
番号 工事名称 施工場所 発注者（事務所） 施工年月

1 平成26年度香東川総合開発事業椛川ダム付替県道建設工事（嵯峨野第13工区） 香川県 香川県土木部河川砂防課 H26.10

2 大戸ノ口・本河原線道路改良工事 熊本県 高森町役場 H26.9

3 白滝公園整備工事 熊本県 五木村役場 H26.9

4 0162小鶴原女木線25年発生道路災害復旧工事他合併 熊本県 熊本県球磨地域振興局 H26.9

5 【特例減額】知夫島線（薄毛工区）県単道路（災害防除）工事 島根県 島根県隠岐支庁県土整備局 H26.9

6 (主)松江島根線(大芦加賀工区)防災安全交付金(交通安全)工事 島根県 島根県松江県土整備事務所 H26.9

7 市道国府184号線道路災害復旧工事25年災第1440号・1561号 島根県 浜田市役所 H26.9

8 南日向日の平線道路改良工事その2 宮崎県 日向市役所 H26.8

9 平成25年度（補正）道整備交付金事業林道谷口カケ線開設工事 徳島県 美馬市役所 H26.8

10 平成25年災1031号 匹見佐鐙線災害復旧工事 島根県 島根県益田県土整備事務所 H26.8

11 町道泊里大鹿山線 道路災害復旧工事 25年災1305号 島根県 邑南町役場 H26.8

12 町道川下線6号箇所道路災害復旧工事 25年災1217号 島根県 邑南町役場 H26.8

13 市道川平平床線-1道路災害復旧工事25年災1925号 島根県 江津市役所 H26.8

14 宮内掛合線道路災害 島根県 島根県雲南県土整備事務所 H26.8

15 市木串間線市木工区道路改良工事 宮崎県 宮崎県串間土木事務所 H26.7

16 大牟田植木線広域連携交付金（交通安全）工事 熊本県 熊本県玉名地域振興局 H26.7

17 平成26年度辺地第3-2号市道古尾大西ノ川線辺地対策整備工事 高知県 四万十市役所 H26.7

18 南日向日の平線道路改良工事 宮崎県 日向市役所 H26.7

19 平成26年度市道和泉1号線道路災害復旧工事 愛媛県 西予市役所 H26.7

20 0681小鶴原女木線25年発生単県道路災害復旧工事他合併 熊本県 熊本県球磨地域振興局 H26.6

21 浜田ダム再開発JV工事 島根県 島根県浜田河川総合開発事務所 H26.6

22 佐田小田（停）線－窪田1工区防災安全交付金（改築）工事 島根県 島根県出雲県土整備事務所 H26.6

23 平成25年災1891号 市道市山長谷線道路災害復旧工事 島根県 江津市役所 H26.5

24 平成25年度道整第36号楠崎役所川踏切南筋線道路改良工事 愛媛県 新居浜市役所 H26.4

25 平成26年度主要地方道津芸能山田線道路災害復旧工事 三重県 三重県伊賀建設事務所 H26.4

26 平成25年度一般国道422号線 道路改良工事 三重県 三重県尾鷲建設事務所 H26.4

27 町道平和線道路改良工事 宮崎県 高千穂町役場 H26.3

28 平成25年度林道災害復旧事業川内奥村線 宮崎県 諸塚村役場 H26.3

29 黒原煤市線町単林道改良工事 宮崎県 日之影町役場 H26.3

30 天草セントラル病院造成工事 熊本県 民間 H26.3
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31 総工第16号(H25繰)庁舎駐車場整備工事 岐阜県 瑞浪市 H26.3

32 平成25年度社会資本整備総合交付金道路事業町道大草線道路改良工事 長野県 松川町役場 H26.3

33 H25.公共土木施設補助災害復旧事業 道路災害復旧工事 長野県 飯山市役所 H26.3

34 平成25年度公共土木施設災害復旧工事 上水内郡小川村字中牧 長野県 小川村役場 H26.3

35 市道75号線道路改良工事 神奈川県 泰野市役所 H26.3

36 那賀東部広域農道 災害復旧工事（その1) 島根県 江津市役所 H26.3

37 道路改良工事 三田地区和田 和歌山県 和歌山市役所 H26.3

38 小野田内原線交付金道路保全工事 和歌山県 和歌山県海草振興局 H26.3

39 半尺穴川1号線道路災害復旧工事 熊本県 菊池市役所 H26.2

40 平成25年度市道成下組線道路改良工事 愛媛県 西予市役所 H26.2

41 平成24年度社会資本整備事業総合交付金(道路)工事 国道152号線和田バイパス2工区(2) 長野県 長野県飯田建設事務所 H26.2

42 ケアホーム舟久保 長野県 民間 H26.2

43 市道古浦西長江線道路改良その1工事 島根県 松江市役所 H26.2

44 平成25年度(25年災)林道田津谷線災害復旧工事 島根県 江津市役所 H26.2

45 西浦三庄田熊線 道路災害復旧工事 広島県 広島県東部建設事務所三原支所 H26.2

46 廻渕～川曲線道路改良工事 宮崎県 五ヶ瀬町役場 H26.1

47 内牧坂梨線24年発生道路災害復旧工事 熊本県 小国町役場 H26.1

48 平成25年度大辺第3号市道怒田野尾口正山線道路改良工事 愛媛県 大洲市役所 H26.1

49 境かつらぎ線道路維持修繕工事 和歌山県 和歌山県伊都振興局 H26.1

50 神崎市川線道路改良工事 兵庫県 神河町役場 H25.12

51 吉和戸河内線道路災害防除事業 広島県 広島県北部建設事務所安芸太田支所 H25.12

52 尾道・松江道 三玉地区改良工事 広島県 中国地方整備局三次河川国道事務所 H25.12

53 市道昆陽池鋳物師線道路改良工事 兵庫県 伊丹市役所 H25.12

54 町道虫木峠線災害復旧工事 広島県 安芸太田町役場 H25.12

55 尾道松江線 三玉地区改良工事 広島県 中国地方整備局三次河川国道事務所 H25.12

56 平成24年度繰越防安第1-A79-001号市道藤ノ川線防災・安全社会資本整備総合交付金工事 高知県 四万十市役所 H25.12

57 平成25年度辺地第3-3号市道古尾大西ノ川線辺地対策整備工事 高知県 四万十市役所 H25.12

58 平成25年度喜特道改第601号の2他（主）内子河辺野村線特定道路緊急整備工事 愛媛県 愛媛県大洲土木事務所 H25.12

59 平成25年度宮の裏住宅駐車場整備工事 宮崎県 椎葉村役場 H25.12

60 平成25年度小国中学校連絡通路整備工事 熊本県 小国町役場 H25.12

61 平成24年度交建防安第2-21-2号一般県道旭村木脇線木脇工区道路改良工事その2 宮崎県 宮崎県高岡土木事務所 H25.12

62 県道工門勝央線 単県道路工事 岡山県 岡山県美作県民局建設部勝英地域事務所 H25.11

63 平成25年度市道整交第20号市道安尾線道路改良工事 愛媛県 西予市役所 H25.11

64 平成25年度新合高浜港線防災・安全交付金（改築）道路改良その1工事他工事 熊本県 熊本県天草地域振興局 H25.11

65 市道豊田小池線 道路改良工事 島根県 出雲市役所 H25.11

66 平成24年度繰越防安第1-A79-001号市道藤ノ川線防災・安全社会資本整備交付金工事（その2） 高知県 四万十市役所 H25.10



67 平成25年度丸山公園整備事業2号管理道路開設工事 徳島県 三好市役所 H25.10

68 町道大畑線（第8工区） 兵庫県 佐用町役場 H25.9

69 町道大畑線（第10工区） 兵庫県 佐用町役場 H25.9

70 広幹土セ広島新岩国間携帯電話基地 広島県 民間（西日本旅客鉄道株式会社） H25.9

71 市道岳陽大江線道路改良工事 山口県 周南市役所 H25.9

72 平成24年度香東川総合開発事業椛川ダム付替県道建設工事（工事用道路）（嵯峨野第4工区） 香川県 香川県土木部河川砂防課 H25.9

73 平成24年度防道改第125号の1（一）美川小田線道路改築工事 愛媛県 愛媛県久万高原土木事務所 H25.9

74 県道日須賀線日須賀工区（県代行改良）工事第1期 島根県 島根県隠岐支庁県土整備局 H25.9

75 主要地方道 三次美土里線道路改良 広島県 広島県北部建設事務所 H25.8

76 安佐北4区20号線路肩改良工事 広島県 広島市安佐北区 H25.8

77 市道三草小学校前線 広島県 庄原市役所 H25.7

78 平成24年度林業専用道セパ谷陰地線開設工事 愛媛県 西予市役所 H25.7

79 平成24年度（補正）道整備交付金事業林道谷口カケ線開設工事 徳島県 美馬市役所 H25.7

80 医療法人光風会病院耐震化改築工事（Ⅱ期） 佐賀県 民間 H25.7

81 R422 道路改良工事 三重県 三重県尾鷲土木事務所 H25.6

82 平成24-25年度財田地区外防災工事 香川県 四国地方整備局香川河川国道事務所 H25.6

83 平成24-25年度鴨庄改良第2工事 香川県 四国地方整備局香川河川国道事務所 H25.6

84 平成24-25年度十郷外改良工事 香川県 四国地方整備局香川河川国道事務所 H25.6

85 県道 上椎葉湯前線 古枝尾工区 宮崎県 宮崎県日向土木事務所 H25.6

86 県道宝伝久々井線南水門線道路改良 岡山県 岡山市東区 H25.5

87 平成24-25年度鴨庄改良第1工事 香川県 四国地方整備局香川河川国道事務所 H25.5

88 市道北原日登線災害24災192号 島根県 雲南市役所 H25.5

89 市道面谷線災害24災226号 島根県 雲南市役所 H25.5

90 町道蒲井四代線改良工事 山口県 上関町役場 H25.4

91 平成24年度財田地区防災第1工事 香川県 四国地方整備局香川河川国道事務所 H25.4

92 平成24年度東震道改第400号の1（主）城川檮原線地震防災関連道路緊急整備工事 愛媛県 愛媛県西予土木事務所 H25.4

93 市道立南線道路改良工事 島根県 雲南市役所 H25.4

94 市道北原日登線災害24災190号 島根県 雲南市役所 H25.4

95 田代川護岸設置工事 福岡県 福岡県八女県土整備事務所 H25.4

96 町道104号線 道路改良工事（西ノ島小・中学校建築工事） 島根県 西ノ島町役場 H25.3

97 平成24年度一般道路改良工事 市道 地頭線 長野県 伊那市役所 H25.3

98 平成24年度 県単道路改築工事 （国）152号 下伊那郡大鹿村 分杭～北川 長野県 長野県飯田建設事務所 H25.3

99 平成23年度 村道葛北柳沢線道路改良工事 長野県 中川村役場 H25.3

100 高茂金田線2期地区市道塩谷線付替工事 広島県 広島県北部建設事務所 H25.2

101 平成24年度辺地第3-3号市道古尾大西ノ川線辺地対策整備工事 高知県 四万十市役所 H25.2

102 国道9号大池尻交差点舗装外工事 島根県 中国地方整備局浜田河川国道事務所 H25.2



103 平成24年度林道西栗木線開設工事 愛媛県 西予市役所 H25.2

104 市道櫃田159号線道路災害復旧 広島県 三次市役所 H25.1

105 宮崎北郷線 九平工区 宮崎県 宮崎県宮崎土木事務所 H25.1

106 大戸口・本河原線1号 熊本県 高森町役場 H25.1

107 平成24年度鴨庄改良工事 香川県 四国地方整備局香川河川国道事務所 H25.1

108 町道大久保国束線道路新設工事 三重県 度会町 H25.1

109 平成24年災 第181号室谷線道路災害復旧工事 島根県 雲南市役所 H25.1

110 羽場大瀬木線道路改良工事 長野県 長野県飯田建設事務所 H25.1

111 社会資本整備総合交付金事業村道1級1号線道路改良工事 長野県 生坂村役場 H25.1

112 平成24年度 危機管理対策施設設置工事 長野県 中部地方整備局天竜川ダム統合管理事務所 H25.1

113 宇治田原大石東線単独道路改築工事 滋賀県 滋賀県大津土木事務所 H24.12

114 神門通り線 県単街路事業 舗装工事 島根県 島根県出雲県土整備事務所 H24.12

115 国道327号鶴野内工区 宮崎県 宮崎県日向土木事務所 H24.12

116 平成24年度（社会資本整備総合交付金）国道438号（飯山工区）道路整備工事（第2工区） 香川県 香川県中讃土木事務所 H24.12

117 平成24年度町単独林道事業赤松中横線 徳島県 つるぎ町役場 H24.12

118 国道187号下須工区県単道路（交通安全1種）工事 島根県 島根県益田県土整備事務所 H24.11

119 そば処田中屋解体及び造成工事 島根県 民間 H24.11

120 岡富古川土地区画整理事業（その2） 宮崎県 延岡市役所 H24.11

121 H23年災林道御門山線災害復旧工事（T15） 愛媛県 内子町役場 H24.11

122 平成24年度林道小振鍵山線開設工事 愛媛県 西予市役所 H24.11

123 平成24年度村道豊郷34号線災害復旧工事 野沢温泉村大字豊郷寺湯地区 長野県 野沢温泉村役場 H24.11

124 公共道路災害復旧工事(他)滝見線  栄村 滝見5 長野県 栄村役場 H24.11

125 平成24年度 24年災第103号道路災害復旧工事（市道5-119号 飯山市涌井） 長野県 飯山市役所 H24.11

126 戸隠坪山線道路改良工事 長野県 長野市役所 H24.11

127 24年災第103号道路災害復旧工事（市道6-379号 飯山市間方） 長野県 飯山市役所 H24.11

128 下門田泉吉田線災害復旧工事 広島県 広島県北部建設事務所 H24.10

129 市道槙ヶ原峠線道路改良工事 広島県 庄原市役所 H24.10

130 小八重清水岳線道路災害復旧工事 宮崎県 美郷町役場 H24.10

131 岡富古川土地区画整理事業（その1） 宮崎県 延岡市役所 H24.10

132 市道安茂里13号線 道路改良工事 長野県 長野市役所 H24.10

133 平成23年度社会資本整備総合交付金事業 村道月岡雨引線路肩補強工事 長野県 栄村役場 H24.10

134 京都広河原美山線地域自主戦略交付金（緊防）工事 京都府 京都府南丹土木事務所 H24.9

135 天龍保育所新築工事 長野県 天龍村役場 H24.9

136 安佐北3区264号線道路改良 広島県 広島市安佐北区 H24.9

137 町道大畑線道路改良（第7工区）工事 兵庫県 佐用町役場 H24.8

138 平成24年度林道火道線災害復旧工事 愛媛県 西予市役所 H24.8



139 H23年度（山のみち）林道掛水線開設工事 愛媛県 内子町役場 H24.7

140 平成23年度23災公共土木施設災害復旧・県単道路橋梁維持（舗装修繕）合冊工事（一）奥志賀公園栄線 長野県 長野県北信建設事務所 H24.7

141 H23年災林道舟戸才太郎線災害復旧工事（T15） 愛媛県 内子町役場 H24.6

142 平成23年度下井手藤原海岸線道路改良工事 愛媛県 四国中央市役所 H24.5

143 国道176号歩道設置工事 兵庫県 兵庫県丹波土木事務所 H24.5

144 林道坂本山江線（1号・2号・3号）災害復旧工事 熊本県 八代市役所 H24.5

145 県道横田多里線道路災害復旧工事 島根県 島根県雲南県土整備事務所 H24.5

146 町道五の畑線道路災害復旧工事 島根県 奥出雲町役場 H24.4

147 平成23年度県単道路改築工事  （一）南永江替佐（停）線 中野市穴田 長野県 長野県北信建設事務所 H24.4

合計 147件


