藤守																						80		1		80		1		79		0		-

		R02d		181220014		令和2年度博多港(アイランドシティ地区)臨港道路維持管理計画策定業務		九州		01整備局		44190.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		岡崎健		田中滋士		尾崎大樹		雨宮和弘																		77		0		77		0		76		0		-

		R02d		181220023		令和2年度福岡空港滑走路外地盤改良工事にかかる技術協力業務		九州		01整備局		44043.0		五洋建設（株）		K000105531		建設コンサルタント等		堤彩人		秋本哲平		曽和洋平		山本敦		松下弘志		増田雄太郎												林健太郎		79		0		79		0		79		0		79

		R02d		181220028		令和2年度福岡空港滑走路増設建物等事前調査業務		九州		01整備局		44134.0		（株）孝栄設計コンサルタント		00004378		建設コンサルタント等		川崎孝志		妹尾英資																				川崎健祐		78		0		78		0		78		0		77

		R02d		181220037		令和2年度博多港整備船舶安全管理業務		九州		01整備局		44183.0		（社）西部海難防止協会		K001658016		建設コンサルタント等		松本晴信		小西郁雄		大坪哲美		高比良友希																		76		0		76		0		75		0		-

		R02d		181220048		令和2年度博多港(アイランドシティ地区)道路建物等事後調査		九州		01整備局		44175.0		（株）孝栄設計コンサルタント		00004378		建設コンサルタント等		川崎孝志		妹尾英資																				川崎健祐		78		0		78		0		78		0		77

		R02d		181220051		令和2年度博多港整備効果調査		九州		01整備局		44270.0		三井共同建設コンサルタント（株）		00000003		建設コンサルタント等		冨田薫		古山卓司		小野美沙		松尾智征		宮元正治																80		1		80		1		80		1		-

		R02d		181220055		令和2年度福岡空港滑走路排水対策検討調査		九州		01整備局		44267.0		復建調査設計（株）		00000032		建設コンサルタント等		金子智之		間貴春		木村康隆		西本秀憲		西村俊明																78		0		78		0		78		0		-

		R02d		181220057		令和2年度博多港港湾機能の方向性に関する検討業務		九州		01整備局		44270.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		小谷野喜二		橋元良二		森田雅裕		加賀谷俊和																		79		0		79		0		77		0		-

		R02d		181220058		令和2年度博多港浚渫土砂活用による環境改善方策検討業務		九州		01整備局		44274.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		首藤啓		堀之内尚志		鈴木覚		守屋良美		長倉敏郎		西土井誠														79		0		79		0		78		0		-

		R02d		181220059		令和2年度博多湾における回遊性向上方策検討業務		九州		01整備局		44274.0		（社）ウォーターフロント協会		K001772359		建設コンサルタント等		平尾壽雄		藤川洋子		村松菜穂子		金子正子																		78		0		78		0		77		0		-

		R02d		181319001		平成31年度苅田港施工状況確認等補助業務		九州		01整備局		44281.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		尾造秀敏		坂本光信																						78		0		78		0		78		0		-

		R02d		181320006		令和2年度苅田港湾事務所管内港湾施設実施設計外業務		九州		01整備局		44267.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		吉川慎一		村上巧一		山本龍		戎健次		久野杏紗		高岡慶人		田守利充		竹内麻衣子		森本睦						岡部登		79		0		79		0		79		0		80

		R02d		181320009		令和2年度苅田港係留施設設計業務		九州		01整備局		44270.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		桑原直範		村上巧一		山本龍		戎健次		江口拓生		高岡慶人		高本昌幸		西尾岳裕		岡部登						平井俊之		78		0		78		0		78		0		80

		R02d		181320020		令和2年度苅田港埋没対策検討業務		九州		01整備局		44284.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等				花澤広貴		成毛辰徳		杉浦幸彦		加地智彦																78		0		78		0		76		0		-

		R02d		181320020		令和2年度苅田港埋没対策検討業務		九州		01整備局		44284.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		服部俊朗		井上吉弘		並木達也		森晴夫																		78		0		78		0		76		0		-

		R02d		181419001		平成31年度別府港外施工状況確認等補助業務		九州		01整備局		44281.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		冨ケ原隆一		鶴上芳樹		佐渡原光誠		藤岡誠		村尾育高																78		0		78		0		78		0		-

		R02d		181419020		令和元年度大分港海岸(津留地区)基本設計外1件		九州		01整備局		43992.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		石河雅典		竹田正彦		砂川透吾		佐藤成		山口達治														鶴田賢司		78		0		78		0		78		0		77

		R02d		181419021		令和元年度大分港海岸(津留地区)基本設計外1件(第2次)		九州		01整備局		43992.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		鶴田賢司		門間俊之		橋村史香		堤拓摩		佐藤成		堀之内毅		福永陽平										野里栄照		78		0		78		0		78		0		77

		R02d		181419026		令和元年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)基本設計外2件		九州		01整備局		44004.0		協同エンジニアリング（株）		00000569		建設コンサルタント等		松原恭博		衛藤慎一郎		山田麻矢		水野満博		荒木健人		富安良一		澤田守		森京介								芝辻保		78		0		78		0		78		0		77

		R02d		181419027		令和元年度大分港海岸施設概略設計		九州		01整備局		43992.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		堀之内毅		橋村史香		新美達也		鶴田賢司		加藤哲也		福永陽平												野里栄照		78		0		78		0		78		0		77

		R02d		181419048		令和元年度大分港海岸(津留地区)基本設計		九州		01整備局		44265.0		協同エンジニアリング（株）		00000569		建設コンサルタント等		松原恭博		衛藤慎一郎		山田麻矢		水野満博		荒木健人		富安良一		澤田守		森京介								芝辻保		79		0		79		0		78		0		80

		R02d		181420002		令和2年度別府港外工事・調査関係資料作成業務		九州		01整備局		44281.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		高田忠宏		渡邊浩一																						78		0		78		0		76		0		-

		R02d		181420003		令和2年度大分港海岸施設実施設計		九州		01整備局		44274.0		（株）五省コンサルタント		00000064		建設コンサルタント等		久野敦史		鮫島昭二		北川航平		有働采冬		岩永将太朗		中村真		藤井金蔵												78		0		78		0		78		0		-

		R02d		181420011		令和2年度別府港湾・空港整備事務所管内港湾施設実施設計		九州		01整備局		44284.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		村上裕宣		山内慎平		西原大晴		一色和明		小田隼也		福田健		樗木千紘		千田祐一郎		尾崎竜三						手皮章夫		79		0		79		0		78		0		79

		R02d		181420012		令和2年度大分港(大在西地区)岸壁(-9m)(耐震)施工検討業務		九州		01整備局		44253.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		安部和宏		宗勇一		上田彰		恒藤純子																池田高則		78		0		78		0		77		0		77

		R02d		181420019		令和2年度大分港海岸(津留地区)基本設計		九州		01整備局		44265.0		協同エンジニアリング（株）		00000569		建設コンサルタント等		松原恭博		衛藤慎一郎		山田麻矢		水野満博		荒木健人		富安良一		森京介										芝辻保		83		1		83		1		83		1		82

		R02d		181420022		令和2年度大分港海岸改良技術検討業務		九州		01整備局		44280.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		堀之内毅		橋村史香		岡嶋理功		鶴田賢司		福永陽平														石河雅典		78		0		78		0		78		0		80

		R02d		181420023		令和2年度大分港海岸施設概略設計		九州		01整備局		44280.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		堀之内毅		橋村史香		堤拓摩		岡嶋理功		鶴田賢司		加藤哲也		福永陽平										野里栄照		77		0		77		0		76		0		79

		R02d		181420024		令和2年度大分港海岸(津留地区)詳細設計		九州		01整備局		44273.0		（株）五省コンサルタント		00000064		建設コンサルタント等		東郷象次郎		中崎好希		中村真		小林泉一		明康隆		谷村浩二												久野敦史		79		0		79		0		78		0		80

		R02d		181420025		令和2年度大分港海岸(津留地区)修正設計		九州		01整備局		44273.0		協同エンジニアリング（株）		00000569		建設コンサルタント等		森京介		衛藤慎一郎		山田麻矢		水野満博		荒木健人		富安良一		松原恭博										芝辻保		78		0		78		0		78		0		80

		R02d		181420027		令和2年度大分港(大在西地区)岸壁(-9m)(耐震)細部設計外1件		九州		01整備局		44183.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		吉川慎一		村上巧一		山本龍		杉本有基		久野杏紗		高岡慶人		田守利充										西尾岳裕		79		0		79		0		78		0		77

		R02d		181420028		令和2年度大分空港滑走路改良実施設計外1件		九州		01整備局		44281.0		三井共同建設コンサルタント（株）		00000003		建設コンサルタント等		砂場博明		田谷和樹		山崎康生		羽田野遼		轟豊和		松本洋平		村上悦生		河野文俊								大森慎二郎		81		1		81		1		81		1		80

		R02d		181420031		令和2年度大分空港滑走路端安全区域基本設計外1件		九州		01整備局		44281.0		（株）オリエンタルコンサルタンツ		00000037		建設コンサルタント等		山口匡宏		星島輝空		小西圭介		阪井峻		根岸和憲		堀太成		和田誠一										樋口嘉章		77		0		77		0		77		0		77

		R02d		181420036		令和2年度大分空港エプロン拡張計画検討業務		九州		01整備局		44280.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等		尾上正浩		市川常憲		後藤元樹		才治和朗		平野猛也														亀井慎一郎		77		0		77		0		77		0		77

		R02d		181420040		令和2年度大分港(大在西地区)岸壁(-9m)基本設計		九州		01整備局		44277.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		安田将人		丸井英明		小原陵		槙野公平		松原弘晃		宗本金吾												石本健治		77		0		77		0		77		0		77

		R02d		181420045		令和2年度大分空港用地造成(護岸改良)基本設計外1件		九州		01整備局		44284.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		古川元一		案浦侑己		加茂藍子		田中佳太		林利一														古田芳彦		79		0		79		0		79		0		79

		R02d		181420048		令和2年度大分港海岸(津留地区)修正設計(第2次)		九州		01整備局		44280.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		鶴田賢司		門間俊之		岡嶋理功		福永陽平																野里栄照		77		0		77		0		76		0		79

		R02d		181520008		令和2年度伊万里港港湾施設実施設計		九州		01整備局		44279.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		赤堀智幸		筬島隆司		那須常浩		吉田洋樹		山崎剛														川部知範		76		0		76		0		76		0		76

		R02d		181620013		令和2年度長崎港湾・空港整備事務所管内港湾施設実施設計外3件		九州		01整備局		44281.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		古川元一		案浦侑己		田中佳太		村上義和		林利一														横井和幸		79		0		79		0		78		0		77

		R02d		181620014		令和2年度佐世保港(前畑地区)建物等事前調査業務		九州		01整備局		44050.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		野々村匡史		小松大悟 コマツ ダイゴ		川合崇		西浦功		阿部浩次郎																77		0		77		0		79		0		-

		R02d		181620015		令和2年度長崎港係留施設施工検討業務		九州		01整備局		44225.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		川瀬将		安部和宏		伊藤大吾		永田享志		志村浩美		池田高則		済藤生真										新原力		77		0		77		0		79		0		77

		R02d		181620019		令和2年度長崎港湾・空港整備事務所管内港湾施設予備設計外1件		九州		01整備局		44281.0		（株）アルファ水工コンサルタンツ		00000066		建設コンサルタント等		堀江岳人		井鳥聖也		早川雄飛		岡本怜		鈴木彰		岡本侃大		平井豊規		橋本孝治		奥村広幸						坂本辰哉		78		0		78		0		78		0		75

		R02d		181620022		令和2年度長崎空港滑走路端安全区域施工検討業務		九州		01整備局		44274.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		川上雅彦		池田高則		福田睦久		済藤生真		川瀬将		菅野真弘												永田享志		77		0		77		0		77		0		77

		R02d		181620023		令和2年度長崎港船舶航行安全対策検討業務		九州		01整備局		44281.0		（社）西部海難防止協会		K001658016		建設コンサルタント等		小森田重寿		岩切康		白石喜代利																				76		0		76		0		74		0		-

		R02d		181620028		令和2年度長崎空港排水施設設計外1件		九州		01整備局		44274.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		清成竜太		山極政行		二見康友		大塚柚人		高木洋明		横山幹		成島正倫										青木逸人		76		0		76		0		75		0		75

		R02d		181719020		令和元年度有明海・八代海海域環境検討業務		九州		01整備局		44012.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		西土井誠		港絢子		宮崎秀秋		松山為時																		78		0		78		0		77		0		-

		R02d		181719037		令和元年度八代港(外港地区)事業損失調査業務		九州		01整備局		44043.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		野々村匡史		刈谷友紀		小松大悟		川合崇		阿部浩次郎														西浦功		77		0		77		0		77		0		77

		R02d		181720016		令和2年度熊本港湾・空港整備事務所管内港湾施設調査・設計業務		九州		01整備局		44274.0		（株）五省コンサルタント		00000064		建設コンサルタント等		小林泉一		永井良子		藤井金蔵		南正臣		浅田浩章		森智史												花田泰利		76		0		76		0		76		0		75

		R02d		181720017		令和2年度熊本港(夢咲島地区)防波堤(南)細部設計		九州		01整備局		44165.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		吉川慎一		杉本有基		田守利充		家村健吾		西尾岳裕		楠謙吾		桑原直範										岡部登		76		0		76		0		75		0		77

		R02d		181720020		令和2年度有明海・八代海海域環境検討業務		九州		01整備局		44281.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		西土井誠		港絢子		宮崎秀秋		長倉敏郎		松山為時																81		1		81		1		79		0		-

		R02d		181720026		令和2年度熊本港係留施設検討業務		九州		01整備局		44274.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		桑原直範		村上巧一		福島有加里		高岡慶人		家村健吾		平井俊之												西尾岳裕		80		1		80		1		80		1		77

		R02d		181720032		令和2年度有明海・八代海における官民連携漂流物情報収集方策検討業務		九州		01整備局		44281.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		宮崎秀秋		西土井誠		松山為時		高尾敏幸																		78		0		78		0		76		0		-

		R02d		181819001		平成31年度細島港監督等補助業務		九州		01整備局		44281.0		（株）ポルテック		00009893		建設コンサルタント等		井上和久		谷川義彦																						77		0		77		0		77		0		-

		R02d		181819002		平成31年度宮崎港外施工状況確認等補助業務		九州		01整備局		44281.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		宗勇一																								79		0		79		0		79		0		-

		R02d		181820001		令和2年度宮崎港湾・空港整備事務所管内港湾施設実施設計		九州		01整備局		44274.0		（株）三洋コンサルタント		00000391		建設コンサルタント等		安部義美		河野光宏		早坂俊亮		松尾亜依		中藤和行		松原千恵		小野貴也		大岡弘樹								野上博光		78		0		78		0		78		0		85

		R02d		181820002		令和2年度宮崎空港用地造成外1件実施設計		九州		01整備局		44274.0		中電技術コンサルタント（株）		00000063		建設コンサルタント等		北出圭介		山根愛理		小橋力也		喜種将		橋本淳		眞田一磨		村上公亮		近藤良		宮本浩司						上田昭彦		78		0		78		0		78		0		77

		R02d		181820007		令和2年度宮崎空港耐震対策整備計画検討業務		九州		01整備局		44253.0		復建調査設計（株）		00000032		建設コンサルタント等		金子智之		坂口勇人		間貴春		岩井鉄平		木村康隆		西村俊明														78		0		78		0		76		0		-

		R02d		181820024		令和2年度細島港係留施設設計業務		九州		01整備局		44277.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		加藤哲也		門間俊之		堤拓摩		鶴田賢司		野里栄照		福永陽平												太田和彦		79		0		79		0		78		0		82

		R02d		181919038		令和元年度鹿児島港(中央港区)岸壁細部設計(第2次)		九州		01整備局		43930.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		加藤哲也		門間俊之		堤拓摩		太田和彦		鶴田賢司		福永陽平												野里栄照		79		0		79		0		79		0		80

		R02d		181919058		令和元年度指宿港海岸(湯の浜地区)細部設計外1件		九州		01整備局		43980.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		石本健治		丸井英明		小原陵		白木喜章		小野信幸		中村隆志		安田将人										久保龍造		78		0		78		0		76		0		68

		R02d		181919070		令和元年度鹿児島港(谷山二区)係留施設検討業務		九州		01整備局		44162.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等		久保田崇仁		上原甲太郎		國里立紀		林利一																川嶋憲		79		0		79		0		79		0		77

		R02d		181920007		令和2年度指宿港海岸変形把握業務		九州		01整備局		44281.0		（株）新日本技術コンサルタント		00000259		建設コンサルタント等		結城要		米澤佳明		宮田恵太		内村泰智		宮下誠矢		平田洋士		鎌下直樹		東浩一		禧久伸男		村田祐						79		0		79		0		77		0		-

		R02d		181920008		令和2年度鹿児島港湾・空港整備事務所管内港湾施設実施設計外1件		九州		01整備局		44280.0		（株）五省コンサルタント		00000064		建設コンサルタント等		小林泉一		中村真		明康隆		東郷象次郎		藤井金蔵		谷村浩二												福嶋泰彦		79		0		79		0		78		0		79

		R02d		181920013		令和2年度指宿港海岸整備検討業務		九州		01整備局		44281.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		森晴夫		大村厚夫		森本悟司		峯村浩治		服部俊朗		高橋健												梶谷卓美		78		0		78		0		77		0		77

		R02d		181920013		令和2年度指宿港海岸整備検討業務		九州		01整備局		44281.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等				笠毛健生		小原陵		三宅崇智		白木喜章		小野信幸		中村隆志		石本健治										78		0		78		0		77		0		-

		R02d		181920016		令和2年度鹿児島港臨港道路整備(鴨池中央港区線)に係る営業調査等業務		九州		01整備局		44267.0		（株）孝栄設計コンサルタント		00004378		建設コンサルタント等		冨増耕介		妹尾英資		池田英樹																		川崎健祐		76		0		76		0		76		0		75

		R02d		181920027		令和2年度指宿港海岸における安全利用検討業務		九州		01整備局		44279.0		（社）日本マリーナ・ビーチ協会		K001709439		建設コンサルタント等		木下明		山下雅人		下本幸嗣		黒滝秀平		佐藤恒夫																78		0		78		0		75		0		-

		R02d		181920036		令和2年度鹿児島港(谷山二区)係留施設詳細設計		九州		01整備局		44267.0		（株）五省コンサルタント		00000064		建設コンサルタント等		小林泉一		久野敦史		北川航平		有働采冬		岩永将太朗														福嶋泰彦		79		0		79		0		80		1		82

		R02d		181920041		令和2年度指宿港海岸整備効果検討業務		九州		01整備局		44281.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		白井英一		花井健太		宮川駿也		鈴木一帆		榎本真久		宮本敏行														79		0		79		0		77		0		-

		R02d		182020004		令和2年度志布志港湾事務所管内港湾施設設計・検討業務		九州		01整備局		44280.0		日本海洋コンサルタント（株）		00000187		建設コンサルタント等		内山一郎		橋爪陽平		大西智之		横山友一		山端俊也		川瀬友紀		坂本貴光		稲葉育祐		小池麻里						安野経治		79		0		79		0		76		0		77

		R02d		182119001		平成31年度関門航路施工状況確認等補助業務		九州		01整備局		44281.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		福田睦久		牟田邦雄		石橋弘康																				78		0		78		0		78		0		-

		R02d		182120014		令和2年度関門航路整備船舶安全管理業務		九州		01整備局		44190.0		（社）西部海難防止協会		K001658016		建設コンサルタント等		寺地孝		堀江泰		本田亮一		濱田大策		松永義憲																76		0		76		0		75		0		-

		R02d		182120031		令和2年度関門航路周辺船舶航行実態解析業務		九州		01整備局		44214.0		（株）ＭＯＬマリン		00007360		建設コンサルタント等		豊島伸匡		北澤文香		井手麻奈美		古賀一弥		北川樹李		小川裕介		三明薫		大竹祐一郎		生田陽一								77		0		77		0		76		0		-

		R02d		182120041		令和2年度関門航路通航船舶貨物把握整理業務		九州		01整備局		44183.0		（株）五省コンサルタント		00000064		建設コンサルタント等		國友七郎		渡邉翔太		右田健二		藤井金蔵																		79		0		79		0		79		0		-

		R02d		182120046		令和2年度関門航路整備効果検討業務		九州		01整備局		44280.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		白井英一		花井健太		宮川駿也		鈴木一帆		榎本真久		宮本敏行														78		0		78		0		78		0		-

		R02d		182220002		令和2年度潮流・波浪実験場建屋外壁修繕工事監理業務		九州		01整備局		44103.0		（株）傳設計		00174038		建設コンサルタント等		藤田明大		田邊健吾		林田真知																				75		0		75		0		75		0		-

		R02d		182220003		令和2年度九州地方整備局管内作業船維持整備技術検討業務		九州		01整備局		44286.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		菊池俊雄		花田龍二		長崎義男		友田伸明		伊井清則		百合本隆		白井制治		矢野博文								山中光雄		75		0		75		0		75		0		75

		R02d		182220004		令和2年度港湾施設の設計条件等検討業務		九州		01整備局		44274.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		春日井康夫		田所篤博		峯村浩治		山崎浩之		服部俊朗		山本浩之		本田浩隆										梶谷卓美		80		1		80		1		82		1		82

		R02d		182220004		令和2年度港湾施設の設計条件等検討業務		九州		01整備局		44274.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等				森谷拓実		大竹剛史		大崎佑也		山田貴裕		小野信幸		中村隆志		原信彦		石本健治								80		1		80		1		82		1		-

		R02d		182220004		令和2年度港湾施設の設計条件等検討業務		九州		01整備局		44274.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等				案浦侑己		加茂藍子		田中佳太		久保田崇仁		横井和幸		林利一		古川元一		川嶋憲								80		1		80		1		82		1		-

		R02d		182220004		令和2年度港湾施設の設計条件等検討業務		九州		01整備局		44274.0		（財）日本気象協会		00004942		建設コンサルタント等				君塚政文		鈴木隆宏		園田彩乃		宇都宮好博		大西健二		窪田和彦		内田洋平		松浦邦明								80		1		80		1		82		1		-

		R02d		182220006		令和2年度大分港海岸改良技術資料作成検討業務		九州		01整備局		44274.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		大村厚夫		峯村浩治		山崎浩之		服部俊朗		本田浩隆																78		0		78		0		77		0		-

		R02d		182220011		令和2年度管内技術課題検討業務		九州		01整備局		44281.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		山崎浩之		海老名正裕		佐藤昌宏		服部俊朗		本田浩隆		海田翔平		宮崎祥一										梶谷卓美		80		1		80		1		77		0		74

		R02d		182220012		令和2年度大規模地震時における係留施設の使用可否判定方策検討業務		九州		01整備局		44253.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		服部俊朗		細井晶弘		高橋健		森晴夫																		81		1		81		1		79		0		-

		R02d		182220012		令和2年度大規模地震時における係留施設の使用可否判定方策検討業務		九州		01整備局		44253.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等				山本龍		高岡慶人		竹内麻衣子		曽根照人		森本睦		大利公二												81		1		81		1		79		0		-

		R02d		182220016		令和2年度海洋環境整備船建造資料作成業務		九州		01整備局		44274.0		（社）日本作業船協会		00009578		建設コンサルタント等		加藤英夫		亀井修		上坂賢三		矢野博文		野村剛		山中光雄		澤明		百合本隆		前田武						中島武男		78		0		78		0		77		0		72

		R02d		182220020		令和2年度潮位観測データ解析・信頼性確認検討業務		九州		01整備局		44270.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		鈴山勝之		田中陽二		仲井圭二		田中聡		村瀬博一																76		0		76		0		75		0		-

		R02d		400120001		管内技術審査補助業務		沖縄		02沖総局		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		金城徹		金城邦宏		知花栄		小橋川共光		伊佐広正		嶺井孝泉		宮城武弘		小川哲功								金城徹		79		0		79		0		79		0		-

		R02d		400120002		管内水中部施工状況確認業務		沖縄		02沖総局		44281.0		（社）日本潜水協会		00010151		建設コンサルタント等		秋山恵一																								77		0		77		0		77		0		-

		R02d		400120003		港湾整備等に係る沿岸気象海象情報及び波浪等予測情報提供業務		沖縄		02沖総局		44286.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		鈴木善光		守屋正平		内田裕之		山本浩之		山崎浩之																78		0		78		0		79		0		-

		R02d		400120004		那覇空港滑走路増設環境保全検討業務		沖縄		02沖総局		44285.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等				新宅航平		菅野絵理		柳原和彦		斎藤信之		鳥居高志														79		0		79		0		78		0		-

		R02d		400120004		那覇空港滑走路増設環境保全検討業務		沖縄		02沖総局		44285.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		首藤啓		渡辺健太郎		守屋良美		山鹿典子		具志良太																79		0		79		0		78		0		-

		R02d		400120005		地域特性を考慮した海岸保全施設の老朽化対策手法等検討調査業務		沖縄		02沖総局		44253.0		（社）日本マリーナ・ビーチ協会		K001709439		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		山下雅人		木下明		下本幸嗣		黒滝秀平		佐藤恒夫																75		0		75		0		73		0		-

		R02d		400120008		沖縄の物流戦略検討調査		沖縄		02沖総局		44281.0		八千代エンジニヤリング（株）		00000123		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		兼古英明		住澤亮		伊藤果穂		岸本平嗣																佐藤環		75		0		75		0		74		0		74

		R02d		400120008		沖縄の物流戦略検討調査		沖縄		02沖総局		44281.0		（株）ＭＯＬマリン		00007360		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ				北川樹李		酒井直美		楯由香利		福留聖司		生田陽一														75		0		75		0		74		0		-

		R02d		401019003		中城湾港発注補助業務		沖縄		02沖総局		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		崎間敏男		金城邦宏		金城健		幸地博																伊禮透		80		1		80		1		80		1		-

		R02d		401019004		中城湾港監督補助業務		沖縄		02沖総局		44286.0		（株）レキオコンサルタント		00008771		建設コンサルタント等		湧川智		石橋睦巳		与座茂一		儀間良太		山城多持		八木海雄														79		0		79		0		80		1		-

		R02d		401019009		那覇港発注補助業務		沖縄		02沖総局		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等 ケンセツ ナド		崎間敏男		城間隆男		金城健		伊禮貞治		永吉真作		新城茂		宮城邦昭										中村勇		78		0		78		0		78		0		-

		R02d		401019010		那覇港監督補助業務		沖縄		02沖総局		44286.0		（株）レキオコンサルタント		00008771		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		湧川智		大城英之		儀間良太		友利正樹		具志元		山城多持		奥間和紀												78		0		78		0		78		0		-

		R02d		401019033		中城湾港施工検討外１件業務		沖縄		02沖総局		43938.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		三浦健悟		岡本英久		岡崎健		鈴木信夫		大久保陽介														石河雅典		81		1		81		1		81		1		80

		R02d		401019034		那覇空港排水工改良外１件実施設計業務		沖縄		02沖総局		44286.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		佐藤誠一		南雲祐一郎		横山伸幸		酒本真先		加藤倫平		小谷拓		清成竜太		天谷徹男		菱山義規						成島正倫		80		1		80		1		80		1		81

		R02d		401019044		那覇港（新港ふ頭地区）岸壁詳細設計業務		沖縄		02沖総局		44012.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		鈴木信夫		岡本英久		豊間根汐里		瀬良敬二		大家隆行		加藤哲也		大久保陽介		上出竜司		三井亨保						三浦健悟		77		0		77		0		75		0		80

		R02d		401019055		那覇港臨港道路渋滞対策検討業務		沖縄		02沖総局		44004.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		鈴木信夫		末永雄一		小野市春																		三浦健悟		77		0		77		0		75		0		80

		R02d		401019073		那覇港臨港道路（橋梁）詳細設計業務（その２）		沖縄		02沖総局		44279.0		（株）ホープ設計		00005248		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		神谷信賢		宇地原崇夫		高本寛之		崎原盛伍		大見謝秀樹		我那覇忠男		島袋嘉博		田場邦男		宮城正						親泊宏		83		1		83		1		83		1		82

		R02d		401019088		那覇港（那覇ふ頭地区）臨港道路（空港線）維持管理検討業務		沖縄		02沖総局		43987.0		（株）オリエンタルコンサルタンツ		00000037		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		粟田泰紀		北川知輝		坂上竜也		徳山英二		城戸哲哉		宇都宮毅												出本剛史		78		0		78		0		77		0		82

		R02d		401019120		沖縄管内における高波等に関する波浪推算検討業務		沖縄		02沖総局		44286.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		春日井康夫		海老名正裕		大村厚夫		鈴木善光		古澤達也		井上吉弘												梶谷卓美		79		0		79		0		79		0		79

		R02d		401019120		沖縄管内における高波等に関する波浪推算検討業務		沖縄		02沖総局		44286.0		（財）日本気象協会		00004942		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ				君塚政文		鈴木隆宏		米田彩乃		宇都宮好博														松浦邦明		79		0		79		0		79		0		79

		R02d		401019124		沖縄管内港湾施設機能検討業務		沖縄		02沖総局		44274.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		久保田崇仁		田端優憲		案浦侑己		中村秀一		古川元一		田中和広		安部浩史		山部道		清水建一朗						川嶋憲		84		1		84		1		84		1		83

		R02d		401019124		沖縄管内港湾施設機能検討業務		沖縄		02沖総局		44274.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ				海老名正裕		岩崎和弘																				84		1		84		1		84		1		-

		R02d		401019124		沖縄管内港湾施設機能検討業務		沖縄		02沖総局		44274.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ				福井秀平		真期俊行		横山茂生		田中次人		曽根照人		楠謙吾		野々村さやか		佐藤広章								84		1		84		1		84		1		-

		R02d		401019124		沖縄管内港湾施設機能検討業務		沖縄		02沖総局		44274.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ				森谷拓実		小原陵		田中聡		宗本金吾		中村隆志		原信彦		石本健治		安田将人								84		1		84		1		84		1		-

		R02d		401020011		那覇空港監督補助業務		沖縄		02沖総局		44286.0		（株）レキオコンサルタント		00008771		建設コンサルタント等		大濱用太郎		上原真也		山城多持		安仁屋宗剛		譜久山輝明		比嘉茂														77		0		77		0		77		0		-

		R02d		401020013		那覇空港発注補助業務		沖縄		02沖総局		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		澤木裕紀		佐久田朝秀		山城進		伊藝壽剛																定久辰也		81		1		81		1		81		1		-

		R02d		401020017		那覇港水質監視調査業務		沖縄		02沖総局		44280.0		（株）沖縄環境科学研究所		00006630		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		平良栄康		高柳圭吾		武村佳哉		三原正法																		75		0		75		0		73		0		-

		R02d		401020018		中城湾港環境整備検討業務		沖縄		02沖総局		44286.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		首藤啓		港絢子		渡辺健太郎		山鹿典子		具志良太																79		0		79		0		78		0		-

		R02d		401020019		中城湾港施工検討外１件業務		沖縄		02沖総局		44286.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		三浦健悟		瀬良敬二		鈴木信夫		大久保陽介																		77		0		77		0		75		0		-

		R02d		401020020		中城湾港事業化検討業務		沖縄		02沖総局		44286.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		西村壮介		牧野綾		福井秀平		久米俊治		濱明日香		岡部登		佐藤広章												80		1		80		1		78		0		-

		R02d		401020021		那覇空港サンゴ調査業務		沖縄		02沖総局		44265.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ				瀬戸文久		小谷和彦																				80		1		80		1		79		0		-

		R02d		401020021		那覇空港サンゴ調査業務		沖縄		02沖総局		44265.0		（株）イーエーシー		00000491		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		木村英彰		眞武明生		久保宗賢		千葉澄夫		粂正幸																80		1		80		1		79		0		-

		R02d		401020022		那覇空港海藻草類調査業務		沖縄		02沖総局		44274.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		田端重夫		新宅航平		池原浩太		菅野絵理		青山光		杉本嵩臣		青木航		毛塚大輔		鳥居高志								80		1		80		1		79		0		-

		R02d		401020023		中城湾港環境監視調査業務		沖縄		02沖総局		44286.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		中西喜栄		石森博雄		新宅航平		青木航		平中晴朗		毛塚大輔		松下訓		佐藤泰夫										81		1		81		1		82		1		-

		R02d		401020024		中城湾港環境監視調査業務（その２）		沖縄		02沖総局		44286.0		（財）沖縄県環境科学センター		00004086		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		佐川鉄平		青山夕貴子		三部碧		小澤宏之		風岡雅輝		山本拓良		小笠原敬		長井隆		岩村俊平								83		1		83		1		84		1		-

		R02d		401020025		中城湾港環境監視調査業務（その３）		沖縄		02沖総局		44286.0		（株）沖縄環境保全研究所		00000205		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		砂辺理		佐々木壮		八木洋史		白木一太朗		永澤拓也		新垣渚		黒島開		安仁屋真勝								角一人		79		0		79		0		79		0		80

		R02d		401020026		中城湾港地形変化調査検討業務		沖縄		02沖総局		44286.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		黒木敬司		岡田亘		眞喜志一		大崎佑也		上原勝一		片野明良														82		1		82		1		80		1		-

		R02d		401020027		那覇空港環境監視調査業務		沖縄		02沖総局		44253.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		小谷和彦		瀬戸文久		石原宏二																				80		1		80		1		79		0		-

		R02d		401020027		那覇空港環境監視調査業務		沖縄		02沖総局		44253.0		（株）イーエーシー		00000491		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ				西村雄貴		水野拓		木村英彰		青柳克		東誠一郎														80		1		80		1		79		0		-

		R02d		401020037		那覇港外施工歩掛等調査業務		沖縄		02沖総局		44286.0		（財）建設物価調査会		00005722		建設コンサルタント等 ケンセツ ナド		岩崎靖弘		日下知之																						78		0		78		0		79		0		-

		R02d		401020041		新技術活用システム登録等支援業務		沖縄		02沖総局		44253.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		鈴木信夫		大家隆行		三浦健悟		大久保陽介																		78		0		78		0		78		0		-

		R02d		401020060		那覇港（那覇ふ頭地区）臨港道路（空港線）設備実施設計業務		沖縄		02沖総局		44274.0		（株）オリエンタルコンサルタンツ		00000037		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		粟田泰紀		北川知輝		坂上竜也		木村壮陽		盛郁子		宇都宮毅												大竹省吾		79		0		79		0		79		0		78

		R02d		401020062		那覇港整備検討業務		沖縄		02沖総局		44286.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等 ケンセツ ナド		鈴木信夫		木村祐太		岡田万由子		黒川一志		三浦健悟		大久保陽介												北田彰久		74		0		74		0		75		0		77

		R02d		401020063		那覇港施工検討業務		沖縄		02沖総局		44274.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		荒木英二		新原力		金城健		永田享志		知念栄		志村浩美		川上雅彦		三木隆之								加藤利弘		80		1		80		1		79		0		78

		R02d		401020075		那覇空港護岸浸水対策等検討業務		沖縄		02沖総局		44281.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		田中聡		森谷拓実		川崎貴之		中村隆志		高橋由浩		原信彦												石本健治		81		1		81		1		77		0		74

		R02d		401020075		那覇空港護岸浸水対策等検討業務		沖縄		02沖総局		44281.0		（株）日本港湾コンサルタント		00000113		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ				金子大介		永松宏一		田中和広																		81		1		81		1		77		0		-

		R02d		401020075		那覇空港護岸浸水対策等検討業務		沖縄		02沖総局		44281.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ				竹井義博		片柳敦喜		後藤元樹		久野了史																81		1		81		1		77		0		-

		R02d		401020075		那覇空港護岸浸水対策等検討業務		沖縄		02沖総局		44281.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ				海老名正裕		大村厚夫		鈴木善光																		81		1		81		1		77		0		-

		R02d		401020084		那覇港臨港道路上部工劣化調査業務		沖縄		02沖総局		44286.0		（株）オリエンタルコンサルタンツ		00000037		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		田中樹由		黒川直哉																						78		0		78		0		78		0		-

		R02d		401020087		潮位観測データ信頼性確認検討業務		沖縄		02沖総局		44253.0		（社）海洋調査協会		00009906		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ				山口晶敬		安立重昭																				77		0		77		0		76		0		-

		R02d		401020087		潮位観測データ信頼性確認検討業務		沖縄		02沖総局		44253.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		竹内一浩		小池克征		石水秀延																				77		0		77		0		76		0		-

		R02d		401020091		那覇空港構内道路等実施設計業務		沖縄		02沖総局		44286.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等 ケンセツ トウ		山本智弘		山田勝志		日向隆裕		三浦健悟		後藤寛		帆足雄二												高岡英伸		78		0		78		0		76		0		77

		R02d		401119002		平良港発注補助業務		沖縄		02沖総局		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		崎間敏男		金城健		伊佐広正		宮城邦昭		伊禮貞治		崎間敏男												前原隆		81		1		81		1		81		1		-

		R02d		401119003		平良港品質監視等補助業務		沖縄		02沖総局		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		崎間敏男		比嘉正巳		前原隆																				81		1		81		1		81		1		-

		R02d		401119011		平良港（漲水地区）岸壁（ー１０ｍ）（防波堤外）構造検討外２件業務		沖縄		02沖総局		43997.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		鈴木信夫		岡本英久		重信兼史		大久保陽介																三浦健悟		80		1		80		1		80		1		80

		R02d		401119019		平良港維持管理計画書作成業務		沖縄		02沖総局		43997.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		鈴木信夫		岡本英久		重信兼史		三浦健悟		大久保陽介																79		0		79		0		79		0		-

		R02d		401120006		平良港環境監視調査業務		沖縄		02沖総局		44286.0		（株）沖縄環境保全研究所		00000205		建設コンサルタント等		砂辺理		安次嶺要		佐々木壮		本田龍太郎		名城仁詞		安仁屋真勝		角一人		金城直樹										83		1		83		1		84		1		-

		R02d		401120007		平良港（漲水地区）岸壁（ー１０ｍ）（防波堤外）実施設計外２件業務		沖縄		02沖総局		44285.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		鈴木信夫		瀬良敬二		大家隆行		加藤哲也		大久保陽介														三浦健悟		81		1		81		1		82		1		80

		R02d		401120016		平良港事業評価検討業務		沖縄		02沖総局		44286.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		西村壮介		牧野綾		久米俊治		濱明日香		佐藤広章																79		0		79		0		78		0		-

		R02d		401120018		平良港（下崎地区）係留施設細部設計業務		沖縄		02沖総局		44285.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		安田将人		團村肇		小原陵		槙野公平		松原弘晃		宗本金吾		中村隆志		高橋由浩		倉持雅彦						石本健治		83		1		83		1		83		1		80

		R02d		401120020		平良港みなとカメラ設置検討業務		沖縄		02沖総局		44267.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		上野雅明		森田雅裕		八木英紀																				78		0		78		0		77		0		-

		R02d		401219019		竹富南航路保全計画検討業務		沖縄		02沖総局		44012.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		西土井誠		森谷粒志		渡辺健太郎		生巣武		首藤啓																78		0		78		0		78		0		-

		R02d		401220013		石垣港船舶航行安全管理業務		沖縄		02沖総局		44286.0		（社）西部海難防止協会		K001658016		建設コンサルタント等		上鵜瀬啓二		糸数竹進		津波古譲治		友利忠彦		小森田重寿		本間睦裕														78		0		78		0		78		0		-

		R02d		401220015		石垣港事業効果検討業務		沖縄		02沖総局		44281.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		西村壮介		牧野綾		久米俊治		濱明日香		佐藤広章														吉川慎一		79		0		79		0		77		0		80

		R02d		401220023		竹富南航路保全計画検討業務		沖縄		02沖総局		44279.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		首藤啓		渡辺健太郎		山鹿典子		具志良太		高尾敏幸																77		0		77		0		75		0		-

		R02d		190120001		港湾情報処理システム高度化等検討業務		国総研		03国総研		44286.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		井野洋		幸田毅彦		加納丈司		室屋聡智		西岡護		澤田博道		元木誠		藤田浩司		伊藤秀敏								78		0		78		0		76		0		-

		R02d		190120002		全国港湾海洋波浪情報網観測情報システム稼働状況等検討業務		国総研		03国総研		44286.0		（財）日本気象協会		00004942		建設コンサルタント等		前田正裕		村山貴彦		石川大樹		福田ちはる																		76		0		76		0		75		0		-

		R02d		190120003		船舶損料及び稼働状況等調査業務		国総研		03国総研		44274.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		荒木英二		新原力		幸田毅彦		志村浩美		加藤利弘		嶋田和美														76		0		76		0		76		0		-

		R02d		190120004		港湾工事積算支援機能改良業務		国総研		03国総研		44284.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		奥野一暢		兵頭武志		幸田毅彦		澤田博道		阿部雅彦																75		0		75		0		74		0		-

		R02d		190120005		全国港湾海洋波浪情報網観測情報システム基本設計業務		国総研		03国総研		44255.0		（財）日本気象協会		00004942		建設コンサルタント等		前田正裕		村山貴彦		石川大樹		福田ちはる																		75		0		75		0		74		0		-

		R02d		190120006		維持管理情報データベース改良検討業務		国総研		03国総研		44271.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		井野洋		兵頭武志		加納丈司		室屋聡智		澤田博道		元木誠														76		0		76		0		76		0		-

		R02d		190120008		港湾情報処理システム機能改良業務		国総研		03国総研		44281.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		西岡護		幸田毅彦		西口佳之		井野洋		加納丈司		室屋聡智		澤田博道		元木誠		藤田浩司								79		0		79		0		78		0		-

		R02d		190120009		港湾工事施工歩掛実態調査等業務		国総研		03国総研		44274.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		島田伊浩		高山和敏		藤井伸之		小黒章二																		73		0		73		0		71		0		-

		R02d		190120010		船舶および機械製造修理工事積算基準検討業務		国総研		03国総研		44253.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		島田伊浩		高山和敏		藤井伸之																				72		0		72		0		69		0		-

		R02d		190120011		港湾工事労務費調査等業務		国総研		03国総研		44274.0		（財）経済調査会		00005711		建設コンサルタント等		三科正和		竹内伸夫		高橋徹也		加藤久乃		三輪幸一																75		0		75		0		74		0		-

		R02d		190219001		港湾の事業継続計画(港湾BCP)のあり方に関する検討業務		国総研		03国総研		43980.0		（社）日本港湾協会		K001651379		建設コンサルタント等		上野雅明		西見裕司		上野雅明		森田雅裕		佐藤敬		小谷野喜二														76		0		76		0		76		0		-

		R02d		190219014		海域の底質改善に利用する材料の化学動態に関する検討業務		国総研		03国総研		43930.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		酒井康彦		大久保豊		小玉一哉		澤井淳		佐才秀平		久米智久														79		0		79		0		79		0		-

		R02d		190220001		東京湾における海生生物の生息場間の移動に関する検討業務		国総研		03国総研		44183.0		復建調査設計（株）		00000032		建設コンサルタント等		三戸勇吾		大西晃輝		金子航		増田孝文		萩野裕朗		菅野孝則														77		0		77		0		75		0		-

		R02d		190220002		機械学習を用いた3次元流体解析モデルに関する検討業務		国総研		03国総研		44193.0		みずほ情報総研（株）		00001761		建設コンサルタント等		荒木和博		筧雅行		吉村英人		高橋昌伸																		83		1		83		1		82		1		-

		R02d		190220003		沿岸域の環境価値の定量化に関する検討業務		国総研		03国総研		44186.0		復建調査設計（株）		00000032		建設コンサルタント等		三戸勇吾		大西晃輝		金子航		増田孝文		五十嵐厚夫		菅野孝則		高田圭太												79		0		79		0		78		0		-

		R02d		190220004		陸上発生土の海域の環境改善への利用に関する検討業務		国総研		03国総研		44253.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等		大久保豊		久保田通代		小玉一哉		粟田智		澤井淳		久米智久		戸田美沙												80		1		80		1		80		1		-

		R02d		190220005		港湾における施設の設計・管理に関する課題検討業務		国総研		03国総研		44286.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		大村厚夫		岩崎和弘		細井晶弘		鈴木善光		田所篤博		遠藤敏雄														75		0		75		0		79		0		-

		R02d		190220005		港湾における施設の設計・管理に関する課題検討業務		国総研		03国総研		44286.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等				樋口直人		田中陽二		マナワセカラチャトラ		田中聡		鈴山勝之		原信彦		石本健治										75		0		75		0		79		0		-

		R02d		190220006		陰イオン界面活性剤の分解に関する検討業務		国総研		03国総研		44253.0		（株）東京久栄		00001626		建設コンサルタント等		萩野裕基		新井功		佐藤誠浩		高伏剛		神尾光一郎		浄土真佐実		矢代幸太郎												79		0		79		0		77		0		-

		R02d		190220007		UAV・AIを活用した港湾施設の点検・診断システム改良検討業務		国総研		03国総研		44281.0		（株）パスコ		00000067		建設コンサルタント等		小関真征		後藤敏光		林大貴		夫津木亮介		芳倉勝治		金井憲一		門田寛		福島庸介										78		0		78		0		76		0		-

		R02d		190220009		コンテナの漂流対策および耐風対策に関する検討業務		国総研		03国総研		44277.0		（株）エコー		00000188		建設コンサルタント等		長谷川巌		久保田徹		小沼慎司		宮里一郎		石本健治																74		0		74		0		72		0		-

		R02d		190319017		台風等に伴う高潮等によるコンテナターミナルの被害原因等に関する基礎検討業務		国総研		03国総研		43951.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		神野竜之介		岡田万由子		飯田進史		北田彰久		荒木大志																76		0		76		0		69		0		-

		R02d		190320001		港湾施設の海外設計実務調査・比較設計検討業務		国総研		03国総研		44274.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		佐藤昌宏		細井晶弘		山本修司		森晴夫		秋山斉		本田浩隆		國田淳												83		1		83		1		82		1		-

		R02d		190320002		港湾空港分野における環境物品等の利用の促進・拡大に関する検討業務		国総研		03国総研		44169.0		いであ（株）		00000305		建設コンサルタント等				藤井清香		酒井康彦		泉伸司																		78		0		78		0		77		0		-

		R02d		190320002		港湾空港分野における環境物品等の利用の促進・拡大に関する検討業務		国総研		03国総研		44169.0		（財）沿岸技術研究センター		K001641926		建設コンサルタント等		森晴夫		海老名正裕		大村厚夫		海田翔平		田所篤博																78		0		78		0		77		0		-

		R02d		190320003		効率的な荷役機械に対応したコンテナターミナルの規模設定に関する調査業務		国総研		03国総研		44253.0		（社）港湾荷役機械システム協会		00009978		建設コンサルタント等		野口仁志		白石哲也																						77		0		77		0		76		0		-

		R02d		190320004		港湾分野における情報通信技術等の活用促進・拡大に関する検討業務		国総研		03国総研		44277.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		小黒章二		藤井伸之																						79		0		79		0		76		0		-

		R02d		190320004		港湾分野における情報通信技術等の活用促進・拡大に関する検討業務		国総研		03国総研		44277.0		八千代エンジニヤリング（株）		00000123		建設コンサルタント等				金谷実		佐島裕也		木山芙美		新井勇次		沼田太郎		山岡淳												79		0		79		0		76		0		-

		R02d		190320004		港湾分野における情報通信技術等の活用促進・拡大に関する検討業務		国総研		03国総研		44277.0		（株）パスコ		00000067		建設コンサルタント等				芳倉勝治		小関真征		牧本貴夫		福島庸介		日吉昌史		二木あさ子												79		0		79		0		76		0		-

		R02d		190320005		既存港湾施設の有効活用に関する情報提供システムの拡大検討業務		国総研		03国総研		44253.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		佐々木信和		大崎雄治		池内正俊		島村徹仙		森暁雄																78		0		78		0		75		0		-

		R02d		190320006		外貿コンテナ貨物の港湾・経路選択モデルの構造検討業務		国総研		03国総研		44253.0		セントラルコンサルタント（株）		00000028		建設コンサルタント等		伊東弘人		西田敦史		西岡昌哉		西谷真洋																		77		0		77		0		76		0		-

		R02d		190320007		港湾空港等事業の公共調達に関する調査業務		国総研		03国総研		44279.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		小黒章二		高山和敏		藤井伸之		入部忠道																		78		0		78		0		74		0		-

		R02d		190320008		コンテナターミナルの利用率・沖待ち状況の把握手法高度化検討業務		国総研		03国総研		44253.0		（財）みなと総合研究財団		00003323		建設コンサルタント等		高橋宏直		高尾敏幸																						78		0		78		0		75		0		-

		R02d		190320009		クルーズ旅客の訪問地別消費額把握手法検討調査業務		国総研		03国総研		44186.0		セントラルコンサルタント（株）		00000028		建設コンサルタント等		西田敦史		西岡昌哉		伊東弘人		西谷真洋																		76		0		76		0		75		0		-

		R02d		190320010		係船曲柱の設計法・基本仕様等に関する検討業務		国総研		03国総研		44253.0		中央復建コンサルタンツ（株）		00000263		建設コンサルタント等		尾崎竜三		勝俣優		大角和輝		西原大晴		小田隼也		村上裕宣														77		0		77		0		76		0		-

		R02d		190320011		コンテナターミナルの各施設の浸水深・風速に応じた被害形態・復旧時間・復旧コストの評価手法等の基礎的検討業務		国総研		03国総研		44274.0		パシフィックコンサルタンツ（株）		00000033		建設コンサルタント等		神野竜之介		的場萌実		岩堀英明		木村祐太		田中健也		嶋田宏														78		0		78		0		77		0		-

		R02d		190320012		港湾構造物の耐震設計および設計入力地震動の合理化に関する検討業務		国総研		03国総研		44274.0		（株）ニュージェック		00000041		建設コンサルタント等		山田雅行		森田真弘		江口拓生		藤野義範		中村友紀恵		羽田浩二		曽根照人		八木悟		桑原直範								80		1		80		1		79		0		-

		R02d		190320013		港湾分野における浚渫データの効率的なノイズ処理に関する検討業務		国総研		03国総研		44274.0		（株）パスコ		00000067		建設コンサルタント等		小関真征		上甲健		鈴木智晶		近藤雅之		福島庸介		日吉昌史		二木あさ子												78		0		78		0		76		0		-

		R02d		190320014		港湾分野におけるICT機器等新技術の適用検討業務		国総研		03国総研		44281.0		（社）海洋調査協会		00009906		建設コンサルタント等		安立重昭		矢下忠彦		伊藤直和		山口晶敬		上濱暉男																72		0		72		0		70		0		-

		R02d		190320015		港湾における浸水深・風速に応じたクレーン及び受変電所等の被害形態・復旧時間・復旧コストの評価手法の基礎的検討業務		国総研		03国総研		44274.0		（社）港湾荷役機械システム協会		00009978		建設コンサルタント等		増田勝人																								77		0		77		0		75		0		-

		R02d		190419011		GSEの軌跡分析・現況再現シミュレーション実施調査業務		国総研		03国総研		43971.0		（株）三菱総合研究所		00001994		建設コンサルタント等		磯野文暁		サーヴェドラネアントロ		磯江麻里		佐藤賢																		77		0		77		0		75		0		-

		R02d		190420001		空港土木工事積算システム機能改良業務		国総研		03国総研		44284.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		澤田博道		幸田毅彦		奥野一暢		佐藤光博		阿部雅彦																79		0		79		0		78		0		-

		R02d		190420002		空港災害時の運航・旅客滞留等に関する検討調査業務		国総研		03国総研		44253.0		（株）日本空港コンサルタンツ		00000350		建設コンサルタント等				熊澤将之		清水啓																				80		1		80		1		78		0		-

		R02d		190420002		空港災害時の運航・旅客滞留等に関する検討調査業務		国総研		03国総研		44253.0		（株）シオ政策経営研究所		00004074		建設コンサルタント等		中神啓介		西崎英治																						80		1		80		1		78		0		-

		R02d		190420003		空港舗装に用いる常温及び加熱アスファルト混合物に関する調査業務		国総研		03国総研		44181.0		グリーン・コンサルタント（株）		00003963		建設コンサルタント等		馬場良輔		飯田隆紀		松村和史		松澤宏朗		黒澤伸治		石川健一														74		0		74		0		74		0		-

		R02d		190420004		航空需要予測手法改善検討調査業務		国総研		03国総研		44253.0		（株）三菱総合研究所		00001994		建設コンサルタント等		大石礎		清水春来		磯野文暁																				80		1		80		1		76		0		-

		R02d		190420005		GSE軌跡分析・現況再現シミュレーション実施調査業務		国総研		03国総研		44286.0		（株）三菱総合研究所		00001994		建設コンサルタント等		磯野文暁		サーヴェドラネアントロ		磯江麻里		佐藤賢																		74		0		74		0		75		0		-

		R02d		190420006		空港施設CALSシステム機能改良及び帳票管理システム構築調査検討業務		国総研		03国総研		44253.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		幸田毅彦		井野洋		室屋聡智																				77		0		77		0		73		0		-

		R02d		190420007		空港請負工事施工実態調査解析等業務		国総研		03国総研		44274.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		佐藤光博		伊藤大吾		佐藤佳行		大木秀雄		菅野真弘																79		0		79		0		78		0		-

		R02d		190420008		空港舗装巡回等点検システム機能改良検討業務		国総研		03国総研		44253.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		幸田毅彦		井野洋		室屋聡智																				75		0		75		0		73		0		-

		R02d		190420009		空港土木施設施工基準等検討業務		国総研		03国総研		44278.0		（財）港湾空港総合技術センター		00009895		建設コンサルタント等		猿渡守		伊藤大吾		佐藤佳行		大木秀雄		菅野真弘																79		0		79		0		76		0		-

		R02d		190420010		空港土木施設点検ドローン活用検討業務		国総研		03国総研		44180.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		藤生孝典		井上靖志		二見康友		奥田浩季		村上陸																79		0		79		0		76		0		-

		R02d		190420011		自動運転空港除雪車両の導入に関する基礎調査業務		国総研		03国総研		44286.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		藤生孝典		山村優佳		藤村幸大		神林翠																		82		1		82		1		81		1		-

		R02d		190420012		空港アスファルト舗装の構造評価及び経年劣化に関する調査業務		国総研		03国総研		44286.0		ティーアール・コンサルタント（株）		00005705		建設コンサルタント等		久野晃弘		菅原信吉		中村太郎		鈴木潤也		吉原昌貴																81		1		81		1		80		1		-

		R02d		190420013		空港舗装の構造設計法改訂に関する調査業務		国総研		03国総研		44272.0		日本工営（株）		00000007		建設コンサルタント等		藤生孝典		山極政行		山村優佳		清成竜太																		78		0		78		0		79		0		-

		R02d		190420014		空港整備事業の評価手法検討業務		国総研		03国総研		44286.0		（株）三菱総合研究所		00001994		建設コンサルタント等		牧浩太郎		松井京子		磯野文暁		大石礎																		75		0		75		0		70		0		-





評価見直し（案）

																見直し（案）表彰を10点→4点に見直した場合 ミナオ アン ヒョウショウ テン テン ミナオ バアイ												見直し（案）表彰を10点→8点に見直した場合 ミナオ アン ヒョウショウ テン テン ミナオ バアイ														見直し（案）表彰を10点→6点に見直した場合 ミナオ アン ヒョウショウ テン テン ミナオ バアイ

				現行 ゲンコウ																																																				見直し（案）※表彰配点を変更しない場合 ミナオ アン ヒョウショウ ハイテン ヘンコウ バアイ

				請負業務平均成績点 ウケオイ ギョウム ヘイキン セイセキ テン		評価点 ヒョウカテン										請負業務平均成績点 ウケオイ ギョウム ヘイキン セイセキ テン		評価点 ヒョウカテン										請負業務平均成績点 ウケオイ ギョウム ヘイキン セイセキ テン		評価点 ヒョウカテン												請負業務平均成績点 ウケオイ ギョウム ヘイキン セイセキ テン		基準配点 キジュン ハイテン				評価点 ヒョウカテン								請負業務平均成績点 ウケオイ ギョウム ヘイキン セイセキ テン		評価点 ヒョウカテン

						公募型・簡易公募型プロポーザル
標準型（価格：技術＝１：３） コウボガタ カンイ コウボガタ ヒョウジュン ガタ カカク ギジュツ		標準型（価格：技術＝１：３）
チャレンジ型 ヒョウジュン ガタ カカク ギジュツ ガタ		標準型（価格：技術＝１：２）
簡易型（価格：技術＝１：１） カンイ		標準型（価格：技術＝１：２）
簡易型（価格：技術＝１：１）
チャレンジ型 カンイ ガタ						公募型・簡易公募型プロポーザル
標準型（価格：技術＝１：３） コウボガタ カンイ コウボガタ ヒョウジュン ガタ カカク ギジュツ		標準型（価格：技術＝１：３）
チャレンジ型 ヒョウジュン ガタ カカク ギジュツ ガタ		標準型（価格：技術＝１：２）
簡易型（価格：技術＝１：１） カンイ		標準型（価格：技術＝１：２）
簡易型（価格：技術＝１：１）
チャレンジ型 カンイ ガタ						公募型・簡易公募型プロポーザル
標準型（価格：技術＝１：３） コウボガタ カンイ コウボガタ ヒョウジュン ガタ カカク ギジュツ		標準型（価格：技術＝１：３）
チャレンジ型 ヒョウジュン ガタ カカク ギジュツ ガタ		標準型（価格：技術＝１：２）
簡易型（価格：技術＝１：１） カンイ		標準型（価格：技術＝１：２）
簡易型（価格：技術＝１：１）
チャレンジ型 カンイ ガタ										公募型・簡易公募型プロポーザル
標準型（価格：技術＝１：３） コウボガタ カンイ コウボガタ ヒョウジュン ガタ カカク ギジュツ												公募型・簡易公募型プロポーザル
標準型（価格：技術＝１：３） コウボガタ カンイ コウボガタ ヒョウジュン ガタ カカク ギジュツ		標準型（価格：技術＝１：３）
チャレンジ型 ヒョウジュン ガタ カカク ギジュツ ガタ		標準型（価格：技術＝１：２）
簡易型（価格：技術＝１：１） カンイ		標準型（価格：技術＝１：２）
簡易型（価格：技術＝１：１）
チャレンジ型 カンイ ガタ

						最大点「40点」 サイダイテン テン		最大点「20点」 サイダイテン テン		最大点「30点」 サイダイテン テン		最大点「15点」 サイダイテン テン						最大点「46点」の場合 サイダイテン テン バアイ		最大点「23点」の場合 サイダイテン テン バアイ		最大点「36点」の場合 サイダイテン テン バアイ		最大点「18点」の場合 サイダイテン テン バアイ						最大点「42点」の場合 サイダイテン テン バアイ		最大点「20点」の場合 サイダイテン テン バアイ		最大点「32点」の場合 サイダイテン テン バアイ		最大点「15点」の場合 サイダイテン テン バアイ										最大点「44点」 サイダイテン テン												最大点「40点」の場合 サイダイテン テン バアイ		最大点「20点」の場合 サイダイテン テン バアイ		最大点「30点」の場合 サイダイテン テン バアイ		最大点「15点」の場合 サイダイテン テン バアイ

				80点以上 テン イジョウ		40		20		30		15				80点以上 テン イジョウ		46		23		36		18				80点以上 テン イジョウ		42		20		32		15						80点以上 テン イジョウ		20		44										80点以上 テン イジョウ		40		20		30		15

				79		35		17		26		13				79		43		22		34		17				79		39		19		30		14						79		19		41										79		37.5		19		28		14

				78												78		40		21		32		16				78		36.5		18		28		13						78		18		39										78		35		18		26		13

				77		30		14		22		11				77		37		20		30		15				77		34		17		26		12						77		17		37										77		32.5		17		24		12

				76												76		34		19		28		14				76		31.5		16		24		11						76		16		35										76		30		16		22		11

				75		25		11		18		9				75		31		18		26		13				75		29		15		22		10						75		15		33										75		27.5		15		20		10

				74												74		28		17		24		12				74		26.5		14		20		9						74		14		30										74		25		14		18		9

				73		20		8		14		7				73		25		16		22		11				73		24		13		18		8						73		13		28										73		22.5		13		16		8

				72												72		22		15		20		10				72		21.5		12		16		7						72		12		26										72		20		12		14		7

				71		15		5		10		5				71		19		14		18		9				71		19		11		14		6						71		11		24										71		17.5		11		12		6

				70												70		16		13		16		8				70		16.5		10		12		5						70		10		22										70		15		10		10		5

				69		10		2		6		3				69		13		12		14		7				69		14		9		10		4						69		9		19										69		12.5		9		8		4

				68												68		10		11		12		6				68		11.5		8		8		3						68		8		17										68		10		8		6		3

				67												67		7		10		10		5				67		9		7		6		2						67		7		15										67		7.5		7		4		2

				66												66		4		9		8		4				66		6.5		6		4		1						66		6		13										66		5		6		2		1

				65												65		1		8		6		3				65		4		5		2		0.5						65		5		11										65		2.5		5		1		0.5

				64												60点以上65点未満又は実績のない場合 テン イジョウ テン ミマン マタ ジッセキ バアイ		0		0		0		0				60点以上65点未満又は実績のない場合 テン イジョウ テン ミマン マタ ジッセキ バアイ		0		0		0		0						60点以上65点未満
又は
実績のない場合 テン イジョウ テン ミマン マタ ジッセキ バアイ		0		0										60点以上65点未満又は実績のない場合 テン イジョウ テン ミマン マタ ジッセキ バアイ		0		0		0		0

				63

				62

				61

				60

				実績のない場合 ジッセキ バアイ		0		0		0		0



				60点未満 テン ミマン		非選定 ヒ センテイ		非選定 ヒ センテイ		非選定 ヒ センテイ		非選定 ヒ センテイ				60点未満 テン ミマン		非選定 ヒ センテイ		非選定 ヒ センテイ		非選定 ヒ センテイ		非選定 ヒ センテイ				60点未満 テン ミマン		非選定 ヒ センテイ		非選定 ヒ センテイ		非選定 ヒ センテイ		非選定 ヒ センテイ						60点未満 テン ミマン		-		非選定 ヒ センテイ										60点未満 テン ミマン		非選定 ヒ センテイ		非選定 ヒ センテイ		非選定 ヒ センテイ		非選定 ヒ センテイ





																		3.0点刻み テン キザ		1点刻み
チャレンジであるため、成績点差で評価点を開きにく配慮 テン キザ セイセキ テン サ ヒョウカテン ヒラ ハイリョ		2.0点刻み テン キザ		1点刻み
チャレンジであるため、成績点差で評価点を開きにく配慮 テン キザ セイセキ テン サ ヒョウカテン ヒラ ハイリョ						2.5点刻み テン キザ		1点刻み
チャレンジであるため、成績点差で評価点を開きにく配慮 テン キザ セイセキ テン サ ヒョウカテン ヒラ ハイリョ		2点刻み テン キザ		1点刻み
チャレンジであるため、成績点差で評価点を開きにく配慮 テン キザ セイセキ テン サ ヒョウカテン ヒラ ハイリョ																						2.5点刻み テン キザ		1点刻み
チャレンジであるため、成績点差で評価点を開きにく配慮 テン キザ セイセキ テン サ ヒョウカテン ヒラ ハイリョ		2点刻み テン キザ		1点刻み
チャレンジであるため、成績点差で評価点を開きにく配慮 テン キザ セイセキ テン サ ヒョウカテン ヒラ ハイリョ





				①８０点以上		①４０						①３０

				② ７ ８ 点以上８ ０ 点未満		②３５						②２６

				③ ７ ６ 点以上７ ８ 点未満		③３０						③２２

				④ ７ ４ 点以上７ ６ 点未満		④２５						④１８

				⑤ ７ ２ 点以上７ ４ 点未満		⑤２０						⑤１４

				⑥ ７ ０ 点以上７ ２ 点未満		⑥１５						⑥１０

				⑦ ６ ０ 点以上７ ０ 点未満		⑦１０						⑦６

				⑧ 実績のない場合		⑧ ０						⑧ ０



＜評価点の計算式＞
請負業務平均成績点ごとの基準配点×
契約方式別最大点／２０点

＜評価点の計算例＞
公募型・簡易公募型プロポーザル（最大44点）の場合の、
請負業務平均成績点（７７点）の評価点は、
基準配点が「17」であるため、
　１７×４４／２０＝３７．４≒３７点
（少数切り捨て、整数止め）
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