国土交通省中部地方整備局
（令和3年度）

災害又は事故における中部地方整備局管内の
緊急的な災害応急対策の支援に関する協定書

（災害応急対策の実施体制）

1.

連絡系統図（中部地整→対策本部）

2.

災害応急対策本部組織表

3.

応急対策時連絡系統図（対策本部→ブロック長）

4.

登録協会員連絡系統図（愛知・岐阜・三重・静岡・長野南信）

5.

災害事故発生時 出動要請系統図 （中部地整→登録会員）

□

災害応急対策業務の連絡体制、派遣技術者リスト…個人情報のため未掲載

（一社）中部地質調査業協会

令和3年6月29日提出

（令和3年度）
1.（一社）中部地質調査業協会 連絡系統図
（中部地整→対策本部）
災 害
害 発
発 生
生
災

2.（一社）中部地質調査業協会 災害応急対策本部組織表
（ 令和3 年度）

役 割

役

職

氏 名

所

属

本部長

理事長

鈴木 太

(株)東海環境エンジニア

副本部長

副理事長

中西 晃

基礎地盤コンサルタンツ(株)

副本部長

副理事長

伊藤 重和

東邦地水(株)

幹事長

防災委員長

大橋 大輔

(株)朝日土質設計コンサルタント

副幹事長

防災副委員長

武藤 英教

青葉工業(株)

幹事

総務委員長

阿部 暢夫

冨士開発(株)

幹事

技術委員長

深谷 雄二

玉野総合コンサルタント(株)

幹事

広報委員長

河原 弘明

中央開発(株)

幹事

研修委員長

大久保 卓

(株)大和地質

幹事

編集委員長

今井 良則

応用地質(株)

幹事

総務副委員長

加藤 信治

（株）松原工事事務所

幹事

技術副委員長

松浦 好樹

(株)ジーベック

幹事

広報副委員長

熊坂 明生

川崎地質(株)

幹事

研修副委員長

小川 博之

(株)アオイテック

幹事

編集副委員長

富岡 伸芳

(株)ダイヤコンサルタント

国土交通省中部地方整備局
災害対策本部（本局）

企画部

(一社)中部地質調査業協会 災害対策本部
（一社）中部地質調査業協会
事務局

勤務時間内

E-mail:office@chubu-geo.org

ＴＥＬ（０５２）９３７－４６０６
ＦAＸ（０５２）９３７－４６０７

小口 栄一（事務局長）

休日・時間外及び事務局に連絡がつかない場合は、以下の順序で連絡する
（株）東海環境エンジニア
本部長

勤務時間内

ＴＥＬ（０５２）３３１－８１２１
ＦAＸ（０５２）３３１－８０５８

鈴木 太（代表取締役）

休日・夜間

基礎地盤コンサルタンツ(株) 中部支社
副本部長

勤務時間内

ＴＥＬ（０５２）５８９－１０５１
ＦAＸ（０５２）５８９－１２７５

中西 晃（支社長）

休日・夜間

東邦地水（株）
副本部長

勤務時間内

ＴＥＬ（０５９）３３１－８７００
ＦAＸ（０５９）３３２－９５６３

伊藤 重和（代表取締役）

休日・夜間

事務局
（一社）中部地質調査業協会

(株)朝日土質設計コンサルタント
幹事長

勤務時間内
休日・夜間

〒461-0004 名古屋市東区葵三丁目25番20号（ニューコーポ千種橋403）

ＴＥＬ（０５８）２７５－１０６１
ＦAＸ（０５８）２７５－１０４６

事務局長 小口 栄一

大橋 大輔（代表取締役）

TEL 052-937-4606、FAX 052-937-4607
（ E-mail:office@chubu-geo.org ）

電話番号
FAX番号
052-331-8121
052-331-8058
052-589-1051
052-589-1275
059-331-7315
059-331-8937
058-275-1061
058-275-1046
052-796-3800
052-796-3801
052-781-5871
052-781-5898
052-979-9869
052-979-9972
052-481-6261
052-482-8777
052-354-5700
052-354-5703
052-793-8321
052-794-8477
052-783-7201
052-783-7216
054-246-7741
054-246-9481
052-775-6411
052-775-6415
052-917-1821
052-917-1820
052-681-6711
052-682-3997

3.（一社）中部地質調査業協会

災害応急対策時 連絡系統図

（令和3年度）

（一社）中部地質調査業協会 災害応急対策本部
会社電話

携帯電話

メールアドレス

本部長（理事長）

：㈱東海環境エンジニア

鈴木 太

（昼） （052）331-8121

鈴木 太

副本部長(副理事長)

：基礎地盤ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱中部支社

中西 晃

（昼） （052）589-1051

中西 晃

副本部長(副理事長)

：東邦地水㈱

伊藤重和 （昼） （059）331-8700

伊藤重和

幹事長（防災委員長）

：㈱朝日土質設計コンサルタント

大橋 大輔 （昼） （058）275-1061

大橋 大輔

副幹事長(防災副委員長)

：青葉工業㈱ 名古屋支店

武藤 英教 （昼） （052）796-3800

武藤 英教

愛知県Ａブロック地区

会社電話
（052）917-1821

（夜）津坂 喜彦

携帯電話
津坂 喜彦

メールアドレス

（052）783-7201

（夜）加藤 信治

加藤 信治

Ａﾌﾞﾛｯｸ

正：

㈱アオイテック

（昼）津坂 喜彦

〃

副：

㈱松原工事事務所

（昼）加藤 信治

Bﾌﾞﾛｯｸ

正：

青葉工業㈱ 名古屋支店

（昼）小島 慎一郎（052）796-3800

（夜）小島 慎一郎

小島 慎一郎

〃

副：

玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱

（昼）深谷雄二

（052）979-9111

（夜）深谷雄二

深谷雄二

Cﾌﾞﾛｯｸ

正：

㈱大和地質

（昼）大久保 亮

（052）354-5700

（夜）大久保 亮

大久保 亮

〃

副：

中央開発㈱ 中部支店

（昼）大井 智志

（052）481-6261

（夜）大井 智志

大井 智志

Dﾌﾞﾛｯｸ

正：

冨士開発㈱

（昼）寺澤 孝弘

（052）781-5871

（夜）寺澤 孝弘

寺澤 孝弘

〃

副：

東邦地水㈱ 名古屋支社

（昼）鈴木 英樹

（052）937-0100

（夜）鈴木 英樹

鈴木 英樹

Ａﾌﾞﾛｯｸ

正：

㈱興栄コンサルタント

（昼）御宿 洋二

（058）274-2332

（夜）御宿 洋二

御宿 洋二

〃

副：

㈱テイコク

（昼）富松 充善

（058）214-6667

（夜）富松 充善

富松 充善

正：

㈱朝日土質設計コンサルタント

（昼）古田 一彦

（058）275-1061

（夜）古田 一彦

古田 一彦
小川 晴彦

愛知県Ｂブロック地区

愛知県Ｃブロック地区

愛知県Dブロック地区

岐阜県Ａブロック地区

岐阜県Ｂブロック地区
Bﾌﾞﾛｯｸ

副：

㈱東海テクノス

（昼）小川 晴彦

（058）240-2448

（夜）小川 晴彦

Aﾌﾞﾛｯｸ

正：

東邦地水㈱

（昼）野﨑 英行

（059）331-8700

（夜）野﨑 英行

野﨑 英行

〃

副：

松阪鑿泉㈱

（昼）白川部 竜也（059）821-4837

（夜）白川部 竜也

白川部 竜也

Bﾌﾞﾛｯｸ

正：

協和地研㈱

（昼）森

（夜）森

森

〃

副：

㈱中部ウエルボーリング社 三重事務所

（昼）佐藤 永一朗（059）227-7977

（夜）佐藤 永一朗

佐藤 永一朗

正：

㈱ジーベック

（昼）松浦 好樹

（054）246-7741

（夜）松浦 好樹

松浦 好樹
土屋 裕也

〃

三重県Ａブロック地区

三重県Ｂブロック地区
理

（059）851-5061

理

理

静岡県Ａブロック地区
Ａﾌﾞﾛｯｸ

副：

㈱富士和

（昼）土屋 裕也

（054）287-7070

（夜）土屋 裕也

Bﾌﾞﾛｯｸ

正：

応用地質㈱静岡営業所

（昼）田坂 達

（054）283-8161

（夜）田坂 達

田坂 達

〃

副：

基礎地盤コンサルタンツ㈱ 静岡支店

（昼）岩山 浩

（054）284-2010

（夜）岩山 浩

岩山 浩

Ａﾌﾞﾛｯｸ

正：

㈱綜合地質コンサルタント

（昼）桜井 千寛

（026）284-0155

（夜）桜井 千寛

桜井 千寛

〃

副：

国土防災技術㈱ 南信営業所

（昼）山田 泰弘

（026）548-6820

（夜）山田 泰弘

山田 泰弘

〃

静岡県Ｂブロック地区

長野県（南信）地区

4-1.登録協会員 連絡系統図 （愛知県）
（一社）中部地質調査業協会応急対策本部

愛知県ブロック

Ａﾌﾞﾛｯｸ 正：㈱アオイテック
〃
副：㈱松原工事事務所

8社

Ｂﾌﾞﾛｯｸ 正：青葉工業㈱ 名古屋支店
〃
副：玉野総合コンサルタント㈱

（ＴＥＬ）
（ＦＡＸ）

㈱アオイテック

052-917-1821
052-917-1820

㈱松原工事事務所

052-783-7201
052-783-7216

㈱ｱｻﾉ大成基礎ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 052-684-6250
052-684-6251
中部支社

7社

Ｃﾌﾞﾛｯｸ 正：㈱大和地質
〃
副：中央開発㈱ 中部支店

（ＴＥＬ）
（ＦＡＸ）

青葉工業㈱ 名古屋支店

052-796-3800
052-796-3801

玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱

052-979-9111
052-979-9972

興亜開発㈱ 中部支店

052-802-3121
052-802-3103

㈱朝日土質設計ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
名古屋支店

052-991-5897
052-991-5886

応用地質㈱ 中部事務所

052-793-8321
052-794-8477

052-705-2200
国土防災技術㈱ 名古屋支店 052-218-5772
ｻﾝｺｰｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ 名古屋支 052-228-6131
052-223-5772
店

川崎地質㈱ 中部支社

052-775-6411
052-775-6415

㈱ﾀﾞｲﾔｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 中部支社

052-681-6711
052-682-3997

基礎地盤ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱
中部支社

052-589-1051
052-589-1275

大和探査技術㈱ 中部支店

052-253-5311
052-253-5312

㈱ｷﾝｷ地質ｾﾝﾀｰ 名古屋支
店

052-741-3393
052-741-3356

8社

Dﾌﾞﾛｯｸ 正：冨士開発㈱
〃
副：東邦地水㈱ 事業推進本部

（ＴＥＬ）
（ＦＡＸ）

8社

（ＴＥＬ）
（ＦＡＸ）

㈱大和地質

052-354-5700
052-354-5703

冨士開発㈱

052-781-5871
052-781-5898

中央開発㈱ 中部支店

052-481-6261
052-482-8777

東邦地水㈱ 事業推進本部

052-937-0100
052-937-6902

㈱中部ｳｴﾙﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ社

052-781-4131
052-781-4132

㈱東建ｼﾞｵﾃｯｸ 名古屋支店

052-824-1531
052-824-6228

テイビー㈱

0532-56-7227
0532-56-7228

日特建設㈱ 名古屋支店

052-202-3211
052-202-3212

㈱ 東海環境エンジニア

052-331-8121
052-331-8058

㈱日さく 西日本支社

052-432-0211
052-431-7190

東海ジオテック㈱

0532-25-7766
0532-25-7775

日本物理探鑛㈱ 中部支店

052-753-9662
052-753-9664

東海地質工学㈱

052-413-6231
052-413-4187

明治ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ 中部支店

052-249-3720
052-249-3721

㈱東京ｿｲﾙﾘｻｰﾁ 名古屋支店

052-979-5671
052-979-5673

㈱ヨコタテック 名古屋支店

052-325-3952
052-325-3953

4-2.登録協会員 連絡系統図 （岐阜県）
（一社）中部地質調査業協会応急対策本部

岐阜県ブロック

Ａﾌﾞﾛｯｸ 正：㈱興栄ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
〃
副：㈱テイコク

9社
㈱興栄ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
㈱テイコク
㈱アオイテック 岐阜事務所
青葉工業㈱ 岐阜営業所
応用地質㈱ 岐阜営業所
川崎地質㈱ 岐阜営業所
基礎地盤ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱
岐阜事務所
㈱岐阜ソイルｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
国土防災技術㈱ 岐阜営業所

Ｂﾌﾞﾛｯｸ
〃

正：㈱朝日土質設計ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
副：㈱東海テクノス

（ＴＥＬ）
（ＦＡＸ）

058-274-2332
058-274-2498
058-214-6667
058-252-2533
058-274-3161
058-274-5359
0574-61-0240
0574-61-0242
058-249-1201
058-249-1202
058-277-0501
058-277-0502
058-276-7012
058-276-7015
058-277-6813
058-215-0038
0573-20-3012
0573-20-3013

9社
㈱朝日土質設計ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
㈱東海テクノス
ｻﾝｺｰｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ 岐阜営業所
㈱総合開発調査
㈱ｱｻﾉ大成基礎ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
岐阜営業所
㈱ﾀﾞｲﾔｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 岐阜事務所
㈱大和地質 岐阜営業所
㈱中部ｳｴﾙﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ社
岐阜事務所
東邦地水㈱ 岐阜営業所

（ＴＥＬ）
（ＦＡＸ）

058-275-1061
058-275-1046
058-240-2448
058-240-2474
058-268-7652
058-268-7647
058-214-3355
058-214-6658
058-240-5376
058-240-5377
058-265-5425
058-265-5363
058-234-8088
058-234-8099
058-212-0287
058-212-0288
058-255-1369
058-255-3954

4-3.登録協会員 連絡系統図 （三重県）
（一社）中部地質調査業協会応急対策本部

三重県ブロック

Ａﾌﾞﾛｯｸ 正：東邦地水㈱
〃
副：松阪鑿泉㈱

Ｂﾌﾞﾛｯｸ
〃

8社
東邦地水㈱
松阪鑿泉㈱
㈱アオイテック 三重事務所
青葉工業㈱ 三重営業所
応用地質㈱ 三重営業所
川崎地質㈱ 三重営業所
基礎地盤ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱ 三重事務所
㈱増田地質工業 三重事務所

正：協和地研㈱
副：㈱中部ｳｴﾙﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ社 三重事務所

（ＴＥＬ）
（ＦＡＸ）

059-331-8700
059-332-9563
0598-21-4837
0598-21-7896
059-229-7400
059-229-7402
059-256-4155
059-256-4177
059-227-1914
059-226-7994
059-229-1506
059-229-1501
059-291-6850
059-291-6852
059-353-7088
059-353-7099

7社
協和地研㈱
㈱中部ｳｴﾙﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ社 三重事務所
ｻﾝｺｰｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ 三重営業所
㈱ﾀﾞｲﾔｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 三重事務所
㈱東建ジオテック
日本物理探鑛㈱ 三重営業所
冨士開発㈱ 三重営業所

（ＴＥＬ）
（ＦＡＸ）

0598-51-5061
0598-52-0052
059-227-7977
059-227-1331
059-389-7412
059-389-7413
059-334-7621
059-334-7622
059-227-1503
059-227-1504
0594-27-2720
0594-24-2732
059-223-3060
059-223-6134

4-4.登録協会員 連絡系統図 （静岡県、長野県-南信）
（一社）中部地質調査業協会応急対策本部

長野県ブロック
(南信)

静岡県ブロック

Ａﾌﾞﾛｯｸ
〃

正 : ㈱ジーベック
副 : ㈱富士和

16社

Ｂﾌﾞﾛｯｸ
〃

（ＴＥＬ）
（ＦＡＸ）

054-246-7741
054-246-9481
054-287-7070
054-287-3930
㈱富士和
054-259-0939
054-258-8740
㈱グランドリサーチ
054-345-2155
㈱建設コンサルタントセンター 054-348-2585
055-977-8080
055-977-8600
静岡コンサルタント㈱
055-963-0590
055-963-0757
土屋産業㈱
055-931-0625
055-932-7170
㈱東海建設コンサルタント
055-921-8053
055-924-8122
㈱東日
055-921-4888
055-921-4898
東洋地研㈱
054-257-9781
054-257-9780
㈱中日本コンサルタント
054-627-1395
054-626-0699
㈱中野地質
054-254-4571
054-221-0501
日本エルダルト㈱
053-439-6111
不二総合コンサルタント㈱
053-439-6129
053-454-5892
053-455-4619
㈱フジヤマ
054-251-2323
054-253-1213
服部エンジニア㈱
054-363-3270
㈱ランドテクト
054-363-2663

㈱ジーベック

正 : 応用地質㈱ 静岡営業所
副 : 基礎地盤ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱ 静岡支店

10社
応用地質㈱ 静岡営業所
基礎地盤ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱ 静岡支店

川崎地質㈱ 浜松営業所
国土防災技術㈱ 静岡支店
ｻﾝｺｰｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ 浜松営業所

㈱ジーベック 浜松支社
㈱ﾀﾞｲﾔｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 静岡事務所
東邦地水㈱ 浜松営業所
㈱日さく 静岡支店
明治ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ 浜松営業所

Ａﾌﾞﾛｯｸ 正：綜合地質コンサルタント㈱
副：国土防災技術㈱ 南信営業所

（ＴＥＬ）
（ＦＡＸ）

054-283-8161
054-286-6978
054-284-2010
054-284-2091
053-469-3085
053-411-7081
054-687-1271
054-687-1281
053-452-0117
053-596-9793
053-462-5971
053-462-5546
054-280-7771
054-288-2815
053-586-8837
053-586-8838
054-237-3773
054-237-3933
053-589-5655
053-589-5635

5社
綜合地質コンサルタント㈱
国土防災技術㈱ 南信営業所
川崎地質㈱ 長野事務所
㈱ﾀﾞｲﾔｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 長野事務所
㈱日さく 長野営業所

（ＴＥＬ）
（ＦＡＸ）

026-284-0155
026-284-0177
0265-48-6820
0265-48-6821
026-223-4633
026-268-0157
0265-77-5020
0265-78-5330
026-219-2214
026-219-2274

5.（一社）中部地質調査業協会 災害事故発生時 出動要請系統図 （災害協定 平成29年12月改訂）

（令和3年度）

国土交通省中部地方整備局
整備局長・事務所長等
START

END
要請

防災課長・担当者

要請

報告

登録協会員各社

要請業者の報告
END

（一社）中部地質調査業協会 災害対策本部

令和3年6/末現在
愛知県地質調査業協会

災害・事故発生

岐阜県地質調査業協会
（鈴木 太）

本部長･･････････㈱東海環境エンジニア

三重県地質調査業協会
副本部長････････基礎地盤ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱中部支社

（中西 晃）
（一社）静岡県地質調査業協会

副本部長････････東邦地水㈱

（伊藤 重和）

幹事長･･････････㈱朝日土質設計コンサルタント

（大橋 大輔）

長野県地質調査業協会

愛知県ブロック長

本店
1. ㈱アオイテック
2. ㈱大和地質
3. 玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱
4. テイビー㈱
5. ㈱東海環境エンジニア
6. 東海ジオテック㈱
7. 東海地質工学㈱
8. ㈱中部ｳｴﾙﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ社
9.冨士開発㈱
10.㈱松原工事事務所
支店・営業所
1. 青葉工業㈱ 名古屋支店
2. ㈱ｱｻﾉ大成基礎ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 中部支社
3. ㈱朝日土質設計ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 名古屋支店
4. 応用地質㈱ 中部事務所
5. 川崎地質㈱ 中部支社
6. 基礎地盤ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱ 中部支社
7. ㈱ｷﾝｷ地質ｾﾝﾀｰ 名古屋支店
8. 興亜開発㈱ 中部支店
9. 国土防災技術㈱ 名古屋支店
10.ｻﾝｺｰｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ 名古屋支店
11.㈱ﾀﾞｲﾔｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 中部支社
12.大和探査技術㈱ 中部支店
13.中央開発㈱ 中部支店
14.㈱東京ｿｲﾙﾘｻｰﾁ 名古屋支店
15.㈱東建ｼﾞｵﾃｯｸ 名古屋支店
16.東邦地水㈱ 事業推進部
17.㈱日さく 西日本支社
18.日特建設㈱ 名古屋支店
19.日本物理探鑛㈱ 中部支店
20.明治ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ 中部支店
21.㈱ヨコタテック 名古屋支店

岐阜県ブロック長

本店
1.㈱朝日土質設計ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
2.㈱興栄ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
3.㈱テイコク
4.㈱東海テクノス
5.㈱岐阜ソイルコンサルタント
6.㈱総合開発調査
支店・営業所
1. ㈱アオイテック 岐阜事務所
2. 青葉工業㈱ 岐阜営業所
3. ㈱ｱｻﾉ大成基礎ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 岐阜営業所
4. 応用地質㈱ 岐阜営業所
5. 川崎地質㈱ 岐阜営業所
6. 基礎地盤ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱ 岐阜事務所
7. 国土防災技術㈱ 岐阜営業所
8. ｻﾝｺｰｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ 岐阜営業所
9. ㈱ﾀﾞｲﾔｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 岐阜事務所
10.㈱大和地質 岐阜営業所
11.㈱中部ｳｴﾙﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ社 岐阜事務所
12.東邦地水㈱ 岐阜営業所

三重県ブロック長

本店
1.協和地研㈱
2.東邦地水㈱
3.松阪鑿泉㈱
支店・営業所
1. ㈱アオイテック 三重事務所
2. 青葉工業㈱ 三重営業所
3. 応用地質㈱ 三重営業所
4. 川崎地質㈱ 三重営業所
5. 基礎地盤ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱ 三重事務所
6. ｻﾝｺｰｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ 三重営業所
7. ㈱ﾀﾞｲﾔｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 三重事務所
8. ㈱中部ｳｴﾙﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ社 三重事務所
9. ㈱東建ジオテック 三重事務所
10.日本物理探鑛㈱ 三重営業所
11.冨士開発㈱ 三重営業所
12.㈱増田地質工業 三重事務所

登録協会員
本社
支店・営業所

95社
36社
59社

災害派遣可能人員
土質（土・基礎）
地質（地質）
地すべり（河川・砂防）

567人
234人
201人
132人

ボーリング台数

149台

長野県(南信)ブロック長

静岡県ブロック長

本店
1. ㈱ジーベック
2. ㈱グランドリサーチ
3. ㈱建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄｾﾝﾀｰ
4. 静岡コンサルタント㈱
5. 土屋産業㈱
6. ㈱東海建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
7. ㈱東日
8. 東洋地研㈱
9. ㈱中日本ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
10.㈱中野地質
11.日本ｴﾙﾀﾞﾙﾄ㈱
12.不二総合コンサルタント㈱
13.㈱フジヤマ
14.㈱富士和
15.服部エンジニア.㈱
16.㈱ランドテクト
支店・営業所
1. 応用地質㈱ 静岡営業所
2. 川崎地質㈱ 浜松営業所
3. 基礎地盤ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱ 静岡支店
4. 国土防災技術㈱ 静岡支店
5. ｻﾝｺｰｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ 浜松営業所
6. ㈱ジーベック 浜松支社
7. ㈱ﾀﾞｲﾔｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 静岡事務所
8. 東邦地水㈱ 浜松営業所
9. ㈱日さく 静岡支店
10.明治ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ 浜松営業所

本店
1. 綜合地質コンサルタント㈱
支店・営業所
1. 川崎地質㈱ 長野事務所
2. 国土防災技術㈱ 南信営業所
3. ㈱ﾀﾞｲﾔｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 長野事務所
4. ㈱日さく 長野営業所

