


所在地

岡山県

長野県

広島県

岐阜県

長野県

香川県

広島県

東京都

新潟県

鹿児島県

山形県

佐賀県

岩手県

栃木県

福井県

富山県

福島県

高知県

秋田県

山梨県

石川県

北海道

茨城県

電話番号

086-222-9210

026-292-1341

0848-46-2565

0576-47-2231

0261-22-1155

087-882-1840

082-230-0088

03-3269-8561

025-284-2428

099-229-8111

023-654-1421

0952-64-2331

0193-72-3211

0287-32-2220

0776-28-6020

0765-62-1106

0241-72-2624

088-893-5778

0187-72-4545

055-233-7473

076-296-8533

0157-33-1272

029-225-2754

 会社名

 第二建設（株）

 川中島建設（株）

 シンタカ建設（株）

 馬瀬建設（株）

 北陽建設（株）

 湯浅工業（株）

（株）西日本グリーンメンテナンス

（株）明商

（株）シビル

（株）三竹工業

 東海林建設（株）

（株）富士建

 刈屋建設（株）

（株）谷黒組

 山形工業（株）

 大高建設（株）

 会津法面（株）

 (有)今橋組

 (株)宮原組

 (有)オーケースポーツ施設

 (株）ロードマネージメント

 (株）プログレス

 (株）水戸グリーンサービス
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落石災害防止協会事務局

全国落石災害防止協会事務局
一般社団法人

一般社団法人

〒700-0808　岡山市北区大和町1-1-30

全国落石災害防止協会員名簿(加盟順） 　　　　2019.6現在
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岩接着DKボンド工法施工実績件数（2019年５月迄）総件数
３621件



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績 2019年5月まで　3621件
（欠番9件あり）

実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

1 興ロカントリークラブ 第二建設㈱ 51.05 法面緑化工事 岡山県 久米郡棚原町

2
兵庫県但馬高原林道建設事務
所

第二建設㈱ 51.08 法面緑化工事(試験施工） 兵庫県 美方郡村岡町

3 岡山県勝英地方振興局 第二建設㈱ 51.09 道路災害防除工事 岡山県 英田郡美作町三倉田

4 岡山県津山地方振興局 第二建設㈱ 51.11 道路防災工事 岡山県 苫田郡加茂町物見

5 岡山県勝英地方振興局 第二建設㈱ 52.02 道路防災工事 岡山県 英田郡美作町三倉田

6 兵庫県但馬高原林道事務所 株本建設㈱ 52.04 林道改良事業 兵庫県 美方郡村岡町

7 個人 ㈱松本組 52.06 法面緑化工事 岡山県 邑久郡牛窓町前島

8 岡山県津山地方振興局 第二建設㈱ 52.08 道路災害関連工事 岡山県 苫田郡加茂町物見

9 兵庫県但馬高原林道事務所 明生建設㈱ 52.08 広域基幹林道改設 兵庫県 養父郡関宮町

10 兵庫県但馬高原林道事務所 浜村組 52.09 広域基幹林道改良工事 兵庫県 美方郡村岡町

11 関西電力㈱ 北村土建㈱ 52.01 落石防止兼緑化工事 奈良県 吉野郡十津川村

12 電々公社中国電気通信局 ㈱青木組 52.11 広域緑化種子吹付け 島根県 邇摩郡仁摩町

13 岡山県津山地方振興局 第二建設㈱ 52.11 広域基幹林道改良工事 岡山県 苫田郡上斉原村人形峠

14 兵庫県但馬高原林道事務所 上垣建設 52.10 復旧治山事業 兵庫県 養父郡大家町

15 岡山県玉野建設事務所 第二建設㈱ 52.11 道路災害防除工事 岡山県 児島郡東児町

16 鉄道建設公団大阪支社 清水建設㈱ 52.12 智頭線落石防止工事 鳥取県 八頭郡智頭町

17 岡山県真庭地方振興局 ㈱川西工務店 53.01 道路防災工事 岡山県 真庭郡久世町

18 岡山県津山地方振興局 第二建設㈱ 53.02 道路防災工事 岡山県 苫田郡加茂町戸賀

19 岡山県津山地方振興局 第二建設㈱ 53.03 道路災害防除工事 岡山県 苫田郡加茂町知和

20 岡山県加茂町 日進建設㈲ 53.06 林道片間田線改良 岡山県 苫田郡加茂町

21 兵庫県但馬高原林道事務所 西山工務店 53.04 広域基幹林道改良 兵庫県 城崎郡香住町

22 兵庫県但馬高原林道事務所 浜村組 53.05 広域基幹林道改良 兵庫県 養父郡関宮町

23 岡山県加茂町 奥田工業㈱ 53.05 林地災害防止工事 岡山県 苫田郡加茂町

24 関西電力㈱ 大成建設㈱・㈱奥村組 53.06 道路防災工事 奈良県 吉野郡十津川村旭

25 岡山県加茂町 平井組 53.06 林道馬ヶ原線整備事業 岡山県 苫田郡加茂町

26 関西電力㈱ ㈱間組 53.06 道路防災工事 奈良県 吉野郡十津川村旭

27 岡山県勝英地方振興局 第二建設㈱ 53.08 道路防災工事 岡山県 英田郡美作町入田

28 兵庫県但馬高原林道事務所 浜村組 53.07 広域基幹林道改良 兵庫県 養父郡関宮町

29 関西電力㈱ 北村土建㈱ 53.07 道路防災工事 奈良県 吉野郡十津川村



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績 2019年5月まで　3621件
（欠番9件あり）

実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

30 岡山県岡山地方振興局 熱田組 53.08 予防治山事業 岡山県 岡山市宿

31 林繁夫 第二建設㈱ 53.08 法面防護工事 岡山県 苫田郡加茂町

32 岡山県勝英地方振興局 第二建設㈱ 53.09 河川修繕工事 岡山県 英田郡英田町

33 鳥取県郡家土木出張所 郡家建設㈱ 53.11 道路改良工事 鳥取県 八頭郡若桜町諸鹿

34 兵庫県但馬高原林道事務所 浜村組 53.11 林道改良工事 兵庫県 養父郡関宮町

35 関西電力㈱ 北村土建㈱ 53.11 道路防災工事 奈良県 吉野郡十津川村

36 岡山県岡山市 ㈱元川組 54.01 墓地造成法面緑化 岡山県 岡山市草ヶ部

37 兵庫県生野町 長谷川建設 54.03 宅地防災工事 兵庫県 朝来郡生野町

38 兵庫県赤穂市 香山建設㈱ 54.03 災害防除工事 兵庫県 赤穂市

39 京都府南山城村 ㈱ひのり商会 54.03 道路突角改良工事 京都府 相楽郡南山城村

40 岡山県井笠地方振興局 アマノ企業㈱ 54.03 道路防災工事 岡山県 後月郡芳井町

41 岡山県津山地方振興局 第二建設㈱ 54.03 道路防災工事 岡山県 津山市上横野

42 岡山県倉敷地方振興局 第二建設㈱ 54.04 道路防災工事 岡山県 総社市作原

43 鳥取県郡家土木出張所 三宝土建㈱ 54.05 道路災害防除工事 鳥取県 八頭郡河原町

44 兵庫県但馬高原林道事務所 浜村組 54.06 広域基幹林道改良 兵庫県 養父郡関宮町

45 兵庫県但馬高原林道事務所 西山工務店 54.07 広域基幹林道改良 兵庫県 城崎郡香住町

46 岡山県勝英地方振興局 第二建設㈱ 54.07 55.02 道路災害防除工事 岡山県 英田郡美作町入田

47 岡山県津山地方振興局 第二建設㈱ 54.09 林道改良事業 岡山県 苫田郡鏡野町越畑

48 兵庫県八鹿町 大谷土建 54.09 法面緑化工事 兵庫県 養父郡八鹿町妙見

49 兵庫県生野町 長谷川建設 54.10 宅地防災工事 兵庫県 朝来郡生野町

50 烏取県企業局 ㈲石橋組 54.11 幡郷発電所導水路修繕 鳥取県 日野郡溝口町

51 岡山県津山地方振興局 第二建設㈱ 54.12 道路改築工事 岡山県 津山市大篠

52
JR西日本旅客株式会社姫路
保線区（旧国鉄）

阪神建設㈱ 54.12 徳久隆道修繕工事 兵庫県 姫新線三日月～徳久間

53 岡山県津山地方振興局 オゴー開発㈱ 55.01 急傾斜地崩壊対策 岡山県 津山市林田

54 岡山県勝英地方振興局 坂田組 55.03 予防治山事業 岡山県 英田郡美作町三倉田

55 兵庫県赤穂市 川西建設 55.02 宅地法面緑化工事 兵庫県 赤穂市

56 鳥取県郡家土木出張所 村上工業㈱ 55.02 道路災害防除工事 鳥取県 八頭郡河原町

57 鳥取県企業局 ㈲石橋組 55.04 幡郷発電所導水路修繕 鳥取県 日野郡溝口町

58 岡山県建部建設事務所 第二建設㈱ 55.03 道路災害防除工事 岡山県 御津郡加茂川町細田

59 岡山県加茂町 美北建設㈱ 55.04 林道法面改良3件 岡山県 苫田郡加茂町毎見他
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実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

60 岡山県津山地方振興局 日本緑研㈱ 55.04 道路災害防除工事 岡山県 苫田郡加茂町下津川

61 兵庫県一の宮町 田中建設 55.07 民有林道改良事業 兵庫県 宍粟郡一の宮町

62 兵庫県但馬高原林道事務所 浜村組 55.09 林道改良工事 兵庫県 養父郡関宮町

63 岡山県建部建設事務所 大森土建㈱ 55.09 道路災害防除工事 岡山県 御津郡加茂川町細田

64 出雲大社 ㈱森本組 55.09 大杜造成地法面処理工事 島根県 簸川郡大杜町

65 岡山県建部建設事務所 第二建設㈱ 55.10 56.02 道路災害防除工事 岡山県 御津郡加茂川町小森

66 岡山県高梁地方振興局 第二建設㈱ 55.10 道路災害防除工事(測量・調査に変更) 岡山県 川上郡成羽町羽山

67 兵庫県山崎町 中藤建設 55.10 法面緑化工事 兵庫県 宍粟郡山崎町

68 岡山県津山地方振興局 日本縁研㈱ 55.11 広域基幹林道改良事業 岡山県 苫田郡加茂町青柳

69 島根県大田土木事務所 東和商事㈱ 55.12 R375特一改良工事のうちD.Kボンド落石防止工 島根県 大田市川合町忍原

70 鳥取県郡家土木出張所 郡家建設㈱ 55.12 道路改良工事 鳥取県 八頭郡若桜町諸鹿

71 兵庫県八鹿町 安井工務店 55.12 民有林道改良事業 兵庫県 養父郡八鹿町妙見

72 岡山県西粟倉村 中島建設 55.12 林道木地山線改良工事 岡山県 英田郡西粟倉村

73 岡山県勝英地方振興局 日本植生㈱ 55.12 道賂防災工事 岡山県 英田郡美作町和田

74 岡山県美甘村 川西工務店 55.12 法面緑化工事 岡山県 真庭郡美甘村

75 建設省岡山維持出張所 ㈱松本組 55.12 岡山南部第2維持工事 岡山県 岡山市笹ヶ瀬

76
JR西日本旅客株式会社姫路
保線区（旧国鉄）

㈱神崎組 56.01 丸山トンネル修繕工事 兵庫県 姫新線丸山隧道

77 岡山県建部建設事務所 第二建設㈱ 56.02 道路災害防除工事 岡山県 御津郡加茂川町小森

78 岡山県勝英地方振興局 第二建設㈱ 56.03 道路災害防除工事 岡山県 英田郡大原町

79 岡山県岡山地方振興局 日特建設㈱ 56.04 単県道路防災工事 岡山県 岡山市牟佐

80 兵庫県大家町 池田建設 56.04 自治振興事業 兵庫県 養父郡大家町

81 岡山県勝英地方振興局 第二建設㈱ 56.06 道路災害防除工事 岡山県 英田郡美作町位田

82 兵庫県山崎町 下江建設 56.05 林道整備工事 兵庫県 宍粟郡山崎町

83 島根県出雲土木建築事務所 今岡工業㈱ 56.05 道路改良工事のうちDKボンド落石防止工事 島根県 簸川郡佐田町

84 島根県出雲土木建築事務所 第二建設㈱ 56.06 落石防止工事 島根県 平田市塩津

85 京都府宮津地方振興局 森上工業 56.05 予防治山事業 京都府 与謝郡伊根町

86 岡山県津山地方振興局 第二建設㈱ 56.07 林道改良工事 岡山県 苫田郡奥津町奥津

87 岡山県加茂町 ㈲内田組 56.07 林道新設工事 岡山県 苫田郡加茂町

88 岡山県津山地方振興局 第二建設㈱ 56.08 林道改良工事美作北線 岡山県 苫田郡加茂町知和

89 鳥取県郡家土木出張所 徳田土木㈲ 56.07 道路改良工事 鳥取県 八頭郡河原町北村
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実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

90
兵庫県但馬高原林道建設事務
所

中尾組 56.07 道路改良工事 兵庫県 養父郡関宮町

91 岡山県岡山地方振興局 須々木組 56.08 道路改良工事 岡山県 岡山市畑鮎

92 京都府園部地方振興局 ㈱渡辺工務店 56.10 予防治山事業 京都府 船井郡和知町

93 岡山県高梁地方振興局 オゴー開発㈱ 56.09 道路改良工事 岡山県 上房郡賀陽町

94 兵庫県一の宮町 岡田組 56.09 民有林道開設事業 兵庫県 宍粟郡一の宮町

95 京都府宮津地方振興局 宋徳建設㈱ 56.11 丹后縦貫林道改良事業 京都府 宮津市成谷

96 岡山県建部建設事務所 第二建設㈱ 56.10 57.01 道路災害防除工事 岡山県 御津郡加茂川町下加茂

97 鳥取県企業局 ㈲石橋組 56.11 幡郷発電所導水路修繕工事 鳥取県 日野郡溝口町

98 烏取県米子土木出張所 ㈱南部建設 56.11 国道180号線改良工事の内緑化工 鳥取県 西伯郡西伯町

99 鳥取県倉吉土木出張所 ㈲笠田組 56.11 道路防災工事 鳥取県 東伯郡関金町

100 岡山県真庭地方振興局 岡田建設 56.12 復旧治山事業 岡山県 真庭郡勝山町神代

101 島根県津和野土木事務所 開盛建設㈱ 56.12 57.02 道路改良工事 島根県 鹿足郡日原町左鐙

102 岡山県建部建設事務所 第二建設㈱ 56.11 57.03 道路災害防除工事 岡山県 御津郡建部町鶴田

103 岡山県真庭地方振興局 ㈱岡真土建 57.01 復旧治山事業 岡山県 真庭郡勝山町勝山

104 島根県大田土木事務所 東和商事㈱ 56.12 57.01 国道375号線特一改良工事 島根県 大田市川合町忍原

105
兵庫県但馬高原林道建設事務
所

浜村組 56.12 林道管理事業 兵庫県 美方郡村岡町

106 京都府宮津地方振興局 田中工務店 57.02 丹後縦貫林道維持管理事業 京都府 宮津市浅谷

107 兵庫県八鹿町 南但土木 56.12 57.03 民有林道改良事業 兵庫県 養父郡八鹿町妙見

108 中国電力株式会社 ㈱熊谷組 56.09 56.11 俣野川土木工事の内雑工事 岡山県 真庭郡新庄村中河原

109 兵庫県竜野農林事務所 深口組 57.01 57.03 復旧治山事業 兵庫県 宍粟郡千種町河呂

110 兵庫県六甲治山事務所 西家建設 57.01 57.02 予防治山事業 兵庫県 神戸市灘区六甲山町

111 岡山県勝英地方振興局 谷本組 57.04 57.04 単県道路災害防除工事 岡山県 英田郡美作町大原

112 京都府宮津地方振興局 宋徳建設 56.11 57.03 予防治山事業 京都府 与謝郡伊根町

113 兵庫県八鹿町 第二建設㈱ 57.02 57.03 三谷畜産団地法面保護工事 兵庫県 養父郡八鹿町三谷

114 岡山県美甘村 原建設工業所 57.07 林地災害防止工事 岡山県 真庭郡美甘村

115 岡山県加茂町 第二建設㈱ 57.07 57.08 町道陀阿線維持修繕工事 岡山県 苫田郡加茂町

116 鳥取県米子土木出張所 関建設 57.07 57.08 西伯根雨線道路改良工事の内D.K.ボンド緑化工事 鳥取県 西伯郡西伯町中

117 鳥取県米子土木出張所 美保土建 57.07 58.09 国道180号線道路改良工事 鳥取県 西伯郡西伯町笹畑

118 岡山県津山地方振興局 日本緑研 57.08 57.09 広域基幹林道美作北線改良工事 岡山県 苫田郡加茂町知和
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119 島根県津和野土木事務所 開盛建設㈱ 57.07 58.03 国道187号線道路改良工事 島根県 鹿足郡日原町左鐙

120 広島県福山土木建築事務所 サンヨー緑化産業 57.07 57.11 福山上下線道路災害防除工事 広島県 府中市行縢町行縢

121 兵庫県一宮町 田中建設 57.07 57.09 林道雪彦-峰山線改良工事 兵庫県 宍粟郡一宮町東河内

122 兵庫県八鹿町 南但土木建築㈱ 57.09 妙見蘇武線民有林林道改良工事 兵庫県 養父郡八鹿町石原

123
兵庫県但馬高原林道建設事務
所

浜村組 57.09 57.11 広域基幹林道管理事業 兵庫県 美方郡村岡町大笹

124 鳥取県郡家土木出張所 共栄建設 57.09 道路災害防除工事 鳥取県 八頭郡用瀬町江波

125 岡山県湯原町 第二建設㈱ 57.09 57.12 (75)豊栄林地災害防止工事 岡山県 真庭郡湯原町豊栄

126 岡山県真庭地方振興局 ㈲岡田建設工業所 57.10 57.12 予防治山事業の内D.K.ボンド緑化工 岡山県 真庭郡勝山町神代

127 鳥取県企業局 池田建設 57.10 57.11 春米発電所調圧水槽修繕工事 鳥取県 八頭郡若桜町

128 島根県出雲土木建築事務所 宮茂建設 57.10 砂防災害復旧工事 島根県 出雲市上島町

129 鳥取県郡家土木出張所 協和建設 57.01 道路災害防除工事 鳥取県 八頭郡若桜町諾鹿

130 岡山県勝田町 山陽ロードエ業㈱ 57.1 57.12 小規模林道整備事業 岡山県 勝田郡勝田町木地山

131 岡山県建部建設事務所 富田建設㈱ 57.11 58.03 道路災害防除工事 岡山県 御津郡建部町鶴田

132 岡山県建部建設事務所 山田建設 57.11 58.03 道路災害防除工事 岡山県 御津郡建部町鶴田

133 岡山県建部建設事務所 第二建設㈱ 57.11 58.03 道路災害防除工事 岡山県 御津郡建部町鶴田

134 広島県三原土木建築事務所 ㈱西日本ｸﾞﾘｰﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ 57.11 57.12 三原東城線道路災害防除工事 広島県 三原市八坂町

135 岡山県津山地方振興局 第二建設㈱ 57.11 57.12 美作北2号線維持補修工事 岡山県 苫田郡上斉原村新古屋

136 岡山県阿新地方振興局 中村建設工業 57.12 水槽防水工事 岡山県 新見市豊永

137 鳥取県日南町 今田組 57.12 町道佐木谷虫尾線道路改良工事 鳥取県 日野郡日南町

138 岡山県津山地方振興局 第二建設㈱ 57.12 58.03 堀坂勝北線単県道路改築工事 岡山県 津山市堀坂

139 岡山県勝央地方振興局 谷本建設 57.12 橋りょう改築工事のうち法面保護工事 岡山県 英田郡芙作町万善

140 京都府宮津地方振興局 田中工務店 57.11 57.12 成相線民有林道改良事業 京都府 宮津市浅谷

141 兵庫県太子町 田中建設㈱ 57.08 山復崩壌復旧工事 兵庫県 揖保郡太子町東保

142 京都府伊根町 宋徳建設㈱ 57.08 57.10 林道改良事業 京都府 与謝郡伊根町野村

143 京都府京北町 沢田組 57.11 58.02 林道改良事業 京都府 北桑旧郡京北町井戸

144 京都府宮津地方振興局 宋徳建設㈱ 57.10 58.03 予防治山事業 京都府 与謝郡伊根町亀島

145
兵庫県但馬高原林道建設事務
所

中尾組 57.07 57.11 清予川～氷の山線広域基幹林道改良事業 兵庫県 養父郡関宮町丹戸

146 京都府綾部地方振興局 青松建設㈱ 57.09 57.12 復旧治山事業 京都府 綾部市五津合町鏡谷

147 兵庫県山崎町 きぬがさ造園工務店 57.12 58.02 県単独補助治山事業 兵庫県 宍粟郡山崎町塩山

148 岡山県津山地方振興局 第二建設㈱ 58.03 58.03 単県急傾斜地崩壊対策工事 岡山県 津山市林田
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149
JR西日本旅客鉄道株式会社
大阪鉄道管理局姫路保線区
（旧国鉄）

大阪施設工業㈱ 58.03 58.03 相生、有年、山の下第1Ba修繕工事 兵庫県 相生市

150 岡山県勝英地方振興局 ㈱田村工務店 58.02 58.03 一般県道位田飯岡線道路災害防除工事 岡山県 英田郡美作町位田

151 岡山県成羽町 興成開発㈱ 58.02 58.03 小規模農道整備事業 岡山県 川上郡成羽町布寄

152 鳥取県米子土木出張所 福万建設㈲ 58.01 58.03 一般県道溝口伯太線道路改良工事 鳥取県 西伯郡会見町鶴田

153 岡山県勝英地方振興局 塚田工務店 58.02 58.03 道路特殊改良第一種75号工事 岡山県 英田郡美作町入田

154 岡山県勝英地方振興局 谷本組 58.02 58.03 一般県道万善美作線法面処理工事 岡山県 英田郡美作町大原

155 京都府丹波町 和久田組 58.03 58.03 林地崩壊防止事業 京都府 船井郡丹波町高岡

156 兵庫県六甲治山事務所 ㈱藤満工務店 58.03 58.03 復旧治山事業 兵庫県 神戸市灘区本山町

157 島根県美都町 第二建設㈱ 58.06 58.06 町道葛篭金谷線落石防止工事 島根県 美濃郡美都町

158 鳥取県米子土木出張所 今田組 58.07 58.07 町道佐木谷虫尾線改良工事 鳥取県 日野郡日南町佐木谷

159 兵庫県一宮町 田中建設 58.07 58.09 林道雪彦一峯山線改良工事 兵庫県 宍粟郡一宮町東河内

160 兵庫県八鹿町 南但土木建築㈱ 58.07 58.09 妙見蘇武線民有林林道改良事業 兵庫県 養父郡八鹿町石原

161 長野県大町建設事務所 ㈱峯村組 58.08 58.08 道路災害復旧工事 長野県 北安曇郡美麻村小岩岳

162 広島県尾道市 第二建設㈱ 58.08 58.10 蔵本谷小規模崩壊地復旧工事 広島県 尾道市向東町

163 広島県東広島農林事務所 ㈱西日本ｸﾞﾘｰﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ 58.08 58.11 県営予防治山事業山腹工事 広島県 賀茂郡河内町

164 岡山県勝田町 第二建設㈱ 58.09 58.12 幹線林道改良工事 岡山県 勝田郡勝田町右手

165 広島県尾道農林事務所 大宝道路㈱ 58.10 59.02 重点保全地区総合治山事業山腹工事 広島県 尾道市土堂町

166 兵庫県波賀町 ㈱松本工務店 58.07 58.10 民有林道改良工事 兵庫県 宍粟郡波賀町引原

167 京都府伊根町 宋徳建設㈱ 58.01 58.11 笠山線林道改良工事 京都府 与謝郡伊根町野村

168 広島県尾道農林事務所 溝上建設㈱ 58.11 59.02 予防治山事業山腹工事 広島県 尾道市長江

169 岡山県勝山町 ㈲今井工業所 58.10 58.12 林地災害防止事業 岡山県 真庭郡勝山町荒田

170 岡山県御津町 鈴木組 58.11 59.02 林地災害防止事業 岡山県 御津郡御津町紙工

171 岡山県井笠地方振興局 ㈱三好組 58.12 59.01 松くい虫被害緊急対策治山事業の内落石防止工 岡山県 小田郡矢掛町小田

172 岡山県建部建設事務所 アサヒ防災工事㈱ 58.12 59.02 道路改良工事の内D.Kボンド落石防止工 岡山県 御津郡加茂川町上田西

173 岡山県勝英地方振興局 津山グリン建設工事 58.12 59.03 吉ヶ原美作線単県道路改築工事 岡山県 英田郡美作町入田

174 岡山県勝英地方振興局 第二建設㈱ 58.12 59.02 一般国道374号線単県道路災害防除工事 岡山県 英田郡英田町尾谷

175 兵庫県山崎町 松下綜業 58.10 58.11 県単独補助治山事業 兵庫県 宍粟郡山崎町元山崎

176
兵庫県但馬高原林道建設事務
所

㈱大崎組 58.07 58.08 広域基幹林道管理事業雪彦－峯山線 兵庫県 神崎郡大河内町上小田

177 岡山県津山地方振興局 第二建設㈱ 59.01 59.03 単県道路災害防除工事 岡山県 久米郡棚原町塚角
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178 鉢伏開発観光㈱ 第二建設㈱ 58.10 58.11 第三リフトコース法面保護工事 兵庫県 美方郡村岡町大笹

179 京都府京北町 日本防災㈱ 58.11 59.03 府単費農林水産振興事業中地平小規模治山工事 京都府 北桑田郡京北町中地

180 岡山県玉野建設事務所 オゴー開発㈱ 59.03 道路災害防除工事 岡山県 玉野市渋川

181 岡山県加茂町 ㈱平井組 59.03 町道尾路線改良工事 岡山県 苫田郡加茂町

182 岡山県岡山地方振興局 長崎建設㈱ 59.01 59.03 治山施設維持管理工事 岡山県 玉野市槌ヶ原

183 兵庫県社農林事務所 三協建設㈱ 58.08 59.03 復旧治山事業 兵庫県 加西市西長

184 京都府宮津地方振興局 宋徳建設㈱ 58.10 59.03 予防治山事業 京都府 与謝郡伊根町亀島

185 京都府宮津地方振興局 宋徳建設㈱ 58.10 59.03 予防治山事業 京都府 与謝郡伊根町東平田

186 京都府日吉町 吉田建設 58.11 59.02 小規模治山復旧工事 京都府 船井郡日吉町字木住

187 兵庫県上郡農林事務所 ㈱安岡建設 59.02 59.03 県単県営治山事業 兵庫県 赤穂市大津

188 京都府園部地方振興局 ㈱小林建設 59.02 59.03 災害関連緊急治山事業 京都府 丹波町上野山

189 岡山県湯原町 ㈱ウエモト組 59.03 林地災害防止事業 岡山県 真庭郡湯原町仲問

190 鳥取県溝口町 ㈲谷口工務店 59.03 町道三部線道路改良工事 鳥取県 日野郡溝口町

191 広島県尾道農林事務所 ㈱大宝組 59.05 59.06 重点保全地区総合治山事業山腹工事 広島県 尾道市東土堂町

192 鳥取県日南町 今田組 59.01 町道佐木谷～虫尾線道賂改良工事 鳥取県 日野郡日南町佐木谷

193 長野県松本建設事務所 金多屋建設㈲ 59.07 59.09 道賂災害防除工事 長野県 南安曇郡安曇村鶴ガ沢

194 福山営林署 ㈱堀田組 59.08 59.09 浄土寺山国有林山腹工事 広島県 尾道市

195 広島県尾道農林事務所 大宝道路㈱ 59.08 60.01 重点保全地区総合治山事業山腹工事 広島県 尾道市東土堂町

196 岡山県上斉原村 第二建設㈱ 59.09 59.11 林道蜷渕線林道改良事業 岡山県 苫田郡上斉原村蜷渕

197 岡山県備中町 第二建設㈱ 59.09 59.10 富家小学校裏落石防災工事 岡山県 備中町布瀬

198 鳥取県企業局 中一建設㈱ 59.01 春米発電所水路構作物(3号取水支線)修繕工事 鳥取県 八頭郡若桜町根安

199 岡山県英田町 第二建設㈱ 59.11 60.01 林道作備線法面改良工事 岡山県 英田郡英田町奥

200 島根県出雲土木建築事務所 第二建設㈱ 59.11 60.01 道路災害防除工事 島根県 平田市塩津町

201 岡山県岡山地方振興局 山陽建設工業㈱ 59.11 60.02 予防治山事業 岡山県 玉野市築港

202 岐阜県萩原土木事務所 上原土建㈱ 59.11 60.01 浮石落しの内落石防止工 岐阜県 益田郡下呂町夏竺

203 岡山県東備地方振興局 第二建設㈱ 5912 60.03 河川総合開発工事 岡山県 和気郡吉氷町大又

204 岡山県岡山地方振興局 氏家建設㈱ 60.01 60.03 重点保全地区総合治山事業 岡山県 玉野市日比

205 新見営林署 第二建設㈱ 60.01 60.03 臥牛山国有林山復工事 岡山県 高梁市内山下

206 広島県尾道農林事務所 大宝道路㈱ 60.02 60.03 予防治山事業山腹工事 広島県 尾道市栗原町

207 岡山県英田町 第二建設㈱ 60.02 60.03 町道小　線維持補修工事 岡山県 英田郡英田町中川
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208 日蓮宗妙法寺 第二建設㈱ 60.04 記念碑補修工事 岡山県 津山市西寺町

209 岡山県奈義町 ㈲中島建設 60.05 60.06 林道改良工事 岡山県 勝田郡奈義町高円

210 岡山県高梁川用水土地改良区 中村建設工業㈱ 60.05 60.06 小坂部ダム落石防止工事 岡山県 新見市唐松

211 兵庫県西紀町 前政建設 59.06 59.08 林地崩壊防止事業 兵庫県 多紀郡西紀町栗柄

212 京都府宮津地方振興局 宋徳建設㈱ 59.06 59.08 施設災害防止治山事業 京都府 与謝郡伊根町亀島

213 兵庫県六甲治山事務所 相互建設工業㈱ 59.06 60.03 復旧治山事業 兵庫県 西宮市越永社家郷ノ山

214 兵庫県千種町 土平工務店 59.07 59.08 鍋ヶ谷線民有林林道改良事業 兵庫県 宍栗郡千種町西河内

215 兵庫県千種町 森元建設 59.07 59.09 峰山線民有林林道改良事業 兵庫県 宍粟郡千種町黒土

216 兵庫県八鹿町 ㈱谷垣組 59.07 59.09 妙見一蘇武線民有林林道改良事業 兵庫県 養父郡八鹿町石原

217 兵庫県上郡農林事務所 日本防災㈱ 59.07 59.09 県単独県営治山事業 兵庫県 佐用郡南光町林崎

218 兵庫県波賀町 ㈱松本工務店 59.07 59.09 引原－奥山線民有林林道改良事業 兵庫県 宍粟郡波賀町引原

219
兵庫県但馬高原林道建設事務
所

浜村組 59.07 59.11 瀞川－氷ノ山広域基幹林道改良事業 兵庫県 美方郡村岡町高井

220 兵庫県姫路農林事務所 松田土木工業㈱ 59.07 60.01 落石防止工事 兵庫県 姫路市広畑区才

221 兵庫県一宮町 丸山組 59.07 60.03 雪彦－峰山線林業地域総合整備事業 兵庫県 宍粟郡一宮町東河内

222
兵庫県但馬高原林道建設事務
所

越知谷運輸建設㈱ 59.08 59.10 雪彦－峰山線林道改良事業 兵庫県 神崎郡大河内町上小田

223 兵庫県市島町 日本防災㈱ 59.08 59.10 林道大谷線災害復旧工事 兵庫県 氷上郡市島町徳尾

224 兵庫県龍野農林事務所 ㈱松本工務店 59.08 60.03 災害関連緊急治山事業 兵庫県 宍粟郡波賀町引原

225 兵庫県波賀町 もみ木建設 59.10 県単独補助治山事業 兵庫県 宍粟郡波賀町安賀

226 京都府伊根町 宋徳建設㈱ 59.09 59.12 笠山線林道改良事業 京都府 与謝郡伊根町野村

227 兵庫県一宮町 橋口建設 59.09 60.03 林道滝ノ内線林業地域総合整備事業 兵庫県 宍粟郡一宮町伊和

228 京都府宮津地方振興局 宋徳建設㈱ 59.09 60.03 治山事業(予防治山) 京都府 与謝郡伊根町亀島

229 兵庫県六甲治山事務所 大橋組 59.10 59.11 復旧治山事業 兵庫県 神戸市北区有馬町六甲山

230 兵庫県上郡農林事務所 ㈱古川組 59.11 59.12 復旧治山事業 兵庫県 佐用郡三日月町末広

231 京都府京北町 ㈱今西建設 59.11 60.03 一ノ谷線府単林道改良事業 京都府 北桑田郡京北町灰屋

232 兵庫県洲本市 淡路土建㈱ 59.12 林道改良事業 兵庫県 洲本市千種

233 兵庫県千種町 ㈱妙見組 59.12 60.02 県単独補助治山事業 兵庫県 宍粟郡千種町黒土

234 兵庫県干種町 内海建設㈱ 59.12 60.03 県単独補助治山事業 兵庫県 宍粟郡千種町岩野辺

235 兵庫県加古川市 ㈱田中組 60.01 県単独補肋治山事業 兵庫県 加古川市志方町西飯坂

236
兵庫県労働者住宅生活協同組
合

山手造園土木㈱ 60.02 北須磨団地友が丘造成工事 兵庫県 神戸市須磨区友が丘8丁目
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237 兵庫県八千代町 日本防災㈱ 60.03 県単独補助治山工事 兵庫県 多可郡八千代町下村

238 日本道路公団大阪建設局
矢作建設工業㈱・ｵﾘｴﾝﾀ
ﾙｺﾝｸﾘｰﾄ㈱JV

60.03 60.07 近畿白動車道武庫川橋工事の内落石防止工 兵庫県 多紀郡丹南町大字草野宮ノ下

239 岡山県英田町 ㈱田村工務店 60.07 60.09 林道作備線法面改良工事 岡山県 英田郡英田町奥

240 岡山県倉敷市 第二建設㈱ 60.09 60.12 鷲羽山山頂周辺落石防止工事 岡山県 倉敷市下津井田之浦

241 岡山県阿新地方振興局 第二建設㈱ 60.10 60.11 河川総合開発工事第4号 岡山県 新見市千屋実

242 岡山県阿新地方振興局 第二建設㈱ 60.10 61.01 河川総合開発工事第5号 岡山県 新見市千屋実

243 烏取県用瀬町農協 同和工営㈱ 60.10 導水路漏水防止ライニングエ事 鳥取県 八頭郡用瀬町

244 広島県福山農林事務所 高見建設㈲ 60.12 予防治山山腹工事の内岩接着工 広島県 深安郡神辺町

245 中部電力株式会社 中電工事㈱ 60.12 61.05 幡豆(変)治山崩落対策 愛知県 幡豆郡幡豆変電所

246 岡山県岡山地方振興局 日特建設㈱ 61.01 61.03 重点保全地区総合治山事業 岡山県 玉野市日比、和田

247 岡山県津山地方振興局 第二建設㈱ 61.02 61.03 単県道路災害防除工事 岡山県 久米郡棚原町久木

248 新見営林署 ㈱佐々木組 61.03 御山国有林山腹工事 岡山県 新見市草間

249 岡山県英田町 第二建設㈱ 61.04 61.05 上山環状線維持補修工事 岡山県 英田郡英田町上山

250 岡山県岡山市 ㈲上道建設 61.06 上道墓園内擁壁補修工事 岡山県 岡山市草ヶ部

251 岡山県玉野建設事務所 第二建設㈱ 61.05 61.06 道路修繕工事 岡山県 玉野市上山坂

252 岡山県吉井町 吉井総業 61.05 61.06 林地災害復旧工事 岡山県 赤磐郡吉井町仁堀

253 長野県松本建設事務所 松本土建㈱ 60.08 白なぎトンネル落石防止工事 長野県 南安曇郡安曇村

254 広島県尾道農林事務所 葉名組 61.02 61.03 浄土寺山国有林補助治山事業 広島県 尾道市東久保町

255 兵庫県姫路農林事務所 ㈱加藤工務店 60.08 61.02 予防治山事業(Y-16号) 兵庫県 姫路市広畑区才

256 兵庫県神崎町 ㈱後藤建設 60.06 61.03 予防治山事業(Y-17号) 兵庫県 神崎郡神崎町大畑

257 兵庫県赤穂市 香山建設㈱ 61.02 61.03 八軒家古池線道路改良工事 兵庫県 赤穂市福浦

258 山陽電気鉄道株式全社 ㈱三木組 60.12 61.01 大塩的形間浜側法面防護工事 兵庫県 姫路市的形町的形

259 兵庫県波賀町 中尾組 60.07 60.09 民有林林道改良工事 兵庫県 宍粟郡波賀町引原

260 兵庫県中町 長谷川建材建工 60.10 60.12 県単独補助治山事業 兵庫県 多可郡中町東安田

261 兵庫県丹南町 上田組 60.10 60.12 県単独補助治山事業 兵庫県 多紀郡丹南町

262 兵庫県篠山町 野村建設 60.10 60.12 県単独補助治山事業 兵庫県 多紀郡篠山町幡路

263 兵庫県八千代町 共立建設㈱ 60.09 60.12 県単独補助治山事業 兵庫県 多可郡八千代町

264 兵庫県社農林事務所 山田開発㈱ 60.09 60.12 予防治山事業(Y-15号) 兵庫県 加西市北条町東南

265 兵庫県上郡農林事務所 浦本建設 60.09 61.02 災害関連緊急治山事業 兵庫県 赤穂市福浦

266 兵庫県西紀町 ㈱上見組 60.12 61.01 県単独補助治山事業 兵庫県 多紀郡西紀町黒田
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267 兵庫県朝来町 丸一建設 61.01 61.03 県単独補助治山事業 兵庫県 朝来郡朝来町

268 兵庫県神崎町 ㈱三共 60.10 61.03 山村林道構造改善事業 兵庫県 神崎郡神埼町

269 兵庫県和田山町 後藤建設㈱ 60.09 60.12 県単独補助治山事業 兵庫県 朝来郡和田山町

270 兵庫県上郡農林事務所 高見組 61.01 61.03 県単独治山事業 兵庫県 佐用郡上月町久崎

271 兵庫県一宮町 橋口建設 60.12 61.03 林業地域総合整備事業 兵庫県 宍粟郡一宮町

272 兵庫県神崎町 越知谷運輸建設 60.06 60.12 民有林林道開設事業 兵庫県 神崎郡神崎町越知

273 兵庫県上郡土木事務所 ㈱古川組 60.12 61.03 地方道路整備 兵庫県 佐用郡三日月町乃井野

274 兵庫県西紀町 ㈱前中組 60.02 61.03 生活環境保全林道整備事業 兵庫県 多気郡西紀町小坂

275 兵庫県加美町 ㈲今中組 61.02 61.03 民有林林道開設事業 兵庫県 多可郡加美町市原

276 神戸市都市整備公社 日本植生㈱ 61.05 61.06 六甲山頂駅付近法面保護工事 兵庫県 神戸市灘区六甲山

277 新見営林署 ㈱佐々木組 61.06 61.09 御山国有林山腹工事 岡山県 新見市草間

278 本州四国連絡橋公団
清水、アイサワ、トーア、
姫野JV

61.07 61.08 一般国道30号柳田工事 岡山県 倉敷市児島柳田

279 福山営林署 ㈱堀田組 61.07 61.09 浄土寺山国有林山腹工事 広島県 尾道市浄土寺山

280 島根県仁多土木事務所 ㈱芦尾建設 61.07 61.08 国道314号道路改良工事 島根県 仁多郡仁多町三成

281
JR東日本旅客鉄道株式会社
渋川保線区（旧国鉄）

南波建設㈱ 61.07 61.08 岩島.河原湯間浮石根固工事 群馬県 吾妻郡吾妻町松谷

282
JR東日本旅客鉄道株式会社
渋川保線区（旧国鉄）

須田建設㈱ 61.08 61.09 津久田.岩本間転石根固工事 群馬県 沼田市岩本町

283 石川県林業公社 ㈱慶伊組 61.08 61.09 白山林道整備事業 石川県 石川郡吉野谷村中宮

284 広島県五日市農協 同和工営㈱ 61.09 沈砂池補修工事 広島県 佐伯郡湯来町

285 岡山県英田町 第二建設㈱ 61.09 61.11 林道作備線法面改良工事 岡山県 央田郡英田町上山

286 新見営林署 杉岡建設㈱ 61.09 62.01 佐与谷国有林山腹工事 岡山県 高梁市津川町佐与谷

287 岡山県千尾ダム建設事務所 第二建設㈱ 61.10 62.01 河川総合開発道路改良合併工事 岡山県 新見市菅生～千屋実

288 広島県可部農林事務所 第二建設㈱ 61.10 61.11 国定公園施設整備事業(三段峡) 広島県 山県郡戸河内町柴木

289 岡山県岡山市 第二建設㈱ 61.12 62.03 野崎公園改修工事 岡山県 岡山市西辛西

290 広島県竹原市 第二建設㈱ 61.12 62.02 小規模崩壊地復旧事業(寺山) 広島県 竹原市竹原町

291 岡山県備前市 太陽建設㈱ 62.01 62.03 林道伊佐線改良工事 岡山県 備前市浦伊部

292 烏取県企業局 ㈱鴻池組 62.03 新幡郷発電所建設工事(第4工区) 鳥取県 西伯郡岸本町大殿

293 長野県大町建設事務所 ㈱峰村組 61.04 61.05 県道長野大町線道路改良工事 長野県 北安曇郡美麻村

294 建設省高田工事事務所 猪又建設㈱ 61.09 61.10 勝山海岸擁壁工事 新潟県 西頸城郡青海町勝山

295 広島県尾道農林事務所 ㈱葉名組 61.12 浄土寺山国有林補助治山事業 広島県 尾道市久保町
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296 兵庫県姫路農林事務所 日本機動建設㈱ 61.06 62.03 予防治山事業(第－13号) 兵庫県 姫路市広畑区才

297 兵庫県姫路農林事務所 ㈱藤後建設 61.07 61.10 予防治山事業(第－14号） 兵庫県 神崎郡神崎町大畑

298 兵庫県波賀町 中尾組 61.07 61.10 民有林林道改良事業 兵庫県 宍粟郡波賀町引原

299 兵庫凪村岡町 今後建設 61.07 62.03 農免林道整備事業 兵庫県 美方郡村岡町長瀬

300 兵庫県加美町 ㈲今中組 62.01 62.03 民有林林道改良事業 兵庫県 多可郡加美町市原

301 兵庫県竜野農林事務所 ㈱松本工務店 61.12 62.03 復旧治山事業(K-24号) 兵庫県 宍粟郡波賀町戸倉

302 兵庫県波賀町 椴木建設 62.01 62.03 県単独補助治山事業 兵庫県 宍粟郡波賀町斎木

303 兵庫県安富町 宮脇建設 62.01 62.03 民有林林道開設事業 兵庫県 宍粟郡安富町瀬川

304 京都府和知町 高山土建㈱ 62.01 62.03 林道災害復旧事業林道後谷線 京都府 船井郡和知町仏主

305 京都府舞鶴市 堀口建設㈱ 61.11 62.03 第2工区林道開設事業 京都府 舞鶴市三浜

306 兵庫県但馬高原林道事務所 越知谷運輸建設㈱ 62.01 62.03 緊急治山事業県単独県営治山事業 兵庫県 神崎郡大河内町上小田

307 兵庫県神戸市 重入組 62.01 62.03 自然災害防止事業再度山山腹水路工 兵庫県 神戸市北区

308 兵庫県和田山農林事務所 南農土木㈱ 62.01 62.03 生活環境保全林整備事業 兵庫県 朝来郡和田山町

309 鳥取県企業局 鹿島建設㈱ 62.04 新幡郷発電所建設工事(第3工区) 鳥取県 西伯郡岸本町小野門田

310 岡山県英田町 第二建設㈱ 62.04 上山環状線維持補修工事 岡山県 英田郡英田町上山

311 岡山県英田町 第二建設㈱ 62.04 町道奥上山線維持補修工事 岡山県 英田郡英田町上山

312 広島県竹原市 第二建設㈱ 62.06 62.07 小規模崩壊地復旧事業(寺山) 広島県 竹原市竹原町

313 浄土真宗照蓮寺 第二建設㈱ 62.07 照蓮寺池補修工事 広島県 竹原市竹原町

314 岡山県東備地方振興局 樫本建設工業㈱ 62.06 62.10 予防治山工事 岡山県 備前市蕃山

315 鳥取県用瀬町農協 第二建設㈱ 62.08 62.09 大村発電所導水路補修工事 鳥取県 八頭郡用瀬町

316 烏取県郡家土木事務所 ㈲山田建設 62.09 62.10 江府・中和・用瀬線道路災害防除工事 鳥取県 八頭郡佐治村加瀬木

317 岡山県倉敷市 伸前組 62.08 62.11 板池久保線法面保護工事 岡山県 倉敷市児島稗田町

318 岡山県阿新地方振興局 杉岡建設㈱ 62.08 大佐ダム発電所建設工事 岡山県 阿哲郡大佐町

319 岡山県備前市 第二建設㈱ 62.09 62.11 小規模林道整備事業林道伊佐線改良工事 岡山県 備前市浦伊部

320 山梨県塩山土木事務所 ㈱島崎建設 62.09 63.02 災害防除工事栖雲寺線 山梨県 東山梨郡大和村田野

321 中国電力株式会社 ㈲若槻建設 62.09 62.12 湯村(発)水槽巡視路修繕工事 島根県 大原郡木次町湯村

322 広島県可部農林事務所 第二建設㈱ 62.11 62.12 国定公園施設整備事業(三段峡) 広島県 山県郡戸河内町柴木

323 広島県竹原市 第二建設㈱ 62.11 63.01 小規模崩壊地復旧事業(仁賀) 広島県 竹原市仁賀町

324 岡山県東備地方振興局 大成建設㈱ 63.01 河川総合開発工事 岡山県 和気郡吉永町高田

325 福山営林署 ㈱堀田組 62.12 63.02 浄土寺山国有林山腹工事 広島県 尾道市浄土寺山
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326 岡山県岡山市 ㈲八谷工務店 62.12 63.02 市道小串6号線道路改良工事 岡山県 岡山市小串

327 島根県津和野土木事務所 ㈲山田土木 63.01 63.02 下千原地区急傾斜地崩壊対策事業 島根県 鹿足郡津和野町寺田

328 岡山県東備地方振興局 第二建設㈱ 63.01 63.03 落石対策治山事業 岡山県 和気郡佐伯町岩戸

329 島根県川本農林事務所 大社建設㈲ 63.02 63.03 災害関連緊急治山事業 島根県 邑智郡邑智町港

330 岡山県阿新地方振興局 第二建設㈱ 63.02 63.03 単県道路災害防除工事 岡山県 新見市菅生

331 広島県尾道農林事務所 ㈱大宝組 62.07 予防治山事業山腹工事 広島県 尾道市栗原東1丁目

332 山梨県大月土木事務所 秋山工業所 62.12 災害防除工事 山梨県 大月市七保町瀬戸

333 広島県尾道農林事務所 葉名組 62.12 浄土寺山国有林補助治山事業 広島県 尾道市東久保町

334 広島財務局 葉名組 62.12 かさ神神社落石防止工事 広島県 尾道市高須町

335 関西電力株式会社 大本・森・白石・福吉JV 62.10 62.12 大河内ダム建設工事 兵庫県 神崎郡大河内町川上

336 京都府舞鶴市 堀口建設㈱ 62.04 62.05 62年度林道開設事業 京都府 舞鶴市三浜

337 兵庫県加美町 ㈲今中組 62.07 62.09 民有林林道改良事業 兵庫県 多可郡加美町市原

338 兵庫県城崎町 但馬土建工業㈱ 62.07 62.09 民有林林道改良事業 兵庫県 城崎郡城崎町来日

339 兵庫県赤穂市 宮崎土木 62.08 62.09 道路改良工事 兵庫県 赤穂市福浦

340
兵庫県但馬高原林道建設事務
所

越知谷運輸建設㈱ 62.08 62.09 広域林道開設事業 兵庫県 神崎郡大河内町南小田

341 日本道路公団大阪建設局
前田建設工業・森本組
JV

62.08 62.12 山陽自動車道転石処理工事 兵庫県 姫路市西脇

342 兵庫県山崎町 藤岡工業 62.08 県単独補助治山事業 兵庫県 宍粟郡山崎町東大野

343
兵庫県但馬高原林道建設事務
所

㈱島田組 62.09 62.11 広域基幹林道改良事業 兵庫県 養父郡関宮町丹戸

344 兵庫県豊岡農林事務所 山村工務店 62.09 62.10 予防治山事業Y25 兵庫県 美方郡温泉町海上

345
兵庫県但馬高原林道建設事務
所

明生建設㈱ 62.09 62.11 広域基幹林道開設事業 兵庫県 養父郡関宮町出含

346
兵庫県但馬高原林道建設事務
所

㈱西家建設 62.09 62.11 広域基幹林道開設事業 兵庫県 宍粟郡一宮町東河内

347 兵庫県山崎町 山栄建設 62.09 県単独補助治山事業 兵庫県 宍粟郡山崎町青木

348 兵庫県丹南町 植野建設 62.10 県単独補助治山事業 兵庫県 多紀郡丹南町大沢

349 兵庫県上郡町 山一土木 62.10 県単独補助治山事業 兵庫県 赤穂郡上郡町山野里

350 兵庫県加美町 ㈲今中組 62.11 63.02 林道改良事業 兵庫県 多可郡加美町市原

351 兵庫県三日月町 ㈲新光建設 62.11 県単独補助治山事業 兵庫県 佐用郡三日月町三日月

352 兵庫県柏原農林事務所 ㈱前中組 62.12 63.03 県単独補助治山事業 兵庫県 多紀郡西紀町小坂

353 京都府舞鶴市 ㈱安東建設 62.12 林道開設事業 京都府 舞鶴市三浜
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354 兵庫県関宮町 雲田工務店 63.03 民有林林道開設事業 兵庫県 養父郡関宮町轟

355 兵庫県姫路農林事務所 国土防災㈱ 63.03 地すべり防止事業 兵庫県 飾磨郡夢前町山ノ内

356 兵庫県養父町 福井建設㈱ 63.03 県単独補助治山事業 兵庫県 養父郡養父町長野

357 兵庫県西脇市 ㈲武部建設 63.03 県単独補助治山事業 兵庫県 西脇市中畑町

358 兵庫県社農林事務所 山田開発㈱ 63.03 県単独県営治山事業 兵庫県 加西市東南

359 京都府和知町 ㈱金本組 63.03 集落道角・広瀬線開設事業 京都府 船井郡和知町角

360 兵庫県八鹿町 田村土建 63.03 県単独補助治山事業 兵庫県 養父郡八鹿町大江

361 藤和不動産㈱ ㈱大林組 63.04 藤和ライフタウン新築工事 兵庫県 姫路市新在家

362 兵庫県但馬高原林道事務所 明生建設㈱ 63.05 広域基幹林道開設事業 兵庫県 養父郡関宮町出合

363 島根県津和野土木事務所 飛島建設,三浦土木JV 63.03 63.04 福川川荒廃砂防工事 島根県 鹿足郡柿木村椛谷

364 島根県川本土木建築事務所 大成建設,今井産業JV 63.04 63.05 国道261号道路改良工事(新断魚トンネル) 島根県 邑智郡石見町井原

365 広島県五日市農協 中電コンサル㈱ 63.05 湯来発電所水路補修工事 広島県 佐伯郡湯来町

366 兵庫県上郡土木事務所
清水建設,竹中土木,神崎
組JV

63.03 63.04 河川総合開発事業安室ダム建設工事 兵庫県 赤穂郡上郡町行頭

367 兵庫県赤穂市 香山建設㈱ 63.06 63.08 市道八軒屋古池線道路改良工事 兵庫県 赤穂市福浦

368 兵庫県加美町 ㈱今中組 63.06 63.11 民有林林道改良事業 兵庫県 多可郡加美町市原

369 岡山県建部建設事務所 第二建設㈱ 63.06 63.09 単県道路災害防除工事 岡山県 御津郡建部町建部上

370 鳥取県企業局 第二建設㈱ 63.06 63.07 佐治発電所ヒヨ谷水路橋下部工修繕工事 鳥取県 八頭郡佐治村尾際

371 兵庫県上郡土木事務所
清水建設,竹中土木,神崎
組JV

63.07 河川総合開発事業安室ダム建設工事 兵庫県 赤穂郡上郡町行頭

372 鳥取県企業局 第二建設㈱ 63.07 63.08 小鹿第一発電所サイフォン管下部工修繕工事 鳥取県 東伯郡三朝町中津

373 山梨県塩山土木事務所 ㈱島崎建設 63.07 63.11 災害防除工事栖雲寺線 山梨県 東山梨郡大和村田野

374 山梨県塩山土木事務所 ㈲広瀬土木 63.06 63.11 落石防止工 山梨県 東山梨郡三富村下萩原

375 広島県東野町 シンタカ建設㈱ 63.07 63.08 町営白水浮桟橋修繕工事 広島県 豊田郡東野町白水

376 長野県臼田建設事務所 川中島建設㈱ 63.07 63.11 県単道路防災(法面)工事 長野県 南佐久郡佐久町

377 JR東日本旅客鉄道株式会社 木下建工㈱ 63.08 海尻松原湖間浮石根おさえ修繕工事 長野県 南佐久郡小海町

378 岐阜県美濃土木事務所 イビデン工業㈱ 63.08 県単崩落決壊防止工事 岐阜県 美濃市蕨生

379 岡山県新見市 第二建設㈱ 63.09 市道長尾線道路修繕工事 岡山県 新見市長屋

380 岡山県備前市 大林道路㈱ 63.10 林道佐那高下線舗装工事 岡山県 備前市佐那高下

381 岡山県備前市 第二建設㈱ 63.09 63.12 小規模林道整備事業 岡山県 備前市浦伊部

382 岡山県高梁市 第二建設㈱ 63.10 63.12 林地災害防止事業 岡山県 高梁市原田南町
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383 山梨県塩山土木事務所 山都建設㈱ 63.10 63.11 災害復旧工事 山梨県 北都留郡丹波山村

384 長野県臼田建設事務所 ㈱新津組 63.11 県単道路改良工事 長野県 南佐久郡小海町

385 烏取地方農林振興局 江山建設㈱ 63.11 岩接着落石防止工事 鳥取県 岩美郡国府町荒舟

386 烏取県企業局 ㈲宮本組 63.11 63.12 春米発電所水路工作物修繕工事 鳥取県 八頭郡若桜町根安

387 鳥取県郡家土木事務所 ㈱寺谷組 63.11 元.03 一般国道373号特殊改良1種工事 鳥取県 八頭郡智頭町尾見

388 岐阜県萩原土木事務所 第二建設㈱ 63.11 元.02 県単崩落防止工事 岐阜県 益田郡小坂町落合

389 岡山県東備地方振興局 第二建設㈱ 63.11 元.03 落石対策治山事業 岡山県 和気郡佐伯町岩戸

390 広島県尾道市 シンタカ建設㈱ 63.11 元.01 天狗松小規模崩壊地復旧工事 広島県 尾道市西土堂町

391 福山営林署 ㈱堀田組 元.01 元.03 浄土寺山国有林山腹工事 広島県 尾道市浄土寺山

392 島根県広瀬町 ㈱近藤建設 63.12 元.03 町道宇波尻線道路改良工事 島根県 能義郡広瀬町菅原

393 岐阜県恵那土木事務所 第二建設㈱ 元.01 元.03 県単崩落決壊防止工事 岐阜県 恵那郡上矢作町久武瀬

394 山梨県石和土木事務所 ㈱中村興業 元.02 元.03 日本庭園漏水防止工事 山梨県 東八代郡中道町下曾根

395 岡山県高梁川用水土地改良区 中村建設工業㈱ 元.02 小坂部ダム落石防止工事 岡山県 親見市唐松地内

396 島根県津和野土木事務所 飛島建設,三浦土木JV. 元.02 元.03 福川川荒廃砂防工事 島根県 鹿足郡柿木村椛谷

397 島根県川本土木建築事務所 第二建設㈱ 元.03 道路災害防除工事 島根県 邑智郡石見町井原

398 兵庫県柏原農林事務所 森長建設㈱ 63.09 地域活性対策緊急治山事業 兵庫県 氷上郡山南町阿草

399 兵庫県八鹿町 南但土木建築㈱ 63.09 63.12 民有林林道改良事業 兵庫県 養父郡八鹿町石原

400 関西電力株式全社
銭高,大日本,大豊,吉田
J.V

63.09 大河内ダム県道福知生野線付替工事 兵庫県 神崎郡大河内町辰谷

401 兵庫県八鹿町 田村土建 63.11 県単独補助治山事業 兵庫県 養父郡八鹿町大江

402 鉢伏観光協会 明生建設㈱ 63.11 鉢北スキー場ゲレンデ整備工事 兵庫県 美方郡村岡町大笹

403 兵庫県播磨林道建設事業所 赤松組 63.12 広域基幹林道笠形線開設事業 兵庫県 多可郡八千代町大屋

404 兵庫県上郡土木事務所 第二建設㈱ 63.11 元.03 250号線道路防災事業 兵庫県 赤穂市高野

405 京都府峰山振興局 山中組 元.01 治山事業 京都府 竹野郡丹後町大田

406 兵庫県姫路農林水産事務所 国土防災技術㈱ 元.03 地域活性対策緊急整備(地すべり防止)事業 兵庫県 飾磨郡夢前町山之内

407 京都府舞鶴市 中村土建 元.03 林道地域総合整備事業 京都府 舞鶴市野原

408 京都府和知町 第二建設㈱ 元.03 町道角広瀬線法面保護工 京都府 船井郡和知町広瀬

409 京都府宮津振興局 日置建設㈱ 元.03 予防治山事業 京都府 与謝郡伊根町平田

410 京都府丹波林道建設事務所 玉山工業㈱ 元.03 広域基幹林道丹波・美山線開設事業 京都府 北桑田郡美山町原

411 兵庫県柏原農林事務所 大西建設 元.03 地域活性対策緊急治山事業 兵庫県 多紀郡篠山町佐賀谷

412 兵庫県但馬林道建設事務所 南但土木建築㈱ 元.03 民有林林道妙見蘇武線開設事業 兵庫県 美方郡村岡町
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413 兵庫県竜野農林水産事務所 ㈱森下工務店 元.03 水源地域緊急整備事業 兵庫県 宍粟郡波賀町道谷

414 兵庫県山崎町 為国建設 元.03 県単独補助治山事業 兵庫県 宍粟郡山崎町北沢

415 兵庫県姫路市 菱芳磯産㈱ 元.04 白鳥311号線保面保護工事 兵庫県 姫路市青山

416 兵庫県赤穂市 第二建設㈱ 元.07 元.09 市道八軒家古池線道路改良工事 兵庫県 赤穂市福浦

417 兵庫県八鹿町 南但土木建築㈱ 元.07 元.11 民有林林道改良事業 兵庫県 養父郡八鹿町石原

418 兵庫県八鹿町 谷垣組 元.07 元.09 八鹿小学校落石対策工事 兵庫県 養父郡八鹿町八鹿

419 兵庫県但馬道建設事務所 南但土木建築㈱ 元.07 元.08 民有林林道開設事業 兵庫県 美方郡村岡町空山

420 兵庫県加美町 ㈲今中組 元.07 元.12 民有林林道開設事業 兵庫県 多可郡加美町市原

421 兵庫県柏原農林事務所 ㈱谷川土建 元.07 元.11 地域活性対策緊急整備治山事業 兵庫県 氷上郡青垣町遠坂

422 山梨県甲府林務事務所 宏和建設㈱ 元.06 元.11 山田治山落石防止工事 山梨県 甲府市横根町山田

423 広島県東野町 シンタカ建設㈱ 元.08 町営白水浮桟橋修繕工事 広島県 豊田郡東野町白水

424 鳥取県用瀬町農協 第二建設㈱ 元.08 大村発電所導水路補修工事 鳥取県 八頭郡用瀬町

425 岐阜県古川土木事務所 馬瀬建設協業組合 元.09 県単崩落決壊防止工事 岐阜県 吉城郡宮川村種蔵

426 長野県上田建設事務所 長野機材㈱ 元.08 元.09 急傾斜地崩壊対策 長野県 小県郡長門町立岩

427 関西電力株式会社 竹中土木・曽根組JV 元.08 大河内水力発電所建設工事 兵庫県 神崎郡大河内町

428 山梨県身延土木事務所 ㈱杉山組 元.08 2.01 道路工事(落石防止工) 山梨県 南巨摩郡早川町奈良田

429 山梨県甲府土木事務所 ㈱中村興業 元.08 2.01 道路工事(落石防止工) 山梨県 甲府市高成

430 岡山県井笠地方振興局 ㈱高橋組 元.08 2.02 予防治山事業 岡山県 浅口郡鴨方町小坂東

431 和歌山県新宮土木事務所 熊野川開発 元.09 元.10 国道169号道路災害防除工事 和歌山県 東牟婁郡熊野川町玉置口

432 山梨県丹波山村 ㈱中村興業 元.09 元.11 ブロック積及びコンクリート擁壁亀裂修復工事 山梨県 北都留郡丹波山村鴨沢

433 岐阜県可茂山林事業所 中部興業㈱ 元.11 元.12 予防治山事業 岐阜県 加茂郡七宗町上麻生

434 福山営林署 ㈱堀田組 元.11 2.02 浄土寺山国有林山腹工事 広島県 尾道市浄土寺山

435 岡山県倉敷市 第二建設㈱ 元.11 2.01 鷲羽山岩接着落石防止工事 岡山県 倉敷市下津井田之浦

436
島根県御部・大長見ダム建設
事務所

山陽国策産業㈱ 元.11 付替林道安養寺線法面保護工事 島根県 那賀郡三隅町

437 関西電力株式会社
飛島・間・前田・浅沼・不
動JV

元.11 元12 大河内水力発電所新設工事(第3工区) 兵庫県 神崎郡大河内町長谷

438 岡山県勝英地方振興局 第二建設㈱ 元.11 2.03 落石対策治山事業 岡山県 英田郡美作町栄町

439 岡山県建部建設事務所 第二建設㈱ 元.11 2.03 単県道路災害防除工事 岡山県 久米郡旭町西川上

440 岡山県東備地方振興局 第二建設㈱ 元.11 2.03 落石対策治山事業 岡山県 和気郡佐伯町岩戸

441 岡山県勝英地方振興局 第二建設㈱ 元.11 2.01 単県道路災害防除工事 岡山県 英田郡美作町栄町
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442 岡山県高梁地方振興局 第二建設㈱ 元.11 2.02 落石対策治山事業 岡山県 高梁市津川町

443 長野県大町建設事務所 ㈱峯村組 元.11 元.12 岩接着工事 長野県 北安曇郡美麻村

444 岐阜県恵那土木事務所 ト土建 元.11 2.01 県単中小橋整備工事 岐阜県 恵那市飯地町

445 岡山県勝英地方振興局 ㈱鈴木建設 元.10 元.12 治山施設維持管理事業 岡山県 英田郡大原町古町

446 岐阜県萩原土木事務所 馬瀬建設協業組合 元.11 2.02 県単崩落欠壊防止 岐阜県 益田郡馬瀬村名丸

447 岡山県建部建設事務所 オゴー開発㈱ 元.11 2.01 道路災害防除工事 岡山県 御津郡建部町角石谷

448 島根県川本土木建築事務所 第二建設㈱ 元.12 2.03 道路災害防除工事 島根県 邑智郡石見町井原

449 岐阜県恵那土木事務所 第二建設㈱ 2.01 2.03 県単浮石除去 岐阜県 恵那市笠置町河合

450 岡山県高梁市 ㈱奥田組 2.02 2.03 災害防除工事 岡山県 高梁市落合町井谷

451 鳥取県根雨土木事務所 大宮建設㈲ 2.01 2.03 一般国道180号特殊改良一種工事(2工区) 鳥取県 日野郡日南町菅沢

452 中国電力株式全社 中村建設工業㈱ 2.02 2.03 小坂部川ダム堰堤左岸法面工事 岡山県 新見市唐松

453 長野県大町建設事務所 ㈱峯村組 2.01 2.03 道路防災工事 長野県 北安曇郡美麻村

454 山梨県甲府林務事務所 宏和建設㈱ 元.11 2.03 山田治山落石防止工事 山梨県 甲府市横根町山田

455 山梨県塩山土木事務所 三枝産業㈱ 2.01 2.03 災害防除工事 山梨県 東山梨郡三富村広瀬

456 岡山県阿新地方振興局 第二建設㈱ 2.03 公共道路災害防除工事 岡山県 新見市長屋

457 岐阜県萩原土木事務所 馬瀬建設協業組合 2.03 県単崩落決壊防止工事 岐阜県 益田郡馬瀬村西村

458 島根県益田土木建築事務所 東急建設・大畑建設JV 2.03 2.05 緊急地方道路整備事業(和又トンネル) 島根県 美濃郡匹見町広瀬

459 岐阜県萩原町 馬瀬建設協業組合 2.03 町単治山事業 岐阜県 益田郡萩原町尾崎

460 関西電力株式会社
飛島・間・前田・浅沼・不
動JV

2.03 2.04 大河内水力発電所新設工事 兵庫県 神崎郡大河内町長谷

461 岡山県勝英地方振興局 第二建設㈱ 2.04 2.07 落石対策治山事業 岡山県 英田郡美作町三倉田

462 山梨県企業局 ㈱中村興業 2.05 2.07 柚ノ木発電所天科残流取水口導水路補修工事 山梨県 東山梨郡三富村川浦

463 京都府峰山振興局 松村産業㈱ 元.07 元10 治山事業(予防治山) 京都府 中郡峰山町矢田

464 兵庫県竜野農林事務所 ㈱森下工務店 元.09 2.03 水源地域緊急治山事業 兵庫県 宍粟郡波賀町

465 兵庫県播磨林道建設事業所 ㈱正和 元.09 2.03 広域基幹林道開設事業 兵庫県 宍粟郡一宮町福知

466 兵庫県豊岡農林事務所 ㈲小谷工務店 元.10 2.03 重点地区総合治山事業 兵庫県 城崎郡香住町上計

467 兵庫県但馬林道建設事務所 南但土木建築㈱ 元.10 2.03 広域基幹林道開設事業 兵庫県 美方郡村岡町空山

468 兵庫県洲本農林事務所 東淡建設㈱ 2.01 2.03 予防治山事業 兵庫県 洲本市小路谷

469 京都府舞鶴市 堀口建設㈱ 2.01 2.03 林道災害復旧事業 京都府 舞鶴市瀬崎

470 関西電力株式会社 ㈱吉田組 元.12 2.03 上野発電所沈砂池補修工事 兵庫県 宍粟郡波賀町上野

471 福山営林署 ㈱堀田組 2.07 2.11 浄土寺山国有林山腹工事 広島県 尾道市浄土寺山
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472 岐阜県萩原山林事業所 松田建設㈱ 2.07 3.01 予防治山事業 岐阜県 益田郡下呂町仏洞

473 長野県大町建設事務所 川中島建設㈱ 2.06 2.11 国補道路災害防除工事 長野県 北安曇郡美麻村桑の木

474 岡山県阿新地方振興局 第二建設㈱ 2.07 2.12 公共道路災害防除工事 岡山県 新見市長屋

475 高知県安芸土木事務所 湯浅建設㈱ 2.07 2.09 県道安田東洋線道路防災工事 高知県 安芸郡北川村轟

476 岐早県高山土木事務所 馬瀬建設協業組合 2.07 2.10 県単崩落防止工事 岐阜県 大野郡白川村平瀬

477 JR東海旅客鉄道株式会社 長田組土木㈱ 2.08 身延線東下田橋橋梁他補修工事 山梨県 西八代郡下部町

478 山梨県甲府林務事務所 宏和建設㈱ 2.07 2.10 山田復旧治山落石防止工事 山梨県 甲府市山田

479 長野県大町建設事務所 川中島建設㈱ 2.07 3.03 平成2年度国補道路災害防除工事 長野県 北安曇郡小谷村下里瀬

480 山梨県身延土木事務所 大昭建設㈱ 2.08 2.10 早川町雨畑地内落石防止工事 山梨県 南巨摩郡早川町雨畑

481 岡山県阿新地方振興局 第二建設㈱ 2.08 2.09 公共河川総合開発(防災) 岡山県 新見市菅生

482 広島県三次農林事務所 ㈱西日本ｸﾞﾘｰﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ 2.09 3.02 予防治山事業山腹工事 広島県 双三郡吉舎町

483 山梨県都留土木事務所 ㈱大森工務所 2.10 富士登山道落石対策工擁壁吹付工事 山梨県 富士吉田市富士山8合目

484 徳島県脇町土木事務所 平野産業㈱ 2.11 3.03 道路災害防除工事 徳島県 美馬郡穴吹町口山

485 山梨県企業局 ㈱中村興業 2.09 2.12 御岳昇仙峡有料道路落石防止工事 山梨県 甲府市上帯那町字岩松

486 岡山県勝英地方振興局 第二建設㈱ 2.11 3.02 落石対策治山事業 岡山県 英田郡美作町林野

487 岡山県東備地方振興局 第二建設㈱ 2.11 3.02 落石対策治山事業 岡山県 和気郡佐伯町岩戸

488 長野県大町建設事務所 ショーボンド建設㈱ 2.12 3.03 平成2年度国補道路災害防除工事 長野県 北安曇郡小谷村下里瀬

489 鳥取県郡家土木事務所 ㈲塚川建設 2.11 道路改良工事 鳥取県 八頭郡用瀬町安蔵

490 広島県布野村 ㈱西日本ｸﾞﾘｰﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ 2.11 2.12 小規模崩壊地復旧工事 広島県 双三郡布野村横谷

491 建設省福井工事事務所 第二建設㈱ 2.12 3.03 8号杉津地区落石防止工事 福井県 敦賀市杉津地先

492 徳島県相生土木事務所 ㈱谷下組 2.11 3.03 岩盤接着工事 徳島県 那賀郡上那賀町大戸

493 建設省岡山国道工事事務所 浮田建設㈱ 2.11 3.03 草生第4防災工事 岡山県 御津郡御津町草生

494 岐阜県萩原土木事務所 馬瀬建設協業組合 2.10 3.01 県単崩落防止工事 岐阜県 益田郡馬瀬村大字西村

495 萩原小坂連合土地改良区 馬瀬建設協業組合 2.11 萩原・小坂連合水路修繕工事 岐阜県 益田郡小坂町坂下

496 岐阜県萩原山林事業所 ㈲萩原土建 2.11 3.03 県単治山工事 岐阜県 益田郡萩原町桜洞

497 徳島県徳島土木事務所 平野産業㈱ 2.12 3.03 急傾斜地崩壊対策工事 徳島県 勝浦郡上勝町福原

498 岡山県高梁地方振興局 第二建設㈱ 2.12 3.03 落石対策治山事業 岡山県 高梁市高倉町田井

499 JR西日本旅客鉄道株式会社 広成建設㈱ 2.12 3.03 新倉敷・福山間707K附近浮石防止工事 岡山県 浅口郡金光町

500
山梨県営早川水系発電管理事
務所

㈱中村興業 3.01 3.02 奈良田第三発電所白河内支水路インバート補修工事 山梨県 南巨摩郡早川町奈良田

501 香川県観音寺土木事務所 開発コンクリート㈱ 3.02 3.03 丸亀託問豊浜線道路災害防除・道路維持合併工事 香川県 観音寺市室本町
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502 岐阜県萩原土木事務所 馬瀬建設協業組合 3.02 3.03 県単浮石落し 岐阜県 益田郡馬瀬村惣島

503 兵庫県柏原農林事務所 ㈱谷川土建 2.03 緊急整備治山事業 兵庫県 氷上郡青垣町遠坂

504 京都府和知町 日本防災㈱ 2.06 法面保護工事 京都府 船井郡和知町出野

505 兵庫県姫路市 日本防災㈱ 2.07 四郷幼稚園裏山補修工事 兵庫県 姫路市四郷町

506
兵庫県但馬高原林道建設事務
所

㈲本田組 2.07 2.11 瀞川氷ノ山線整備事業 兵庫県 養父郡大屋町横行

507
兵庫県但馬高原林道建設事務
所

㈲中尾組 2.07 2.11 瀞川氷ノ山線整備事業 兵庫県 養父郡関宮町出合

508 兵庫県養父町 本城根組 2.09 伊豆地区治山工事 兵庫県 養父郡養父町伊豆

509 京都府京都林務事務所 ㈱益田組 2.10 自然災害防止事業 京都府 京都市山科区四宮子金塚

510 兵庫県八鹿町 南但土木建築㈱ 2.11 林道改良工事 兵庫県 養父郡八鹿町石原

511 兵庫県豊岡農林事務所 ㈲小谷工務店 2.12 重点地区総合治山事業 兵庫県 城崎郡香住町上計

512
兵庫県但馬高原林道建設事務
所

㈱西村風晃園 2.12 瀞川氷ノ線整備事業 兵庫県 美方郡村岡町大笹

513 兵庫県洲本農林事務所 東淡建設㈱ 3.01 予防治山事業Y-11号 兵庫県 洲本市小路谷

514 兵庫県八鹿町 余根田建設 3.02 県単補助治山事業 兵庫県 養父郡八鹿町高柳

515 兵庫県加美町 ㈲今中組 3.03 林道西ノ山線改良事業 兵庫県 多可郡加美町市原

516 京都府京都林務事務所 日本防災㈱ 3.03 自然災害防止事業 京都府 京都市北区中川西山

517 兵庫県大屋町 ㈲中尾工務店 2.11 3.03 林道施設災害復旧事業 兵庫県 養父郡大屋町

518 関西電力株式会社 栗原工業㈱ 3.03 有馬道線ケーブル立上り箇所修繕工事 兵庫県 神戸市兵庫区

519 兵庫県加美町 ㈲今中組 3.07 3.09 林道西山線改良事業 兵庫県 多可郡加美町

520 石川島播磨重工株式全社 石川島興業㈱ 3.08 3.11 構内防災工事 兵庫県 相生市

521 兵庫県但馬高原林道事務所 ㈲本田組 3.08 3.11 瀞川永ノ山線整備事業 兵庫県 美方郡村岡町

522 兵庫県但馬高原林道事務所 ㈲中尾組 3.08 3.11 瀞川永ノ山線整備事業 兵庫県 美方郡村岡町

523 兵庫県但馬高原林道事務所 石井建材㈱ 3.08 3.11 瀞川永ノ山線整備事業 兵庫県 美方郡村岡町

524 兵庫県赤穂市 日本防災㈱ 3.09 4.02 道路改良工事 兵庫県 赤穂市福浦

525 京都府林務事務所 西村工務店㈱ 3.11 4.03 予防治山事業 京都府 京都市北区中川

526 京都府林務事務所 ㈱益田組 3.11 4.03 復旧治山事業 京都府 京都市山科区四宮

527 兵庫県上郡土木事務所 大谷建設㈱ 4.02 道路改良工事 兵庫県 赤穂郡上郡町大枝

528 兵庫県六甲治山事務所 松栄建設㈱ 3.10 4.03 地域活性化対策緊急整備プロジェクト 兵庫県 芦屋市奥山

529 兵庫県播磨林道事務所 ㈱山田開発 4.02 4.03 広域基幹林道開設 兵庫県 多可郡加美町

530 兵庫県播磨林道事務所 五友建設㈱ 3.07 3.10 林道施設災害復旧事業 兵庫県 飾磨郡夢前町
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531 兵庫県姫路市 ㈱竹村建設 3.12 県単補助治山 兵庫県 姫路市西中島

532 京都府和知町 日本防災㈱ 4.03 町道角広瀬線法面保護工事 京都府 船井郡和知町

533 岡山県高梁川用水土地改良区 中村建設工業㈱ 3.03 小坂部川ダム堰提左岸法面工事 岡山県 新見市唐松

534 岐阜県萩原土木事務所 ひだ緑化土木㈱ 3.04 3.05 公共道路災害防除工事 岐阜県 益田郡馬瀬村川上

535 建設省土佐国道工事事務所 西本興業㈱ 3.04 3.05 奈半利維持工事 高知県 安芸郡奈半利町中平

536 長野県北安曇地方事務所 金森建設㈱ 3.04 3.06 災害関連緊急治山事業第11号工事 長野県 北安曇郡小谷村橋場

537 山梨県大月土木事務所 ㈱大月工務所 3.05 災害復旧工事 山梨県 大月市

538 山梨県石和土木事務所 ㈱中村興業 3.05 吹付工事 山梨県 東八代郡中道町

539 長野県豊科建設事務所 北陽建設㈱ 3.05 3.06 県単道路修繕(小破)工事 長野県 南安曇郡穂高町.

540 岐阜県萩原土木事務所 ひだ緑化土木㈱ 3.05 3.07 県単崩落欠壊防止工事 岐阜県 益田郡馬瀬村川上

541 鳥取県烏取土木事務所 第二建設㈱ 3.07 3.08 烏取国府岩美線道路修繕工事 鳥取県 岩美郡国府町神垣

542 岡山県阿新地方振興局
大林組・鹿島建設・大本
組JV

3.07 千屋ダム本体建設工事 岡山県 新見市千屋

543 福山営林署 ㈱堀田組 3.07 3.10 浄土寺山国有林山腹工事 広島県 尾道市浄土寺山

544 山梨県甲府林務事務所 ㈱宏和建設 3.07 3.10 山田治山落石防止工事 山梨県 甲府市横根町山田

545 山梨県都留土木事務所 秋山土建㈱ 3.07 3.10 富士山8合目土塁吹付工事 山梨県 富士吉田市上吉田

546 建設省岡山国道工事事務所 岡山通信土木㈱ 3.07 3.12 湛井防災工事 岡山県 総社市湛井

547 広島県三次農林事務所 ㈱西日本ｸﾞﾘｰﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ 3.07 3.12 予防治山事業 広島県 双三郡吉舎町

548 建設省岡山国道工事事務所 ㈱東山工務店 3.07 3.11 草生防災工事 岡山県 御津郡御津町草生

549 岡山県阿新地方振興局 第二建設㈱ 3.07 3.10 河川総合開発工事 岡山県 新見市菅生

550 鳥取県日野地方農林局 美保土建㈱ 3.11 3.12 金持地区復旧治山工事 鳥取県 日野郡日野町金持

551 和歌山県串本土木事務所 杉尾建設 3.07 3.12 県道周参見七川古座線災害防除工事 和歌山県 東牟婁郡古座川町宇津木

552 高知県南国土木事務所 新進建設㈱ 3.08 (R195号)国道195号道路災害復旧工事 高知県 香美郡土佐山田町杉田

553 山梨県大月土木事務所 ㈱大月工務所 3.08 大月奥多摩線道路工事 山梨県 大月市七保町小金沢

554 岐阜県兼山町 馬瀬建設協業組合 3.09 3.10 古城山落石防止工事 岐阜県 可児郡兼山町古城山

555 徳島県徳島土木事務所 平野産業㈱ 3.08 3.12 急傾斜地崩壊対策工事 徳島県 勝浦郡上勝町福原

556 南方勧善会 第二建設㈱ 3.09 神社本殿基礎修繕工事 岡山県 岡山市南方3丁目

557 岐阜県古川土木事務所 馬瀬建設協業組合 3.07 3.10 県単崩落防止工事 岐阜県 吉城郡河合村天生

558 岐阜県萩原土木事務所 馬瀬建設協業組合 3.08 3.11 県単崩落防止工事 岐阜県 益田郡小坂町落合

559 諏訪城址委員会 馬瀬建設協業組合 3.08 3.09 諏訪城跡修景保全 岐阜県 益田郡萩原町萩原

560 岐阜県萩原土木事務所 イビデンエ業㈱ 3.09 3.10 県単崩落防止工事 岐阜県 益田郡金山町沓部
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561 愛知県岡崎土木事務所 大伸建設㈱ 3.12 愛知こどもの国入道岩落石防止工事 愛知県 幡豆郡幡豆町東幡豆

562 鳥取県郡家土木事務所 中央建設㈱ 3.11 3.12 千狩渡一木線舗装補修及び道路災害防除合併工事 鳥取県 八頭郡河原町和奈見

563 岐阜県高山土木事務所 馬瀬建設協業組合 3.11 4.01 県単崩落決壊防止工事 岐阜県 大野郡白川村平瀬

564 山梨県市川土木事務所 ㈱中村興業 3.09 3.12 県単災害防除工事 山梨県 南巨摩郡鰍沢町烏屋

565 山梨県甲府土木事務所 ㈱中村興業 3.10 4.01 県単災害防除工事 山梨県 甲府市高成町えぼし岩

566 建設省松山工事事務所 ㈱加茂土建 3.12 (R33号)久万防災工事 愛媛県 上浮穴郡久万町落合

567 大分県国東土木事務所 九州特殊土木㈱ 3.12 4.03 稲積姫島港線災害防災工事 大分県 東国東郡姫島村金

568 長野県豊科建設事務所 北陽建設㈱ 3.07 4.01 平成3年度緊急地方道路整備工事 長野県 南安曇郡穂高町朴の木橋

569 長野県木曽建設事務所 北陽建設㈱ 3.11 4.03 平成3年度県単道路防災工事 長野県 木曽郡南木曽町妻籠

570 建設省松山工事事務所 泉建設㈱ 4.01 4.02 (R56号)中山歩道外1件工事 愛媛県 伊予郡中山町日南登～中山

571 建設省松山工事事務所 西条建設㈱ 4.01 4.02 (R11号)鞍瀬防災工事 愛媛県 周桑郡丹原町鞍瀬

572 建設省土佐国道工事事務所 ミタニ建設工業㈱ 4.02 (R32号)板木野のり面工事 高知県 長岡郡大豊町小川

573 岡山県東備地方振興局 ㈲畠中建設 3.12 4.02 福本和気線道路修繕工事 岡山県 和気郡和気町保曽

574 徳島県脇町土木事務所 平野産業㈱ 3.12 4.03 路側整備工事路肩復旧 徳島県 美馬郡貞光町端山

575 鳥取県企業局 ㈲宮本組 3.11 4.03 春米発電所水圧鉄管路周辺補償工事 鳥取県 八頭郡若桜町大炊

576 岡山県勝山町 第二建設㈱ 4.02 4.03 林道柴原向線落石防止工事 岡山県 真庭郡勝山町柴原

577 日本道路公団広島建設局 アイサワ・梅林JV 4.03 山陽自動車道塩納工事 岡山県 赤磐郡瀬戸町塩納

578 兵庫県加美町多田区長 日本防災㈱ 4.06 4.07 作業道復旧工事 兵庫県 多可郡加美町多田

579
兵庫県但焉高原林道建設事務
所

㈲本田組 4.07 4.11 瀞川・永ノ山線整備事業工事 兵庫県 養父郡大屋町

580
兵庫県但馬高原林道建設事務
所

㈲中尾組 4.07 4.11 瀞川・永ノ山線整備事業工事 兵庫県 養父郡関宮町

581 関西電力㈱ 前田建設工業㈱ 4.07 4.10 殿山ダム右岸崩壊部修繕工事 和歌山県 西牟婁郡大塔村

582 京都府京北地方振興局 日本防災㈱ 4.08 4.10 平成4年度治山事業設計第1号 京都府 北桑田郡美山町泉堂ケ迫

583 和歌山県新宮市 ㈱大畑建設 4.09 4.10 林道高田線法面補強工事 和歌山県 新宮市高田

584 兵庫県西脇市 ㈲西村 4.08 4.10 県単独補助治山事業 兵庫県 西脇市西脇

585 兵庫県赤穂市 日本防災㈱ 4.10 5.02 八軒家古池線道路改良工事 兵庫県 赤穂市福浦

586 兵庫県安富町 槙本組 4.09 4.12 林道開設事業 兵庫県 宍粟郡安冨町安富

587 兵庫県三日月町 ㈱新田組 4.12 林道三日月本郷線開設事業 兵庫県 佐用郡三日月町三日月

588 兵庫県龍野農林事務所 豊友事業協合組合 4.10 5.02 集落防災対策総合治山事業 兵庫県 宍粟郡山崎町田井

589 兵庫県神崎町 ㈲三共 4.12 5.03 民有林林道改築事業 兵庫県 神崎郡神崎町猪篠

590 京都府宮津振興局 ㈱和田組 4.10 5.03 予防治山事業 京都府 与謝郡伊根町蒲入
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591 兵庫県播磨林道建設事業所 ㈱清水組 5.01 5.03 広域基幹林道開設事業 兵庫県 多可郡加美町奥荒田

592 兵庫県朝来町 ㈱松本工務店 4.09 5.03 民有林林道開設事業 兵庫県 朝来郡朝来町山ノ内

593 兵庫県六甲治山事務所 松栄建設㈱ 5.02 5.04 復旧治山事業 兵庫県 芦屋市奥山

594 岡山県英田町 第二建設㈱ 4.04 4.06 落石防止工事 岡山県 英田郡英田町中川

595 岡山県阿新地方振興局 第二建設㈱ 4.05 4.09 公共道路災害防除工事 岡山県 新見市長屋

596 徳島県脇町土木事務所 平野産業㈱ 4.05 4.08 貞光剣山線路側整備工事落石 徳島県 美馬郡貞光町端山

597 山梨県都留土木事務所 ㈱中村興業 4.04 4.08 本栖湖畔線4年災害(16)道路工事 山梨県 西八代郡下部町川尻

598 山梨県甲府林務事務所 宏和建設㈱ 4.05 4.11 山田(1工区)工事 山梨県 甲府市横根町山田

599 長野県木曽建設事務所 北陽建設㈱ 4.06 4.10 県単道路防災工事 長野県 木曽郡南木曽町妻籠3号下

600 岡山県真庭地方振興局 第二建設㈱ 4.07 4.08 単県道路災害防除道路修繕合併工事 岡山県 真庭郡勝山町月田本

601 福山営林署 ㈱堀田組 4.07 4.11 浄土寺山国有林山腹工事 広島県 尾道市浄土寺山

602 香川県土庄土木事務所 第二建設㈱ 4.07 4.11 県道土庄神懸線道路災害防除工事 香川県 小豆郡土庄町

603 鳥取県日野地方農林局 美保土建㈱ 4.08 4.10 金持地区復旧治山工事 鳥取県 日野郡日野町金持

604 福岡県那珂土木事務所 ㈱岡澤組 4.09 4.10 一般国道385号線道路防災工事 福岡県 筑紫郡那珂川町市の瀬

605 岐阜県古川土木事務所 馬瀬建設協業組合 4.07 4.10 地方特定道路整備崩落決壊防止工事 岐阜県 吉城郡上宝村岩井戸

606 広島県尾道市 松栄産業㈱ 4.07 4.11 天狗松3号小規模崩壊地復旧工事 広島県 尾道市西土堂

607 和歌山県串本土木事務所 杉尾建設 4.09 5.02 県道周参見七川古座線緊急地方道整備工事 和歌山県 東牟婁郡古座川町宇津木

608 石川県道路公社 和興建設㈱ 4.08 4.09 白山林道交通安全緊急対策事業 石川県 石川郡吉野谷村中宮

609 岐阜県可茂土木事務所 馬瀬建設協業組合 4.08 4.11 県単崩落決壊防止 岐阜県 加茂郡七宗町上麻生

610 岡山県勝英地方振興局 ㈱田村工務店 4.09 4.12 福本和気線道路改築工事 岡山県 英田郡英田町真神

611 建設省松山工事事務所 西条建設㈱ 4.09 5.02 (R11号)鞍瀬防災外1件工事 愛媛県 周桑郡丹原町鞍瀬

612 長野県大町建設事務所 川中島建設㈱ 4.07 5.02 県単緊急地方道路整備道路災害防除工事 長野県 北安曇郡八坂村大滝

613 山梨県市川土木事務所 ㈱中村興業 4.09 4.12 災害防除国道300号道路工事 山梨県 西八代郡下部町中之倉

614 山梨県甲府林務事務所 小野建設㈱ 4.07 5.01 江見工事 山梨県 甲府市高成町江見

615 山梨県塩山土木事務所 ㈱興建社 4.08 5.02 国道411号道路工事 山梨県 北都留郡丹波山村大常木親川

616 長野県大町建設事務所 ㈱相模組 4.09 5.03 国補道路災害防除工事 長野県 大町市扇沢橋2号下

617 広島県廿日市土木建築事務所 昇和工業㈱ 4.10 5.01 国道186号道路災害防除工事 広島県 佐伯郡佐伯町栗栖

618 高知県越知土木事務所 ㈱竹内建設 4.10 4.12 県道久万池川線道路災害防除工事 高知県 吾川郡池川町

619 山口県阿東土木事務所 金子建設㈱ 4.12 5.01 一般県道萩長門峡線単独道路災害防除工事1工区 山口県 阿武郡阿東町篠目

620 島根県川本土木建築事務所 第二建設㈱ 4.11 5.03 別府川本線災害防除工事 島根県 邑智郡川本町多田
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621 島根県川本土木建築事務所 第二建設㈱ 4.11 5.02 川本波多線災害防除工事 島根県 邑智郡川本町川下

622 和歌山県新宮土木事務所 中岸組 4.12 5.02 国道168号道路改良工事 和歌山県 東牟婁郡本宮町大津荷

623 山梨県企業局 権守土建㈱ 4.10 4.12 富士山4合目法面保護工事 山梨県 富士吉田市富士山4合目

624 高知県宿毛土木事務所 ㈱竹内建設 4.12 5.02 母島県単急傾斜地崩壊対策工事 高知県 宿毛市沖ノ島

625 山梨県甲府土木事務所 ㈱中村興業 4.12 5.02 甲府昇仙峡線道路工事 山梨県 甲府市平瀬町猿岩

626 山梨県大月土木事務所 天野工業㈱ 4.10 5.03 大月奥多摩線道路工事 山梨県 大月市七保町

627 岐阜県古川土木事務所 馬瀬建設協業組合 4.12 5.03 県単浮石除去工事 岐阜県 吉城郡上宝村岩井戸

628 岐阜県可茂土木事務所 馬瀬建設協業組合 4.12 5.01 県単崩落決壊防止 岐阜県 可児郡御嵩町大久後

629 島根県川本土木建築事務所 第二建設㈱ 4.12 5.03 川本赤来線災害防除工事 島根県 邑智郡大和村長藤

630 岐阜県八幡山林事業所 馬瀬建設協業組合 4.12 5.03 予防治山工事 岐阜県 郡上郡八幡町相生畑上通

631 長野県長野市 川中島建設㈱ 4.12 5.03 水力発電施設周辺地域交付金事業道路防災工事 長野県 長野市大字塩生乙

632 和歌山県串本土木事務所 大屋組 4.12 5.03 県道周参見七川古座線災害防除工事 和歌山県 東牟婁郡古座川町宇津木

633 建設省徳島工事事務所 ㈱西村建設 4.12 5.03 (R32号)山城防災第一工事 徳島県 三好郡山城町西宇

634 岡山県真庭地方振興局 第二建設㈱ 5.01 5.03 単県道路災害防除工事 岡山県 真庭郡勝山町見尾

635 岡山県東備地方振興局 第二建設㈱ 5.03 5.07 (O県債)単県道路災害防除工事 岡山県 和気郡佐伯町岩戸

636 建設省岡山国道工事事務所 笹岡工業㈱ 5.03 津山維持工事 岡山県 御津郡御津町金川

637 長野県大町建設事務所 ㈱相模組 5.03 5.07 ０県債県単道路防災工事 長野県 大町市大字中の沢

638 徳島県池田土木事務所 ㈲名頃建設 5.04 5.05 災害国補第143号(一部債務負担)道路工事 徳島県 三好郡東祖谷山村菅生

639 岡山県勝山町 第二建設㈱ 5.04 5.05 林道星山線落石防止工事 岡山県 真庭郡勝山町竹原

640 岡山県大原町 ㈱岩江建設 5.04 町道大原谷線改良工事 岡山県 英田郡大原町川上

641 山梨県甲府林務事務所 宏和建設㈱ 5.04 5.10 山田治山落石防止工事 山梨県 甲府市横根町山田

642 山梨県甲府土木事務所 ㈱中村興業 5.05 5.07 濁川河川工事 山梨県 甲府市朝気一丁目地内

643 石川県金沢土木事務所 和興建設㈱ 5.05 常盤町緑のアメニティ空間整備工事(1工区) 石川県 金沢市常盤町

644 石川県吉野谷村 和興建設㈱ 5.05 河川敷流末処理工事 石川県 石川郡吉野谷村字吉野

645 香川県観音寺土木事務所 第二建設㈱ 5.05 5.08 丸亀詫間豊浜線道路災害防除工事 香川県 三豊郡仁尾町

646 香川県土庄土木事務所 湯浅工業㈱ 5.05 5.08 県道土庄神懸線道路災害防除工事 香川県 小豆郡土庄町

647 烏取県日野地方農林局 美保土建㈱ 5.06 5.08 金持地区復旧治山工事 鳥取県 日野郡日野町金持

648 広島県竹原土木事務所 伸和建設㈱ 5.06 5.07 小用G地区急傾斜地崩壊対策工事 広島県 豊田郡川尻町小用

649 兵庫県神崎町 ㈲三共 5.08 5.12 林業改良事業 兵庫県 神崎郡神崎町猪篠

650 兵庫県朝来町 ㈱松本工務店 5.07 5.08 民有林林道開設事業 兵庫県 朝来郡朝来町山ノ内
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651 兵庫県播磨林道建設事業所 越智谷運輸建設㈱ 5.07 5.09 広域基幹林道開設事業 兵庫県 飾磨郡夢前町山之内

652 兵庫県豊岡農林事務所 ㈲野村建設 5.01 5.11 県単独県営治山事業 兵庫県 美方郡村岡町入江

653 兵庫県赤穂市 日本防災㈱ 5.11 6.02 原柏原線道路修繕工事 兵庫県 赤穂市有年原

654 兵庫県八鹿土木事務所 ㈱西村風晃園 5.11 道路防災事業 兵庫県 養父郡関宮町出合

655 兵庫県播磨林道建設事業所 ㈱山田開発 6.03 6.04 県単独林道整備事業(促進型) 兵庫県 多可郡加芙町奥荒田

656 兵庫県播磨林道建設事業所 ㈲今中組 6.03 6.04 広域基幹林道開設事業 兵庫県 多可郡加美町寺内

657 兵庫県播磨林道建設事業所 ㈲今中組 6.03 6.04 民有林林道施設災害復旧事業 兵庫県 多可郡八千代町大屋

658 兵庫県赤穂市 日本防災㈱ 6.01 6.03 八軒家古池線道路改良工事 兵庫県 赤穂市福浦

659 兵庫県竜野農林事務所 国土防災技術㈱ 6.01 林道法師ヶ谷線災害復旧工事 兵庫県 宍粟郡山崎町生谷

660 京都府林務事務所 昭和土木㈱ 6.02 6.03 国有林野内補助治山事業 京都府 京都市左京区鞍馬貴船

661 兵庫県柏原農林事務所 谷川土建 6.03 保安林管理道整備事業 兵庫県 氷上郡青垣町西芦田

662 兵庫県但馬林道建設事務所 日本土地山林㈱ 6.03 6.05 広域基幹林道開設事業 兵庫県 朝来郡朝来町左嚢

663 兵庫県和田山農林事務所 ㈲能見建設 6.04 新林業構造改善事業 兵庫県 朝来郡生野町菖蒲沢

664 兵庫県和田山農林事務所 ㈲島垣工務店 6.04 生活環境保全林整備事業 兵庫県 養父郡大屋町加保

665 兵庫県和田山農林事務所 ㈱安井工務店 6.04 地域防災対策治山事業 兵庫県 養父郡大屋町宮本

666 建設省土佐国道工事事務所 ㈱竹内建設 4.10 6.01 (R33)二子野視距改良工事 高知県 吾川郡吾川村二子野

667 山梨県甲府林務事務所 小野建設㈱ 5.06 5.08 復旧治山江見工事(落石防止工事) 山梨県 甲府市高成町江見

668 広島県三次農林事務所 日本植生㈱ 5.06 5.07 治山施設維持修繕事業山腹工事 広島県 双三郡作木村岡三渕

669 高知県伊野土木事務所 ㈱竹内建設 5.07 5.10 国道194号落石防止緊急対策工事 高知県 吾川郡伊野町出来地

670 広島県可部農林事務所 第二建設㈱ 5.07 5.09 公園施設整備事業三段峡安全対策工事 広島県 山県郡戸河内町向イ山

671 和歌山県新宮土木事務所 第二建設㈱ 5.07 5.09 大日山谷川砂防修繕工事 和歌山県 東牟婁郡本宮町本宮

672 長野県大町建設事務所 ㈱長屋組 5.08 国補道路災害防除工事 長野県 北安曇郡白馬村白沢

673 長野県長野建設事務所 ㈱キッツワーク 5.10 5.11 県単道路改良工事(大岡村岩盤接着工事) 長野県 更級郡大岡村椛内～郡界

674 石川県鶴来土木事務所 ㈱佐藤組 5.08 5.12 一般国道360号道路災害防除工事 石川県 石川郡尾口村東荒谷

675 富山県福野土木事務所 木村建設㈱ 5.09 5.10 一般国道156号災害防除落石予防工 富山県 東砺波郡庄川町小牧

676 広島県東広島土木建築事務所 伸和建設㈱ 5.09 5.12 国432号道路維持修繕道路防災工事 広島県 賀茂郡河内町小田猿岩トンネル上

677 和歌山県串本土木事務所 ㈲勝恵組 5.06 5.12 県道すさみ古座線災害防除工事 和歌山県 東牟婁郡古座川町宇津木

678 岐阜県古川土木事務所 馬瀬建設協業組合 5.09 5.12 県単崩落決壊防止工事 岐阜県 吉城郡河合村天生

679 中部電力株式会社 馬瀬建設協業組合 5.08 5.09 旗鉾（発）水圧鉄管路法面落石防止工事 岐阜県 大野郡丹生川村旗鉾

680 JR東日本旅客鉄道株式会社 須田建設㈱ 5.10 5.11 津久田岩本間108K付近落石防止網新設その他工事 群馬県 上越線津久田岩本間



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績 2019年5月まで　3621件
（欠番9件あり）

実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

681 烏取県郡家土木事務所 第二建設㈱ 5.10 5.12 一般国道482号道路災害防除工事 鳥取県 八頭郡佐治村栃原

682 鳥取県鳥取土木事務所 第二建設㈱ 5.10 5.12 主要地方道網代港線道路修繕工事 鳥取県 岩美郡岩美町岩本

683 島根県仁多土木事務所 日特建設㈱ 5.10 6.01 一般国道432号下阿井拡幅改築(改良)工事 島根県 仁多郡仁多町下阿井

684 栃木県日光土木事務所 ライトエ業㈱ 5.10 6.01 一般国道12碍国庫補助道路改良工事 栃木県 日光市明智平分割3号

685 佐賀県唐津農林事務所 ㈱土井組 5.10 5.11 林道開設事業三方山線4工区工事 佐賀県 東松浦郡相知町伊岐佐

686 東京電力株式会社
関電工・日本工営・大興
電気JV

5.12 北栃木幹線新設工事 栃木県 今市市小林

687 大分県国東土木事務所 九州特殊土木㈱ 5.11 6.03 防災単第4号災害防除工事 大分県 東国東郡姫島村金

688 長野県大町建設事務所 ㈱相模組 5.11 6.03 県単道路防災(法面対策)工事 長野県 大町市大字中の沢

689 広島県廿日市土木建築事務所 昇和工業㈱ 5.10 6.03 国道186号道路災害防除工事 広島県 佐伯郡佐伯町栗栖

690 建設省松山工事事務所 ㈱新建設 5.12 6.03 平成5年度33号防災第2工事 愛媛県 上浮穴郡美川村地先

691 長野県長野建設事務所 川中島建設㈱ 5.11 6.03 国補5年災道路災害復旧工事 長野県 上水内郡信州新町久米路

692 山梨県甲府土木事務所 ㈱中村興業 5.11 6.01 甲府昇仙峡線道路工事(落石防止工事) 山梨県 甲府市平瀬町天神森の1

693 山梨果甲府土木事務所 吉沢建設㈱ 5.11 5.12 甲府昇仙峡線道路工事(落石防止工事) 山梨県 甲府市平瀬町天神森

694 山梨県甲府土木事務所 ㈱中村興業 5.11 6.01 藤川河川工事(笠石補強工) 山梨県 甲府市中央三丁目地内

695 大嶽山那賀都神社 ㈱中村興業 5.12 6.04 大嶽山那賀都神社補強工事 山梨県 東山梨郡三富村上釜口317

696 建設省長野国道工事事務所 ㈱宮下組 5.12 6.03 一般国道18号坂城歩道設置工事 長野県
上田市大字下塩尻埴科郡坂城町大
字南城

697 中部電力株式会社 馬瀬建設協業組合 5.11 竹原川(発)法面落石防止 岐阜県 益田郡下呂町宮地

698 長野県長野建設事務所 川中島建設㈱ 5.12 6.03 県単道路防災(法面対策)工事 長野県 上水内郡信州新町久米路

699 高知県伊野林業事務所 ㈱竹内建設 5.09 6.02 高瀬復旧治山工事 高知県 高岡郡仁淀村高瀬

700 岡山県井笠地方振興局 ㈱高橋組 6.01 6.03 平成5年度予防治山事業第20-1 岡山県 浅口郡鴨方町小坂東

701
山梨県・愛宕・御岳・八ケ岳有
料道路管理事務所

㈱中村興業 6.01 6.02 愛宕トンネル有料道路ダクト漏水防止工事 山梨県 甲府市東光寺町換気所

702 山梨県塩山土木事務所 ㈱中村興業 6.01 6.02 国道411号道路工事鋼製洞門補修工 山梨県 北都留郡丹波山村大常木第一洞門

703 山梨県韮崎土木事務所 ㈲浅川運輸土建 6.02 6.03 清里駅前歩道部防水工事 山梨県 北巨摩郡高根町清里駅前

704 山梨県大月土木事務所 ㈱中村興業 6.02 6.03 浅川瀬戸線落石防止工事 山梨県 大月市七保町浅川紅葉橋手前

705 岡山県真庭地方振興局 第二建設㈱ 6.02 6.03 道路改築工事 岡山県 真庭郡勝山町柴原

706 岡山県日生町 第二建設㈱ 6.03
大多府漁村型リゾート整備事業自然研究路整備(落石防
止)工事

岡山県 和気郡日生町大多府

707 島根県川本土木建築事務所 西村土木 6.03 国道375号緊急地方道路整備事業 島根県 邑智郡大和村上野

708 山梨県峡東土地改良事務所 ㈱内田組 6.03 擁壁注入工事 山梨県 山梨市堀之内地内
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709 山梨県塩山土木事務所 ㈱中村興業 6.03 6.05 国道140号城山トンネル　トンネル漏水防止工事 山梨県 東山梨郡三富村下釜口

710 石川県鶴来土木事務所 ㈱佐藤組 6.03 6.06 一般国道360号道路災害防除工事(2工区） 石川県 石川郡尾口村東荒谷

711 岐阜県八幡山林事業所 馬瀬建設協業組合 6.03 6.07 予防治山工事 岐阜県 郡上郡八幡町相生畑上通

712 ジャパンクラシック㈱ ㈱中村興業 6.04 6.05 メイプルポイントゴルフクラブ落石防止工事 山梨県 北都留郡上野原町鶴島

713 村田光博 ㈱中村興業 6.04 村田邸石積補強工事 山梨県 塩山市上粟生野

714
高知県農林水産部伊野林業事
務所

㈱竹内建設 6.04 6.11 程野復旧治山工事 高知県 吾川郡吾北村程野

715 新潟県糸魚川土木事務所 田辺建設㈱ 6.05 6.06 地方特定道路整備(災害防除)工事 新潟県 西頸城郡青海町

716 徳島県池田農林事務所 ㈲小林建設 6.01 6.03 平成5年度災害関連緊急治山事業 徳島県 三好郡西祖谷山村吾橋

717 香川県土庄土木事務所 第二建設㈱ 6.05 6.08 県道土庄神懸線道路災害防除工事 香川県 小豆郡土庄町

718 岐阜県古川土木事務所 馬瀬建設協業組合 6.05 6.09 県単崩落決壊防止工事 岐阜県 吉城郡河合村天生

719 島根県木次土木建築事務所 第二建設㈱ 6.06 6.10 国道184号外1線道路災害防除工事 島根県 頓原町八神飯石郡赤来町畑田

720 宗教法人石鎚神社 ㈲河野建設 6.06 石鎚山落石防止対策工事 愛媛県 西条市石鎚山二の鎖

721 大分県中津土木事務所 北部特殊土木㈱ 6.06 6.07 緊急地防A第9-11号災害防除工事森耶馬渓線 大分県 下毛郡耶馬渓町山移

722 岡山県井笠地方振興局 ㈱高橋組 6.05 6.08 予防治山事業第20-2号 岡山県 浅口郡鴨方町小坂東

723 愛媛県久万土木事務所 中居建設㈱ 6.06 6.12 急傾斜地崩壊対策工事 愛媛県 上浮穴郡柳谷村西谷

724 兵庫県赤穂市 日本防災㈱ 6.05 6.08 原棉原線道路修繕工事 兵庫県 赤穂市有年原

725 長野県松本建設事務所 ㈱大野建設 6.03 6.11 上高地公園線堰堤上道路災害防除工事 長野県 南安曇郡安曇村

726 島根県広瀬土木事務所 ㈲足立組 6.07 6.08 国道432号布部工区災害防除工事 島根県 能義郡広瀬町布部

727 島根県川本土木建築事務所 ㈲大和興産 6.07 国道375号線災害防除工事 島根県 邑智郡大和村上野

728 岐阜県恵那山林事務所 ㈲柴田土木 6.08 7.03 予防治山工事 岐阜県 瑞浪市釜戸町城山

729 兵庫県六甲治山事務所 松栄建設㈱ 6.08 7.03 復旧治山事業 兵庫県 芦屋市奥山

730 兵庫県但馬林道建設事務所 日本土地山林㈱ 6.08 7.02 県単独治山事業 兵庫県 朝来郡朝未町佐嚢

731 兵庫県但馬林道建設事務所 ㈱昇産業 6.08 7.03 広域基幹林道開設事業 兵庫県 飾磨郡夢前町山之内

732 兵庫県赤穂市 ㈲石中工業 6.09 7.01 八軒家古池線道路改良工事 兵庫県 赤穂市福浦

733 島根県川本土木建築事務所 ㈲新田組 6.08 6.10 浜田作木線雪田工区特別県単(改良)第2期 島根県 邑智郡羽須美村雪田

734 建設省甲府工事事務所 近藤工業㈱ 6.05 6.08 箱原災害復旧工事 山梨県 南巨摩郡鰍沢町箱原

735 山梨県大月土木事務所 ㈱中村興業 6.07 6.10 桑才下真木線とぴ土木工事 山梨県 大月市大月町上真木

736 岡山県高梁地方振興局 ㈱岩本建設 6.08 6.09 地域防災対策事業総合治山 岡山県 高梁市中井町西方

737 高知県本山土木事務所 ㈱竹内建設 6.08 6.09 本道防第5-1号国道194号道路防災工事 高知県 土佐郡本川村戸中

738 岐阜県萩原山林事業所 馬瀬建設協業組合 6.08 7.02 予防治山工事 岐阜県 益田郡金山町金山尾滝
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739 鳥取県郡家土木事務所 西村建設㈱ 6.09 6.10 一般国道482号道路災害防除工事(1工区) 鳥取県 八頭郡佐治村高山

740 新潟県糸魚川土木事務所 田辺建設㈱ 6.09 6.11 地方特定道路整備(災害防除)工事 新潟県 西頸城郡青海町

741 建設省岡山国道工事事務所 目黒建設㈱ 6.09 7.02 (R30)玉野防災工事 岡山県 玉野市宇野

742 岡山県倉敷市 第二建設㈱ 6.10 落石防止工事 岡山県 倉敷市屋敷

743 島根県浜田農林事務所 今井産業㈱ 6.10 復旧治山事業(矢上屋) 島根県 那賀郡旭町都川

744 鳥取県根雨土木事務所 ㈲山田建設 6.10 7.03 一般国道181号道路災害復旧工事(応急) 鳥取県 日野郡溝口町根雨原

745 岐阜県八幡山林事業所 ㈱松本土建 6.09 7.03 予防治山工事 岐阜県 郡上郡八幡町初納

746
河口湖富士線有料道路管理事
務所

㈱吉野土建 6.10 6.12 富士山5合目法面補強工事 山梨県 富士吉田市富士山5合目

747 岡山県高梁地方振興局 ㈱奥田組 6.10 7.03 予防治山事業 岡山県 高梁市落合町阿部

748 栃木県矢板林業事業所 ㈲杉木建設 6.10 6.11 自然公園等施設整備事業雄飛滝線歩道補修工事 栃木県 那須郡塩原町下塩原

749 岐阜県萩原山林事業所 馬瀬建設協業組合 6.10 7.03 予防治山工事 岐阜県 益田郡下呂町少ヶ野川平戸

750 建設省長野国道工事事務所
中部・北信建設経常協同
企業体

6.11 7.03 (R19)水内外防災工事 長野県
上水内郡信州新町水内長野市信更
町安延

751 建設省松山工事事務所 拓明建設㈱ 6.11 7.01 33号防災第一工事 愛媛県 上浮穴郡美川村日野浦

752 岐阜県八幡山林事業所 ㈱高垣組 6.11 7.03 予防治山工事 岐阜県 郡上郡八幡町柵井

753 島根県大田土木事務所 第二建設㈱ 6.11 7.03 湯里地区急傾斜地崩壊対策工事 島根県 邇摩郡温泉津町湯里

754 和歌山県田辺土木事務所 ㈱丸山組 6.12 7.03 県道田辺龍神線災害防除工事 和歌山県 田辺市上秋津

755 山梨県甲府林務事務所 小野建設㈱ 6.12 7.03 復旧治山江見工事 山梨県 甲府市高成町江見

756 高知県宿毛土木事務所 ㈱竹内建設 6.12 7.03
緊道整(A)第16-4-2県道沖の島循環線緊急地方道整備工
事

高知県 宿毛市沖の島弘瀬

757 山梨県韮崎林務事務所 ㈱フタバ 6.12 7.03 八ケ岳特用薬用植物園整備2工区工事 山梨県 北巨摩郡小渕沢町上笹尾篠原

758 富士野屋別館 飯塚工業㈱ 6.12 池補修工事 山梨県 東八代郡石和町八田

759 山梨県塩山土木事務所 岩波建設㈱ 6.12 7.03 急傾斜地崩壌対策工事(国補) 山梨県 塩山市上萩原裂石地内の1

760 山梨県塩山土木事務所 岩波建設㈱ 6.12 7.03 急傾斜地崩壊対策工事(県単) 山梨県 塩山市上萩原裂石地内の1

761 岐阜県古川土木事務所 馬瀬建設協業組合 7.01 7.03 県単崩落決壊防止工事 岐阜県 吉城郡上宝村神坂

762 高知県吾北村 ㈱竹内建設 7.02 平成6年度県単林道程野支線整備工事 高知県 吾川郡吾北村清水程野

763 高知県宿毛土木事務所 安本建設㈱ 7.02 急傾第56-2-11号母島急傾斜地崩壊対策工事 高知県 宿毛市沖の島母島

764 香川県土庄土木事務所 第二建設㈱ 7.02 7.03
地方道路整備臨時交付金県道土庄内海線緊急地方道路
整備(B)工事

香川県 小豆郡内海町吉田

765 岡山県総社市 第二建設㈱ 7.02 7.03 石造美術磨崖仏整備(石保存)工事 岡山県 総社市下原

766 建設省岡山国道工事事務所 中央建設㈱ 7.02 7.05 (R180)日羽防災工事 岡山県 総社市日羽

767 島根県川本土木建築事務所 今岡工業㈱ 7.02 7.05 浜田作木線伏谷1工区交A第1期工事 島根県 邑智郡瑞穂町伏谷
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768 山梨県甲府土木事務所 ㈱中村興業 7.02 7.03 甲府昇仙峡線道路工事 山梨県 甲府市平瀬地内の1

769 山梨県甲府土木事務所 ㈱中沢組 7.02 7.03 韮崎昇仙峡線道路工事 山梨県 中巨摩郡敷島町下福沢

770 山梨県甲府土木事務所 ㈱中村興業 7.02 7.03 濁川河川工事 山梨県 甲府市朝気一丁目

771 岡山県総社市 第二建設㈱ 7.02 7.03 石造美術磨崖仏整備(2工区) 岡山県 総社市下原

772 長崎県時津町 丸田開発㈱ 7.03 さばくさらかし岩の安全対策工事 長崎県 西彼杵郡時津町元村郷

773 愛媛県久万土木事務所 日特建設㈱ 7.03 高防災第4号の1道路災害防除工事 愛媛県 上浮穴郡小田町本川

774 兵庫県道路公社 ㈱徳山工務店 7.03 但馬第二但馬海岸有料道路道路維持修繕工事 兵庫県 城崎郡香住町訓谷豊岡市瀬戸

775
高知県農林水産部伊野林業事
務所

㈱竹内建設 7.03 7.11 第87号程野復旧治山工事 高知県 吾川郡吾北村程野

776 島根県松江土木建築事務所 日特建設㈱ 7.04 松江鹿島美保関線交A(災害防除)第1期工事 島根県 八束郡鹿島町御津

777 建設省新潟国道工事事務所 第二建設㈱ 7.04 7.06 (R49)谷花落石災害対策工事 新潟県 東蒲原郡三川村谷花

778 岡山県東備地方振興局 第二建設㈱ 7.05 7.08 岡山赤穂線単県道路災害防除工事 岡山県 和気郡和気町曽根

779 射場裕司 日本防災㈱ 7.05 射場邸石積修繕工事 兵庫県 神戸市灘区本山町

780 岡山県東備地方振興局 第二建設㈱ 7.05 7.09 和気吉井線単県道路災害防除工事 岡山県 和気郡佐伯町小原

781 鳥取県根雨土木事務所 大宮建設㈲ 7.05 7.10 一般国道180号特殊改良一種工事 鳥取県 日野郡日南町菅沢

782 島根県出雲土木建築事務所 今岡工業㈱ 7.06 7.08 湖陵掛合線宮内工区特別県単(改良)工事 島根県 簸川郡佐田町宮内

783 建設省松江国道工事事務所 ㈱中筋組 7.06 7.08 (R9)温泉津第2防災工事（福光工区) 島根県 邇摩郡温泉津町福光

784 岐阜県岐阜山林事業所 ㈱東組 7.03 7.10 工第2093号予防治山工事 岐阜県 美濃市安毛字井之面

785 岐阜県萩原山林事業所 遠藤組㈲ 7.04 7.09 工第7004号予防治山工事 岐阜県 益田郡下呂町少ケ野川戸平

786 岐阜県古川土木事務所 馬瀬建設協業組合 7.05 7.10 工第1号県単崩落決壊防止工事 岐阜県 吉城郡河含村天生

787 広島県庄原農林事務所 ㈱西日本ｸﾞﾘｰﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ 7.06 8.01 復旧治山事業山腹工事 広島県 庄原市本町

788 栃木県矢板林業事業所 ㈲杉本建設 7.06 7.07 自然公園等施設整備事業雄飛の滝線歩道補修工事 栃木県 那須郡塩原町下塩原

789 建設省浜田国道工事事務所 東急建設㈱ 7.06 7.07 笹倉トンネル工事 島根県 美濃郡美都町笹倉

790 建設省新潟国道工事事務所 第二建設㈱ 7.07 7.12 (R49)谷花落石災害対策その2工事 新潟県 東蒲原郡三川村谷花

791 香川県土庄土木事務所 第二建設㈱ 7.07 7.10 県道土庄神懸線道路災害防除工事 香川県 小豆郡土庄町銚子渓

792 島根県木次土木建築事務所 第二建設㈱ 7.07 7.11 国道148号災害防除工事 島根県 飯石郡頓原町八神

793 岐阜県萩原山林事業所 金山土木協業組合 7.07 7.11 工第7017号予防治山工事 岐阜県 益田郡金山町祖師野

794
河口湖富士線有料道路管理事
務所

㈱久保寺工務店 7.07 7.10 富士山有料道路土留溶岩張新設工事 山梨県 南都留郡鳴沢村富士山14.6㎞

795 長野県豊科建設事務所 大日本土木・伊藤組JV 7.08 国補荒廃砂防工事 長野県 南安曇郡穂高町中房

796 高知県伊野土木事務所 ㈱竹内建設 7.08 7.09 内野(東)急傾斜地崩壊対策工事 高知県 吾川郡伊野町内野
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797 山口県企業局 ㈲横正組 7.08 7.11 新阿武川発電所落石防止対策工事 山口県 阿武郡川上村案座原

798 山梨県市川土木事務所 ㈱中村興業 7.08 7.12 西沢吹付工事 山梨県 南巨摩郡鰍沢町十谷地内の1

799 島根県松江土木建築事務所 ㈲プラックス・コタニ 7.08 7.10 松江鹿島美保関線御津工区交A(災害防除)(第二期)工事 島根県 八束郡鹿島町御津

800 島根県大田土木事務所 第二建設㈱ 7.08 7.12 湯里地区急傾斜地崩壊対策工事 島根県 邇摩郡温泉津町湯里

801 岐阜県高山山林事業所 馬瀬建設協業組合 7.08 8.01 工第8056号予防治山工事 岐阜県 大野郡丹生川村日面大谷西平

802 岐阜県富加町 馬瀬建設協業組合 7.08 7.11 工第集環1号集落環境保金整備事業 岐阜県 加茂郡富加町大平賀字老梅

803 高知県伊野林業事務所 ㈱竹内建設 7.09 8.03 第140号実間予防治山工事 高知県 高岡郡仁淀村実間

804 石川県鶴来土木事務所 山崎商事㈱ 7.09 8.03 道路災害防除工事 石川県 石川郡尾口村尾添(岩間)

805 岡山県東備地方振興局 寺見建設㈱式会社 7.09 8.03 長浜地内復旧治山11-2 岡山県 備前市長浜

806 島根県大田土木事務所 第二建設㈱ 7.09 8.01 福波地区急傾斜地崩壊対策(第2期)工事 島根県 邇摩郡温泉津町福波

807 島根県川本土木建築事務所 第二建設㈱ 7.09 8.01 （主）瑞穂赤来線災害防除工事 島根県 邑智郡大和村長藤

808 岐阜県古川土木事務所 馬瀬建設協業組合 7.09 8.01 工第7号県単崩落決壊防止工事 岐阜県 吉城郡上宝村神坂

809 岐阜県高山土木事務所 馬瀬建設協業組合 7.09 7.11 工第9-3-10号公共道路改良工事 岐阜県 大野郡朝日村小瀬ケ洞

810 富山県福野土木事務所 ㈱松本建設 7.10 7.12 一般国道156号災害防除ロックシェッド小牧2落石予防工 富山県 東砺波郡庄川町小牧

811 高知県中央林業事務所 大豊開発㈱ 7.10 7.12 大豊水路補修工事 高知県 長岡郡大豊町

812 長野県長野地方事務所 マツナガ建設㈱ 7.10 8.03 平成7年度予防治山(火山地域)事業29号工事 長野県 須坂市臥竜公園

813 東京電力株式会社 佐藤工業・青木建設J.V 7.10 7.11 湯川発電所再開発工事1工区 長野県 南安曇郡安曇村湯川

814 岐阜県萩原山林事業所 馬瀬建設協業組合 7.10 8.03 工第7026号予防治山工事 岐阜県 益田郡馬瀬村西村

815 名阪近鉄バス株式会社 大日本土木㈱ 7.10 7.11 伊吹山自動車道法面補修工事 岐阜県 不破郡関ケ原町玉

816 島根県松江農林振興センター ㈱大谷商工 7.11 平成7年度予防治山事業 島根県 八束郡八雲村熊野

817 岡山県倉敷地方振興局 第二建設㈱ 7.11 8.03 第7-2号復旧治山事業 岡山県 倉敷市児島唐琴町

818 愛媛県西条地方局 ㈱神野工務店 7.11 7.12
新防災第17号（主）新居浜別子山線道路防災緊急対策工
事

愛媛県 新居浜市大永山

819 和歌山県本宮町 第二建設㈱ 7.11 8.03 町道小津荷高山線転石接着工事 和歌山県 東牟婁郡本宮町小津荷

820 岐阜県久々野町役場 馬瀬建設協業組合 7.11 7.12 工第30号渚水路水管橋基礎補修工事 岐阜県 大野郡久々野町渚

821 建設省中村工事事務所 ㈱間組 7.11 7.12 横浜トンネル(岩盤接着)工事 高知県 幡多郡佐賀町横浜

822 岐阜県萩原山林事業所 馬瀬建設協業組合 7.11 8.03 工第7036号予防治山工事 岐阜県 益田郡下呂町仏洞

823 山梨県市川土木事務所 ㈱深沢工務所 7.11 8.03 大柳川吹付工事 山梨県 南巨摩郡鰍沢町十谷地先

824 岐阜県八幡山林事業所 馬瀬建設協業組合 7.11 8.03 工第4306号予防治山工事 岐阜県 郡上郡八幡町小那比滝尻

825 山梨県甲府市 小野建設㈱ 7.11 7.12 落石防止工事 山梨県 甲府市猪狩町

826 建設省松山工事事務所 拓明建設㈱ 7.12 8.02 33号防災第2(岩盤接着)工事 愛媛県 上浮穴郡美川村日野浦
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827 兵庫県六甲治山事務所 ㈱水谷建設 7.12 復旧治山事業 兵庫県 神戸市北区山田町下谷上

828 岐阜県可茂山林事業所 馬瀬建設協業組合 7.12 8.03 工第5043号地域生活基盤整備総合治山工事 岐阜県 美濃加茂市三和町川浦

829 島根県益田土木建築事務所 日特建設㈱ 7.12 8.03 一般国道488号道路災害復旧工事（第2期） 島根県 益田市猪木谷

830 岡山県井笠地方振興局 第二建設㈱ 7.12 8.03 第30号予防治山事業 岡山県 笠岡市笠岡

831 林渓寺 上田建設 7.12 8.01 林渓寺石積補強工事 兵庫県 神戸市北区有馬町

832 岡山県岡山地方振興局 第二建設㈱ 7.12 8.03 第6-3号復旧治山事業 岡山県 玉野市渋川4丁目

833 建設省長野国道工事事務所 平林建設㈱ 7.12 8.01 R19野平外防災工事 長野県 北安曇郡八坂村栃沢

834 富山県遺族会 木村建設㈱ 7.12 英霊碑補修工事 富山県 東栃波郡庄川町

835 兵庫県赤穂市 ㈲宮崎土木 8.01 八軒家古池線道路改良工事 兵庫県 赤穂市福浦

836 岡山県岡山地方振興局 第二建設㈱ 8.01 8.07 第6号災害関連緊急治山事業 岡山県 玉野市日比

837 岡山県倉敷地方振興局 第二建設㈱ 8.01 8.07 第1号復旧治山(前金付国債)岩接着工工事 岡山県 倉敷市児島唐琴町

838 高知県安芸林業事務所 ㈱竹内建設 8.02 8.06 第143号坂本予防治山工事 高知県 室戸市坂本

839 岐阜県恵那土木事務所 馬瀬建設協業組合 8.02 8.06 工第1・1-H号県単崩落決壊防止工事 岐阜県 恵那郡加子母村角領

840 兵庫県洲本農林事務所 ㈱中央建設 8.03 8.07 予防治山事業 兵庫県 洲本市小路谷

841 岡山県勝山町 第二建設㈱ 8.04 林道星山線落石防止工事 岡山県 真庭郡勝山町竹原

842 岡山県高梁地方振興局 ㈱岩本建設 8.04 8.09 地域防災対策総合治山工事 岡山県 高梁市中井町西方

843 兵庫県六甲治山事務所 ㈱福吉組 8.04 8.07 7地防第1-15号地域防災対策総合治山事業 兵庫県 神戸市灘区六甲山町字一が谷

844 長野県長野地方事務所 川浦土建㈱ 7.05 8.03 水源地域森林総合整備事業第2-7号工事 長野県
上水内郡鬼無里村天神川一7(柳
沢)

845 建設省土佐国道工事事務所 ㈱西沢組 7.11 32号防災工事 高知県 長岡郡大豊町

846 兵庫県神戸土木事務所 ㈱村居組 8.02 8.03 西舞子（３）地区急傾斜崩壊対策砂防事業 兵庫県 神戸市垂水区西舞子

847 山梨県塩山土木事務所 ㈱興建社 8.03 8.11 国道４１１号道路工事 山梨県 北都留郡丹波山村大常木～親川

848 岐阜県岐阜土木事務所 ㈱地建防災 8.03 8.06 工第2号県単崩落決壊防止工事 岐阜県 岐阜市鶯谷トンネル

849 岐阜県可茂山林事業所 馬瀬建設協業組合 8.04 8.09 第5004号県単治山事業 岐阜県 加茂郡白川町中川保木檀

850 建設省吉野川砂防工事事務所 ㈱竹内建設 8.04 8.05 吉野川源流地点整備工事 高知県 土佐郡本川村瓶ケ森

851 高知県中央林業事務所 ㈲手箱建設 8.05 8.07 寺川予防治山工事 高知県 土佐郡本川村寺川

852 和歌山県本宮町 第二建設㈱ 8.05 8.07 町道備崎高山線小津荷高山線転石接着工事 和歌山県 東牟婁郡本宮町高山小津荷

853 岡山県井笠地方振興局 山陽道路㈱ 8.06 8.09 畑地帯総合土地改良事業支線道路法面保護工事 岡山県 浅口郡寄島町青佐

854 島根県益田土木建築事務所 大河建設㈱ 8.05 8.08 国道488号道路維持修繕工事 島根県 益田市長沢町

855 株式会社中国銀行 ㈱藤木工務店 8.06 8.08 中銀青楓荘落石防止工事 岡山県 苫田郡奥津町

856 岡山県勝英地方振興局 第二建設㈱ 8.06 8.10 第1-1-1号単県道路災害防除工事 岡山県 英田郡大原町下庄町
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857 岐阜県萩原山林事業所 馬瀬建設協業組合 8.06 8.10 第7014号県単治山事業 岐阜県 益田郡下呂町少ヶ野アゲガオ

858 島根県温泉津町 第二建設㈱ 8.07 湯里保育所内岩接着落石防止工事 島根県 邇摩郡温泉津町湯里

859 岡山県岡山地方振興局 第二建設㈱ 8.07 9.01 第12号復旧治山事業 岡山県 玉野市渋川4丁目

860
建設省北陸地方建設局大町ダ
ム管理所

㈱峯村組 8.07 8.08 大町ダム巡視路災害復旧その1工事 長野県 大町市大字平地先

861 島根県木次土木建築事務所 第二建設㈱ 8.07 8.10 瑞穂赤来線畑田工区特別県単(改良)工事(第1期) 島根県 飯石郡赤来町畑田

862 岐阜県高山山林事業所 馬瀬建設協業組合 8.07 8.10 第8524号予防治山事業 岐阜県 大野郡丹生川村日面

863 島根県益田土木建築事務所 第二建設㈱ 8.07 8.11
国道488号白岩拡幅改築(改良)法面安定処理(岩接着)工事
(第2期)

島根県 益田市白岩町

864 石川県金沢市公営企業局 和興建設㈱ 8.07 8.11 上寺津ダム法面保護第一期工事 石川県 金沢市寺津町

865 高知県中央林業事務所 ㈱竹内建設 8.07 8.09 第107号橋川野予防治山工事 高知県 香美郡香北町橋川野

866 高知県伊野林業事務所 ㈱竹内建設 8.07 8.10 第43号程野復旧治山工事 高知県 吾川郡吾北村程野

867 高知市桂浜公園観光開発公社 ㈱竹内建設 8.07 8.09 桂浜公園龍王岬北斜面落石防止工事 高知県 高知市浦戸

868 岐阜県荻原土木事務所 馬瀬建設協業組合 8.08 8.11 工第11号県単崩落決壊防止工事 岐阜県 益田郡下呂町少ヶ野アゲガオ

869 兵庫県北摂整備局 小向建設㈱ 8.08 8.09 曾地中三田線道路改良工事 兵庫県 三田市上青野

870 兵庫県赤穂市 ㈱三美 8.08 8.12 八軒家古池線道路改良工事 兵庫県 赤穂市福浦

871 山梨県市川土木事務所 ㈱中村興業 8.08 8.12 西沢砂防工事 山梨県 南巨摩郡鰍沢町十谷

872 岡山県井笠地方振興局 ㈱北木建設 8.08 8.09 第1-2号予防治山事業 岡山県 笠岡市飛島

873 和歌山県串本土木事務所 ㈲松本建設 8.08 9.01 城すさみ線道路維持修繕工事 和歌山県 西牟婁郡すさみ町太間川

874 兵庫県社農林事務所 ㈱マスモト 8.08 9.02 予防治山事業 兵庫県 西脇市八坂

875 香川県土庄土木事務所 第二建設㈱ 8.08 8.10 吉田川総合開発事業吉田ダム堤体左岸法面工事 香川県 小豆郡内海町

876 岡山県岡山地方振興局 第二建設㈱ 8.08 9.03 第14号復旧治山事業 岡山県 玉野市日比

877 兵庫県但馬林道建設事務所 明生建設㈱ 8.08 8.12 県単独林道整備事業 兵庫県 宍粟郡一宮町東河内

878 島根県益田土木建築事務所 広栄建設㈱ 8.08 8.11 国道488号災害防除(岩接着)工事 島根県 益田市長沢

879 群馬県大間々町 ㈱明商 8.09 8.10 高津戸峡遊歩道防災工事 群馬県 山田郡大間々町高津戸

880 山梨県大月土木事務所 桂建設㈱ 8.09 8.12 国道139号道路工事 山梨県 大月市七保町オモレ

881
河口湖富士線有料道路管理事
務所

片浜工務店 8.09 8.11 富士山有料道路土留溶岩張新設工事 山梨県 南都留郡鳴沢村富士山14.06km

882 高知県越知土木事務所 ㈱上岡工務店 8.09 8.11 越防緊第2号県道中津公園線落石防止緊急対策工事 高知県 吾川郡吾川村名野川

883 兵庫県六甲治山事務所 吉野建設㈱ 8.09 8.10 広域防災対策総合治山事業 兵庫県 神戸市須磨区西須磨鉄拐

884 岐阜県可茂土木事務所 西野建設㈱ 8.09 9.01 工第3号県単崩落決壊防止工事 岐阜県 加茂郡白川町中川

885 岐阜県萩原山林事業所 馬瀬建設協業組合 8.09 9.01 第7015号予防治山事業 岐阜県 益田郡小坂町岩崎袖ケ平
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886 岐阜県可茂土木事務所 西野建設㈱ 8.09 9.03 工第4号県単崩落決壊防止工事 岐阜県 加茂郡八百津町丸山

887 高知県伊野土木事務所 ㈱竹内建設 8.09 8.12 防災国第1-1-2号国道194号災害防除工事 高知県 吾川郡伊野町出来地

888 高知県宿毛土木事務所 ㈱竹内建設 8.09 8.11 宿防災第1号国道321号道路防災工事 高知県 幡多郡大月町小才角

889 岡山県井笠地方振興局 山陽道路㈱ 8.09 8.10 道路災害防除工事 岡山県 小田郡矢掛町上高末

890 岡山県阿新地方振興局 片岡工業㈱ 8.09 9.03 第22号予防治山事業 岡山県 新見市新見

891 瀧光徳寺 明治コンサルタント㈱ 8.09 8.10 瀧光徳寺奥の院落石防止(岩盤接着)工事 佐賀県 三養基郡基山町瀧光徳寺

892 岡山県倉敷地方振興局 第二建設㈱ 8.09 9.03 第9-3号復旧治山事業岩接着工工事 岡山県 倉敷市児島唐琴町(嶽山)

893 高知県宿毛土木事務所 ㈱竹内建設 8.09 8.11
宿防緊(特)第2-1号県道柏島ニッ石線落石防止緊急対策
工事

高知県 幡多郡大月町柏島

894 高知県宿毛土木事務所 ㈱竹内建設 8.09 8.11
宿防緊(特)第3-1号県道柏島ニツ石線落石防止緊急対策
工事

高知県 幡多郡大月町大堂

895 富山県福野土木事務所 上坂建設 8.09 8.12
主要地方道福光上平線臨時道路交付金A(災害防除)落石
予防工事

富山県 西栃波郡福光町刀利

896 岐阜県岐阜山林事業所 ㈲板取建設 8.09 8.12 第2054号某単治山事業 岐阜県 武儀郡板取村赤石

897 長野県長野地方事務所 川浦土建㈱ 8.10 9.03 水源地域森林総合整備事業第3-3-2号工事 長野県
上水内郡鬼無里村天神川一3(柳
沢)

898 岡山県道路公社 第二建設㈱ 8.10 9.02 道路修繕(法面補修工) 岡山県 備前市鶴海

899 岡山県新見市 第二建設㈱ 8.10 9.02 林地荒廃防止事業 岡山県 新見市上熊谷

900 香川県土庄土木事務所 湯浅工業㈱ 8.10 9.01 県道土庄神懸線道路災害防除工事 香川県 小豆郡土庄町

901 建設省長岡国道工事事務所 小柳建設㈱ 8.10 8.11 289号線工事用道路その17 新潟県 南蒲原郡下田村塩野渕

902 徳島県上勝町 第二建設㈱ 8.10 剣山線災害復旧工事 徳島県 勝浦郡上勝町生実

903 立山黒部観光株式全社 前田建設工業㈱ 8.10 大観峰駅舎背面落石防止工事 富山県 中新川郡立山町立山

904 関西電力株式会社 ㈱愛工社 8.10 8.11 播磨西線新設工事 兵庫県 神崎郡大河内町長谷

905 岐阜県金山町 金山建設㈱ 8.10 9.03 金地整工第37号渡祖師野線防災工事 岐阜県 益田郡金山町渡

906 岐阜県八幡山林事業所 馬瀬建設協業組合 8.10 9.03 第4911号県単治山事業 岐阜県 郡上郡八幡町稲成サワ

907 群馬県南牧村 市川工業㈱ 8.10 大内神楽大入道線道路災害復旧工事 群馬県 甘楽郡南牧村桧沢

908 山梨県甲府市 小野建設㈱ 8.10 9.01 落石防止工事 山梨県 甲府市猪狩町

909 高知県伊野土木事務所 ㈱竹内建設 8.10 9.01 防災国第1-1-3号国道194号災害防除工事 高知県 吾川郡伊野町出来地

910 高知県越知土木事務所 ㈱上岡工務店 8.10 8.12 越防緊第4号県道中津公園線落石防止緊急対策工事 高知県 吾川郡吾川村名野川

911 新潟県相川土木事務所 ㈱シビル 8.11 （主）佐渡一周線県単道路改修(道路) 新潟県 佐渡郡小木町沢崎

912 岐阜県萩原土木事務所 ㈱熊崎組 8.11 9.03 工第21号県単崩落決壊防止工事 岐阜県 益田郡小坂町落合

913 高知県越知土木事務所 ㈲片岡組 8.11 9.02
緊道整(A)第12-4-1号県道伊野仁淀線緊急地方道路整備
工事

高知県 高岡郡越知町横島

914 高知県伊野土木事務所 ㈱竹内建設 8.11 9.01 伊防緊第1-1号国道194号落石防止緊急対策工事 高知県 吾川郡吾北村荷瀧

915 新潟県小木町 ㈱シビル 8.11 小木半島巡環線トンネル坑口落石防止岩接着 新潟県 佐渡郡小木町沢崎
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916 岐阜県萩原土木事務所 馬瀬建設協業組合 8.11 9.03 工第16号県単崩落決壊防止工事 岐阜県 益田郡馬瀬村西村下山

917 山梨県芦安村 ㈱浅利清興 8.11 9.03 路側石積補修工事 山梨県 中巨摩郡芦安村大曽利

918 山梨県大月土木事務所 ㈱秋山工業所 8.12 9.03 浅川瀬戸線道路修繕吹付工事 山梨県 大月市七保町浅利

919 兵庫県六甲治山事務所 ㈱大崎組 8.12 地域防災対策総合治山事業 兵庫県 神戸市灘区摩耶長

920 岐阜県萩原山林事業所 馬瀬建設協業組合 8.12 9.01 第7033号県単治山事業 岐阜県 益田郡小坂町岩崎袖ケ平

921 京都府舞鶴市 浜総産業㈱ 8.12 林道三浜空山線改良工事 京都府 舞鶴市小橋

922 岡山県高梁地方振興局 ㈱赤木組 8.12 9.02 平成8年度予防治山事業 岡山県 高梁市落合町福地

923 新潟県村上土木事務所 第二建設㈱ 8.12 9.03 日345号一般国道改築（岩接集落石予防工）工事 新潟県 岩船郡山北町鵜泊

924 岡山県総社市 山陽道路㈱ 8.12 9.03 滝の端草田本線道路防災工事 岡山県 総社市秦

925 高知県伊野林業事務所 ㈲手箱建設 8.05 8.12 寺川№１予防治山工事 高知県 土佐郡本川村寺川

926 岐阜県萩原土木事務所 馬瀬建設協業組合 8.08 8.11 工第10号県単崩落決壊防止工事 岐阜県 益田郡馬瀬村西村

927 高知県伊野林業事務所 栄宝生建設㈱ 8.10 9.09 第47号橋ケ薮地域防災対策総合治山工事 高知県 吾川郡池川町橋ケ薮

928 岐阜県萩原土木事務所 小池土建 8.11 9.03 工第20号県単崩落決壊防止工事 岐阜県 益田郡下呂町火打

929 島根県出雲農林振興センター 丸福建設 8.11 9.01 平成８年度県営県単治山施工管理事業 島根県 平田市塩津町

930 岡山県高梁地方振興局 第二建設㈱ 8.12 9.03 第７－１－２号公共道路災害防除工事 岡山県 川上郡成羽町羽山

931 広島県庄原農林事務所 宮田工務店 8.12 9.03 地域生活基盤整備総合治山山腹工事 広島県 比婆郡東城町小如可

932 宮崎県南那珂農林振興局 吉原建設㈱ 8.12 9.03 牧内地区予防治山事業 宮崎県 日南市益安字牧内

933 宮崎県南那珂農林振興局 ロック建設㈱ 8.12 9.03 白木俣地区予防治山事業 宮崎県 日南市酒谷甲字白木俣

934 建設省大渡ダム管理事務所 ㈱西森建設 8.12 9.03 平成８年度潰留地区落石防護工事 高知県 吾川郡吾川村潰留

935 兵庫県山崎町 日本防災㈱ 8.12 9.03 林道細野白口線法面改良工事 兵庫県 宍粟郡山崎町上ノ

936 岐阜県萩原山林事業所 細江土建 8.12 9.03 第7030号県単復旧治山 岐阜県 益田郡小坂町長瀬梯子山

937 岐阜県古川土木事務所 金岡建設 8.12 9.03 工第５号県単崩落決壊防止工事 岐阜県 吉城郡上宝村今見

938 岐阜県萩原土木事務所 今井建設 8.12 9.06 工第27号県単崩落決壊防止工事 岐阜県 益田郡下呂町少ケ野アゲガオ

939 大阪航空局 新谷建設㈱ 8.12 9.03 今の山管理用道路法面保護工事 高知県 土佐清水市今の山

940 岐阜県八幡土木事務所 丸八建設 9.01 9.06 工第823，855号県単崩落決壊防止工事 岐阜県 郡上郡高鷲村大洞

941 岐阜県可茂土木事務所 篠田㈱ 9.01 9.07 工第13号県単崩落決壊防止工事 岐阜県 可児郡兼山町常盤

942 岐阜県古川土木事務所 馬瀬建設協業組合 9.01 9.03 工第36号県単崩落決壊防止工事 岐阜県 吉城郡上宝村長倉

943 岐阜県古川土木事務所 久保建設 9.01 9.03 地－２号県単地方特定道路整備 岐阜県 吉城郡上宝村神坂

944 徳島県徳島土木事務所 平野産業㈱ 9.01 9.03 石井神山線路側整備工事 徳島県 名西郡神山町阿野

945 徳島県徳島土木事務所 ㈱吉田建工 9.01 9.03 神山鮎喰線路側整備工事 徳島県 名西郡神山町阿野
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946 兵庫県六甲治山事務所 寿建設㈱ 9.01 9.02 予防治山事業 兵庫県 神戸市北区有馬町六甲山

947 兵庫県洲本農林水産事務所 中央建設㈱ 9.01 9.03 予防治山事業 兵庫県 洲本市小路谷

948 島根県益田土木建築事務所 ㈱山陰ブルドーザー工事 9.01 9.07 益田澄川線交Ａ（災害防除）工事 島根県 益田市西長沢

949 高知県吾川村 ㈱上岡工務店 9.02 9.03 平成８年度林道大平線改良工事 高知県 吾川郡吾川村名野川

950 岐阜県岐阜土木事務所 馬瀬建設協業組合 9.02 9.03 工第５号県単砂防修繕（急傾斜地崩落防止施設修繕） 岐阜県 岐阜市御望

951 徳島県池田土木事務所 ㈲向井建設 9.02 9.04 腕山宮石線路側整備工事 徳島県 三好郡池田町松尾山岡呂

952 建設省徳島工事事務所 応用地質㈱ 9.02 Ｒ32号下名洞門落石防止工事 徳島県 三好郡山城町下名

953 栃木県日光土木事務所 斉藤建設㈱ 9.02 9.03 緊急地方道整備工事分割２号 栃木県 塩谷郡栗山村若間

954 茨城県常陸太田土木事務所 ㈱水戸グリーンサービス 9.02 道路維持修繕工事 茨城県 久慈郡里美村小妻

955 島根県益田土木建築事務所 第二建設㈱ 9.02 9.03 白岩拡幅改築（改良）工事第３期工事法面安定処理工事 島根県 益田市白岩

956 岐阜県八幡山林事業所 馬瀬建設協業組合 9.03 9.08 第4351号予防治山 岐阜県 郡上郡八幡町島谷字大道上

957 島根県出雲市 朝山技研㈲ 9.03 9.08 朝山91号線災害防除工事 島根県 出雲市朝山町

958 香川県土庄土木事務所 第二建設㈱ 9.03 県道土庄内海線道路局部改修工事（法面工）（第５工区） 香川県 小豆郡内海町吉田

959 岡山県建部建設事務所 アサヒ防災工事㈱ 9.03 9.04 県単道路災害防除工事 岡山県 久米郡旭町西垪和

960 岡山県倉敷地方振興局 第二建設㈱ 9.03 9.11 第１号復旧治山事業岩接着工工事（ゼロ国債） 岡山県 倉敷市児島唐琴町（獄山）

961 山梨県大月土木事務所 橋本土建工業㈱ 9.03 9.06 上野原丹波山線道路工事（明許） 山梨県 北都留郡上野原町棡原

962 兵庫県赤穂市 日本防災㈱ 9.03 八軒家古池線道路改良（その２）工事 兵庫県 赤穂市福浦

963 山崎建設株式会社 日本防災㈱ 9.03 9.04 堤体補修工事 兵庫県 姫路市飾東町

964 島根県川本農林振興センター ㈲吉村建設 9.03 9.10 平成８年度（翌債）環境保全総合治山事業（三好谷） 島根県 邑智郡大和村長藤

965 群馬県万場町 塚本建設㈱ 9.03 9.09 大田部大寄線道路災害復旧工事 群馬県 多野郡万場町大寄

966 愛媛県久万土木事務所 日特建設㈱ 9.03 9.10 （一）東川上黒岩線トンネル坑口部緊急対策工事 愛媛県 上浮穴郡美川村上黒岩

967 新潟県村上土木事務所 第二建設㈱ 9.03 9.09 日345号一般国道改築（国債）（岩接着落石予防工）工事 新潟県 岩船郡山北町鵜泊

968 高知県安芸土木事務所 ㈱竹内建設 9.03 9.06 第12－２－２号県道安田東洋線緊急地方道整備工事 高知県 安芸郡北川村久木

969 高知県越知土木事務所 ㈱大一林組 9.03 9.10 第７－１－１号国道439号災害防除工事 高知県 吾川郡吾川村田村

970 石川県輪島土木事務所
リターングリーン，刀祢特
別建設企業体

9.03 9.04 道路災害防除工事（八世乃洞門工区） 石川県 輪島市町野町曽々木

971 建設省大渡ダム管理事務所 ㈱西森建設 9.03 平成９年度潰留地区落石防護（その２）工事 高知県 吾川郡吾川村潰留

972 高知県中村林業事務所 ㈱竹内建設 9.04 9.08 第139号大宮予防治山工事 高知県 幡多郡西土佐村大宮

973 建設省新潟国道工事事務所 ㈱小林組 9.04 9.10 谷花防災その８工事 新潟県 東蒲原郡津川町

974 和歌山県串本土木事務所 鵬工務店 9.04 9.05 明神地区急傾斜地崩壊対策工事 和歌山県 東牟婁郡古座川町明神
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975 島根県津和野土木事務所 第二建設㈱ 9.05 9.08 主萩津和野線白井工区特別県単（改良）工事法面対策 島根県 鹿足郡津和野町白井

976 香川県土庄土木事務所 第二建設㈱ 9.05 9.08 県道土庄内海線道路局部改修工事（法面工）（第２工区） 香川県 小豆郡内海町吉田

977 岐阜県八幡山林事業所 馬瀬建設協業組合 9.05 9.08 第4901号県単治山 岐阜県 郡上郡八幡町相生

978 高知県伊野土木事務所 ㈲森本建設 9.05 9.08 第 7 －１－11号加田急傾斜地崩壊対策工事 高知県 吾川郡伊野町加田

979 高知県吾北村 ㈱竹内建設 9.05 9.09 平成８年度幹線林道程野支線改良工事 高知県 吾川郡吾北村清水

980 栃木県日光土木事務所 斉藤建設㈱ 9.05 9.06 緊急地方道整備工事分割４号 栃木県 塩谷郡栗山村若間

981 建設省新潟国道工事事務所 丸運建設㈱ 9.05 9.09 本尊岩トンネル補強外１件工事 新潟県 東蒲原郡津川町

982 兵庫県赤穂市 日本防災㈱ 9.05 9.08 八軒家古池線道路改良工事 兵庫県 赤穂市福浦

983 岡山県阿新地方振興局 第二建設㈱ 9.05 9.12 第14号予防治山事業 岡山県 新見市新見

984 徳島県徳島土木事務所 ㈱トクダイ 9.05 9.07 神山鮎喰線路側整備工事 徳島県 名西郡神山町阿野

985 岡山県高梁市 ㈱岩本建設 9.06 林地荒廃防止事業 岡山県 高梁市中井町西方

986 岐阜県可茂山林事業所 馬瀬建設協業組合 9.06 9.08 第5012号県単治山 岐阜県 加茂郡東白川村神土

987 岐阜県岐阜山林事業所 馬瀬建設協業組合 9.06 9.08 第2038号県単治山 岐阜県 山県郡高富町高富

988 岐阜県岐阜山林事業所 馬瀬建設協業組合 9.06 9.08 第2039号県単治山 岐阜県 本巣郡根尾村高尾

989 群馬県大間々町 ㈱明商 9.06 9.09 高津戸峡遊歩道防災工事 群馬県 山田郡大間々町高津戸

990 兵庫県山崎町 日本防災㈱ 9.06 9.10 林道細野白口線法面改良工事 兵庫県 宍粟郡山崎町上ノ

991 長野県松本建設事務所 平林建設㈱ 9.06 9.09 国補道路災害防除（地方道）工事 長野県 東筑摩郡生坂村山清路～差切

992 栃木県日光土木事務所 ㈱吉新組 9.06 9.07 緊急地方道整備工事分割１号 栃木県 日光市馬返し

993 山梨県塩山土木事務所 ㈱高野建設 9.07 9.08 深沢等々力線道路工事 山梨県 東山梨郡勝沼町深沢

994 山梨県大月土木事務所 桂建設㈱ 9.07 9.08 浅川瀬戸線道路工事 山梨県 大月市七保町浅川

995 広島県上下土木事務所 ㈲神甲舗装 9.07 9.11 一般国道182号道路災害防除工事（第２工区） 広島県 神石郡油木町新免

996 岡山県高梁地方振興局 第二建設㈱ 9.07 9.11 第２－２号単県道路災害防除工事 岡山県 川上郡成羽町羽山

997 高知県中村林業事務所 ㈱竹内建設 9.07 9.08 第９号古満目山地災害防止工事 高知県 幡多郡大月町古満目

998 JR四国旅客鉄道株式会社 ㈱竹内建設 9.07 9.08 知保工９第509号土讃線北川駅構内浮石整理工事 高知県 長岡郡大豊町北川

999 高知県物部村 ㈲西野建設 9.07 9.09 平成９年度林道大柳線２工区（トンネル落石防止工）工事 高知県 香美郡物部村別府

1000 高知県吾北村 ㈱竹内建設 9.07 10.01 平成９年度幹線林道程野支線改良工事 高知県 吾川郡吾北村清水

1001 島根県木次土木建築事務所 第二建設㈱ 9.07 9.12 国道184号災害防除工事 島根県 飯石郡頓原町八神

1002 岡山県高梁市 第二建設㈱ 9.07 9.08 市道中曽花田線道路修繕工事 岡山県 高梁市津川町花田

1003
東京都建設局西多摩建設事務
所

熊谷建設㈱ 9.07 9.08 緊急施工整備工事 東京都 西多摩郡奥多摩町日原

1004 建設省長岡国道工事事務所 ㈱文明屋 9.07 国道17号線八木沢トンネル落石防止工事 新潟県 南魚沼郡湯沢町
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1005 岡山県岡山地方振興局 第二建設㈱ 9.07 10.01 第14号復旧治山事業 岡山県 玉野市日比６丁目

1006 岡山県御津町 第二建設㈱ 9.07 9.10 岩接着落石防止工事 岡山県 御津郡御津町矢原

1007 岡山県勝英地方振興局 ㈱田村工務店 9.07 9.12 第２号予防治山事業 岡山県 英田郡英田町青野

1008 岐阜県根尾村 馬瀬建設協業組合 9.07 9.08 工第106号高尾谷線県単改良工事 岐阜県 本巣郡根尾村高尾

1009 兵庫県山東町 但南建設㈱ 9.08 9.09 林道山東朝来線開設工事 兵庫県 朝来郡朝来町与布土

1010 兵庫県神崎町 越知谷運輸建設㈱ 9.08 9.09 越知ケ峰線林道改良工事 兵庫県 神崎郡神崎町越知

1011 日本道路公団姫路管理事務所 ㈱東亜製作所 9.01 9.03 姫路管内法面防災工事 兵庫県 姫路市太市

1012 福井県大野土木事務所 ㈱兼井組 9.03 9.08 道路災害防除工事その１工事 福井県 大野市下若生子

1013 徳島県相生土木事務所 平野産業㈱ 9.03 9.09 緊急地方道路整備工事（災害防除） 徳島県 那賀郡木沢村沢谷

1014 岐阜県高山市 馬瀬建設協業組合 9.04 9.05 松倉遊歩道落石防止工事 岐阜県 高山市松倉町

1015 岐阜県兼山町 馬瀬建設協業組合 9.05 9.07 宮野地区落石防止工事 岐阜県 可児郡兼山町宮町

1016 岐阜県萩原山林事業所 金山建設㈱ 9.06 9.12 復旧治山事業 岐阜県 益田郡金山町岩瀬前平山

1017 山梨県塩山土木事務所 ㈱興建社 9.08 9.12 国道411号道路防災工事 山梨県 北都留郡丹波山村大常木～親川

1018 東京都水源林管理事務所 熊谷建設㈱ 9.08 9.09 林道日原線補修事業 東京都 西多摩郡奥多摩町日原

1019 建設省長野国道工事事務所 マツナガ建設 9.08 9.10 安庭防災その他工事 長野県 長野市信更町安庭

1020 高知県越知土木事務所 ㈲和泉工業 9.08 9.10 国道494号災害防除工事 高知県 吾川郡池川町舟形

1021 高知県伊野林業事務所 ㈱竹内建設 9.08 10.03 第35号程野復旧治山工事 高知県 吾川郡吾北村程野

1022 三越健康保険組合 日本防災㈱ 9.08 9.09 六甲山荘落石対策工事 兵庫県 神戸市北区六甲山町

1023 岐阜県高山土木事務所 ㈱地建防災 9.08 県単崩落決壊防止工事 岐阜県 大野郡朝日村黍生

1024 岐阜県高山山林事業所 馬瀬建設協業組合 9.08 9.12 予防治山事業 岐阜県 大野郡丹生川村日面

1025 岐阜県金山町 金山建設㈱ 9.08 9.11 川東線法面補修工事 岐阜県 益田郡金山町中津原

1026 愛媛県松山地方局 ㈱二神組 9.09 9.11 上林トンネル建設工事 愛媛県 温泉郡重信町上林

1027 香川県土庄土木事務所 第二建設㈱ 9.09 9.12 県道土庄神懸線道路防災工事（岩盤接着） 香川県 小豆郡土庄町銚子渓

1028 長崎県島原振興局 上野工業 9.09 10.03 東宮a地区地域防災対策総合治山事業 長崎県 南高来郡加津佐町東宮

1029 広島県庄原土木事務所 昇和工業㈱ 9.09 9.11 （国）182号道路災害防除工事 広島県 比婆郡東城町久代

1030 富山県福野土木事務所 庄川興業 9.09 9.11
一般国道156号県単道路災害防除（小牧５ロックシェッド）
ロープネット工

富山県 東砺波郡庄川町小牧

1031 岡山県岡山地方振興局 ㈱橋本工業 9.09 10.02 復旧治山工事第15号 岡山県 玉野市和田３丁目

1032 高知県本山土木事務所 ㈱竹内建設 9.09 10.01 大森急傾斜地崩壊対策工事 高知県 土佐郡大川村大森

1033 高知県中央林業事務所 国土防災技術㈱ 9.09 岩原工事 高知県 長岡郡大豊町

1034 高知県越知土木事務所 ㈱大一林組 9.09 10.02 国道439号災害防除工事 高知県 吾川郡吾川村田村
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1035 山形県酒田港湾事務所 ㈱山本組 9.09 9.10 平成９年度地方港湾整備加茂景観保全整備工事 山形県 鶴岡市今泉

1036 岡山県高梁地方振興局 佐藤建設工業㈱ 9.09 10.02 地域防災対策総合治山事業 岡山県 高梁市玉川町玉

1037 岡山県岡山地方振興局 第二建設㈱ 9.09 10.03 復旧治山事業第11号 岡山県 玉野市渋川４丁目

1038 鳥取県根雨土木事務所 美保土建㈱ 9.09 9.12 Ｒ181道路災害防除工事 鳥取県 日野郡江府町江尾

1039 建設省徳島工事事務所 ㈱井上組 9.09 10.01 山城防災第２工事 徳島県 三好郡山城町76K530

1040 宮崎県南那珂農林振興局 吉原建設㈱ 9.09 10.03 予防治山事業迫前地区 宮崎県 日南市北郷町迫前

1041 岐阜県岐阜山林事業所 富田屋土建㈲ 9.09 10.03 復旧治山事業 岐阜県 本巣郡根尾村板所脇出

1042 岐阜県萩原山林事業所 馬瀬建設協業組合 9.09 10.01 予防治山事業 岐阜県 益田郡小坂町落合中崎平

1043 岐阜県岐阜土木事務所 馬瀬建設協業組合 9.09 9.11 砂防修繕工事 岐阜県 山県郡美山町片狩

1044 岐阜県高山土木事務所 馬瀬建設協業組合 9.09 10.03 公共道路災害防除工事 岐阜県 大野郡朝日村日和田

1045 東京都西多摩建設事務所 草間工業㈱ 9.09 10.03 道路災害防除工事（奥の４） 東京都 西多摩郡檜原村数馬

1046 東京都西多摩建設事務所 ㈲土屋土建 9.09 10.02 道路災害防除工事（奥の６） 東京都 西多摩郡檜原村数馬

1047 東京都西武公園緑地事務所 ㈱アクト 9.09 10.01 長岳園緑地落石防護工事 東京都 あきる野市乙津

1048 島根県木次農林振興センター ㈱渡部特殊土木 9.09 10.02 予防治山事業（漆仁）山腹工事 島根県 大原郡木次町湯村

1049 富山県道路公社 ㈱富山ボーリング 9.09 9.10
立山有料道路細谷２ロックシェッド落石対策岩接着工（ロッ
クボルト）

富山県 中新川郡立山町芦山弁寺

1050 高知県宿毛土木事務所 ㈱竹内建設 9.09 9.10 県道宿毛津島線落石防止緊急対策工事 高知県 宿毛市橋上町楠山

1051 静岡県下田市 丸三工業㈱ 9.09 10.03 田牛第一トンネル改良工事 静岡県 下田市田牛

1052 立山黒部貫光株式会社 前田建設工業㈱ 9.09 9.10 大観峰駅舎背面落石防止工事 富山県 中新川郡立山町立山

1053 高知県中村林業事務所 ㈱竹内建設 9.09 10.01 第72号貝ノ川復旧治山工事 高知県 土佐清水市貝ノ川

1054 高知県吾川村 ㈱上岡工務店 9.09 10.02 林道大平線道路改良工事 高知県 吾川郡吾川村大平

1055 岐阜県高山土木事務所 ㈲川尻建設 9.10 10.03 県単崩落決壊防止工事 岐阜県 大野郡丹生川村小野

1056 岐阜県高山土木事務所 ㈱地建防災 9.10 10.03 県単崩落決壊防止工事 岐阜県 大野郡清見村藤瀬

1057 岐阜県古川土木事務所 馬瀬建設協業組合 9.10 10.03 県単崩落決壊防止工事 岐阜県 吉城郡上宝村岩井戸

1058 岐阜県萩原山林事業所 馬瀬建設協業組合 9.10 10.03 予防治山事業 岐阜県 益田郡下呂町瀬戸前平

1059
石川県鶴来土木事務所白峰出
張所

㈱風組 9.10 10.09 緊急地方道路整備（災害防除Ａ）工事 石川県 石川郡白峰村白峰（大正橋）

1060 宮崎県南那珂農林振興局 永野建設 9.10 9.11 予防治山事業白木俣地区 宮崎県 日南市酒谷甲字白木俣

1061 高知県越知土木事務所 ㈱高橋組 9.10 10.03 潰留落石防護工事 高知県 吾川郡吾川村潰留

1062 高知県伊野林業事務所 ㈱竹内建設 9.10 10.03 堂ヶ畝予防治山工事 高知県 吾川郡吾北村堂ケ畝

1063 高知県須崎林業事務所 ㈱竹内建設 9.10 10.03 大股予防治山工事 高知県 高岡郡大野見村大股
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1064 島根県木次土木建築事務所 ㈱渡部特殊土木 9.10 10.02 国道314号災害防除工事 島根県 大原郡木次町西日登

1065 岡山県建部町 第二建設㈱ 9.10 10.01 林地災害防止事業落石防止工事 岡山県 御津郡建部町角石谷

1066 岡山県井笠地方振興局 第二建設㈱ 9.10 10.02 予防治山事業第18－２号 岡山県 小田郡矢掛町小田

1067 鹿児島県宮ノ城土木事務所 ㈱三竹工業 9.10 10.03 第10号県単道路整備（災害防除）工事 鹿児島県 薩摩郡祁答院町小牧

1068 富山県富山土木事務所 イビデン工業㈱ 9.10 9.11 一般国道360号道路改築落石対策工事 富山県 婦負郡細入村加賀沢

1069 岡山県建部建設事務所 第二建設㈱ 9.10 10.02 公共道路改築国道（通常）№６－３－８ 岡山県 御津郡加茂川町小森

1070 岡山県高梁市 ㈱岩本建設 9.10 10.03 中井町上野地区林地荒廃防止事業 岡山県 高梁市中井町西方

1071 岡山県総社市 山陽道路㈱ 9.10 10.03 滝の端草田本線道路防災工事 岡山県 総社市秦

1072 栃木県日光土木事務所 ㈱大塚組 9.10 10.03 国庫補助道路災害防除工事 栃木県 塩谷郡藤原町五十里

1073 群馬県富岡林業事務所 ㈱アイビック 9.10 10.03 利根川流域鏑川支流県単治山事業 群馬県 甘楽郡下仁田町馬山

1074 山梨県塩山土木事務所 ㈱中村興業 9.10 10.02 宮本急傾斜地崩壊対策工事 山梨県 東山梨郡大和村宮本

1075 山梨県市川土木事務所 ㈱依田組 9.10 10.02 十谷鬼島線道路工事 山梨県 南巨摩郡鰍沢町鳥屋

1076 愛媛県面河村 第二建設㈱ 9.11 10.03 林道面河線トンネル坑口部等法面防災対策工事 愛媛県 上浮穴郡面河村面河山

1077 高知県中央林業事務所 ㈲手箱建設 9.10 9.12 予防治山工事転石サポート工事 高知県 土佐郡本川村寺川

1078 茨城県大子土木事務所 日特建設㈱ 9.10 9.11 一般国道118号県単道路補修 茨城県 久慈郡大子町袋田

1079 高知県伊野林業事務所 ㈱竹内建設 9.11 10.03 名野川予防治山工事 高知県 吾川郡吾川村名野川

1080 山梨県竜王町 ㈲竹田土木 9.10 10.02 中秣塚古墳保存整備工事 山梨県 中巨摩郡竜王町竜王

1081 長野県豊科建設事務所 大丸組 9.11 10.06 緊急地方道路整備Ａ（現道対策）工事 長野県 南安曇郡穂高町信濃坂トンネル

1082 岡山県建部建設事務所 村上建設㈱ 9.10 10.03 公共道路災害防除工事（交付金Ａ） 岡山県 久米郡旭町西垪和

1083 東京都西多摩建設事務所 ㈱武田組 9.10 10.02 道路災害防除工事（奥の８） 東京都 西多摩郡檜原村数馬

1084 茨城県常陸太田土木事務所 ㈱水戸グリーンサービス 9.11 10.02 上君田小妻線道路維持補修工事 茨城県 久慈郡里美村小妻

1085 岡山県井笠地方振興局 第二建設㈱ 9.11 10.03 予防治山事業第24－２号 岡山県 笠岡市笠岡

1086 岐阜県高山土木事務所 馬瀬建設協業組合 9.11 10.03 県単崩落決壊防止工事 岐阜県 大野郡高根村中洞

1087 栃木県日光土木事務所 ㈱高橋組 9.11 10.03 主要地方道川俣川治線国庫補助道路災害防除工事 栃木県 塩谷郡藤原町川治分割11号

1088
日本道路公団福知山管理事務
所

浅巻建設㈱ 9.12 舞鶴自動車道三田西ＩＣ～福知山ＩＣ間法面防災対策工事 兵庫県 氷上郡春日町日ケ奥

1089 高知県越知土木事務所 ㈱晃立 9.12 10.03 安居公園線落石防止対策工事 高知県 吾川郡池川町入江谷

1090 高知県須崎林業事務所 ㈱竹内建設 9.12 10.01 芳生野予防治山工事 高知県 高岡郡東津野村芳生野

1091 島根県川本土木建築事務所 ㈱日高組 9.12 10.03 環境保全総合治山事業（三好谷） 島根県 邑智郡大和村長藤

1092 広島県廿日市土木事務所 ショーボンド建設㈱ 9.12 10.03 一般国道186号道路災害防除工事 広島県 大竹市後飯谷
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1093 山梨県大月土木事務所 橋本土建工業㈱ 9.12 10.03 上野原丹波山線道路工事－１ 山梨県 北都留郡上野原町棡原

1094 山梨県大月土木事務所 橋本土建工業㈱ 9.12 10.03 上野原丹波山線道路工事－２ 山梨県 北都留郡上野原町棡原

1095 徳島県相生土木事務所 平谷建設㈱ 9.12 10.02 道路災害防除国道193号 徳島県 那賀郡上那賀町平谷

1096 岐阜県萩原土木事務所 馬瀬建設協業組合 9.12 10.03 県単砂防修繕工事 岐阜県 益田郡小坂町大島

1097 岐阜県萩原土木事務所 ㈱地建防災 9.12 10.03 公共急傾斜地崩壊対策工事50号 岐阜県 益田郡下呂町三原

1098 長野県松本建設事務所 平林建設㈱ 9.12 10.03 一般公共緊急地方道路整備事業 長野県 東筑摩郡生坂村山清路(2)

1099 埼玉県秩父農林振興センター ㈲佐藤建設 9.12 10.03 荒川流域吉田川支流小規模治山事業 埼玉県 秩父郡吉田町上吉田

1100 愛知県豊田土木事務所 ㈱安藤組 9.12 道路橋梁維持管理事業道路災害防止工事 愛知県 北設楽郡稲武町大野瀬

1101 栃木県日光土木事務所 ㈱吉新組 9.12 10.03 一般国道120号国庫補助道路災害防除工事 栃木県 日光市明智平分割８号

1102 栃木県日光土木事務所 ㈱大塚組 9.12 10.03 道路災害防除工事藤原町五十里分割２号 栃木県 塩谷郡藤原町地蔵岩

1103 高知県安芸土木事務所 ㈱竹内建設 10.01 10.03 高田東・西県単急傾斜地崩壊対策工事 高知県 安芸郡田野町日野

1104 高知県越知土木事務所 ㈱上岡工務店 10.01 10.03 国道439号災害防除工事 高知県 高岡郡仁淀村森

1105 愛知県豊田土木事務所 開発工事㈱ 10.01 道路災害防止工事３号工 愛知県 北設楽郡稲武町大野瀬

1106 兵庫県洲本農林水産事務所 上田建設㈱ 10.01 10.03 予防治山事業 兵庫県 洲本市小路谷

1107 兵庫県豊岡農林水産事務所 田内工務店 10.01 10.03 予防治山事業 兵庫県 城崎郡城崎町今津

1108 建設省大渡ダム管理事務所 ライト工業㈱ 10.01 10.03 大渡ダム災害復旧工事 高知県 高岡郡仁淀村潰留

1109 長野県下伊那地方事務所 ㈱カリス 10.01 10.05 災害関連緊急治山事業第４号工事 長野県 飯田市龍江高森山

1110 群馬県藤岡土木事務所 高橋建設㈱ 10.01 10.03 国道462号単独公共事業単独道路災害防除工事 群馬県 多野郡鬼石町譲原

1111 群馬県桐生土木事務所 ㈱明商 10.01 10.03 渡良瀬急傾斜地崩壊危険区域事業 群馬県 桐生市堤

1112 岐阜県八幡土木事務所 馬瀬建設協業組合 10.01 10.03 県単砂防修繕工事 岐阜県 郡上郡八幡町旭東町

1113 三重県上野土木事務所 ㈱水谷工務店 10.01 10.07
主要地方道名張曽爾線（道維）緊急地方道路整備（災害防
除）工事

三重県 名張市中知山

1114 岡山県岡山市 池尻建設㈱ 10.01 10.03 市道畑鮎26号線道路防災工事 岡山県 岡山市畑鮎

1115 三重県熊野土木事務所 ㈱ウシロ商会 10.02 10.07
主要地方道御浜北山線県単災害防除施設（札立トンネル）
工事

三重県 南牟婁郡御浜町神木

1116 魚梁瀬営林署 ㈱竹内建設 10.02 10.03 安田川山林道改良工事 高知県 安芸郡馬路村馬路

1117 高知県伊野土木事務所 湯浅工業㈱ 10.02 10.03 県道南国伊野線緊急地方道路整備工事 高知県 吾川郡伊野町槙

1118 水資源開発公団
佐藤工業・日本国土開発
JV

10.02 10.03 比奈知ダム上流右岸岩接着工事 三重県 名張市上比名知

1119 茨城県大子土木事務所 スペンサー工業㈱ 10.02 10.05 4430－005緊急地方道路整備道路災害防除工事 茨城県 久慈郡大子町上野宮

1120 岐阜県岐阜山林事業所 馬瀬建設協業組合 10.02 10.03 県単治山事業 岐阜県 岐阜市長良松籟団地

1121 山梨県市川土木事務所 ㈱中村興業 10.02 10.04 西沢砂防工事 山梨県 南巨摩郡鰍沢町十谷

1122 岡山県笠岡市 ㈱北木建設 10.02 北木島林地災害防止工事 岡山県 笠岡市北木島町
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1123 栃木県大田原土木事務所 ㈱明商 10.02 10.03 一般県道400号道路災害防除工事 栃木県 那須郡塩原町畑下分割１号

1124 島根県松江土木建築事務所 ㈱大谷商工 10.02 松江鹿島美保関線（観音崎トンネル）災害防除工事 島根県 八束郡美保関町北浦

1125 長崎県対馬支庁林業部 ㈲船越組 10.02 10.03 立亀地区自然災害防止事業 長崎県 下県郡巌原町大手橋

1126 徳島県脇町土木事務所 南部建設㈱ 10.02 10.09 一般国道492号道路災害防除工事 徳島県 美馬郡穴吹町恋人洞門

1127 和歌山県日高県事務所 ㈱駒場工務店 10.03 予防治山事業 和歌山県 日高郡中津村

1128 京都府伊根町 金下建設㈱ 10.03 亀島本庄線災害防止工事 京都府 与謝郡伊根町津母

1129 富山県立山土木事務所 ショーボンド建設㈱ 10.03 10.06 災害防除岩盤接着工工事 富山県 下新川郡上市町中村

1130 岡山県岡山地方振興局 第二建設㈱ 10.03 10.09 復旧治山事業（０国債）第１号 岡山県 玉野市渋川４丁目（矢出）

1131 岡山県井笠地方振興局 ㈱北木建設 10.03 第１－２予防治山事業 岡山県 笠岡市飛島

1132 岡山県倉敷地方振興局 ㈱三宅組 10.03
公共道路災害防除国道〈通常〉単県道路災害防除合併工
事

岡山県 倉敷市児島唐琴町

1133 建設省松山工事事務所 東興建設㈱ 10.03 10.01 Ｒ33柳谷法面処理工事 愛媛県 上浮穴郡美川村日野浦

1134 建設省佐賀国道工事事務所 笠原建設㈱ 10.03 11.01 南波多地区改良工事 佐賀県 伊万里市南波多町水留

1135
石川県羽咋土木事務所富来出
張所

寺井建設㈱ 10.03 10.08 緊急地方道路整備（災害防除Ａ）工事 石川県 羽咋郡富来町東小室

1136
石川県鶴来土木事務所白峰出
張所

㈱風組 10.03 10.09 県単道路災害防除（地方特定）工事 石川県 石川郡白峰村白峰（黒壁）

1137 長野県松本建設事務所 平林建設㈱ 10.03 10.04 県単道路防災法面対策工事 長野県 東筑摩郡生坂村山清路～差切

1138 岡山県岡山市 池尻建設㈱ 10.03 畑鮎地内道路修繕工事 岡山県 岡山市畑鮎

1139
石川県鶴来土木事務所白峰出
張所

永井建設㈱ 10.03 10.04 県単道路災害防除（地方特定）工事その２ 石川県 石川郡白峰村白峰（赤岩）

1140 岐阜県萩原土木事務所 ㈱地建防災 10.03 10.08 公共急傾斜地崩壊対策工事５０－２ 岐阜県 益田郡下呂町三原

1141 栃木県日光土木事務所 ㈱高橋組 10.03 主要地方道川俣川治線道路災害防除工事 栃木県 塩谷郡藤原町川治分割４号

1142 栃木県大田原土木事務所 ㈱谷黒組 10.03 10.09 一般国道400号国庫補助道路災害防除工事 栃木県 那須郡塩原町福渡洞門

1143 山梨県塩山土木事務所 ㈱興建社 10.03 10.09 国道411号道路防災工事 山梨県 北都留郡丹波山村大常木～親川

1144 高知県安芸土木事務所 ㈱竹内建設 10.03 薬師（西）急傾斜地崩壊対策工事 高知県 安芸郡安田町薬師（西）

1145 高知県伊野土木事務所 ㈱竹内建設 10.03 県道南国伊野線緊急地方道路整備工事 高知県 吾川郡伊野町槙

1146 建設省土佐国道工事事務所 ㈱竹内建設 10.03 11.03 橘地区防災（その３）工事 高知県 吾川郡吾川村橘

1147 愛知県豊田市 ㈲西川工務店 10.03 10.08 豊南地区その２道路修繕工事 愛知県 豊田市水源町

1148 建設省高山国道工事事務所 北吉城JV 10.03 11.01 41号東茂住緊急防災工事 岐阜県 吉城郡神岡町東茂住

1149 建設省高山国道工事事務所 ㈲和仁建設 10.03 10.12 41号船津緊急防災工事 岐阜県 吉城郡神岡町土

1150 迫間不動尊 中部建設㈱ 10.04 10.05 迫間不動落石防止工事 岐阜県 関市迫間
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1151 建設省土佐国道工事事務所 ㈱晃立 10.04 11.01 橘地区防災（その２）工事 高知県 吾川郡吾川村橘

1152 岡山県御津町 第二建設㈱ 10.04 10.09 岩接着落石防止工事 岡山県 御津郡御津町矢原

1153 徳島県日和佐土木事務所 阿波開発工業㈱ 10.04 10.09 道路改築工事（一部債務負担） 徳島県 海部郡海南町三ケ尻

1154 建設省長岡国道工事事務所 ㈱文明屋 10.04 10.11 三俣外防災緊急工事 新潟県 南魚沼郡湯沢町三俣

1155 建設省長岡国道工事事務所 ㈱森下組 10.04 10.11 三俣防災緊急工事 新潟県 南魚沼郡湯沢町三俣

1156 岐阜県高山山林事業所 馬瀬建設協業組合 10.05 10.09 8505号予防治山工事 岐阜県 大野郡丹生川村日面

1157 岐阜県萩原山林事業所 金山建設㈱ 10.05 10.09 7001号予防治山工事 岐阜県 益田郡金山町井尻

1158 建設省中村工事事務所 ㈱土居建設 10.05 10.08 平成９年度横浜防災外１件工事 高知県 幡多郡佐賀町横浜

1159 和歌山県串本土木事務所 ㈱平野組 10.06 10.08 すさみ古座線道路災害防除工事 和歌山県 東牟婁郡古座川町月野瀬

1160 和歌山県新宮土木事務所 ㈲川合組 10.06 10.08 国道168号線道路災害防除工事 和歌山県 東牟婁郡熊野川町田長

1161 山梨県塩山土木事務所 ㈱中村興業 8.07 8.09 宮本吹付工事 山梨県 東山梨郡大和村宮本

1162 山形県庄内支庁温海支所 東海林建設㈱ 10.01 10.03 主要地方道菅野代堅苔沢線（落石防止） 山形県 西田川郡温海町菅野代

1163
愛媛県八幡浜地方局宇和土木
事務所

湯浅工業㈱ 10.01 10.10 （１）大茅辰ノ口線落石防止対策工事 愛媛県 東宇和郡城川町

1164 岐阜県古川土木事務所 馬瀬建設協業組合 10.01 11.03 工第27－２号公共道路災害復旧工事 岐阜県 吉城郡河合村稲越～角川

1165 徳島県相生土木事務所 ㈱吉田建工 10.03 11.02 緊急地方道路整備工事（災害防除） 徳島県 那賀郡木沢村沢谷

1166 山梨県大月土木事務所 桂建設㈱ 10.03 10.09 国道139号道路工事 山梨県 大月市七保町オモレ地内

1167 建設省新潟国道工事事務所 ㈱小林組 10.03 10.11 本尊岩防災工事 新潟県 東蒲原郡三川村谷花

1168 佐賀県佐賀土木事務所 ㈱富士建 10.03 10.08 県道広滝大和富士線他道路防災対策工事 佐賀県 佐賀郡富士町小副川

1169 愛媛県松山市 飛島建設㈱ 10.05 10.06 市道久谷81号線待避所設置工事 愛媛県 松山市久谷町

1170 岐阜県岐阜山林事業所 馬瀬建設協業組合 10.06 10.09 2023号県単治山工事 岐阜県 本巣郡根尾村高尾小畠

1171 岐阜県岐阜山林事業所 馬瀬建設協業組合 10.06 10.10 2024号予防治山工事 岐阜県 美濃市港町

1172 建設省豊岡工事事務所 ㈱島田組 10.06 10.08 ９号村岡地区防災工事 兵庫県 美方郡村岡町

1173 島根県木次土木建築事務所 第二建設㈱ 10.06 10.10 184号八神工区災害防除工事 島根県 飯石郡頓原町八神

1174 群馬県中之条土木事務所 ㈱高橋建設 10.06 10.07 （国庫）道路災害防除事業 群馬県 吾妻郡吾妻町松谷

1175 高知県須崎林業事務所 ㈱竹内建設 10.07 11.03 芳生野予防治山工事 高知県 高岡郡東津野村芳生野

1176 高知県伊野林業事務所 ㈱竹内建設 10.07 10.11 名野川予防治山工事 高知県 吾川郡吾川村名野川

1177 高知県伊野林業事務所 ㈱竹内建設 10.07 11.03 程野復旧治山工事 高知県 吾川郡吾北村程野

1178 山形県北村山建設事務所 小野建設㈱ 10.07 10.09 一般県道田麦野行沢線道路改良工事 山形県 東根市木戸口

1179 岡山県岡山地方振興局 第二建設㈱ 10.07 11.01 復旧治山事業第10号 岡山県 玉野市日比６丁目

1180 岡山県高梁市 第二建設㈱ 10.07 10.08 市道野瀬広瀬線道路改良工事 岡山県 高梁市川面町広瀬
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1181 岡山県阿新地方振興局 第二建設㈱ 10.07 10.12 予防治山事業第14号 岡山県 新見市新見

1182 鳥取県根雨土木事務所 ㈲川端組 10.07 10.08 一般国道181号道路災害防除工事（１工区） 鳥取県 日野郡日野町金持

1183 鳥取県根雨土木事務所 ㈲浜本組 10.07 10.08 一般県道上徳山俣野江府線道路災害防除工事 鳥取県 日野郡江府町武庫

1184 岐阜県高山土木事務所 ㈱地建防災 10.07 10.12 ８・２号県単崩落決壊防止工事 岐阜県 大野郡朝日村黍生

1185 兵庫県洲本農林水産事務所 ㈱上田建設 10.07 11.01 予防治山事業 兵庫県 洲本市小路谷

1186 兵庫県六甲治山事務所 ㈱大石組 10.08 11.01 地域防災対策総合治山事業 兵庫県 神戸市北区有野町鼓山（鼓ケ滝）

1187 岐阜県高山山林事業所 ㈱地建防災 10.08 10.12 8559号予防治山工事 岐阜県 大野郡丹生川村山口

1188 岐阜県萩原土木事務所 岩佐土木㈱ 10.08 10.12 地－６号県単地方特定道路整備工事 岐阜県 益田郡小坂町落合

1189 岐阜県八幡山林事業所 ㈱地建防災 10.08 10.11 4302号予防治山工事 岐阜県 郡上郡高鷲村鮎立観音堂

1190 岐阜県岐阜山林事業所 馬瀬建設協業組合 10.08 11.03 2038号予防治山工事 岐阜県 美濃市港町

1191 山梨県大月土木事務所 橋本土建工業㈱ 10.08 11.03 上野原丹波山線道路改良工事 山梨県 北都留郡上野原町棡原

1192 島根県仁多土木事務所 ㈲内田工務店 10.08 10.09 国道314号道路防災緊急対策（災害防除）工事 島根県 仁多郡仁多町三沢

1193 鳥取県米子地方農林振興局 美保土建㈱ 10.08 10.11 県営西伯地区広域農道（溝口付帯工１工区）工事 鳥取県 日野郡溝口町宇代

1194 福島県南会津建設事務所 ライト工業㈱ 10.08 10.09 災害防除工事 福島県 南会津郡田島町糸沢

1195 岡山県岡山地方振興局 第二建設㈱ 10.08 11.03 復旧治山事業第17号 岡山県 玉野市渋川４丁目（矢出）

1196 岡山県倉敷地方振興局 第二建設㈱ 10.08 11.05 復旧治山（岩接着工）事業 岡山県
倉敷市児島唐琴町土佐清水市貝ノ
川

1197 高知県中村林業事務所 ㈱竹内建設 10.09 11.01 貝ノ川復旧治山工事 高知県 土佐清水市貝ノ川

1198 高知県中村林業事務所 ㈱竹内建設 10.09 11.01 白浜環境防災林整備工事 高知県 幡多郡佐賀町白浜

1199 高知県伊野林業事務所 ㈱竹内建設 10.09 11.02 川又予防治山工事 高知県 吾川郡吾北村川又

1200 高知県須崎土木事務所 岩井建設㈱ 10.09 11.05 県道中平檮原線緊急地方道路整備工事 高知県 高岡郡檮原町仲久保

1201 岡山県井笠地方振興局 ㈱山本組 10.09 10.12 予防治山（離島）事業 岡山県 笠岡市白石島

1202 愛媛県西条地方局 アオノ建興㈱ 10.09 11.03 （主）新居浜別子山線落石防止対策工事 愛媛県 新居浜市立川山

1203 岡山県勝英地方振興局 ㈱田村工務店 10.09 10.10 緊急地方道路整備（交付金）特殊改良一種工事 岡山県 勝田郡勝田町久賀

1204 岐阜県萩原土木事務所 馬瀬建設協業組合 10.09 11.02 工第２号県単崩落決壊防止工事 岐阜県 益田郡小坂町落合

1205 岐阜県美濃市 馬瀬建設協業組合 10.09 11.03 第21－Ｅ－２号小倉山落石防止市単治山事業 岐阜県 美濃市港町

1206 岐阜県金山町 ㈱加藤組 10.09 10.11 金地整26号下高屋急傾斜地崩落対策工事 岐阜県 益田郡金山町菅田洞

1207 兵庫県上郡土木事務所 石川島興業㈱ 10.09 11.03 250号道路防災工事 兵庫県 相生市相生

1208 岡山県道路公社 第二建設㈱ 10.09 11.01 道路修繕（法面補修工）工事 岡山県 備前市鶴海

1209 島根県津和野土木事務所 ㈲山田土木 10.09 高峰工区特別県単（改良）０県債第二期工事 島根県 鹿足郡津和野町高峰

1210 建設省佐賀国道工事事務所 佐伯建設㈱ 10.09 11.03 佐賀202号南波多地区防災工事 佐賀県 伊万里市南波多町水留
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1211 佐賀県佐賀土木事務所 ㈱富士建 10.09 11.01 県道広滝・大和・富士線道路防災対策工事 佐賀県 佐賀郡富士町小副川

1212 香川県土庄土木事務所 第二建設㈱ 10.09 10.12 県道土庄内海線他１線道路局部改修工事（法面工） 香川県 小豆郡内海町吉田

1213 福島県会津農林事務所 ㈱丸庄工務所 10.09 10.11 林道開設事業（広域基幹）大滝林道 福島県 大沼郡会津高田町松坂

1214 建設省新潟国道工事事務所 ㈱渡辺組 10.09 11.03 関川緊急防災工事 新潟県 岩船郡関川村片貝地先

1215 新潟県巻土木事務所 ㈱シビル 10.09 10.12 日402号県単弥彦山七浦道路維持管理工事 新潟県 西蒲原郡岩室村間瀬

1216 栃木県大田原土木事務所 ㈱谷黒組 10.09 11.03 緊急地方道路整備Ａタイプ道路維持費 栃木県 那須郡塩原町下塩原

1217 長野県木曽地方事務所 木曽土建工業 10.09 復旧治山事業第199号工事 長野県 木曽郡上松町桟上

1218 高知県中央林業事務所 ㈲手箱建設 10.10 11.03 寺川№１予防治山工事転石サポート工事一式 高知県 土佐郡本川村寺川

1219 高知県中村林業事務所 山本建設工業㈱ 10.10 11.02 大島予防治山工事 高知県 宿毛市大島

1220 広島県廿日市土木事務所 ショーボンド建設㈱ 10.10 10.12 一般国道186号道路災害防除工事 広島県 大竹市後飯谷

1221 島根県出雲農林振興センター ㈲三原組 10.10 11.03 予防治山事業（福田屋） 島根県 簸川郡佐田町大呂

1222 島根県益田土木建築事務所 大河建設㈱ 10.10 10.12 県道三隅美都線道路災害防除工事 島根県 美濃郡美都町宇津川

1223 群馬県富岡林業事務所 ㈱市川工業 10.10 10.12 復旧治山事業 群馬県 甘楽郡下仁田町白山

1224 山梨県大月林務事務所 成勇建設㈱ 10.10 11.03 落石防止工事 山梨県 北都留郡秋山村板崎

1225 高知県須崎土木事務所 湯浅工業㈱ 10.10 11.02 県道四国カルスト公園縦断線道路災害復旧工事 高知県 高岡郡檮原町五段城

1226 北海道開発局旭川開発建設部 浜塚建設工業㈱ 10.10 10.12 玉川法面防災外一連工事 北海道 中川郡美深町玉川

1227 青森県十和田土木事務所 田中建設㈱ 10.10 10.11 第462号国道102号道路災害防除工事 青森県 上北郡十和田湖町奥瀬

1228 青森県十和田土木事務所 田中建設工業㈱ 10.10 10.11 第6559号国道102号道路災害防除工事 青森県 上北郡十和田湖町奥瀬

1229 熊本県一の宮土木事務所 ライト工業㈱ 10.10 11.02 国道212号災害防除工事 熊本県 阿蘇郡阿蘇町湯浦

1230 熊本県八代土木事務所 山陽技研㈱ 10.10 11.03 国道445号災害防除工事 熊本県 八代郡泉村椎原

1231 佐賀県唐津農林事務所 ㈱富士建 10.10 11.03 野々平地区復旧治山事業 佐賀県 東松浦郡厳木町天川

1232 岡山県倉敷地方振興局 第二建設㈱ 10.10 11.01 復旧治山（岩接着工）事業第13号 岡山県 倉敷市児島唐琴町

1233 建設省紀南工事事務所 ショーボンド建設㈱ 10.10 11.01 42号橋杭岩防災工事 和歌山県 東牟婁郡古座町姫

1234 和歌山県日高振興局 ㈱永井組 10.10 10.12 平成10年度予防治山事業 和歌山県 日高郡南部川村市井川

1235 岐阜県萩原山林事業所 馬瀬建設協業組合 10.10 11.03 第7014号予防治山工事 岐阜県 益田郡小坂町落合

1236 岐阜県萩原山林事業所 馬瀬建設協業組合 10.11 11.03 第7017号予防治山工事 岐阜県 益田郡下呂町瀬戸前平

1237 岐阜県萩原山林事業所 丸ス産業㈱ 10.11 11.03 7015号復旧治山工事 岐阜県 益田郡萩原町西上田西ケ尾

1238 島根県津和野土木事務所 安野産業㈱ 10.11 11.01 夜打原地区急傾斜地崩壊対策工事（第２期） 島根県 鹿足郡柿木村柿木

1239 島根県木次土木建築事務所 第二建設㈱ 10.11 11.03 松江木次線道路防災緊急対策工事 島根県 大原郡大東町中湯石

1240 和歌山県西牟婁振興局 ㈱丸山組 10.11 10.12 田辺龍神線災害防除工事 和歌山県 田辺市秋津川
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1241 兵庫県市川町 ㈲本田建設 10.11 10.12 地域改善対策事業（水路改修工事） 兵庫県 神崎郡市川町沢

1242 建設省新潟国道工事事務所 ㈱加藤組 10.11 11.03 山北防災その１工事 新潟県 岩船郡山北町中浜地先

1243 栃木県佐野土木事務所 丸玉土木建築㈱ 10.11 11.01 （国庫）道路災害防除工事 栃木県 佐野市藤町唐沢山

1244 群馬県富岡林業事務所 ㈱高特 10.11 11.05 （国庫）予防治山事業 群馬県 甘楽郡下仁田町東牧野

1245 山梨県市川土木事務所 ㈱中村興業 10.11 11.01 西沢砂防工事 山梨県 南巨摩郡鰍沢町十谷地内の３

1246 岡山県高梁地方振興局 ㈱岩本建設 10.11 地域防災対策総合治山事業 岡山県 高梁市中井町西方

1247 徳島営林署 丸浦工業㈱ 10.11 11.01 管生（50）復旧治山新設工事 徳島県 三好郡東祖谷山村管生

1248 宮崎県南那珂農林振興局 吉原建設㈱ 10.11 11.03 迫前地区予防治山事業 宮崎県 南那珂郡北郷町大藤甲

1249 高知県本山土木事務所 ㈲岡本建設 10.11 11.03 県道高知伊予三島線緊急地方道路整備工事 高知県 土佐郡大川村大北川

1250 愛媛県松山地方局 国土防災技術㈱ 10.11 11.07 国有林野内補助治山工事 愛媛県 温泉郡重信町上林

1251 岐阜県萩原土木事務所 金山建設㈱ 10.12 11.02 工第４号県単崩落決壊防止工事 岐阜県 益田郡金山町戸部

1252 岐阜県多治見土木事務所 ㈲岡島建設 10.12 11.03 工第１号県単地方特定道路整備工事 岐阜県 土岐市妻木町

1253 岐阜県岐阜山林事業所 馬瀬建設協業組合 10.12 11.02 第2079号県単治山工事 岐阜県 武儀郡上之保村河合古場

1254 岐阜県岐阜山林事業所 馬瀬建設協業組合 10.12 11.02 第2078号県単治山工事 岐阜県 関市栄町３丁目

1255 島根県川本農林振興センター ㈱日高組 10.12 11.03 自然環境保全治山事業（三好谷） 島根県 邑智郡大和村長藤

1256 島根県川本農林振興センター 和田建設 10.12 11.02 復旧治山事業自然環境保全治山（悪谷） 島根県 邑智郡大和村長藤

1257 岡山県岡山市 芳賀土木 10.12 11.01 市道金山寺玉柏線道路防災工事 岡山県 岡山市畑鮎

1258 大阪府大東市 国土防災技術㈱ 10.12 11.03 飯盛山ハイキングコース展望台下崩落修復工事 大阪府 大東市野崎

1259 和歌山県日高振興局 ㈱駒場工務店 10.12 11.02 平成10年度予防治山事業 和歌山県 日高郡中津村田尻

1260 東京都西多摩建設事務所 大館建設工業 10.12 11.01 道路災害防除工事（西の12） 東京都 西多摩郡奥多摩町日原

1261 建設省長野国道工事事務所 鹿熊組
10.11.

01
11.03.2

0
山清路防災その２工事 長野県 東築摩郡生坂村山清路

1262 鹿児島県宮之城土木事務所 ㈱三竹工業 10.12 11.07 第５号県単道路整備（災害防除）工事 鹿児島県 薩摩郡入来町清浦

1263 岡山県井笠地方振興局 ㈱北木建設 10.12 11.02 予防治山事業第２－２号 岡山県 笠岡市北木島町大浦

1264 山梨県市川土木事務所 ㈱中村興業 10.12 11.03 湯町砂防工事 山梨県 西八代郡下部町湯町地内の１

1265 山梨県市川土木事務所 ㈱中村興業 10.12 11.03 上の平砂防工事 山梨県 西八代郡下部町上の平地内の１

1266 高知県須崎林業事務所 ㈱竹内建設 10.12 11.07 芳生野予防治山工事 高知県 高岡郡東津野村芳生野

1267 高知県安芸土木事務所 ㈱竹内建設 11.01 11.05 国道493号災害防除工事 高知県 安芸郡北川村崎山

1268 愛媛県松山地方局 黒田土建㈱ 11.01 11.03 松山東部環状線生活道路改良整備工事 愛媛県 松山市湯の山

1269 高知県安芸林業事務所 西本興業㈱ 11.01 11.09 下山復旧治山工事 高知県 安芸市下山

1270 栃木県日光土木事務所 ㈱大塚組 11.01 11.03 （国庫）道路災害防除工事 栃木県 塩谷郡藤原町川治独鈷沢
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1271 群馬県渋川林業事務所 ライト工業㈱ 11.01 11.03 （国庫）予防治山事業 群馬県 北群馬郡伊香保町伊香保

1272 和歌山県西牟婁振興局 向井建設 11.01 11.02 日置大塔村線災害防除工事 和歌山県 西牟婁郡大塔村合川

1273 兵庫県六甲治山事務所 ㈱橋本組 11.01 11.02 地域防災対策総合治山事業 兵庫県 西宮市越水字社家郷山

1274 岩手県生活環境部 刈屋建設㈱ 11.01 11.03 田老道路（歩道）整備工事 岩手県 下閉伊郡田老町三王

1275 建設省紀勢国道工事事務所 青木産業㈱ 11.01 11.05 平成10年度42号大宮地区法面防災工事 三重県 度会郡大宮町阿曽

1276 諏訪城址委員会 高村組㈱ 11.01 11.02 萩ス工第３号諏訪城址崩落防止工事 岐阜県 益田郡萩原町萩原

1277 福井県丹生林業事務所 日光産業㈱ 11.01 11.06 平成10年度地域防災対策総合治山工事 福井県 丹生郡越前町茂原（滝の畑その２）

1278 建設省佐賀国道工事事務所 ㈱大島組 11.01 11.02 行合野地区防災工事 佐賀県 東松浦郡北波多村行合野

1279 宮崎県南那珂農林振興局 浜田建設㈱ 11.01 11.03 予防治山事業（牧内地区） 宮崎県 日南市牧内

1280 岡山県高梁地方振興局 ㈱岩本建設 11.01 11.03 予防治山事業 岡山県 高梁市中井町西方井戸

1281 栃木県宇都宮土木事務所 栄商事㈱ 11.02 11.03 道路災害防除工事 栃木県 河内郡上河内町今里

1282 茨城県那珂ダム建設事務所 東興建設㈱ 11.02 11.03 （県単）河川防災落石防止工事 茨城県 久慈郡水府村下高倉

1283 栃木県日光土木事務所 ㈱栗山山本建設 11.02 11.03 地方特定道路整備工事 栃木県 塩谷郡栗山村竹の上橋

1284 山梨県市川土木事務所 ㈱依田組 11.02 11.07 西沢砂防工事（明許） 山梨県 南巨摩郡鰍沢町十谷地内の５

1285 山梨県甲府市 千代田工業㈱ 11.02 11.03 落石防止工事（その２） 山梨県 甲府市高成町

1286 岐阜県八幡土木事務所 馬瀬建設協業組合 11.02 11.03 工第３号県単砂防修繕工事 岐阜県 郡上郡八幡町小野桜町

1287 岐阜県萩原土木事務所 ㈱地建防災 11.02 11.03 工第4747－２号公共急傾斜地崩落対策工事 岐阜県 益田郡下呂町三原

1288 岐阜県東濃用水道事務所 長尾建設㈱ 11.02 11.03 第20号東濃用水取水場進入道路修繕工事 岐阜県 中津川市落合

1289 和歌山県東牟婁振興局 中上建設㈱ 11.02 11.03 168号道路災害防除工事 和歌山県 新宮市高田

1290 熊本県球磨農林事務所 ㈱哲建設 11.02 11.03 球磨管内予防治山事業第26号 熊本県 球磨郡山江村万江平原

1291 宮崎県南那珂農林振興局 浜田建設㈱ 11.02 復旧治山事業鵜戸地区岩接着落石防止工事 宮崎県 日南市宮浦宇鵜戸

1292 宮崎県日南市 浜田建設㈱ 11.02 11.03 牧内羽山地区防災工事 宮崎県 日南市牧内羽山

1293 建設省中村工事事務所 ㈱伊与田組 11.02 11.03 磯ノ川防災外３件工事 高知県 中村市磯ノ川

1294 富山県福野土木事務所 木村建設㈱ 11.02 11.09 一般県道471号県単道路災害防除法面防護工事 富山県 東砺波郡庄川町二ツ屋

1295 福井県丹生林業事務所 開発産業㈱ 11.03 11.06 平成10年度県単林道改良工事（六呂師線） 福井県 丹生郡越前町六呂師

1296 石川県鶴来土木事務所 永井建設㈱ 11.03 11.06
平成10年度主要地方道白山公園線道路災害防除・岩接
着・ロープネット工事

石川県 石川郡白峰村白峰（三ツ谷）

1297 石川県鶴来土木事務所 西山産業㈱ 11.03 11.06 緊急地方道路整備工事（災害防除Ａ） 石川県 石川郡白峰村白峰（大正橋）

1298 石川県鶴来土木事務所 ㈱文吉組 11.03 11.06 主要地方道白山公園線道路災害防除工事 石川県 石川郡白峰村白峰（赤岩）

1299 島根県木次土木建築事務所 日特建設㈱ 11.03 国道314号災害防除工事 島根県 大原郡木次町西日登

1300 島根県津和野土木事務所 第二建設㈱ 11.03 11.07 白井地区急傾斜地崩壊対策工事（第２期） 島根県 鹿足郡津和野町名賀
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1301 鳥取県郡家土木事務所 ㈱松田組 11.03 11.10 一般国道482号道路災害防除工事（３工区） 鳥取県 八頭郡佐治村余戸

1302 鳥取県郡家土木事務所 ㈱山陰建設 11.03 11.10 一般国道482号道路災害防除工事（４工区） 鳥取県 八頭郡佐治村余戸

1303 岡山県玉野建設事務所 津国興産 11.03 急傾斜地崩壊対策工事 岡山県 玉野市宇野８丁目

1304 愛媛県面河村 第二建設㈱ 11.03 林道面河線トンネル防災対策追加工事 愛媛県 上浮穴郡面河村面河山

1305 兵庫県上月町 ㈱上野組 11.03 県単独補助治山事業 兵庫県 佐用郡上月町櫛田

1306 奈良県吉野土木事務所 ㈱山和組 11.03 11.04 災害防除（国道）工事 奈良県 吉野郡下北山村浦向

1307 建設省土佐国道工事事務所 ㈱竹内建設 11.03 11.10 平成10年度橘地区防災工事 高知県 吾川郡吾川村橘

1308 高知県安芸土木事務所 湯浅建設㈱ 11.03 11.11 県道安田東洋線災害防除工事 高知県 安芸郡北川村轟

1309 栃木県鹿沼土木事務所 斉藤建設㈱ 11.03 11.04 （国庫）道路災害防除工事 栃木県 鹿沼市松の手口

1310 栃木県日光土木事務所 阿久津建設㈱ 11.03 11.05 （国庫）道路災害防除工事 栃木県 塩谷郡藤原町大原

1311 京都府宮津土木事務所 ㈱タナカ工務店 11.03 亀島本庄線緊急地方道路整備事Ａ（府代行）工事 京都府 与謝郡伊根町字泊

1312 兵庫県六甲治山事務所 明生建設㈱ 11.03 地域防災対策総合治山事業 兵庫県 神戸市長田区一里山町

1313 兵庫県神戸土木事務所 本多・春名・紺谷 JV 11.03 石井ダム工事用道路⑤及び市道付替橋梁下部工事 兵庫県 神戸市北区鈴蘭台

1314 兵庫県市川町 大林道路㈱ 10.04 10.09 ふるさと林道緊急整備事業林道開設工事 兵庫県 神崎郡市川町下牛尾

1315 三重県紀北県民局建設部 大徳建設 11.04 11.05 県単災害防除施設工事 三重県 北牟婁郡海山町引本浦

1316 栃木県鹿沼土木事務所 ㈱明商 11.04 11.05 （国庫）道路災害防除工事 栃木県 鹿沼市松の手口

1317 栃木県大田原土木事務所 ㈱谷黒組 11.04 11.09 地方特定道路整備工事 栃木県 那須郡塩原町下塩原

1318 栃木県大田原土木事務所 ㈱太田建設 11.04 11.09 （国庫）道路災害防除工事分１号 栃木県 那須郡塩原町塩原

1319 栃木県大田原土木事務所 ㈱田代組 11.04 11.09 （国庫）道路災害防除工事分２号 栃木県 那須郡塩原町塩原

1320 静岡県下田土木事務所 尾中建設㈱ 11.04 第10－11419－01号国道136号（県単）災害防除工事 静岡県 賀茂郡松崎町岩地

1321 立山開発鉄道㈱ 丸新志鷹建設㈱ 11.05 11.06 立山ケーブルカー沿線落石対策工事 富山県 中新川郡立山町千寿ケ原

1322 岐阜県多治見土木事務所 ㈱地建防災 10.09 11.07 第28号公共道路災害防除工事 岐阜県 土岐市泉町久尻

1323 岐阜県高山山林事業所 坂本土木 10.11 11.08 第8601号災害関連緊急治山工事 岐阜県 吉城郡神岡町跡津川

1324 石川県鶴来土木事務所 ㈱岡組 10.11 11.12 緊急地方道路整備（災害防除Ａ）工事 石川県 石川郡白峰村白峰

1325 愛媛県八幡浜地方局 湯浅工業㈱ 10.11 11.07
（主）八幡浜宇和線道路防災緊急対策工事高機能幹線道
路整備工事

愛媛県 八幡浜市若山

1326 愛媛県西条地方振興局 湯浅工業㈱ 11.01 11.06 新防災第３号（国）194号道路防災緊急対策工事 愛媛県 西条市千町

1327 岐阜県古川土木事務所 馬瀬建設協業組合 11.01 11.05 工第２７－２号公共道路災害復旧工事 岐阜県 吉城郡河合村大谷

1328 岐阜県高山土木事務所 馬瀬建設協業組合 11.02 11.08 第12－２号公共道路災害防除工事 岐阜県 大野郡丹生川村旗鉾

1329 岐阜県萩原土木事務所 金子工業㈱ 11.02 11.12 第29号公共道路災害防除工事 岐阜県 益田郡小坂町大島

1330 岐阜県萩原土木事務所 金山建設㈱ 11.02 12.02 第６号公共道路災害防除工事 岐阜県 益田郡金山町金山
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1331 岐阜県可茂山林事業所 ㈱地建防災 11.03 11.09 第5038号予防治山工事 岐阜県 加茂郡上宗町上麻生

1332 岐阜県高山土木事務所 馬瀬建設協業組合 11.03 11.11 県単崩落決壊防止（崩落決壊防止）工事 岐阜県 大野郡白川村平瀬④

1333 建設省長岡国道工事事務所 ㈱文明屋 11.03 11.11 三俣防災その１工事 新潟県 南魚沼郡湯沢町三俣

1334 香川県土庄土木事務所 湯浅工業㈱ 11.03 11.08 第12号県道三都港平木線外１線道路防災工事 香川県 小豆郡池田町蒲野外

1335 群馬県藤岡土木事務所 ㈱明商 11.04 11.09 県単道路災害防除事業 群馬県 藤岡市下日野

1336 中電飛騨電力センター ㈱今井建設 11.04 11.05 久々野（発）法面保護工設置工事 岐阜県 大野郡久々野町久々野発電所

1337 大分県日田地方振興局 佐藤建設 11.04 11.12 日田局林第５号予防治山工事 大分県 日田郡天瀬町いだけ

1338 建設省長野国道工事事務所 鹿熊組 12.06 13.03 山清路防災その５工事 長野県 東築摩郡生坂村山清路

1339 長野県豊科建設事務所 大丸組 11.05 公共災害道路災害復旧工事 長野県 南安曇郡穂高町西中小屋沢

1340 新潟県村上土木事務所 ㈱シビル 11.05 11.06 日345号一般国道改築道路改良工事 新潟県 岩船郡山北町鵜泊

1341 香川県土庄土木事務所 湯浅工業㈱ 11.05 11.09 土防災第３号県道福田港神懸線道路防災対策工事 香川県 小豆郡内海町福田

1342 高知県越知町 ㈲片岡組 11.05 11.09 町道鎌井田桑薮線落石防護工事 高知県 高岡郡越知町鎌井田

1343 岡山県高梁市 第二建設㈱ 11.06 市道鳴戸市場線防災工事 岡山県 高梁市川面町

1344
愛媛県松山地方局久万土木事
務所

湯浅工業㈱ 11.06 11.10 （主）西条久万線生活道路改良整備工事 愛媛県 上浮穴郡久万町直瀬

1345 滋賀県大津土木事務所 近畿産業㈱ 11.06 11.08 大津信楽線道路災害防除工事 滋賀県 大津市上田上牧町

1346 長野県飯田地方事務所 宮嘉建設㈲ 11.06 県単治山事業第４号工事 長野県 飯田市天竜峡

1347 日本道路公団大月管理事務所 ㈱キョーエー 11.06 11.07 中央自動車道下り線大月市浅利地内落石防止工事 山梨県 大月市浅利

1348 山梨県大月土木事務所 橋本土建工業㈱ 11.06 11.09 上野原丹波山線道路工事 山梨県 北都留郡上野原町棡原

1349 山梨県市川土木事務所 ㈱依田組 11.06 11.08 西沢砂防工事 山梨県 南巨摩郡鰍沢町十谷

1350 岐阜県萩原山林事業所 馬瀬建設協業組合 11.06 11.11 第7004号予防治山工事 岐阜県 益田郡下呂町瀬戸

1351 三重県北勢県民局生活環境 国土防災技術㈱ 11.06 11.08 平成10年度予防治山（一般）第１－２号 三重県 三重郡菰野町菰野字湯ノ山

1352 岐阜県高山山林事業所 ㈱杉建 11.07 12.03 第8042号予防治山工事 岐阜県 大野郡丹生川村山口岩平

1353 岐阜県萩原山林事業所 遠藤組㈲ 11.07 12.02 第7008号予防治山工事 岐阜県 益田郡下呂町湯ノ島若宮

1354 佐賀県唐津農林事務所 ㈱富士建 11.07 12.03 復旧治山事業野々平地区工事 佐賀県 東松浦郡巌木町天川

1355 岡山県倉敷地方振興局 第二建設㈱ 11.07 12.01 復旧治山事業（岩接着工）工事 岡山県 倉敷市児島唐琴町

1356 岡山県岡山地方振興局 第二建設㈱ 11.07 11.12 復旧治山事業第16－２ 岡山県 玉野市渋川４丁目（矢出）

1357 鳥取県郡家土木事務所 ㈲中村建設 11.07 11.08 一般国道482号道路災害防除工事 鳥取県 八頭郡若桜町渕見

1358 高知県室戸土木事務所 ㈱竹内建設 11.07 11.09 室港改第２号甲浦港県単改良工事 高知県 安芸郡東洋町甲浦

1359 愛媛県西条地方振興局 湯浅工業㈱ 11.07 12.01 道路防災緊急対策工事 愛媛県 西条市千町

1360 和歌山県西牟婁振興局 丸山組 11.07 11.08 田辺龍神線災害防除工事 和歌山県 田辺市秋津川
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1361 和歌山県東牟婁振興局 上地組 11.07 11.08 月野瀬地区急傾斜地崩壊対策工事 和歌山県 東牟婁郡古座川町月野瀬

1362 兵庫県山東町 梁瀬工業㈱ 11.07 11.11 県単独補助治山事業 兵庫県 朝来郡山東町矢名瀬

1363 群馬県藤岡土木事務所 ㈱明商 11.07 11.11 県単道路災害防除事業０県債 群馬県 藤岡市下日野

1364 建設省長野国道工事事務所 鹿熊組
11.03.

01
12.03.2

0
山清路防災その４工事 長野県 東築摩郡生坂村山清路

1365 岐阜県萩原土木事務所 曽我組 11.07 11.12 第９号県単崩落決壊防止工事 岐阜県 益田郡下呂町宮地

1366 岐阜県萩原土木事務所 ㈱地建防災 11.07 12.01 工第49号公共急傾斜地崩壊対策工事 岐阜県 益田郡下呂町三原

1367 岐阜県高山土木事務所 ㈱飛研 11.08 11.11 工第４号道路修繕工事 岐阜県 大野郡丹生川村乗鞍

1368 栃木県塩原町 ㈱谷黒組 11.08 落石防止予防工 栃木県 那須郡塩原町塩原

1369 栃木県日光土木事務所 藤沢建設㈱ 11.08 12.01 （国庫）道路災害防除工事 栃木県 上都賀郡足尾町野路叉

1370 鹿児島県宮之城土木事務所 ㈱三竹工業 11.08 12.03 第１号県単道路整備（災害防除）工事 鹿児島県 薩摩郡入来町清浦

1371 佐賀県唐津農林事務所 ㈱富士建 11.08 12.02 復旧治山事業相賀地区工事 佐賀県 唐津市湊

1372 香川県土庄土木事務所 湯浅工業㈱ 11.08 11.12 工防災第８号県道土庄内海線道路防災工事 香川県 小豆郡内海町吉田

1373 高知県越知土木事務所 ㈱竹内建設 11.08 12.01 越道防（特）第４－１号県道中津公園線道路防災工事 高知県 吾川郡吾川村名野川

1374 高知県安芸土木事務所 ㈲北川興業 11.08 12.01
緊道整（Ａ）第１－７－２号県道安田東洋線緊急地方道路
整備工事

高知県 安芸郡北川村島

1375 建設省岡山国道工事事務所 蜂谷工業㈱ 11.08 11.09 国道53号草生他防災工事 岡山県 御津郡建部町吉田

1376 岡山県阿新地方振興局 第二建設㈱ 11.08 12.02 予防治山事業第27号 岡山県 新見市新見（龍頭）

1377 岡山県建部建設事務所 日特建設㈱ 11.08 11.11 公共道路災害防除工事 岡山県 久米郡旭町西川

1378 三重県松阪地方県民局建設 ㈱西組 11.08 12.03 第３－分１号国補災害防除施設工事 三重県 多気郡宮村滝谷

1379 長野県北安曇事務所 ㈱今井工務店 11.08 11.11 平成10年度復旧治山事業第327号工事 長野県 北安曇郡小谷村平岩

1380 岐阜県岐阜山林事業所 富田屋土建㈲ 11.09 11.11 第2025号予防治山工事 岐阜県 本巣郡根尾村板所脇出

1381 岐阜県高山山林事業所 ㈱飛鳥 11.09 12.02 第8056号予防治山工事 岐阜県 高山市漆垣内町東洞

1382 岐阜県多治見土木事務所 馬瀬建設協業組合 11.09 12.02 第地崩－１号県単地方特定道路整備工事 岐阜県 土岐市妻木町

1383 岐阜県岐阜山林事業所 ㈱市川工務店 11.09 12.03 第2039号地域防災対策総合治山工事 岐阜県 岐阜市長良大字西山

1384 山梨県丹波山村 ㈱中村興業 11.09 丹波山村鴨沢地内屋内体育館擁壁補修工事 山梨県 北都留郡丹波山村鴨沢

1385 山梨県丹波山村 ㈱中村興業 11.09 丹波山村小袖地内擁壁補修工事 山梨県 北都留郡丹波山村小袖

1386 山形県庄内支庁林業振興課 ㈱山本組 11.09 11.12 今泉地域防災対策総合治山山腹工工事 山形県 鶴岡市加茂字今泉

1387 建設省新潟国道工事事務所 東亜道路工事㈱ 11.09 11.11 新発田管内維持工事（岩接着工） 新潟県 岩船郡関川村大内渕

1388 建設省立山砂防工事事務所 水口建設㈱ 11.09 12.12 工事専用軌道落石対策工事 富山県 中新川郡立山町あしくらじ

1389 岐阜県高山土木事務所 馬瀬建設協業組合 11.09 12.03
公共緊急地方道路整備Ａ（災害防除）県単崩落決壊防止工
事

岐阜県 大野郡白川村平瀬
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1390 兵庫県豊岡農林事務所 ㈱田内工務店 11.09 11.11 予防治山事業 兵庫県 城崎郡城崎町今津

1391 和歌山県西牟婁振興局 木下組 11.09 11.11 予防治山事業 和歌山県 西牟婁郡中辺路町大川野々尻

1392 岡山県井笠地方振興局 ㈱北木建設 11.09 11.12 平成11年度予防治山工事 岡山県 笠岡市北木島町大浦

1393 島根県広瀬土木事務所 第二建設㈱ 11.09 12.03 （主）安来伯太日南線維持修繕工事 島根県 能義郡伯太町上十年畑

1394 島根県大田土木事務所 第二建設㈱ 11.09 11.12 森分地区砂防修繕工事 島根県 邇摩郡温泉津町福光

1395 岡山県御津町 第二建設㈱ 11.09 11.12 町道日朝線落石防止（岩接着）工事 岡山県 御津郡御津町矢原

1396 高知県中村土木事務所 ㈱竹内建設 11.09 11.12 中道防第４－12号国道381号道路防災工事 高知県 幡多郡西土佐村半家

1397 愛媛県内子町 石岡建設㈱ 11.09 11.10 砂補第77号県単ガケ崩れ防災成屋地区対策工事 愛媛県 喜多郡内子町大瀬

1398 高知県中村土木事務所 湯浅工業㈱ 11.09 11.11 国道441号道路防災工事 高知県 幡多郡西土佐村芽生

1399
愛媛県松山地方局伊予土木事
務所

国土防災技術㈱ 11.09 12.03 （国）379号道路防災緊急対策工事 愛媛県 伊予郡砥部町万年

1400 愛媛県松山地方局 国土防災技術㈱ 11.09 12.03 国有林野内補助治山工事 愛媛県 温泉郡重信町上林

1401 香川県土庄土木事務所 湯浅工業㈱ 11.10 11.12 工改修第６号県道屋外崎小江渕崎道路改修工事 香川県 小豆郡土庄町

1402 建設省土佐国道工事事務所 ㈱竹内建設 11.10 12.06 平成11年度橘地区外１件防災工事 高知県 吾川郡吾川村橘

1403 岡山県里庄町 第二建設㈱ 11.10 11.11 林地災害防止事業 岡山県 浅口郡里庄町新庄

1404 鳥取県郡家土木事務所 塚川建設㈱ 11.10 一般国道373号道路災害防除工事 鳥取県 八頭郡智頭町福原

1405 鳥取県郡家土木事務所 こおげ建設㈱ 11.10 11.11 一般国道482号道路災害防除工事 鳥取県 八頭郡若桜町渕見

1406 岡山県真庭地方振興局 松尾工業㈱ 11.10 12.03 道路災害防除（交付金Ａ）工事 岡山県 真庭郡落合町関

1407 島根県川本農林振興センター 日高工務店 11.10 12.02 平成11年度予防治山事業（川渕上） 島根県 邑智郡羽須美村雪田

1408 兵庫県上郡土木事務所 ㈲深口建設 11.10 急傾斜地崩壊対策工事 兵庫県 佐用郡佐用町秀谷

1409 佐賀県武雄農林事務所 ㈱富士建 11.10 12.03 予防治山事業小路地区第１号工事 佐賀県 武雄市武雄町

1410 大分県日田地方振興局 佐藤建設 11.10 12.03 日田局林第１号予防治山工事 大分県 日田郡天瀬町いだけ

1411 福井県丹生林業事務所 日光産業㈱ 11.10 12.01 平成11年度治山予防事業 福井県 丹生郡越前町厨

1412 福井県福井土木事務所 開発産業㈱ 11.10 12.03 地すべり対策工事 福井県 福井市大丹生町

1413 山梨県市川土木事務所 ㈱中村興業 11.10 12.02 上の平砂防工事 山梨県 西八代郡下部町上の平

1414 山梨県塩山土木事務所 永田建設㈱ 11.10 12.01 国道140号災害防除工事 山梨県 東山梨郡牧丘町成沢

1415 山梨県市川土木事務所 三億工業㈱ 11.10 12.03 湯町砂防工事 山梨県 西八代郡下部町湯町

1416 東京電力株式会社 市川事業㈱ 11.10 11.11 新高瀬川発電所管理用道路法面整備工事 長野県 大町市大字大町平

1417 新潟県新津市 ㈱小川組 11.10 12.03 白玉の滝歩道落石防止工事 新潟県 新津市金津

1418 静岡県下田農林事務所 恵比寿建設 11.10 県単独治山事業 静岡県 賀茂郡南伊豆町上賀茂

1419 群馬県中之条土木事務所 池原工業 11.10 12.08 （国庫）道路災害防除事業 群馬県 吾妻郡吾妻町松谷
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1420 群馬県富岡林業事務所 ㈱アイビック 11.10 12.06 （国庫）予防治山事業 群馬県 甘楽郡下仁田町西野牧

1421 茨城県那珂ダム建設事務所 東興建設㈱ 11.10 県単河川防災落石防止工事 茨城県 久慈郡水府村下高倉

1422 栃木県日光土木事務所 磯部建設㈱ 11.10 11.12 （国庫）道路災害防除工事 栃木県 塩谷郡栗山村川俣

1423 群馬県沼田土木事務所 日本基礎技術㈱ 11.10 11.11 県単独道路災害防除事業 群馬県 利根郡白沢村岩室

1424 福島県会津農林事務所 大石建設工業 11.10 林道落石防止工事 福島県 河沼郡柳津町長窪

1425 山形県庄内支庁温海支所 東海林建設㈱ 11.10 11.12
主要地方道余目温海線外１路線臨時道路整備事業（災害
防除）落石防止工事

山形県 西田川郡温海町潟温海

1426 山梨県下部町 ㈱中村興業 11.11 12.02 雨河内町有地岩崩壊防止工事 山梨県 西八代郡下部町常葉雨河内

1427 鳥取県郡家土木事務所 八千代建設㈱ 11.11 12.01 下ノ谷川荒廃砂防工事（２工区） 鳥取県 八頭郡船岡町大江

1428 島根県出雲農林振興センター ㈱山下工務所 11.11 平成11年度予防治山事業（山郡） 島根県 簸川郡多伎町神原

1429 島根県大田土木事務所 ㈱中筋組 11.11 12.03 森分１地区急傾斜地崩壊対策工事 島根県 邇摩郡温泉津町福波

1430 島根県川本農林振興センター 磯野組 11.11 12.03 平成11年度自然環境保全治山事業（石見下） 島根県 邑智郡邑智町滝原

1431 岡山県高梁市 第二建設㈱ 11.11 11.12 市道井ノ木石浦線道路改良工事（落石防止） 岡山県 高梁市高倉町飯部

1432 広島県尾道農林事務所 樫木建設㈱ 11.11 12.03 地域防災対策治山事業山腹工事（岩根地区） 広島県 御調郡御調町岩根

1433 高知県本山土木事務所 ㈱本川建設 11.11 交安国第10－７号国道194号交通安全施設等整備工事 高知県 土佐郡本川村桑瀬

1434 滋賀県今津土木事務所 西部総合㈱ 11.11 12.03 国道303号他道路補修工事 滋賀県 高島郡今津町杉山

1435 宮崎県南那珂農林振興局 吉原建設㈱ 11.11 12.03 予防治山事業迫前地区 宮崎県 南那珂郡北郷町大藤甲

1436 宮崎県日向土木事務所 水本建設㈱ 11.12 12.01
平成11年度県防災第01-1-1-号　緊急輸送道路等防災対
策（防火）

宮崎県 東臼杵郡諸塚村七ツ山

1437 徳島県阿南土木事務所 大岡建設 11.12 12.03 県単砂防工事 徳島県 阿南市加茂町不け

1438 高知県中村林業事務所 ㈱竹内建設 11.12 12.03 第570号白浜環境防災林整備工事 高知県 幡多郡佐賀町白浜

1439 高知県中村林業事務所 ㈱竹内建設 11.12 12.03 第59号貝ノ川復旧治山工事 高知県 土佐清水市貝ノ川

1440 高知県伊野林業事務所 ㈱竹内建設 11.12 12.03 第115号川又予防治山工事 高知県 吾川郡吾北村川又

1441 高知県中村土木事務所 ㈱伊与田組 11.12 12.02 市野瀬防災外２件工事 高知県 幡多郡佐賀町市野瀬

1442 高知県北川村 ㈲浜渦工務店 11.12 12.01 村道東岸線落石対策工事 高知県 安芸郡北川村野友

1443 岡山県道路公社 第二建設㈱ 11.12 12.03 道路修繕工事（道路防災工） 岡山県 備前市鶴海

1444 広島県竹原土木事務所 ㈱西日本ｸﾞﾘｰﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ 11.12 12.03 大崎上島循環線道路維持修繕，道路災害防除工事 広島県 豊田郡木江町沖浦

1445 島根県出雲農林振興センター 大福工業㈱ 11.12 12.03 地域防災対策総合治山事業（北山その２） 島根県 出雲市日下

1446 島根県川本農林振興センター ㈱日高組 11.12 12.02 平成10年度（翌債）自然環境保全治山事業（三好谷その２） 島根県 邑智郡大和村長藤

1447 岡山県高梁地方振興局 日特建設㈱ 11.12 12.03 広域営農団地農道整備事業（備中中部地区） 岡山県 川上郡成羽町中野

1448
大阪府農とみどり環境の整備
公社

リコー建設㈱ 11.12 12.03 府民の森落石防止工事 大阪府 交野市私部
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1449 兵庫県赤穂市 ㈱宮崎土木 11.12 12.03 八軒家古池線外道路防災工事 兵庫県 赤穂市福浦外

1450 岐阜県萩原土木事務所 馬瀬建設協業組合 11.12 12.03 第６号県単崩落決壊防止工事 岐阜県 益田郡下呂町火打

1451 岐阜県可茂土木事務所 東部建設㈱ 11.12 12.03 第39号公共急傾斜地崩壊対策工事 岐阜県 加茂郡白川町白山

1452 岐阜県萩原土木事務所 ㈱飛鳥 11.12 12.03 工第34号公共地域戦略プラン推進事業工事 岐阜県 益田郡金山町金山

1453 岐阜県大垣土木事務所 馬瀬建設協業組合 11.12 12.03 県単緊急土石流砂防修繕工事 岐阜県 養老郡養老町養老公園（滝）

1454 栃木県大田原土木事務所 ㈱谷黒組 11.12 12.02 地方特定道路整備工事 栃木県 那須郡塩原町下塩原

1455 栃木県日光土木事務所 斉藤建設㈱ 11.12 12.02 （国庫）道路災害防除工事 栃木県 塩谷郡藤原町五十里

1456 岩手県宮古地方振興局 刈屋建設㈱ 11.12 12.03 一般国道106号新里門馬災害防除工事 岩手県 下閉伊郡新里村茂市

1457 奈良県南部農林振興事務所
竹本・松井建工特定建設
工事ＪＶ

11.12 12.04 林道開設事業（１工区） 奈良県 吉野郡西吉野村川股

1458 奈良県吉野土木事務所 吉野組 12.01 12.03 道路災害復旧工事 奈良県 吉野郡上北山村西原

1459
和歌山県海草振興局海南事務
所

ショーボンド建設㈱ 12.01 12.02 国道370号道路維持修繕工事 和歌山県 海草郡美里町中

1460 高知県大月町 ㈱竹内建設 12.01 12.03 平成11年度古満目山地災害防止事業 高知県 幡多郡大月町古満目

1461 高知県中村土木事務所 ㈲大宮建設 12.01 12.02 道改国第５－56号国道381号道路改築工事 高知県 幡多郡西土佐村半家

1462 福井県武生土木事務所 ㈱高野組 12.01 12.03 元比田地内岩接着工 福井県 敦賀市元比田

1463 静岡県下田土木事務所 河津建設㈱ 12.01 13.03 平成10年度136号災害防除工事 静岡県 賀茂郡松崎町江奈

1464 群馬県藤岡土木事務所 日本基礎技術㈱ 12.01 12.05 （国庫）地方道路整備事業（Ａ） 群馬県 藤岡市上日野

1465 岩手県生活環境部 丸光建設㈱ 12.01 12.03 鳥越鵜の巣線道路（歩道）整備工事 岩手県 下閉伊郡田野畑村島越

1466 岡山県真庭地方振興局 第二建設㈱ 12.01 12.03 単県道路災害防除事業調整費（道路災害防除）合併工事 岡山県 真庭郡勝山町柴原

1467 岡山県岡山地方振興局 日本植生㈱ 12.01 12.09 復旧治山事業第16－３号 岡山県 玉野市渋川４丁目

1468 鳥取県根雨土木事務所 ㈲松金組 12.01 12.03 一般国道180号道路災害防除工事 鳥取県 日野郡日野町小河内

1469 島根県浜田農林振興センター 伸和建設㈱ 12.01 12.03 平成１１年度　予防治山事業（伊木） 島根県 那賀郡金城町伊木

1470 岡山県倉敷地方振興局 第二建設㈱ 12.02 12.08 復旧治山事業（岩接着工）第15－２号 岡山県 倉敷市児島唐琴町

1471 奈良県農林部治山課 ㈱大隈組 12.02 12.03 生活環境保全林整備事業 奈良県 吉野郡黒滝村粟飯谷

1472 岡山県新見市 千崎建設㈱ 12.02 公共下水道事業公共単市合併管渠埋設工事（第２工区） 岡山県 新見市新見

1473 岡山県真庭地方振興局 第二建設㈱ 12.02 12.05 単県道路災害防除事業調整費（道路災害防除）合併工事 岡山県 真庭郡勝山町柴原

1474 岡山県真庭地方振興局 第二建設㈱ 12.02 12.03 岩盤接着工事№1.2.3.6.7号 岡山県 真庭郡勝山町神代

1475 奈良県室生村 第二建設㈱ 12.02 12.07 道路改築事業災害防除工事 奈良県 宇陀郡室生村大野

1476 島根県浜田土木建築事務所 広栄建設㈱ 12.02 12.03 浜田八重可部線道路災害防除工事 島根県 那賀郡旭町都川

1477 大分県玖珠土木事務所 天領工業㈲ 12.02 12.03 11災国道第1066号道路災害復旧工事 大分県 玖珠郡玖珠町森
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1478 東京都西多摩建設事務所 ㈱高特 12.02 12.03 道路災害防除工事（西の16） 東京都 西多摩郡奥多摩町氷川

1479 山梨県韮崎林務事務所 富士島建設㈱ 12.02 12.10 尾白川復旧治山工事 山梨県 北巨摩郡白州町横手

1480 山形県庄内支庁温海支所 北日本特殊工業㈱ 12.02 12.03 槙大臨時道路整備事業（災害防除）落石防止工事 山形県 西田川郡温海町槙大

1481 福井県武生土木事務所 山形工業㈱ 12.02 12.03 元比田地内岩接着工 福井県 敦賀市元比田

1482 山梨県市川土木事務所 ㈱依田組 12.03 12.07 西沢砂防工事（明許） 山梨県 南巨摩郡鰍沢町十谷

1483 山梨県市川土木事務所 ㈱中村興業 12.03 12.06 湯町砂防工事（明許） 山梨県 西八代郡下部町湯町

1484 岐阜県高山山林事業所 馬瀬建設協業組合 11.03 11.08 第8620号予防治山工事 岐阜県 大野郡丹生川村日面

1485 岐阜県兼山町 馬瀬建設協業組合 11.03 横茶川敷ボンドモルタル充填工事 岐阜県 可児郡兼山町魚屋

1486 山梨県甲府土木事務所 飯嶋工業㈱ 12.03 12.04 韮崎昇仙峡線道路工事 山梨県 甲府市御岳町峠下

1487 群馬県沼田土木事務所 日本基礎技術㈱ 12.03 12.08 県単独道路災害防除事業 群馬県 利根郡白沢村岩室

1488 福井県丹生林業事務所 山形工業㈱ 12.03 12.07 平成11年度復旧治山下大長谷その１ 福井県 丹生郡越前町米１

1489 兵庫県上郡土木事務所 日本防災㈱ 12.03 12.10 （国）373号道路災害防除工事 兵庫県 赤穂郡上郡町大枝

1490 兵庫県上郡土木事務所 日特建設㈱ 12.03 12.10 （国）373号道路災害防除工事 兵庫県 赤穂郡上郡町大枝

1491 三重県紀南県民局 ㈱平成建設 12.03 予防治山事業第16号 三重県 熊野市井戸町伊豆明神

1492 滋賀県水口土木事務所 杉本建設㈱ 12.03 甲南阿山線道路改築工事 滋賀県 甲賀郡甲南町杉谷

1493 岡山県建部建設事務所 日特建設㈱ 12.03 12.08 単県地方特定道路整備工事（道路防災） 岡山県 久米郡旭町西垪和

1494 建設省岡山国道工事事務所 楠建設工業㈱ 12.03 国道53号津山管内災害普及工事 岡山県 津山市福田

1495 島根県木次農林振興センター ㈱渡部特殊土木 12.03 12.08 平成11年度（ゼロ国債分）予防治山事業（添仁） 島根県 大原郡木次町湯村

1496 香川県土庄土木事務所 湯浅工業㈱ 12.03 12.07 土局改第15号県道土庄内海線道路局部改修工事 香川県 小豆郡内海町

1497
愛媛県松山地方局久万土木事
務所

湯浅工業㈱ 12.03 12.11 （主）西条久万線落石防止対策工事 愛媛県 上浮穴郡面河村

1498 広島県吉田土木建築事務所 西日本土木工業 12.04 甲田作木線道路災害防除工事 広島県 高田郡高宮町房後

1499 山梨県塩山土木事務所 ㈱興建社 12.04 12.05 国道411号災害防除工事 山梨県 北都留郡丹波山村大常木親川

1500 山梨県甲府土木事務所 飯嶋工業㈱ 11.04 11.07 韮崎昇仙峡線道路工事 山梨県 甲府市御岳町峠下

1501 日本道路公団中国支社 洋林建設㈱ 12.05 中国横断自動車道打井畑トンネル工事 岡山県 真庭郡久世町樫西

1502 岡山県真庭地方振興局 第二建設㈱ 12.05 12.11 第２－１－３単県道路災害防除工事 岡山県 真庭郡勝山町柴原

1503 島根県川本農林振興センター ㈱日高組 12.06 13.01 平成12年度自然環境保全治山事業（三好谷） 島根県 邑智郡大和村長藤

1504 長野県北安曇地方事務所 ㈱今井工務店 11.08 12.11 平成11年度災害関連緊急治山事業 長野県 北安曇郡小谷村平岩

1505 山梨県三富村 ㈱中村興業 11.09 11.11 第２号工事三富村興南地区石積補修工事 山梨県 東山梨郡三富村興南

1506 建設省立山砂防工事事務所 水口建設産業㈱ 11.10 11.12 砂防専用軌道落石防護工事 富山県 中新川郡立山町芦峅寺

1507 福井県武生土木事務所 ㈱高野組 11.11 12.03 県単道路防災対策工事 福井県 南条郡河野村大谷
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1508 岐阜県可茂土木事務所 ㈱渡辺工務店 11.12 12.06 19号公共荒廃砂防工事 岐阜県 加茂郡川辺町中川辺

1509 建設省高山国道工事事務所 北吉城Ｊ.Ｖ 12.02 12.12 41号東茂住地区緊急防災 岐阜県 吉城郡神岡町東茂住

1510 岐阜県多治見土木事務所 大和工業㈱ 12.02 12.07 地崩－１－２号県単地方特定道路整備工事 岐阜県 土岐市妻木町

1511 岐阜県萩原土木事務所 大和工業㈱ 12.02 12.08 Ａ１－７－７号公共緊急地方道路整備Ａ 岐阜県 益田郡金山町弓掛

1512 岐阜県加茂山林事業所 ㈱地建防災 12.03 12.12 5537号予防治山 岐阜県 加茂郡七宗町上麻生

1513
岐阜県飛騨地域農山村整備事
務所

粟野建設㈱ 12.03 12.10 2071号地域防災対策総合治山 岐阜県 岐阜市長良大字西山No.1

1514 岐阜県萩原山林事業所 馬瀬建設協業組合 12.03 12.11 7027号予防治山 岐阜県 益田郡小坂町落合中崎平

1515 岐阜県高山山林事業所 馬瀬建設協業組合 12.03 12.07 8102号予防治山 岐阜県 大野郡丹生川村日面

1516 岐阜県岐阜山林事業所 ㈱地建防災 12.03 12.09 2077号地域防災対策総合治山 岐阜県 岐阜市長良大字西山

1517
愛媛県松山地方局久万土木事
務所

日本基礎技術㈱ 12.03 12.11 上事落第21号落石防止対策工事 愛媛県 上浮穴郡面河村大味川

1518
愛媛県松山地方局久万土木事
務所

伸和建設㈱ 12.03 12.11 上事落第21号の２落石防止対策工事 愛媛県 上浮穴郡面河村大味川

1519 兵庫県上郡土木事務所 ㈲深口建設 12.05 12.07 秀谷（3）地区急傾斜地崩壊対策工事 兵庫県 佐用郡佐用町秀谷

1520 長野県木曽地方事務所 山一建設 12.05 Ｈ11．県営林道萩原西山殿（１工区）開設工 長野県 木曽郡上松町

1521
岐阜県飛騨地域萩原農山村整
備事務所

馬瀬建設協業組合 12.05 12.10 8006号予防治山 岐阜県 益田郡下呂町瀬戸

1522 岐阜県萩原建設事務所 馬瀬建設協業組合 12.05 12.10 ２号県単崩落決壊防止 岐阜県 益田郡馬瀬村惣島

1523
岐阜県飛騨地域農山村整備事
務所

馬瀬建設協業組合 12.06 12.11 飛治公第13号予防治山 岐阜県 高山市漆垣内東洞

1524 岐阜県萩原建設事務所 馬瀬建設協業組合 12.06 12.11 ３号県単崩落決壊防止 岐阜県 益田郡下呂町門和佐

1525
愛媛県松山地方局久万土木事
務所

若山建設 12.06 12.11 上事落第23号落石防止対策工事 愛媛県 上浮穴郡面河村大味川

1526 香川県東部林業事務所 湯浅工業㈱ 12.06 13.01 №１－１環境防災林整備事業 香川県 小豆郡土庄町

1527 建設省立山砂防工事事務所 水口建設産業㈱ 12.06 12.10 砂防専用軌道落石防護対策その３工事 富山県 中新川郡立山町芦峅寺

1528 長野県北安曇地方事務所 ㈱今井工務店 12.06 12.12 平成12年度復旧治山（通常）事業第16号 長野県 北安曇郡小谷村平岩

1529 建設省立山砂防工事事務所 新栄建設㈱ 12.06 12.09 砂防専用軌道落石防護対策（その５）工事 富山県 中新川郡立山町芦峅寺

1530 石川県鶴来土木事務所 永井建設㈱ 12.06 12.08 主要地方道白山公園線道路災害防除工事 石川県 石川郡白峰村三ツ谷

1531 今澤茂信 ㈱中村興業 12.06 12.07 今澤邸石積補修工事 山梨県 塩山市下粟生野

1532
岐阜県飛騨地域農山村整備事
務所

馬瀬建設協業組合 12.07 飛治県第３号緊急県単 岐阜県 大野郡丹生川村白井

1533
岐阜県岐阜地域農山村整備事
務所

㈱地建防災 12.07 13.01 2006号地域防災対策総合治山 岐阜県 岐阜市長良大字西山

1534 熊本県八代土木事務所 ヒノマル㈱ 12.07 12.09 上赤根急傾斜地崩壊対策工事 熊本県 八代郡泉村栗本
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1535 岡山県高梁地方振興局 第二建設㈱ 12.07 12.08 道路防災工事（岩盤接着工） 岡山県 高梁市段町

1536 岡山県岡山地方振興局 第二建設㈱ 12.07 13.01 平成12年度復旧治山事業渋川４丁目地区山腹工 岡山県 玉野市渋川４丁目

1537 岡山県真庭地方振興局 第二建設㈱ 12.07 13.01 単県地方振興事業調整費道路災害防除工事 岡山県 真庭郡勝山町柴原

1538 岡山県御津町 第二建設㈱ 12.07 12.10 町道日朝線道路改良工事 岡山県 御津郡御津町矢原

1539 岡山県中和村 松尾工業㈱ 12.07 12.09 山乗渓谷落石処理工事 岡山県 真庭郡中和村下和

1540 鳥取県郡家土木事務所 中央建設㈱ 12.07 13.01 一般国道482号道路災害防除工事 鳥取県 八頭郡佐治村余戸

1541 島根県大田土木事務所 第二建設㈱ 12.07 12.11 西町１地区急傾斜地崩壊対策（第１期）工事 島根県 邇摩郡温泉津町西町

1542 広島県尾道農林事務所 樫木建設㈱ 12.07 12.09 復旧治山事業山腹№１工事 広島県 御調郡御調町貝ヶ原

1543 兵庫県洲本農林水産事務所 ㈱谷安総業 12.07 12.12 地域防災対策総合治山事業 兵庫県 洲本市小路谷

1544 高知県須崎林業事務所 ㈱竹内建設 12.07 13.03 川口№２予防治山工事 高知県 幡多郡十和村川口

1545 大分県野津原町 ㈱さとうベネック 12.07 12.08 野津原落石防護工 大分県 大分郡野津原町楢野

1546 北海道根室支庁 山洋建設㈱ 12.08 12.12 山田地先復旧治山工事 北海道 目梨郡羅臼町山田地先

1547 岩手県宮古地方振興局林務部 刈屋建設㈱ 12.08 13.11 平成12年度ふるさと林道安庭害鷹森線改築工事 岩手県 下閉伊郡新里村和井内

1548 石川県鶴来土木事務所 ㈱風組 12.08 12.11 主要地方道白山公園線緊急地方道路整備工事 石川県 石川郡白峰村白峰

1549 石川県羽咋土木事務所 石川防災㈱ 12.08 12.09 一般国道249号線道路災害防除工事 石川県 羽咋郡富来町深谷

1550 建設省高山国道工事事務所 宮口建設㈱ 12.08 12.09 41号船津地区緊急防災 岐阜県 吉城郡神岡町土

1551
岐阜県東濃地域農山村整備事
務所

㈱佐々木工務店 12.08 6054号水源森林総合整備 岐阜県 中津川市阿木

1552 岡山県井笠地方振興局 東興建設㈱ 12.08 上高末法面工事 岡山県 小田郡矢掛町上高末

1553 島根県出雲土木建築事務所 第二建設㈱ 12.08 13.01 （主）斐川－畑大社線県単道路（災害防除）工事 島根県 簸川郡大社町鷺浦

1554 島根県大田土木事務所 ㈱中筋組 12.08 12.11 森分１地区急傾斜地崩壊対策（第１期）工事 島根県 邇摩郡温泉津町福波

1555 島根県益田農林振興センター イワミ工業㈱ 12.08 12.10 平成12年度予防治山事業（立の原） 島根県 美濃郡匹見町匹見

1556 国土交通省中村工事事務所 ㈱土居建設 12.08 12.10 平成12年度市野瀬防災工事 高知県 幡多郡佐賀町市野瀬

1557 高知県高知土木事務所 ㈲新港建設工業 12.08 13.02 五台山東和地区急傾斜地崩壊対策工事 高知県 高知市五台山

1558 鹿児島県大島支庁 マルトミ工業㈱ 12.08 12.10 道路災害防除工事（山間１工区） 鹿児島県 大島郡住用村山間

1559 岡山県井笠地方振興局 ㈱北木建設 12.09 12.11 予防治山離島事業 岡山県 笠岡市北木島町大浦

1560 岡山県御津町 第二建設㈱ 12.09 12.10 町道日朝線落石防止（岩接着）工事 岡山県 御津郡御津町矢原

1561 広島県庄原農林事務所 ㈱西日本ｸﾞﾘｰﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ 12.09 13.03 川西地区県営治山事業（地域防災対策総合治山事業） 広島県 比婆郡東城町川西

1562 宮崎県南那珂農林振興局 吉原建設㈱ 12.09 13.02 平成12年度予防治山事業（迫前） 宮崎県 南那珂郡北郷町大藤甲

1563 島根県木次土木建築事務所 ㈱中筋組 12.09 12.11 国道314号線道路防災緊急対策工事 島根県 大原郡木次町西日登
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1564 高知県東津野村 ㈱竹内建設 12.09 12.10
平成12年度高知県山地災害防止事業新田地区山地災害
防止工事

高知県 高岡郡東津野村新田

1565 愛媛県西条地方局建設部 湯浅工業㈱ 12.09 13.02 新防災第21号道路防災緊急対策工事 愛媛県 新居浜市大栄山

1566 岡山県倉敷地方振興局 第二建設㈱ 12.09 13.02 復旧治山事業児島唐琴町（嶽山）地区岩接着工 岡山県 倉敷市児島唐琴町

1567 岡山県倉敷地方振興局 第二建設㈱ 12.09 13.02 復旧治山事業下津井田之浦地区落石予防工事 岡山県 倉敷市下津井田之浦

1568 山梨県三富村 ㈱中村興業 12.09 12.10 三富村村民スポーツ広場石積補修工事 山梨県 東山梨郡三富村下釜口

1569 山梨県桂川流域下水道事務所 ㈱中村興業 12.09 12.11 桂川１号幹線流域下水道工事 山梨県 大月市猿橋地内

1570 山梨県市川土木事務所 旭工業㈱ 12.10 13.01 湯町砂防工事 山梨県 西八代郡下部町湯町

1571 岐阜県萩原建設事務所 馬瀬建設協業組合 12.10 13.03 ６号　公共道路災害防除 岐阜県 益田郡下呂町宮地

1572 岐阜県萩原建設事務所 ㈱地建防災 12.10 13.03 66号　公共急傾斜地崩落対策事業 岐阜県 益田郡小坂町落合

1573 岡山県真庭地方振興局 松尾工業㈱ 12.10 13.03 緊急地方道路整備（交付金Ａ）道路災害防除工事 岡山県 真庭郡落合町関

1574 岡山県建部建設事務所 日特建設㈱ 12.10 12.11 公共道路災害防除工事 岡山県 久米郡旭町西川

1575 島根県出雲農林振興センター 今岡工業㈱ 12.10 13.02 予防治山事業（福田屋） 島根県 簸川郡佐田町大呂

1576 岐阜県大垣建設事務所 馬瀬建設協業組合 12.10 13.03 県砂工第緊土２号県単緊急土石流対策砂防事業 岐阜県 養老郡養老町養老公園（滝）

1577 和歌山県西牟婁振興局 日本防災㈱ 12.10 13.03 御坊由良線緊急地方道整備工事 和歌山県 日高郡由良町大引

1578 北海道根室支庁 尾田建設㈱ 12.10 小規模治山工事 北海道 目梨郡羅臼町海岸町

1579 北海道根室支庁 小川建設㈱ 12.10 砂山地先復旧治山工事 北海道 目梨郡羅臼町砂山地先

1580 建設省佐賀国道工事事務所 ㈱土井組 12.10 13.02 行合野地区防災工事 佐賀県 東松浦郡北波多村行合野

1581 佐賀県武雄農林事務所 ㈱富士建 12.10 13.03 平成12年度予防治山事業東飯盛地区工事 佐賀県 杵島郡北方町大崎

1582 大分県日田地方振興局 ㈱さとうベネック 12.10 13.03 日田局林予防治山工事 大分県 日田郡天瀬町いだけ

1583 鹿児島県出水農林事務所 野村建設工業㈱ 12.10 12.12 予防治山事業 鹿児島県 阿久根市大川北平

1584 宮崎県西臼杵支庁 興梠建設合 12.10 13.03 一般国道218号道路災害防除工事（岩接着工） 宮崎県 西臼杵郡高千穂町押方

1585 富山県高岡市 三光工業㈱ 12.10 13.03 雨晴海岸女岩景観保全工事 富山県 高岡市雨晴東部

1586 福井県南越林業事務所 岬建設㈱、㈱村上組ＪＶ 12.10 12.11 復旧治山工事 福井県 丹生郡越前町厨

1587 長野県上小地方事務所 ㈱宮下組 12.10 13.03 Ｈ12地域防災対策総合治山事業６号 長野県 上田市虚空蔵山

1588 高知県伊野林業事務所 ㈱竹内建設 12.10 13.03 川又予防治山工事 高知県 吾川郡吾北村川又

1589 高知県室戸土木事務所 ㈱竹内建設 12.10 12.12 甲浦県単改良工事 高知県 安芸郡東洋町甲浦

1590 岡山県高梁市 第二建設㈱ 12.10 13.01 市道井ノ木石浦線道路改良工事 岡山県 高梁市高倉町飯部

1591 鳥取県郡家土木事務所 ㈱仲市 12.11 12.12 一般県道本鹿高福線道路災害防除工事 鳥取県 八頭郡河原町高福

1592 島根県益田農林振興センター 大河建設㈱ 12.11 13.03 地域防災対策治山事業（四ツ山） 島根県 美濃郡美都町朝倉

1593 島根県浜田土木建築事務所 広栄建設㈱ 12.11 13.03 （主）旭戸河内線単県道路（災害防除）工事 島根県 那賀郡旭町市木
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1594 三重県北勢県民局生活環境 国土防災技術㈱ 12.11 13.01 平成12年度予防治山事業（一般）第１号 三重県 三重郡菰野町菰野字湯ノ山

1595 三重県紀勢県民局 ㈲井上建設 12.11 13.03 地防6080分３号地域防災対策総合治山 三重県 北牟婁郡海山町引本浦

1596 岩手県生活環境部自然保護課 大坂建設㈱ 12.11 13.02 浄土ケ浜道路（歩道）落石防止工事 岩手県 宮古市浄土ケ浜

1597 栃木県大田原土木事務所 ㈱谷黒組 12.11 12.12 塩那道路建設工事 栃木県 那須郡塩原町下塩原

1598 岡山県阿新地方振興局 第二建設㈱ 12.11 13.03 単県道路災害防除工事　第１－15号 岡山県 新見市金谷

1599 富山県高岡市 ㈱飯山造園 12.11 高岡古城公園朝陽橋補修工事 富山県 高岡市古城

1600 日本道路公団津山工事事務所
㈱浅沼組・大末建設㈱Ｊ
Ｖ

12.11 13.01 道公芦谷高架橋その他工事 岡山県 真庭郡久世町樫西

1601 岡山県高梁地方振興局 第二建設㈱ 12.11 13.03 単県地方特定道路整備工事（道路防災） 岡山県 川上郡備中町西山

1602 高知県北川村 ㈲森本建機 12.11 12.12 北村単第６号林道野川線落石対策工事 高知県 安芸郡北川村野川

1603
愛媛県松山地方局久万土木事
務所

ライト工業㈱ 12.11 13.03 上事落第22号落石防止対策工事 愛媛県 上浮穴郡面河村大味川

1604 鹿児島県出水農林事務所 ㈲中畠組 12.11 13.03 予防治山事業 鹿児島県 阿久根市大川北平

1605 和歌山県東牟婁振興局 南方建設 12.12 13.03 西敷屋地区急傾斜地崩壊対策工事 和歌山県 東牟婁郡熊野川町西敷屋

1606 和歌山県西牟婁振興局 林建設 12.12 13.02 地域防災対策治山事業 和歌山県 日高郡中辺路町大川

1607 岡山県倉敷地方振興局 第二建設㈱ 12.12 13.03 復旧治山事業児島唐琴（獄山）地区岩接着工工事 岡山県 倉敷市児島唐琴町

1608 岡山県高梁地方振興局 中村建設㈱ 12.12 13.01 復旧治山事業松山（油尾渓南平）地区山腹工 岡山県 高梁市松山

1609 広島県尾道農村事務所 伸和建設㈱ 12.12 13.02 予防治山事業山腹№11工事 広島県 三原市幸崎町能地

1610 大阪府北部公園事務所 ㈱ティーワイケイ 12.12 13.03 箕面公園滝正面崖落石防止工事 大阪府 箕面市箕面公園

1611 建設省北勢国道工事事務所 ㈱セルフ舎建設 12.12 13.01 平成11年度42号南浦地区防災 三重県 尾鷲市南浦

1612
岐阜県飛騨地域萩原農山村整
備事務所

小坂土建㈱ 12.12 13.03 8020号地域防災対策総合治山事業 岐阜県 益田郡小坂町赤沼出ノタン洞

1613
岐阜県飛騨地域農山村整備事
務所

坂本土木㈱ 12.12 飛治公第41号予防治山 岐阜県 吉城郡神岡町東洞字大洞

1614 岐阜県多治見建設事務所 大和工業㈱ 12.12 13.03 地崩－１号県単地方特定道路整備（防災） 岐阜県 土岐市鶴里町柿野

1615 高知県中村林業事務所 ㈱竹内建設 12.12 13.03 大江予防治山工事 高知県 幡多郡西土佐村大江

1616 高知県伊野土木事務所 ㈱竹内建設 12.12 13.02 県道西津賀才日比原線緊急地方道路整備工事 高知県 吾川郡吾北村小川樅ノ木山

1617 静岡県下田農林事務所 ㈱チキリ 12.12 13.01 治山（地域防災）身代畠工事 静岡県 賀茂郡松崎町小杉原

1618 岡山県真庭地方振興局 第二建設㈱ 13.01 13.08 公共平成12年度発生道路災害復旧工事（第２回施工） 岡山県 真庭郡勝山町神代

1619 岡山県真庭地方振興局 第二建設㈱ 13.01 13.03 一般国道313号単県道路災害防除工事 岡山県 真庭郡勝山町柴原

1620 岡山県高梁市 第二建設㈱ 13.01 13.03 単市道路改良工事市道玉川成羽線岩接着落石防止工事 岡山県 高梁市玉川町下切

1621 岡山県岡山地方振興局 第二建設㈱ 13.01 13.07 復旧治山事業渋川４丁目補正地区固定工（岩接着）工事 岡山県 玉野市渋川４丁目

1622 岡山県建部建設事務所 日特建設㈱ 13.01 13.03 公共道路災害防除工事 岡山県 久米郡旭町西川
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1623 岡山県高梁市 花崎建設㈱ 13.01 13.08 備中松山城跡石垣崩落防止工事接着工 岡山県 高梁市内山下

1624 島根県益田土木建築事務所 第二建設㈱ 13.01 13.03 仙道郷地区急傾斜地崩壊対策（第１期）工事 島根県 美濃郡美都町仙道

1625 島根県益田土木建築事務所 第二建設㈱ 13.01 13.04 仙道郷地区急傾斜地崩壊対策（第２期）工事 島根県 美濃郡美都町仙道

1626 高知県宿毛土木事務所 ㈱竹内建設 13.01 13.03 県道柏島二ツ石線道路防災工事 高知県 幡多郡大月町大堂

1627 高知県伊野林業事務所 ㈱竹内建設 13.01 13.03 代次山地災害防止工事 高知県 吾川郡吾北村代次

1628 高知県高知土木事務所 ㈱竹内建設 13.01 13.03 県道弘瀬高知線道路改良工事 高知県 土佐郡土佐山村弘瀬

1629 広島県尾道農林事務所 三豊建設㈲ 13.01 13.03 予防治山事業山腹№13工事 広島県 三原市高坂町許山

1630 山梨県韮崎林務事務所 ㈱中村興業 13.01 13.10 本谷工事 山梨県 北巨摩郡須玉町小尾人神

1631 福井県福井土木事務所 ハクマ工業㈱ 13.02 13.05 急傾斜地崩壊対策工事　その１ 福井県 福井市西木田４丁目

1632 福井県福井土木事務所 東興建設㈱ 13.02 13.05 急傾斜地崩壊対策工事　その２ 福井県 福井市西木田４丁目

1633 福井県福井土木事務所 サン工業㈱ 13.02 13.05 急傾斜地崩壊対策工事　その３ 福井県 福井市西木田４丁目

1634 福井県福井土木事務所 ㈱北陸建機 13.02 13.05 急傾斜地崩壊対策工事　その４ 福井県 福井市西木田４丁目

1635 岡山県津山地方振興局 ㈲作陽工営 13.02 13.03 平成12年度予防治山事業 岡山県 久米郡旭町中（大谷）

1636 岡山県高梁地方振興局 中村建設㈱ 13.02 13.03 復旧治山事業松山（油尾渓南平補正）地区山腹工 岡山県 高梁市松山

1637 岡山県高梁市 第二建設㈱ 13.02 13.03 林地災害防止事業岩接着工事（近似） 岡山県 高梁市落合町近似

1638 緑資源公団 四万十建設ＪＶ 13.02 平成11年度清水・東津野第１工区開設工事 高知県 幡多郡大正町田野々

1639 静岡県下田土木事務所 ㈱アイビック 13.02 13.03 県単災害防除工事 静岡県 賀茂郡松崎町雲見

1640 山形県庄内支庁林業振興課 ㈱山本組 13.02 13.03 今泉地区防災対策総合治山山腹工事 山形県 鶴岡市加茂字今泉

1641 滋賀県信楽町 ㈱三東工業社 13.02 13.03 江田地区石積補修工事 滋賀県 甲賀郡信楽町江田

1642 奈良県室生村 ㈱新井組 13.03 13.04 道路改築事業災害防除工事 奈良県 宇陀郡室生村大野

1643 岡山県倉敷地方振興局 第二建設㈱ 13.03 13.08
復旧治山事業下津井（田之浦）ゼロ国債地区落石予防工
事

岡山県 倉敷市下津井田之浦

1644 岡山県東備地方振興局 松尾工業㈱ 13.03 落石防止工事 岡山県 和気郡吉永町下畑

1645 岡山県建部建設事務所 杉本建設㈱ 13.03 公共河川総合開発（河平ダム）左岸付替町道４－12号 岡山県 御津郡加茂川町下加茂

1646
愛媛県松山地方局久万土木事
務所

湯浅工業㈱ 13.03 13.11 上事落第23号の２落石防止対策工事 愛媛県 上浮穴郡面河村大味川

1647
愛媛県松山地方局久万土木事
務所

湯浅工業㈱ 13.03 13.05 応上第１号災害復旧工事 愛媛県 上浮穴郡面河村大味川

1648 愛媛県松山地方局 国土防災技術㈱ 13.03 13.07 国有林野内補助治山工事 愛媛県 温泉郡重信町上林

1649 岩手県宮古地方振興局林務部 佐藤建設㈱ 13.03 13.08 平成12年度二升石地区予防治山工事 岩手県 下閉伊郡岩泉町二升石

1650 山梨県三富村 ㈱中村興業 13.03 三富村村民スポーツ広場石積補修工事 山梨県 東山梨郡三富村下釜口

1651 千崎孝徳 第二建設㈱ 13.04 千崎邸基礎補修工事 岡山県 新見市高尾
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1652 静岡県下田土木事務所 ㈱アイビック 13.04 県単災害防除工事 静岡県 賀茂郡松崎町道部

1653 鹿児島県出水農林事務所 ㈱石原組 13.04 13.05 予防治山事業 鹿児島県 阿久根市大川北平

1654 鳥取県郡家土木事務所 岡島建設㈲ 13.05 13.07 一般国道482号道路災害防除工事（栃原地区） 鳥取県 八頭郡佐治村栃原

1655 北海道根室支庁 渡辺建設工業㈱ 13.05 13.06 砂山地先復旧治山工事 北海道 目梨郡羅臼町砂山地先

1656 島根県出雲農林振興センター 今岡工業㈱ 13.06 平成13年度予防治山事業（福田屋） 島根県 簸川郡佐田町大呂

1657 栃木県大田原土木事務所 ㈱太田建設 13.06 13.08 国庫補助道路災害防除工事 栃木県 那須郡塩原町塩釜

1658 日本道路公団津山工事事務所
㈱浅沼組，大末建設㈱Ｊ
Ｖ

13.06 13.08 中国横断自動車道芦谷高架橋（下部工）工事 岡山県 真庭郡久世町樫谷

1659 建設省山形工事事務所 ㈱後藤組 10.06 10.11 梓山地区法面補修工事 山形県 米沢市万世町梓山

1660
岐阜県飛騨地域農山村整備事
務所

馬瀬建設協業組合 12.02 13.07 飛治公第39号予防治山 岐阜県 大野郡丹生川村日面大谷西平

1661 山梨県大月土木事務所 橋本土建工業㈱ 12.07 13.12 上野原丹波山線道路工事 山梨県 北都留郡上野原町棡町

1662 高知県農林水産部農業政策課
㈱竹内建設・新谷建設
JV

12.10 14.03 ふるさと林道緊急整備事業平安トンネル工事 高知県 幡多郡大月町平山

1663
国土交通省紀勢国道工事事務
所

㈱塩谷組 13.01 13.11 平成12年度海山地区法面防災 三重県 北牟婁郡海山町相賀

1664
国土交通省高山国道工事事務
所

北吉城JV 13.02 14.02 平成12年度41号横山地区緊張防災工事 岐阜県 吉城郡神岡町横山～谷

1665
岐阜県岐阜地域農山村整備事
務所

㈱地建防災 13.02 13.03 2030号県単治山 岐阜県 各務原市鵜沼宝積寺

1666
岐阜県岐阜地域農山村整備事
務所

㈱地建防災 13.03 14.02 岐治第2231号地域対策総合治山 岐阜県 岐阜県長良No.3地内

1667
国土交通省高山国道工事事務
所

高橋・大平・松本JV 13.03 14.03 平成12年度41号橋詰石浦地区緊急防災 岐阜県 高山市石浦町

1668
岐阜県中濃地域農山村整備事
務所

天龍工業㈱ 13.03 13.12 中治第4382号予防治山事業 岐阜県 郡上郡高鷲村鮎立三ツ石

1669
岐阜県飛騨地域萩原農山村整
備事務所

(有)安江建設 13.03 13.10 第8037号予防治山（０国債）工事 岐阜県 益田郡下呂町仏洞

1670 山梨県市川土木事務所 旭工業㈱ 13.03 道路維持工事 山梨県 西八代郡下部町下部温泉入口

1671
愛媛県松山地方局久万土木事
務所

ライト工業㈱ 13.03 13.12 上事落第22号西条久万線落石防止対策工事 愛媛県 上浮穴郡面河村

1672 鹿児島県宮之城土木事務所 ㈱三竹工業 13.03 13.08 第1号県単道路整備(災害防除）工事（清浦工区） 鹿児島県 薩摩郡入来町清浦

1673 静岡県下田土木事務所 尾中建設 13.04 平成12年度(県単）災害防除工事 静岡県 賀茂郡松崎町

1674
国土交通省新潟国道工事事務
所

丸運建設㈱ 13.05 13.08 水原管内維持工事（落石対策工・谷花） 新潟県 東蒲原郡三川村谷花

1675 栃木県矢板林務事務所 (有)伊藤建設 13.06 13.07 平成13年度自然公園等施設整備事業前八方ケ原線歩道 栃木県 那須郡塩原町下塩原

1676 栃木県大田原林務事務所 ㈱明商 13.06 13.10 平成13年度林道事業防護施設工事木の俣巻川線 栃木県 黒磯市百村
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1677 栃木県大田原林務事務所 ㈱太田建設 13.06 13.10 国庫補助道路災害防除工事一般国道400号 栃木県 那須郡塩原町塩釜

1678 長野県下伊那地方事務所 二吉建設 13.06 県単治山事業第3号 長野県 飯田市南原橋横

1679 長野県松本建設事務所 北陽建設㈱ 13.06 13.08
緊急地方道路整備A(主）上高地公園線釜トンネル～大正
池（遊歩道橋横）

長野県 南安曇郡安曇村上高地

1680
国土交通省高山国道工事事務
所

日産・日下部JV 13.06 13.12 平成12年度41号石飛・無数河地区緊急防災 岐阜県 益田郡小坂町坂下字石飛

1681
国土交通省高山国道工事事務
所

日産工業㈱ 13.06 13.12 平成12年度41号奥田洞地区緊急防災 岐阜県 益田郡萩原町奥田洞

1682
岐阜県飛騨地域農山村整備事
務所

馬瀬建設協業組合 13.06 13.12 飛治公第22号予防治山工事 岐阜県 大野郡丹生川村根方縦ノ木

1683 岡山県阿新地方振興局 第二建設㈱ 13.06 13.12 単県道路災害防除工事第1-1号 岡山県 新見市金谷

1684 島根県益田農林振興センター 大河建設 13.06 13.10 地域防災対策総合治山事業（四ツ山） 島根県 美濃郡美都町朝倉

1685 愛媛県西条地方局建設部 湯浅工業㈱ 13.06 14.02 新防災第21号道路防災緊急対策工事 愛媛県 新居浜市立川山

1686
愛媛県松山地方局久万土木事
務所

㈱若山建設 13.07 13.09 応上第1号災害復旧工事 愛媛県 上浮穴郡面河村

1687 岡山県真庭地方振興局 日本緑研㈱ 13.07 13.10 国道313号道路災害防除2-1-2工事 岡山県 真庭郡勝山町見尾

1688 島根県川本農林振興センター ㈱日高組 13.07 14.02 自然環境保全治山邑東地区（三好谷）山腹工 島根県 邑智郡大和村長藤

1689 岡山県高梁地方振興局 大槻興業㈱ 13.07 13.08 道路災害防除工事 岡山県 上房郡賀陽町上竹

1690 緑資源公団 土佐森林開発建設JV 13.07 14.03 平成13年度清水東津野線第4工区開設工事 高知県 土佐清水市上野

1691 高知県須崎林業事務所 ㈱竹内建設 13.07 14.05 芳生野災害関連緊急治山工事 高知県 高岡軍東津野村芳生野

1692
福井県丹生農林総合整備事務
所

(有)矢部興業 13.07 13.12 復旧治山工事 福井県 丹生郡越前町厨

1693
岐阜県岐阜地域農山村整備事
務所

㈱地建防災 13.07 14.03 岐治第2014号地域防災対策総合治山 岐阜県 岐阜市長良No.1地区

1694 山梨県峡南地域振興局 旭工業㈱ 13.07 13.09 湯之奥上之平線道路工事 山梨県 西八代郡下部町下部

1695
山梨県冨士北麓・東部地域振
興局

橋本土建工業㈱ 13.07 13.12 上野原丹波山線道路工事 山梨県 北都留郡上野原棡原

1696 北海道根室支庁 小針土建㈱ 13.07 13.12 山田地先復旧治山工事 北海道 目梨郡羅臼町山田

1697 北海道根室支庁 小川建設㈱ 13.08 13.12 サシルイ神社地先復旧治山工事 北海道 目梨郡羅臼町サシルイ

1698 北海道根室支庁 小野建設工業㈱ 13.08 13.09 花岸地先復旧治山工事 北海道 目梨郡羅臼町花岸

1699 岡山県高梁地方振興局 佐藤建設工業㈱ 13.08 13.09 地域防災対策総合治山工事 岡山県 高梁市玉川町玉川

1700 高知県本山土木事務所 ㈱竹内建設 13.08 14.02 県道本川大杉線道路災害復旧工事 高知県 土佐郡土佐町井尻

1701 高知県須崎林業事務所 ㈱竹内建設 13.08 14.03 ゆずりは予防治山工事 高知県 高岡郡中土佐町久札

1702 高知県高知土木事務所 ㈱武田組 13.08 14.03 五台山東和地区急傾斜地崩壊対策工事 高知県 高知市五台山
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1703
岐阜県中濃地域農山村整備事
務所

馬瀬建設協業組合 13.08 14.03 第4304号予防治山 岐阜県 武儀郡板取村一里保木

1704 長野県下伊那地方事務所 神稲建設 13.08 13.09 H13復旧治山工事第41号 長野県 下伊那郡高森町不動滝

1705 栃木県鹿沼土木事務所 ㈱明商 13.08 13.09 地方特定道路工事粟野町大栗分割1号 栃木県 上都賀郡栗野町大栗

1706 福井県福井土木事務所 ㈱福井ライン 13.08 14.03 急傾斜地崩壊対策工事その１ 福井県 福井市西木田4丁目

1707 福井県福井土木事務所 若越緑化㈱ 13.08 14.03 急傾斜地崩壊対策工事その２ 福井県 福井市西木田4丁目

1708 福井県福井土木事務所 ㈱福井ライン 13.08 14.02 急傾斜地崩壊対策工事その３ 福井県 福井市西木田4丁目

1709
岐阜県飛騨地域萩原農山村整
備事務所

馬瀬建設協業組合 13.09 14.02 第8016号予防治山事業 岐阜県 益田郡小坂町前平

1710
岐阜県西濃地域農山村整備事
務所

㈱森本組 13.09 14.02 西治第3026号地域防災対策総合治山六合下ケ流地区 岐阜県 揖斐郡春日村六合下ケ流地区

1711
岐阜県飛騨地域萩原農山村整
備事務所

㈱タナカ技建 13.09 14.03 飛治公第23号予防治山工事 岐阜県 大野郡丹生川村日面

1712
岐阜県中濃地域農山村整備事
務所

天龍工業㈱ 13.09 14.03 第4307号予防治山 岐阜県 郡上郡八幡町相生

1713
国土交通省高山国道工事事務
所

宮口建設㈱ 13.09 14.01 平成13年度第41号二ツ屋法面防災対策工事 岐阜県 吉城郡神岡町二ツ屋

1714 山梨県峡南地域振興局 旭工業㈱ 13.09 14.01 湯町砂防工事 山梨県 西八代郡下部湯町

1715 長野県北安曇地方事務所 ㈱今井工務店 13.09 13.12 復旧治山事業第141号 長野県 北安曇郡小谷村姫川

1716
国土交通省立山砂防工事事務
所

新栄建設㈱ 13.09 13.10 砂防専用軌道落石防護対策 富山県 中新川郡立山町芦峅寺

1717 水資源開発公団 東亜建設、吉川建設JV 13.09 13.10 牧尾ダム岩接着工事 長野県 木曽部王滝村牧尾ダム

1718 岡山県阿新地方振興局 第二建設㈱ 13.09 14.03 予防治山事業足立（足立ノ内）地区本工事 岡山県 新見市足立（足立ノ内）

1719 岡山県岡山地方振興局 第二建設㈱ 13.09 14.03 復旧治山事業渋川4丁目地区山腹工 岡山県 玉野市渋川4丁目

1720 岡山県井笠地方振興局 第二建設㈱ 13.09 14.03 予防治山事業山村（梅日向）地区山腹工第36-2号 岡山県 後月郡芳井町山村

1721 島根県大田土木事務所 ㈱中筋組 13.09 仁摩瑞穂線道路防災緊急対策工事 島根県 大田市大森町

1722 鹿児島県宮之城土木事務所 ㈱三竹工業 13.09 14.03 第1号県単道路整備（災害防除)工事 鹿児島県 薩摩郡入来町清浦

1723 鹿児島県出水農林事務所 阿久根建設㈱ 13.09 14.04 予防治山事業 鹿児島県 阿久根市大川北平

1724 佐賀県武雄農林事務所 ㈱富士建 13.09 14.03 予防治山事業東飯盛地区工事 佐賀県 杵島郡北方町大崎

1725 高知県本山土木事務所 ㈱竹内建設 13.09 14.01 県道坂瀬吉野線道路防災工事 高知県 長岡郡本山町吉野

1726 愛媛県八幡地方振興局 田中建設(有) 13.09 13.10
西防災西事落第301号鳥井喜木津線道路防災落石対策工
事

愛媛県 西宇和郡伊方町九町

1727 香川県高松土木事務所 ㈱須田土木 13.09 14.03 下中徳地区急傾斜地崩壊対策工事 香川県 香川郡塩江町

1728
国土交通省土佐国道工事事務
所

㈱上岡西山工務店 13.09 14.01 大尾外1件防災工事 高知県 吾川郡吾川村橘
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1729 島根県木次土木建築事務所 (有)山根建設 13.09 松江木次線交A（災害防除）工事（A-3工区） 島根県 大原郡大東町中湯石

1730 広島県三原土木事務所 国土技建㈱ 13.09 13.11 （主）三原東城線道路維持修繕（道路災害防除)工事 広島県 御調郡久井町坂井原石走

1731 広島県廿日市土木事務所 田中建設工業㈱ 13.10 14.03 一般国道186号道路改良工事（3工区） 広島県 大竹市安条

1732 岐阜県大垣建設事務所 馬瀬建設協業組合 13.10 14.02 県砂工第緊土2号県単緊急土石流対策砂防事業 岐阜県 養老郡養老町養老公園

1733 岐阜県高山建設事務所 ひだ緑化土木㈱ 13.10 13.11 第A1-7-3号公共緊急地方道路整備事業A工事 岐阜県 大野郡白川村大字平瀬

1734 東京電力奥利根工務所 須田建設㈱ 13.10 13.11 矢木沢発電所ビンズル沢右岸法面修繕工事 群馬県 利根郡水上町藤原字八木沢

1735 北海道根室支庁 鈴木産業㈱ 13.10 13.11 根室地区流域砂山地先復旧治山工事－２ 北海道 目梨郡羅臼町八木沢浜町

1736 岩手県宮古地方振興局 佐藤建設㈱ 13.10 13.12 平成13年度二升石地区予防治山工事 岩手県 下閉伊郡岩泉町

1737 山梨県三富村 ㈱中村興業 13.10 13.12 興南住宅建設工事石積補修工 山梨県 東山梨郡三富村下釜口

1738
国土交通省紀勢国道工事事務
所

㈱岡本組 13.10 14.03 平成13年度42号尾鷲法面防災工事 三重県 尾鷲市矢ノ川

1739 滋賀県大津土木事務所 (有)安井 13.10 14.01 大津信楽線単独災害防除工事 滋賀県 大津市上田上大鳥居町

1740 滋賀県大津土木事務所 ㈱京滋装薗 13.10 14.01 栗東信楽線他単独災害防除工事 滋賀県 大津市上田上大鳥居町

1741 滋賀県大津土木事務所 ㈱八光 13.10 14.01 麻生古屋梅ノ木線単独災害防除工事 滋賀県 大津市かつら川梅ノ木町

1742 岡山県倉敷市 小松建設工業㈱ 13.10 連島東小学校(1工区）造成工事 岡山県 倉敷市連島町連島

1743 岡山県新見市 第二建設㈱ 13.10 満奇洞入り口落石防止工事 岡山県 新見市豊永赤馬

1744 高知県安芸土木事務所 (有)ムクタ工業 13.10 13.11 県道安田東洋線緊急地方道路整備工事 高知県 安芸郡安田町瀬切

1745
国土交通省土佐国道工事事務
所

藤本建設㈱ 13.10 14.02 平成13年度羽根防災工事 高知県 室戸市羽根町

1746 高知県本山土木事務所 ㈱植村組 13.10 14.03 穴内二区急傾斜地崩壊対策工事 高知県 長岡郡大豊町穴内

1747 愛媛県西条地方局建設部 湯浅工業㈱ 13.10 14.03 新防災第21号の１新居浜別子山線道路防災緊急対策工事 愛媛県 新居浜市立川山

1748 鹿児島県鹿児島市 九州特殊土木工業㈱ 13.11 14.04 花野口交差点改良工事（2工区） 鹿児島県 鹿児島市伊敷町

1749 島根県木次土木建築事務所 サンヨー緑化産業㈱ 13.11 14.03 湯神社地区災害関連急傾斜地崩壊対策工事 島根県 大原郡大東町中湯石

1750 京都府宮津市 北都建設㈱ 13.11 14.03 山腹法面保護対策工事 京都府 宮津市小田宿野

1751 島根県大田土木事務所 ㈱日西テクノプラン 13.11 13.12 西町１地区急傾斜地崩壊対策（第1期）工事 島根県 邇摩郡温泉津町西町

1752 島根県隠岐支庁 (有)日野土建 13.11 蔵見地区急傾斜地崩壊対策工事 島根県 隠岐郡西郷町上西

1753 岡山県高梁地方振興局 第二建設㈱ 13.11 14.03 公共急傾斜地崩壊対策工事（岩接着工法） 岡山県 上房郡北房町下中津井

1754 岩手県下厩地方振興局 ㈱岩辰 13.11 14.02 平成13年度夏山林道改築工事 岩手県 東磐井郡東山町

1755 日本道路公団山形管理事務所 東北ハイメン 13.11 13.12 平成13年度山形自動車道山形管内道路保全工事 山形県 西村山郡西川町大井沢

1756 栃木県鹿沼土木事務所 ㈱明商 13.11 14.03 地方特定道路整備工事一般県道草久粟野線 栃木県 上都賀郡粟野町大栗分割1号

1757 静岡県下田土木事務所 王子緑化 13.11 13.12 （主）伊東西伊豆線緊急地方道災害防除工事1工区 静岡県 賀茂郡西伊豆町大沢里
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1758 群馬県桐生行政事務所 ㈱明商 13.11 14.03 平成13年度予防治山事業 群馬県 勢多郡東村座間(桂戸北山）

1759 栃木県今市林務事務所 ㈱明商 13.11 14.02 山地治山施設事業落石防止工事 栃木県 日光市滝ケ原地内蛇堀－２

1760 山梨県峡南地域振興局 神田建設(有) 13.11 14.05 高下鰍沢線道路工事 山梨県 南巨摩郡増穂町小室３工区

1761 長野県上小地方事務所 ㈱宮下組 13.11 13.12 H13地域防災対策総合治山事業、5号 長野県 上田市字虚空蔵山

1762 島根県川本農林振興センター (有)住江建設 13.11 復旧治山伊藤地区山腹工工事 島根県 邑智郡桜江町谷住郷

1763 岡山県高梁地方振興局 ㈱岩本建設 13.11 地域防災対策総合治山中井町西方（鍛冶屋） 岡山県 高梁市中井町西方

1764 岡山県高梁地方振興局 ㈱森産業 13.11 地域防災対策総合治山中井町西方（舟迫） 岡山県 高梁市中井町西方

1765 高知県中村林業事務所 ㈱竹内建設 13.11 14.03 柏島予防治山工事 高知県 幡多郡大月町柏島

1766 高知県本山土木事務所 ㈱本川建設 13.11 13.12 日ノ浦(上）急傾斜地崩壊対策工事 高知県 土佐郡本川村脇ノ山

1767 高知県北川村 (有)田所建設 13.12 14.03 北村単第0号林道落合栗ノ上線落石防止対策工事 高知県 安芸郡北川村木積

1768 香川県塩江町 尾形建設㈱ 13.12 14.03 平成13年度町道内場池西岸線道路災害防除工事 香川県 香川郡塩江町

1769 徳島県相生土木事務所 (有)岸建設 13.12 道路局部改良工事 徳島県 那賀郡上那賀町

1770 東京都神津島村 弁天丸建設㈱ 13.12 14.02 村災第42号錆崎温泉センターA工区 東京都 神津島錆崎温泉センター内

1771 栃木県大田原土木事務所 ㈱谷黒組 13.12 14.02 道路災害防除工事 栃木県 那須郡塩原町中塩原分割12号

1772 栃木県大田原土木事務所 ㈱明商 13.12 14.03
山地治山施設事業(予防治山）那珂川流域余笹川支流奈
良川

栃木県 那須郡那須町芦野地区（岩観音）

1773 長野県木曽地方事務所 堀口建設㈱ 13.12 14.03 H13木曽川右岸道路(第1工区） 長野県 木曽郡上松町

1774 長野県須坂建設事務所 北陽建設㈱ 13.12
（主）豊野南志賀公園線県単緊急地方道路整備A（災害防
除）

長野県 土高井郡高山村山田

1775 岐阜県萩原建設事務所 馬瀬建設協業組合 13.12 14.03 第3号県単崩落決壊防止 岐阜県 益田郡下呂町夏焼

1776 和歌山県日高振興局 ㈱東原組 13.12 予防治山事業 和歌山県 日高郡美山村

1777 岡山県倉敷地方振興局 第二建設㈱ 13.12 14.03 復旧治山事業児島唐琴地区岩接着工工事第15-3号 岡山県 倉敷市児島唐琴町

1778 日本道路公団津山工事事務所
㈱浅沼組・大末建設㈱
JV

13.12 14.04 中国横断自動車道芦谷高架橋工事 岡山県 真庭郡久世町樫西

1779 広島県尾道市 シンタカ建設㈱ 13.12 14.01 千光寺地区山腹工小規模崩壊地復旧工事 広島県 尾道市東土堂町

1780 広島県福山地域事務所農林局 サンヨー緑化㈱ 13.12 14.02 予防治山事業山腹工事（No.17) 広島県 沼隈郡沼隈町常石字東山

1781 島根県木次農林振興センター (有)植田建設 13.12 14.03 予防治山生山地区山腹工事 島根県 大原郡大東町上久野

1782 島根県津和野土木事務所 ㈱三友 13.12 14.02 （一）日原須佐線交A（災害防除)工事 島根県 鹿足郡日原町渓村

1783 石川県鶴来土木事務所 永井建設㈱ 13.06 13.10
主要地方道白山公園線緊急地方道路整備(災害防除A)工
事

石川県 石川郡白峰村三ツ谷

1784
愛媛県松山地方局久万土木事
務所

日本基礎技術㈱ 13.12 14.03 上事落第22号西条久万線落石防止対策工事 愛媛県 上浮穴郡面河村

1785
愛媛県松山地方久万土木事務
所

湯浅工業㈱ 13.12 14.06 上事落第20号西条久万線落石防止対策工事 愛媛県 上浮穴郡面河村
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1786 愛媛県西条地方局建設部 湯浅工業㈱ 13.12 14.05 新特道改第21号新居浜別子山線特定道路緊急整備工事 愛媛県 新居浜市立川山

1787 高知県室戸土木事務所 ㈱竹内建設 14.01 14.03 野根漁港維持修繕工事 高知県 安芸郡東洋町野根

1788 佐賀県唐津農林事務所 ㈱内山組 14.01 14.03 地域防災対策総合治山事業鏡山地区工事 佐賀県 唐津市鏡山

1789 静岡県西部農林事務所 須山建設㈱ 14.01 14.02 湖北地区9工事 静岡県 引佐郡細江町小野

1790 山梨県峡南地域振興局 (有)曙建設 14.01 14.03 塩沢川河川工事 山梨県 南巨摩郡中富町遅沢地内の１

1791 岩手県生活環境部 大坂建設㈱ 14.01 14.03 浄土ケ浜遊歩道落石防止工事 岩手県 宮古市浄土ケ浜

1792 福島県須賀川市 赤井田造園土木㈱ 14.02 市道1-24号線落石防止応急工事 福島県 須賀川市大字市野関字館山

1793 京都府林務事務所 ㈱山崎組 14.02 14.03 平成13年度治山事業(環境防災林整備） 京都府 京都市右京区嵯峨清滝

1794 香川県高松市 湯浅工業㈱ 14.02 14.05 香西北町地区急傾斜地崩壊防止対策工事 香川県 高松市香西北町

1795 香川県東部林業事務所 湯浅工業㈱ 14.02 14.09 Ｎｏ．１５－１予防治山事業 香川県 小豆郡土庄町

1796 日本道路公団高松工事事務所
西松建設㈱・㈱竹中土木
ＪＶ

14.02 14.03 高知自動車道(四車線化）大影トンネル（その２）工事 愛媛県 宇摩郡新宮村

1797 高知県安芸土木事務所 湯浅工業㈱ 14.02 14.03 県道安田東洋線災害防除工事 高知県 安芸郡北川村久江ノ上

1798 高知県高知土木事務所 ㈱竹内建設 14.02 14.05 五台山東和地区急傾斜地崩壊対策工事 高知県 高知市五台山

1799 兵庫県市川町 ㈱ﾌｨｰﾙﾄﾞｴﾝｼﾞﾆｱ 14.03 用水路補修工事 兵庫県 神崎郡市川町上田中区

1800 兵庫県市川町 ㈱ﾌｨｰﾙﾄﾞｴﾝｼﾞﾆｱ 14.03 用水路補修工事 兵庫県 神崎郡市川町上田神崎区

1801 兵庫県赤穂市 桑原造園土木 14.03 原柏原線道路防災工事 兵庫県 赤穂市西有年

1802 富山県高岡市 ㈱万葉園 14.03 ＤＫﾎﾞﾝﾄﾞ岩接着工(石垣補修）工事 富山県 高岡市古城公園

1803 山梨県峡北地域振興局 ㈱中村興業 14.03 14.12 本谷工事（明許） 山梨県 北巨摩郡須玉町比志

1804 島根県川本農林振興センター (有)森商建設 14.03 一般農道整備事業円の板地区14号道路工事 島根県 邑智郡瑞穂町高見

1805 愛媛県西条地方局建設部 湯浅工業㈱ 14.03 14.09 新地域第21号の３新道改第21号の４ 愛媛県 新居浜市立川山

1806 鹿児島県出水農林事務所 ㈱石原組 14.03 予防治山事業 鹿児島県 阿久根市大川北平

1807 岡山県倉敷地方振興局 第二建設㈱ 14.03 14.07 単県道路災害防除工事第1-1-7号 岡山県 倉敷市下津井田之浦

1808 岡山県総社市 アイサワ工業㈱ 14.03 鬼ノ城整備工事 岡山県 総社市鬼ノ城

1809 日本道路公団津山工事事務所 鉄建建設㈱ 14.03 14.05 中国横断自動車道山生工事 岡山県 真庭郡久世町

1810 長崎県島原振興局 ㈱三喜工業 14.03 14.04 冨士山地区環境防災整備工事（1工区） 長崎県 南高来郡口之津町冨士山

1811 広島県芸備地域事務所 ㈱西日本ｸﾞﾘｰﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ 14.03 14.08 国立国定公園等整備事業三段峡歩道安全対策工事 広島県 山県郡戸河内町向イ山

1812 岡山県高梁市 第二建設㈱ 14.04 市道花田2号線道路改良工事 岡山県 高梁市津川町八川

1813 岡山県岡山地方振興局 第二建設㈱ 14.04 14.11 23号平成13年度復旧治山事業渋川4丁目地区復旧治山 岡山県 玉野市渋川4丁目

1814 高知県安芸土木事務所 (有)興国建設 14.05 14.09 県道大久保伊尾木線緊急地方道路整備工事 高知県 安芸市大井

1815 岡山県岡山地方振興局 第二建設㈱ 14.05 14.11 平成14年度予防治山事業田井1丁目地区山腹工10-1 岡山県 玉野市田井1丁目



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績 2019年5月まで　3621件
（欠番9件あり）

実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

1816 岡山県井笠地方振興局 第二建設㈱ 14.05 14.11 予防治山事業（梅日向）地区山腹工 岡山県 後月郡芳井町山村

1817
岐阜県中濃地域農山村整備事
務所

㈱地建防災 13.03 14.10 第4391号予防治山工事 岐阜県 武儀郡坂取村岩本

1818
福井県丹生農林総合整備事務
所

シタムラ建設㈱ 13.07 13.09 災害緊急治山工事 福井県 丹生郡越前町梅浦

1819 岐阜県萩原建設事務所 馬瀬建設協業組合 13.10 14.06 第4号公共道路災害防除工事 岐阜県 益田郡下呂町小川

1820 香川県小豆総合事務所 湯浅工業㈱ 14.02 15.01 No.15-1　予防治山事業 香川県 小豆郡土庄町

1821
福井県丹生農林総合整備事務
所

シタムラ建設㈱ 14.02 14.07 復旧治山事業 福井県 丹生郡越前町梅浦

1822 三重県紀北県民局 ㈱塩谷組 14.03 15.01
平成13年度水総第6090－分１5号水源森林総合整備第3
－2号

三重県 北牟婁郡海山町便ノ山中津

1823
国土交通省岐阜国道工事事務
所

金子工業㈱ 14.03 15.03 平成13年度41号地蔵野洞門防災工事 岐阜県 益田郡金山町中切

1824
国土交通省高山国道工事事務
所

㈱洞口 14.03 14.12 平成13年度41号神岡管内緊急防災工事 岐阜県 吉城郡神岡町横山

1825 岐阜県高山建設事務所 ㈱杉建 14.03 15.02 第11－2号公共道路災害防除工事 岐阜県 大野郡丹生川村根方

1826 岐阜県萩原建設事務所 ㈱地建防災 14.03 14.09
第地－1－3号県単地方特定道路（改良）〔前金付県債〕工
事

岐阜県 益田郡小坂町落合

1827
岐阜県飛騨地域萩原農山村整
備事務所

馬瀬建設協業組合 14.03 14.09 第8038号予防治山工事 岐阜県 益田郡小坂町落合中崎平

1828
岐阜県飛騨地域農山村整備事
務所

梅美土木(有) 14.03 14.05 第8029号県単治山事業 岐阜県 益田郡下呂町火打

1829
岐阜県飛騨地域農山村整備事
務所

馬瀬建設協業組合 14.03 14.10 飛治公第53号予防治山（０国） 岐阜県 吉城郡上宝村長倉割石平

1830 福岡県八女土木事務所 九州日植㈱ 14.03 14.12 緊急第13809-009号道路災害防除工事 福岡県 八女郡矢部村北矢部

1831 鹿児島県宮之城土木事務所 ㈱三竹工業 14.05 15.01 第2号県単道路整備（災害防除）工事〈1工区） 鹿児島県 薩摩郡入来町清浦

1832 佐賀県唐津農林事務所 ㈱富士建 14.05 14.12 地域防災対策総合治山事業鏡山地区 佐賀県 東松浦郡浜玉町

1833 長野県北安曇地方事務所 ㈱今井工務店 14.05 14.09 平成13年度復旧治山(通常)事業第183号工事 長野県 北安曇郡小谷村姫川温泉

1834 鹿児島県宮之城土木事務所 ㈱大阪防水建設社 14.05 15.01 第2号県単道路整備8災害防除）工事（2工区） 鹿児島県 薩摩郡入来町清浦

1835 高知県北川村 (有)田所建設 14.06 14.10 林道落合宗ノ上線落石防止対策工事 高知県 安芸郡北川村宗ノ上

1836 高知県安芸林業事務所 (有)森安工業 14.06 別役ゼンミョウ谷復旧治山工事 高知県 安芸市別役

1837 岡山県高梁地方振興局 第二建設㈱ 14.06 14.11 公共急傾斜地崩壊対策工事（岩盤接着工）3-2 岡山県 上房郡北房町下中津井

1838 岡山県高梁地方振興局 中村建設㈱ 14.06 15.01 地域防災対策総合治山事業中井町西方（鍛冶屋）山腹工 岡山県 高梁市中井町西方

1839 和歌山県日高振興局 杉本組 14.06 15.01 地域防災対策総合治山事業 和歌山県 日高郡美山村

1840
福井県丹生農林総合整備事務
所

オタ建設㈱ 14.06 14.08 予防治山事業 福井県 丹生郡越前町牛房ケ平
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1841 愛知県尾張事務所 ㈱飛鳥 14.06 15.01 平成14年度国有林野内補助治山事業第1号工事 愛知県 瀬戸市鹿乗

1842
岐阜県岐阜地域農山村整備事
務所

天龍工業㈱ 14.06 15.01 岐治第2404号災害関連緊急治山工事 岐阜県 各務原市須衛町1丁目

1843
岐阜県飛騨地域萩原農山村整
備事務所

馬瀬建設協業組合 14.06 14.12 萩治第8504号予防治山工事 岐阜県 益田郡小坂町落合中崎平

1844
岐阜県飛騨地域農山村整備事
務所

馬瀬建設協業組合 14.07 15.01 飛治公第20号予防治山工事 岐阜県 吉城郡上宝村栃尾保木平

1845 長野県臼田建設事務所 柳沢組 14.07 14.09 (主）下仁田田口線一般緊急地方道路整備工事 長野県 南佐久郡臼田町田口峠

1846
岐阜県中濃地域農山村整備事
務所

㈱篠田 14.07 14.12 第4302号予防治山工事 岐阜県 武儀郡坂根村一里保木

1847 富山県富山土木事務所 ㈱柳瀬工業 14.07 14.08 一般県道東猪谷富山線県単独災害防除工事 富山県 大沢野伏木

1848 山梨県峡南地域振興局 旭工業㈱ 14.07 14.12 湯町砂防工事 山梨県 西八代郡下部町湯町

1849 愛媛県西条地方局建設部 平和コンクリート㈱ 14.07 14.10 道改第48号の４（主）新居浜別子山線道路改築工事 愛媛県 新居浜市立川山

1850 岡山県真庭地方振興局 第二建設㈱ 14.07 14.11 単県事業調整費（道路災害防除） 岡山県 真庭郡美甘村延風

1851 島根県出雲農林振興センター 吉田建設工業㈱ 14.07 14.08 県単自然災害防止事業（姉山） 島根県 出雲市所原町

1852 滋賀県大津土木事務所 ㈱八光 14.07 14.09 麻生古屋梅ノ木線単独道路災害防除工事 滋賀県 大津市かつら川梅ノ木町

1853 滋賀県大津土木事務所 ㈱光信 14.07 14.10 栗東信楽線災害防除工事 滋賀県 大津市上田上大鳥居町

1854 岡山県勝山町 第二建設㈱ 14.07 14.09 谷山林地災害防止工事 岡山県 真庭郡勝山町江川

1855 香川県小豆総合事務所 湯浅工業㈱ 14.07 14.10 吉田ダム保全工事（その３） 香川県 小豆郡内海町

1856
愛媛県松山地方局久万土木事
務所

湯浅工業㈱ 14.07 15.01 上事落第20号の1（主）西条久万線落石防止対策工事 愛媛県 上浮穴郡面河村

1857 愛媛県西条地方局建設部 湯浅工業㈱ 14.07 15.03
新特道改第21号の１（主）新居浜別子山線特定道路緊急整
備工事

愛媛県 新居浜市立川山

1858 香川県小豆総合事務所 湯浅工業㈱ 14.08 14.09 吉田ダム保全工事（その４） 香川県 小豆郡内海町

1859 緑資源公団 四万十JV 14.08 14.12 平成14年度清水東津野線第1工区開設工事 高知県 幡多郡大正町田野々

1860 岡山県倉敷地方振興局 第二建設㈱ 14.08 15.02
１３－１平成14年度復旧治山事業児島唐琴町地区落石防
止工事

岡山県 倉敷市児島唐琴町

1861 広島県福山地域事務所 サンヨー緑化産業㈱ 14.08 14.10 予防治山事業山腹工事（No.61) 広島県 沼隈郡沼隈町常石字東山

1862
国土交通省立山砂防工事事務
所

水口建設産業㈱ 14.08 14.10 砂防専用軌道落石対策（その２）工事 富山県 中新川郡立山町芦峅寺地内

1863
国土交通省高山国道工事事務
所

宮口建設㈱ 14.08 15.03 平成14年度41号東漆山地区防災対策工事 岐阜県 吉城郡神岡町東漆山

1864
岐阜県中濃地域可茂農山村整
備事務所

西野建設㈱ 14.08 14.12 可治第9号予防治山事業中川浦山地区 岐阜県 加茂郡白川町中川浦山

1865 岐阜県中津川市役所 王子緑化㈱ 14.08 14.11 県林工第1401号県単林道改良事業源根法面改良工事 岐阜県 中津川市茄子川中垣外

1866 千葉県鴨川土木事務所 技建建設㈱ 14.08 14.12 県単砂防整備工事 千葉県 鴨川市太海
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1867 栃木県日光土木事務所 三晃建設㈱ 14.09 15.02 一般国道120号いろは坂保全工事 栃木県 日光市いろは坂その３

1868 新潟県佐渡地域振興局 ㈱堂谷組 14.09 15.03 平成14年度離島予防治山工事 新潟県 両津市北鵜島地内

1869 関西電力㈱ 前田建設工業㈱ 14.10 15.03 黒部専用鉄道下部No.30T出口部法面落石源対策工事 富山県 下新川郡宇奈月町猫又～鐘釣間

1870
国土交通省岐阜国道工事事務
所

CF建設協業組合 14.09 15.03 平成14年度41号金山下呂地区対策工事 岐阜県 益田郡金山町金山～下呂町東土田

1871
国土交通省高山国道工事事務
所

高橋建設㈱ 14.09 15.02 平成14年度41号高山管内防災対策工事 岐阜県 大野郡久々野町十賊洞

1872 岐阜県大垣建設事務所 ㈱飛鳥 14.09 15.03 公共緊急地方道路整備事業A（災害防除）工事 岐阜県 海津郡南濃町庭田

1873 岐阜県萩原建設事務所 馬瀬建設協業組合 14.09 14.12 第4号県単崩落決壊防止（防災施設補修）工事 岐阜県 益田郡下呂町宮地

1874
岐阜県飛騨地域萩原農山村整
備事務所

馬瀬建設協業組合 14.09 15.02 萩治第8511号県単治山工事 岐阜県 益田郡下呂町宮地中根尾

1875 岐阜県八幡建設事務所 馬瀬建設協業組合 14.09 15.02 第7号公共急傾斜地崩壊対策事業 岐阜県 郡上郡白鳥町歩岐島

1876 岐阜県土岐市 ㈱芝建 14.09 15.02 林第10号県単林道改良工事（本城線） 岐阜県 土岐市妻木町本城

1877 島根県川本土木建築事務所 ㈱江ノ川開発 14.09 14.12 （主）仁摩瑞穂線多田工区新世紀道路（改良）工事第1期 島根県 邑智郡川本町大字多田

1878 島根県益田農林振興センター 大河建設㈱ 14.09 15.03 地域防災対策総合治山事業（左鐙1工区） 島根県 鹿足郡日原町左鐙

1879 島根県益田農林振興センター ㈱野田工業 14.09 14.12 地域防災対策総合整備事業（左鐙３工区） 島根県 鹿足郡日原町左鐙

1880 岡山県勝山町 第二建設㈱ 14.09 14.11 小規模林道整備事業林道星山線改良工事 岡山県 真庭郡勝山町勝山

1881 愛媛県西条地方局建設部 湯浅工業㈱ 14.09 15.03
新特道改第21号の2（主）新居浜別子山線特定道路緊急整
備工事

愛媛県 新居浜市立川山

1882 岡山県阿新地方振興局 第二建設㈱ 14.09 15.03
１５－２　平成14年度予防治山事業足立（足立ノ内）地区本
工事

岡山県 新見市足立（足立ノ内）

1883 岡山県倉敷地方振興局 第二建設㈱ 14.09 15.02
14号平成14年度復旧治山事業下津井田之浦地区落石防
止工事

岡山県 倉敷市下津井田之浦

1884 緑資源公団 今岡工業㈱ 14.09 15.03 金城三隅線第2工区開設工事 島根県 那賀郡金城町波佐池

1885 島根県津和野土木事務所 安野産業㈱ 14.10 14.11 小規模地区急傾斜地崩壊対策工事（第2期） 島根県 鹿足郡日原町富田

1886 島根県益田農林振興センター ㈱三友 14.10 15.03 林地荒廃防止事業千日地区工事 島根県 那賀郡旭町千日

1887 岡山県倉敷地方振興局 日特建設㈱ 14.10 14.11 復旧治山事業児島唐琴地区落石防止工事 岡山県 倉敷市児島唐琴町

1888 京都府林務事務所 太田建工㈱ 14.10 15.02 治山事業（無利子貸付金）（環境防災林整備） 京都府 京都市右京区嵯峨清滝

1889 日本道路公団高松工事事務所 西松建設・竹中土木ＪＶ 14.10 14.12 高知自動車道(四車線化）大影トンネル（その２）工事 愛媛県 宇摩郡新宮村

1890 和歌山県有田振興局 中岡組 14.10 15.03 予防第5号－1予防治山事業 和歌山県 有田郡金屋町字井苔

1891
福井県丹生農林総合整備事務
所

㈱山本工務店 14.10 14.11 予防治山事業 福井県 丹生郡越前田米ノ

1892
国土交通省岐阜国道工事事務
所

大脇建設㈱ 14.10 15.03 平成14年度41号七宗白川地区防災工事 岐阜県 加茂郡七宗町～白川町
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1893
国土交通省岐阜国道工事事務
所

㈱大西組 14.10 15.03 平成14年度156号線八幡大和地区防災工事 岐阜県
郡上郡八幡町吉野～大和町川辺地
内

1894 岐阜県加茂建設事務所 馬瀬建設協業組合 14.10 15.01 第1号県単崩落決壊防止〈崩落決壊防止〉418号 岐阜県 加茂郡八百津町南戸

1895
岐阜県中濃地域可茂農山村整
備事務所

馬瀬建設協業組合 14.10 15.01 可治第16号予防治山事業五加悪比良地区工事 岐阜県 加茂郡東白川村五加悪比良

1896 群馬県高崎行政事務所 上毛緑産工業㈱ 14.10 15.03 平成14年度予防治山事業 群馬県 群馬郡倉渕村川浦（富士山）

1897 国土交通省長岡国道事務所 ㈱文明屋 14.10 14.11 三国外防災工事 新潟県 南魚沼郡湯沢町大字三国地内

1898 農林水産省中部森林管理局 吉川建設 14.10 15.03 餓鬼ケ咽復旧治山工事 長野県 木曽郡王滝村餓鬼ケ咽

1899 長野県松本地方事務所 にしき興業 14.10 14.12 予防治山事業第25号 長野県 東筑摩郡本城村釜坂

1900 山梨県塩山市 ㈱中村興業 14.10 15.02 塩山市総合公園石積工事 山梨県 塩山市小屋敷

1901
山梨県富士北麓東部地域振興
局

橋本土建工業㈱ 14.10 15.03 上野原丹波山線道路工事 山梨県 北都留郡上野原町棡原

1902 岩手県宮古地方振興局 刈屋建設㈱ 14.11 14.12 ふるさと林道安庭害鷹森線改築工事 岩手県 下閉伊郡新里村和井内

1903 石川県辰口町 緑産業㈱ 14.11 15.03 林道鍋谷和佐谷線法面保全工事 石川県 能美郡辰口町和佐谷

1904 石川県鶴来土木事務所 丸石建設㈱ 14.11 15.03 一般県道木滑釜清水線緊急道路災害対策工事 石川県 石川郡鳥越村下吉谷

1905
福井県丹生農林総合整備事務
所

㈱堀建設 14.11 15.03 予防治山事業 福井県 丹生郡越前町城有

1906
国土交通省岐阜国道工事事務
所

大脇建設㈱ 14.11 15.03 平成14年度41号美濃加茂管内維持補修工事 岐阜県 加茂郡坂祝町

1907 岡山県岡山地方振興局 第二建設㈱ 14.11 15.02
第23-2号　平成13年度復旧治山事業渋川4丁目地区山腹
工

岡山県 玉野市渋川4丁目

1908 島根県津和野土木事務所 広栄建設㈱ 14.11 15.03 日原須佐線渓村工区交A（災害防除）工事 島根県 鹿足郡日原町渓村

1909 広島県備北地域事務所 ㈱西日本ｸﾞﾘｰﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ 14.11 15.03
（主）新市七曲西城線緊急地方道路整備事業（道路改良）
交B工区

広島県 比婆郡西城町丑之河

1910 高知県高知市 ㈱竹内建設 14.11 15.02 四ケ峰落石防止工事 高知県 高知市高見町

1911 大分県犬飼町 九州特殊土木工業㈱ 14.11 15.01 平成14年度国指定史跡犬飼石仏保存工事 大分県 大野郡犬飼町田原

1912 鹿児島県鹿児島市 マルトミ工業㈱ 14.11 15.03 花野丸岡線道路災害防止工事 鹿児島県 鹿児島市伊敷町

1913
環境省自然環境局山陽四国地
区自然保護事務所

第二建設㈱ 14.11 14.12 東予道路法面落石防止工事 愛媛県 今治市桜井

1914
愛媛県松山地方局久万土木事
務所

湯浅工業㈱ 14.12 15.06 上事落第21号の2（主）西条久万線落石防止対策工事 愛媛県 上浮穴郡面河村

1915 香川県高松土木事務所 湯浅工業㈱ 14.12 15.02 下中徳地区急傾斜崩壊対策工事 香川県 香川郡塩江町

1916 JR西日本旅客鉄道株式会社 広成建設㈱ 14.12 伯備線４９．１K浮石整理 岡山県 伯備線方谷～広石

1917 岡山県真庭地方振興局 第二建設㈱ 14.12 15.01 単県道路災害防除工事国道 岡山県 真庭郡湯原町仲間～勝山町柴原

1918 島根県出雲農林振興センター ㈱中筋組 14.12 林地荒廃防止事業（本郷東） 島根県 簸川郡大社町修理免



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績 2019年5月まで　3621件
（欠番9件あり）

実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

1919 広島県東広島地域事務所 伸和建設㈱ 14.12 15.03 （国）432号道路維持修繕（道路災害防除）工事 広島県 賀茂郡河内町中河内

1920 岡山県高梁地方振興局 第二建設㈱ 14.12 15.03 3-5　公共　急傾斜地崩壊対策工事（岩盤接着工） 岡山県 上房郡北房町下中津井

1921 島根県川本農林振興センター (有)石橋工務所 14.12 15.02 林地荒廃防止事業（宇谷）工事 島根県 邇摩郡仁摩町大国町

1922 佐賀県唐津農林事務所 ㈱富士建 14.12 15.03 予防治山事業高江地区工事 佐賀県 東松浦郡玄海町

1923 宮崎県児湯農林振興局 ㈱伊達組 14.12 15.03 地域防災対策総合治山事業（冷水谷） 宮崎県 児湯郡西米良村村所

1924 岐阜県萩原建設事務所 馬瀬建設協業組合 14.12 15.06 第5号公共道路災害防除工事 岐阜県 益田郡下呂町小川

1925 岐阜県古川建設事務所 馬瀬建設協業組合 14.12 15.05 第9号県単崩落決壊防止（崩落決壊防止）R471 岐阜県 吉域郡上宝村岩井戸

1926
岐阜県岐阜地域農山村整備事
務所

天龍工業㈱ 14.12 15.05 岐治第2433号自然環境保全治山事業 岐阜県 各務原市各務おがせ地区No.2-2

1927 石川県輪島土木事務所 ㈱サンテック 14.12 15.03 主要地方道能都内浦線道路災害防除工事 石川県 鳳至郡能都町真脇

1928 東京都多摩環境事務所 ㈱明商 14.12 吉野川線歩道整備工事 東京都 青梅市柚木3丁目

1929
国土交通省飯田国道工事事務
所

安平建設 14.12 153号防災工事 長野県 下伊那郡阿智村駒場

1930 長野県須坂建設事務所 大一建設 14.12 15.01
（主）豊野南志賀公園線県単緊急地方道路整備A（災害防
除）

長野県 上高井郡高山村山田入

1931 長野県木曽建設事務所 ライト工業㈱ 14.12 15.03 県単県営林道木曽川右岸道路（８工区）開設工事 長野県 木曽郡上松町小野ケ谷

1932 山梨県峡南地域振興局 常葉工業㈱ 14.12 15.03 湯之奥上之平線道路工事 山梨県 西八代郡下部町湯町

1933 長野県飯田建設事務所 ㈱トライネット 15.01 15.03 地すべり対策事業下栗地区防止工事 長野県 上伊那郡上村下栗

1934 神奈川県小田原土木事務所 三和建設㈱ 15.01 15.03 湯河原箱根仙石原線道路災害防除工事県単（その１） 神奈川県 足柄下郡箱根町元箱根

1935 兵庫県市川町 ㈱ﾌｨｰﾙﾄﾞｴﾝｼﾞﾆｱ 15.01 用水路補修工事 兵庫県 神崎郡市川町神崎

1936 島根県川本農林振興センター (有)磯野組 15.01 15.02 自然環境保全治山事業邑東地区（石見下）工事 島根県 邑智郡邑智町滝原

1937 宮崎県東臼杵振興局 菊池建設㈱ 15.01 15.03 平成14年度治山事業林地荒廃防止事業（ヲソノ﨑） 宮崎県 東臼杵郡諸塚村家代ヲソノ崎

1938 宮崎県延岡土木事務所 大瀬建設産業㈱ 15.02 15.03 緊急輸送道路等防災対策工事（災関） 宮崎県 東臼杵郡北方町申字西田

1939 鹿児島県鹿児島農林事務所 マルトミ工業㈱ 15.02 15.03 県費単独治山事業 鹿児島県 鹿児島市磯屋敷

1940 兵庫県市川町 ㈱ﾌｨｰﾙﾄﾞｴﾝｼﾞﾆｱ 15.02 用水路補修工事 兵庫県 神崎郡市川町美佐

1941 兵庫県市川町 ㈱ﾌｨｰﾙﾄﾞｴﾝｼﾞﾆｱ 15.02 用水路補修工事 兵庫県 神崎郡市川町

1942 兵庫県市川町 ㈱ﾌｨｰﾙﾄﾞｴﾝｼﾞﾆｱ 15.02 用水路補修工事 兵庫県 神崎郡市川町神崎

1943 島根県益田土木建築事務所 大河建設㈱ 15.02 15.03 国道488号単県道路防災緊急対策工事 島根県 益田市長沢町

1944 島根県仁多土木事務所 (有)糸賀工務店 15.02 斐伊川三成工区広域一般河川改修工事 島根県 仁多郡仁多町三成

1945 三重県 ユーテック㈱ 15.02 矢渕地区県単急傾斜地災害防除対策工事 三重県 南牟婁郡鵜殿村矢渕

1946 岡山県阿新地方振興局 日本植生㈱ 15.02 15.05 公共道路災害防除工事国道 岡山県 新見市石蟹

1947
兵庫県上郡農林水産振興事務
所

㈱中村建設 15.03 15.09 環境防災林整備事業 兵庫県 赤穂市加里屋
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1948
環境省自然環境局山陽四国地
区自然保護事務所

第二建設㈱ 15.03 東予第2工区道路法面落石防止工事 愛媛県 今治市桜井

1949 岡山県真庭地方振興局 第二建設㈱ 15.03 15.07 ２－１－１　単県　道路災害防除工事 岡山県 真庭郡美甘村美甘

1950 岡山県高梁地方振興局 第二建設㈱ 15.03 15.07 ２－１　単県　道路災害防除工事 岡山県 川上郡成羽町羽山

1951 山梨県峡南地域振興局 旭工業㈱ 15.03 15.07 湯之奥上之平線道路工事 山梨県 西八代郡下部町湯町

1952 長野県豊科建設事務所 東興建設㈱ 15.03 15.05 （一）槍ケ岳矢村線緊急地方道路整備A(災害防除）工事 長野県
南安曇郡穂高町観音峠～信濃坂
（２）

1953 長野県長野市 協立工業 15.03 小島田排水機場堤外水門改修 長野県 長野市小島田

1954 鹿児島県鹿屋農林事務所 マルトミ工業㈱ 15.03 15.09 復旧治山事業（ゼロ国債） 鹿児島県 肝属郡佐多町馬籠字岩下

1955 鹿児島県出水農林事務所 マルトミ工業㈱ 15.03 15.09 予防治山事業 鹿児島県 阿久根市大川北平

1956 高知県伊野土木事務所 田中建設㈱ 15.04 15.05 県道柳瀬越知線緊急地方道路整備工事 高知県 高岡郡日高村

1957 広島県芸北地域事務所 ㈱西日本ｸﾞﾘｰﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ 15.04 15.07 国立国定公園等整備事業三段峡歩道安全対策工事 広島県 山県郡戸河内町向イ山

1958 兵庫県市川町 ㈱ﾌｨｰﾙﾄﾞｴﾝｼﾞﾆｱ 15.04 用水路補修工事 兵庫県 神崎郡市川町

1959 長野県佐久建設事務所 三恵建設㈱ 15.04 15.07 （国）254号県単道路防災（法面対策）工事 長野県 佐久市下肬水

1960 関西電力㈱ 前田建設工業㈱ 15.04
黒部専用鉄道下部No.30T出口部法面落石源対策工事(二
次）

富山県 下新川郡宇奈月町黒部奥山鐘釣間

1961 島根県松江土木建築事務所 (有)プラックスコタニ 15.05 15.07 別所2工区急傾斜地崩壊対策工事第2期（岩盤接着工） 島根県 八束郡島根町加賀

1963 岡山県落合町 松尾工業㈱ 15.05 15.06 町道西原下見線落石防止工事 岡山県 真庭郡落合町法界寺

1964 岡山県倉敷地方振興局 第二建設㈱ 15.06 15.09 県単道路災害防除工事 岡山県 総社市槇谷

1965 広島県尾三地域事務所 ㈱西日本ｸﾞﾘｰﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ 15.06 16.02 地域防災対策総合治山事業山腹工事No.26 広島県 御調郡御調町岩根

1966 飛騨地域農山村整備事務所 馬瀬建設㈱ 14.07 15.07 飛治公第19号国有林野内補助治山工事 岐阜県 大野郡白川村飯島上横谷地内

1967 関西電力㈱ 大高建設㈱ 14.09 14.11 黒部専用鉄道下部No.30T出口上部法面落石源対策工事 富山県 下新川郡宇奈月町鐘釣

1968
岐阜県飛騨地域農山村整備事
務所

坂本土木㈱ 14.10 15.06 飛治公第34号予防治山工事 岐阜県 吉城郡上宝村岩井戸地内

1969 富山県富山土木センター 宮口建設㈱ 14.10 15.10
一般県道東猪谷富山線地方特定道路災害防除落石防護
工

富山県 大沢野町薄皮地内

1970 群馬県安中土木事務所 峰岸土木㈱ 14.11 16.02 補助公共　道路災害復旧14年災国査第148号 群馬県 碓氷郡松井田町坂本

1971 岐阜県古川建設事務所 馬瀬建設㈱ 14.12 15.05 第9号県単崩落決壊防止（崩落決壊防止）工事 岐阜県
一般国道471号吉城郡上宝村岩井
戸地内

1972 萩原建設事務所 日特建設㈱ 14.12 15.07 第３号公共道路災害防除工事 岐阜県 益田郡金山町戸部地内

1973 JR東海旅客鉄道株式会社 ㈱加藤組 15.01 15.02
835号原野･木曽福島間原野1号鉄道林巨岩その他修繕工
事

長野県 木曽郡木曽福島町

1974 岐阜県恵那建設事務所 馬瀬建設㈱ 15.01 15.07 第12号県単崩落決壊防止工事 岐阜県 恵那郡福岡町下野地内

1975 岡山県阿新地方振興局 日本植生㈱ 15.02 15.03 1-4号　公共　道路災害防除工事国道 岡山県 新見市石蟹

1976 岐阜県萩原建設事務所 馬瀬建設㈱ 15.02 15.08
第A2-18号公共緊急地方道路整備事業A（災害復旧)工事
【翌債】

岐阜県 益田郡下呂町宮地地内
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1977 岐阜県萩原建設事務所
クローバーフューチャー
建設協業組合

15.02 15.09 第A2-12号公共緊急地方道路整備事業A（災害復旧)工事 岐阜県 益田郡萩原町大ケ洞地内

1978 群馬県富岡行政事務所 市川工業㈱ 15.03 15.08 平成14年度（ゼロ国債）県単治山事業 群馬県 甘楽郡南牧村小沢（小沢峰）

1979
岐阜県飛騨地域萩原農山村整
備事務所

丸ス産業㈱ 15.03 15.11 萩治第8531号予防治山工事 岐阜県 益田郡萩原町西上田多保木地内

1980 栃木県鹿沼土木事務所 栄商事㈱ 15.03 15.12
一般県道上永野下元線粟野町東山その1緊急地方道路整
備工事

栃木県 上都賀郡粟野町

1981
岐阜県中濃地域農山村整備事
務所

天龍工業㈱ 15.03 15.12 第4351号予防治山工事 岐阜県 美濃市片知城山地内

1982
岐阜県西濃地域農山村整備事
務所

西建産業㈱ 15.03 15.12
平成14年度　西林第6号フォレスト・コミュニティ総合整備事
業　三倉～上ケ流林道開設工事(2工区）

岐阜県 揖斐郡春日村大字六合地内

1983 栃木県鹿沼土木事務所 加藤商事㈱ 15.03 16.03
一般県道上永野下元線粟野町東山その2緊急地方道路整
備工事

栃木県 上都賀郡粟野町

1984 群馬県高崎行政事務所 上毛緑産工業㈱ 15.03 16.03 平成14年度（ゼロ国債）予防治山事業 群馬県 群馬郡倉渕村川浦

1985 岩手県宮古地方振興局 刈屋建設㈱ 15.04 15.07 ふるさと林道安庭害鷹森線改築工事 岩手県 下閉伊部郡新里村和井村

1986 関西電力㈱ 大高建設㈱ 15.05 15.06 黒部専用鉄道下部No.30T法面落石源対策工事(二次） 富山県 下新川郡宇奈月町鐘釣

1987 岡山県岡山地方振興局 第二建設㈱ 15.05 15.09 １１号　平成15年度復旧治山事業渋川４丁目山腹工 岡山県 玉野市渋川4丁目

1988 岡山県倉敷地方振興局 第二建設㈱ 15.05 15.11 21平成14年度復旧治山事業下津井田之浦岩接着工 岡山県 倉敷市下津井田之浦

1989
岡山県岡山地方振興局建部建
設事務所

アサヒ防災工事㈱ 15.06 15.07 ８－２号　単県　道路維持修繕工事（国道429号） 岡山県 御津郡加茂川町小森

1990 福井県丹生農村整備事務所 山形工業㈱ 15.06 15.07 平成15年度　予防治山工事 福井県 丹生郡越前町厨

1991 福井県丹生農村整備事務所 ㈱山木工務店 15.06 15.08 平成1４年度　予防治山工事 福井県 丹生郡越前町米ノ

1992 岡山県倉敷地方振興局 第二建設㈱ 15.06 15.09 ２－２－７　単県道路災害防除工事 岡山県 総社市槇谷

1993
岐阜県飛騨地域萩原農山村整
備事務所

㈱地建防災 15.06 15.12 第8002号県単治山（一般） 岐阜県 益田郡小坂町赤沼田ノクン洞地内

1994
岐阜県飛騨地域萩原農山村整
備事務所

馬瀬建設㈱ 15.06 16.01 第8001号　公共予防治山工事 岐阜県 益田郡小坂町落合中崎平地内

1995
北海道上川南部森づくりセン
ター

㈱緑土興産 15.06 1509 東雲地区小規模治山工事 北海道 上川郡上川町東雲

1996 宮崎県児湯農林振興局 ㈱伊達組 15.07 15.07 平成14年度地域防災対策総合治山事業（冷水谷） 宮崎県 児湯郡西米良村大字村所字桐原

1997 島根県出雲農林振興センター 今岡工業㈱ 15.07 15.08 平成15年度林地荒廃防止事業<朝山中） 島根県 出雲市朝山町

1998 長野県大町建設事務所 ㈱今井工務店 15.07 15.09 平成15年度県復旧治山事業（通常)第36号工事 長野県 北安曇郡小谷村字姫川温泉

1999 岐阜県金山町役場 ㈱加藤組 15.07 15.10 金建土工第26号川東線岩接着落石防止工事 岐阜県 益田郡金山町中津原地内

2000 岡山県井笠地方振興局 第二建設㈱ 15.07 15.10
２８－２平成15年度予防治山事業吉浜（当摩）地区予防治
山事業

岡山県 笠岡市吉浜（当摩）

2001 岡山県湯原町 第二建設㈱ 15.07 15.10 第１7号　平成15年度湯本地区林地災害防止工事 岡山県 真庭郡湯原町湯本

2002 岡山県東備地方振興局 第二建設㈱ 15.07 15.12
第9号　平成15年度予防治山事業岩戸（天神山）地区平成
15年度予防治山工事

岡山県 和気郡佐伯町岩戸
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2003 岡山県倉敷地方振興局 第二建設㈱ 15.07 16.01
12号平成15年度復旧治山事業児島唐琴町地区落石防止
工事

岡山県 倉敷市児島唐琴町

2004
国交省北陸地方整備局阿賀川
工事事務所

㈱渡辺工務所 15.08 15.08 大川ダム左岸法面対策その２工事 福島県 南会津郡下郷町沼尾崎地先

2005 山形県河川砂防課 東海林建設㈱ 15.08 15.08
平成15年度砂防自然災害防止事業（急傾斜）山寺砂防自
然災害防止工事

山形県 山形市大字山寺

2006 石川県門前町 和興建設㈱ 15.08 15.09 琴ヶ浜落石防止工事 石川県 鳳至郡門前町琴ヶ浜地内

2007
北海道水産林務部根室支庁林
政課

(有)望月組 15.08 15.10 平成15年度ｻｼﾙｲ神社地先復旧治山工事 北海道 目梨郡羅臼町海岸町

2008 富山県魚津農地林務事務所 大高建設㈱ 15.08 15.10 自然公園等整備欅平園地整備工事 富山県 下新川郡宇奈月町欅平

2009 愛媛県西条地方局 湯浅工業㈱ 15.08 15.12
新防災第22号の1(主）新居浜別子山線道路防災緊急対策
工事

愛媛県 新居浜市立川山

2010 岐阜県中津川市役所 ㈱愛絋 15.08 15.12 県林工第1501号県単林道改良事業源根法面改良工事 岐阜県 中津川市茄子川地内

2011 山梨県峡中地域振興局 ㈱深沢工務所 15.08 16.01 南アルプス線３工区 山梨県 南アルプス市芦倉

2012 岐阜県恵那建設事務所 ㈱地建防災 15.08 16.01 第５号県単崩落決壊防止工事 岐阜県 恵那市笠置町毛呂窪地内

2013
岐阜県飛騨地域農山村整備事
務所

馬瀬建設㈱ 15.08 16.02 飛治公第7023号予防治山工事 岐阜県 吉城郡上宝村栃尾保木平地内

2014
三重県北勢県民局四日市建設
部

東亜グラウト工業㈱ 15.08 16.03
平成15年度〔道維〕緊道災防　平成1-11分1号　緊急地方
道路整備（災害防除）

三重県 三重郡菰野町菰野湯の山地内

2015 緑資源公団 土佐森林開発建設ＪＶ 15.08 16.03 平成15年度清水東津野線第４工区開設工事 高知県 土佐清水市上野

2016 島根県川本農林振興センター 安野産業㈱ 15.09 15.09 平成15年度林地荒廃防止事業（和田） 島根県 邇摩郡仁摩町大字大国町地内

2017 国土交通省立山砂防事務所 ㈱干場建設 15.09 15.10 砂防専用軌道落石対策その２工事 富山県 中新川郡立山町芦峅寺地先

2018
環境省自然環境局山陽四国自
然保護事務所

第二建設㈱ 15.09 15.10 平成15年度東予道路法面落石防止工事 愛媛県 今治市桜井

2019 福井県大野土木事務所 西尾建設工業㈱ 15.09 15.10 （県単）道路防災対策工事その２工事 福井県 大野市東勝原

2020 高知県中村林業事務所 運平建設(有) 15.09 15.10 第932号藤縄予防治山工事 高知県 幡多郡佐賀町藤縄

2021 山梨県峡南地域振興局 湘南興業(有) 15.09 15.11 湯町砂防工事 山梨県 西八千代郡下部町湯町地内の１

2022 福井県丹生農村整備事務所 ㈱協立商事 15.09 15.11 平成15年度　予防治山工事 福井県 丹生郡越前村城有

2023 青森県商工観光労働部 田中建設㈱ 15.09 15.11 東北自然道（奥入瀬渓流）歩道整備工事　青観2-101 青森県 十和田市十和田町大字奥入瀬

2024 和歌山県日高振興局 ㈱杉山組 15.09 15.12 防災対策総合治山事業 和歌山県 和歌山県日高郡美山村皆瀬

2025 島根県川本土木建築事務所 ㈱日高組 15.09 15.12 平成15年度都賀行地区急傾斜地崩壊対策工事 島根県 邑智郡大和村都賀行

2026 滋賀県大津土木 ㈱安井 15.09 15.12 第6号　平成15年度比良山線道路補修工事 滋賀県 滋賀郡志賀町大字北比良

2027 岐阜県八幡建設事務所 ㈱地建防災 15.09 16.01 工第T-2-2号県単地方特定道路整備(改良）工事 岐阜県 郡上郡和良村平地内

2028 岡山県津山地方振興局 第二建設㈱ 15.09 16.01 ７-５-１　緊急地方道路整備(交付金Ｂ）道路改良　工事 岡山県 苫田郡加茂町大字山下

2029 福井県丹生農村整備事務所 山中建設㈱ 15.09 16.01 平成１５年度　予防治山工事（ゼロ国債） 福井県 丹生郡越前町厨
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2030 佐賀県武雄農林事務所 ㈱富士建 15.09 16.03 地域防災対策総合治山事業御船山地区第1号工事 佐賀県 武雄市武雄町

2031 岐阜県大垣建設事務所 ㈱地建防災 15.09 16.03 県維工第崩落1号　県単崩落決壊防止工事 岐阜県 海津郡南濃町庭田地内

2032 国交省高山国道事務所 宮口㈱ 15.09 16.03 平成15年度41号東漆山南地区防災対策工事 岐阜県 吉城郡神岡町東漆山地内

2033 岐阜県古川建設事務所 馬瀬建設㈱ 15.09 16.03 第4号県単崩落決壊防止（崩落決壊防止）工事 岐阜県 吉城郡上宝村岩井戸地内

2034 群馬県中之条土木事務所 ㈱高特 15.09 16.03 補助公共急傾斜地崩壊対策事業（分２） 群馬県 吾妻郡嬬恋村丈前

2035
兵庫県姫路農林水産振興事務
所

㈱扇土建 15.09 16.05 環境防災林整備事業 兵庫県 姫路市山吹

2036 国土交通省高山国道事務所 ナガイ㈱ 15.09 16.07 平成１５年度４１号引下地区防災対策工事 岐阜県 大野郡久々野町引下地内

2037 長野県本城村 ㈱関川組 15.10 15.11
平成15年度ﾌｫﾚｽﾄｺﾐｭﾆﾃｨ総合整備(改良）事業四阿屋線工
事

長野県 東筑摩郡本城村大字東城字栃平入

2038 国土交通省長岡国道事務所 ㈱文明屋 15.10 15.12 平成15年度湯沢管内維持工事 新潟県 南魚沼郡湯沢町元橋

2039 高知県須崎土木事務所 ㈱竹内建設 15.10 15.12 久礼港県単改良工事 高知県 高岡郡中土佐町久礼

2040 北海道開発局網走開発建設部 吉井建設㈱ 15.10 16.01 一般国道334号斜里町オシンコシン法面工事 北海道 斜里郡斜里町ウトロ西

2041
広島県東広島地域事務所建設
局

伸和建設 15.10 16.01 一般国道432号道路維持修繕(災害防除）工事 広島県 賀茂郡河内町下河内

2042 兵庫県八鹿土木事務所 但南建設㈱ 15.10 16.03 (国)429号道路災害防除工事 兵庫県 朝来郡生野町上生野

2043 佐賀県唐津農林事務所 ㈱内山組 15.10 16.03 地域防災対策総合治山事業鏡山地区第1号工事 佐賀県 東松浦郡浜玉町

2044 岐阜県恵那建設事務所 馬瀬建設㈱ 15.10 16.03 第１１号県単崩落決壊防止工事 岐阜県 恵那郡福岡町下野地内

2045 群馬県水上町 ㈱高特 15.10 16.03 諏訪峡遊歩道落石防護工事 群馬県 利根郡水上町小日向

2046 群馬県桐生土木事務所 ㈱明商 15.10 16.03 補助公共道路災害防除事業（国道） 群馬県 山田郡大間々町桐原

2047 岡山県東備地方振興局 日本植生㈱ 15.11 15.11
第1-2号　平成15年度予防治山（離島）事業日生〈頭島）地
区平成15年度予防治山（離島）

岡山県 和気郡日生町大字日生

2048 緑資源公団 大瀬建設産業㈱ 15.11 15.11 宇目須木線第1工区開設工事（岩接着） 宮崎県 西臼杵郡日之影町

2049 島根県川本農林振興センター イワミ工業㈱ 15.11 15.11 平成15年度林地荒廃防止事業（本谷） 島根県 邑智郡桜江町大字市山

2050 山形県天童市 東海林建設㈱ 15.11 15.11 舞鶴山石碑修繕工事 山形県 天童市大字舞鶴山地内

2051 緑資源機構 日豊建設企業体 15.11 15.12 宇目・須木線開削工事第1工区 宮崎県 東臼杵郡日之影

2052 山梨県峡南地域振興局 (有)坂本屋 15.11 15.12 業務委託工事 山梨県 西八千代郡三珠町地内

2053
広島県広島地域事務所廿日市
支局

昇和工業㈱ 15.11 15.12 大竹市木野1丁目崩壊対策工事 広島県 大竹市木野1丁目

2054
山梨県富士北麓東部地域振興
局

㈱中村興業 15.11 16.01 県道梁川猿橋線道路工事 山梨県 大月市猿橋町津成地内の１

2055 広島県福山地域事務所農林局 平賀建設㈱ 15.11 16.01 林地荒廃防止事業山腹工事No.11 広島県 深安郡神辺町上御領
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2056
三重県紀北県民局建設部整備
①グループ

㈱橋本組 15.11 16.01 一般国道311号県単道路改良(落石対策)工事 三重県 尾鷲市梶賀町R-311

2057 岡山県勝山町 第二建設㈱ 15.11 16.02 平成15年度　小規模林道整備事業林道星山線改良工事 岡山県 勝山町星山

2058 高知県宿毛土木事務所 ㈱竹内建設 15.11 16.02 大浦(西）急傾斜地崩壊対策工事 高知県 幡多郡大月町大浦

2059 岐阜県八幡建設事務所 山下技装㈱ 15.11 16.03 工第10-1号　公共急傾斜地崩壊対策事業 岐阜県 郡上市白鳥町歩岐島地内

2060
岐阜県中濃地域可茂農山村整
備事務所

㈱地建防災 15.11 16.03 可治第14号予防治山工事（五加悪比良地区） 岐阜県 加茂郡東白川村五加悪比良地内

2061
岐阜県飛騨地域萩原農山村整
備事務所

馬瀬建設㈱ 15.11 16.03 萩治第8023号　県単治山 岐阜県 下呂市萩原町西上田地内

2062 岐阜地域農山村整備事務所 馬瀬建設㈱ 15.11 16.03 岐治第2523号　山県市神崎中瀬地内県単治山事業 岐阜県 山県市神崎中瀬地内

2063 岐阜県大垣建設事務所 ㈱飛鳥 15.11 16.03
県維工第崩落3号　県単崩落決壊防止（崩落決壊防止）工
事

岐阜県 海津郡南濃町庭田地内

2064 広島県福山地域事務所農林局 国土技建㈱ 15.11 16.03 平成15年度公園施設整備事業帝釈峡歩道改良工事No.３ 広島県 神石郡神石町相渡

2065 群馬県桐生土木事務所 イビデングリーンテック㈱ 15.11 16.03 平成15年度森林居住環境整備事業 群馬県 桐生市梅田町三丁目

2066
岐阜県中濃地域農山村整備事
務所

天龍工業㈱ 15.11 16.06 中治第１５３９号　環境防災林整備工事 岐阜県 武儀郡板取村明石谷地内

2067 東京都林業事務所 東興建設㈱ 15.12 15.12 数馬治山工事 東京都 西多摩郡桧原村数馬地内

2068 東京都大島支庁建設局 ライト工業㈱横浜支店 15.12 15.12 新島第二トンネル整備工事 東京都 新島村若郷地内

2069 関西電力㈱ 関電興業㈱ 15.12 16.01 モルタルピット修繕工事 兵庫県 神崎郡大河内町大河内

2070 広島県福山地域事務所農林局 日本緑地開発㈱ 15.12 16.01 林地荒廃防止事業山腹工事No.9 広島県 府中市荒谷町立岩

2071 兵庫県上郡農林振興事務所 高田建設㈱ 15.12 16.02 環境防災林整備事業 兵庫県 揖保郡新宮町新宮

2072 岡山県倉敷地方振興局 第二建設㈱ 15.12 16.02
21－2号　平成14年度　復旧治山事業下津井田之浦岩接
着工

岡山県 倉敷市下津井田之浦

2073 愛媛県西条地方局 湯浅工業㈱ 15.12 16.03
新防災第22号の2(主）新居浜別子山線道路防災緊急対策
工事

愛媛県 新居浜市立川山

2074 宮崎県延岡土木事務所 大瀬建設産業㈱ 15.12 16.03 緊急地方道路整備工事 宮崎県 東臼杵郡北方町大字申字西畑

2075 宮崎県延岡土木事務所 日新興業㈱ 15.12 16.03 平成15年度緊急地方道路整備災害防除B第3-6-2号 宮崎県 東臼杵郡北方町大字申字西畑

2076 国交省岐阜国道事務所 CF建設協業組合 15.12 16.03 平成15年度41号下呂地区防災工事 岐阜県 下呂市瀬戸～門原地内

2077
岐阜県飛騨地域萩原農山村整
備事務所

馬瀬建設㈱ 15.12 16.03 萩治第8025号　生活環境保全林整備事業 岐阜県 下呂市金山町弓掛No.4地内

2078 岡山県高梁地方振興局 第二建設㈱ 15.12 16.03 第２-３号　公共　急傾斜地崩壊対策工事（岩盤接着工） 岡山県 上房郡北房町大字下中津井

2079 林野庁中部森林管理局 吉川建設㈱ 15.12 16.03 平成15年度餓鬼ケ咽復旧治山工事 長野県 木曽郡王滝村餓鬼ケ咽
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2080 長野県長野市役所 川中島建設㈱ 15.12 16.03 平成15年度飯森新橋線防護施設整備事業 長野県 長野市大字塩生乙

2081 岐阜県下呂建設事務所 馬瀬建設㈱ 15.12 16.04 第崩-5号　県単崩落決壊防止工事 岐阜県 下呂市宮地地内

2082 兵庫県豊岡農林振興事務所 ㈱堀江工務店 15.12 16.06 予防治山事業 兵庫県 出石郡但東町平田

2083 岡山県津山地方振興局 日植緑地㈱ 16.01 16.01 単県　道路整備特別対策工事　一般県道坪井下栃原線 岡山県 久米郡久米町坪井上

2084 島根県川本農林振興センター ㈱日高組 16.01 16.02 自然環境保全治山事業邑東地区(下前） 島根県 邑智郡大和村大字上野

2085 広島県尾三地域事務所 ㈱西日本ｸﾞﾘｰﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ 16.01 16.03 治山施設機能強化事業山腹工事（No.4） 広島県 御調郡御調町岩根

2086 兵庫県市川町役場 ㈱ﾌｨｰﾙﾄﾞｴﾝｼﾞﾆｱ 16.01 16.03 用水路補修工事 兵庫県 神崎郡市川町鶴居

2087 兵庫県龍野農林振興局 ㈱ﾌｨｰﾙﾄﾞｴﾝｼﾞﾆｱ 16.01 16.03 平成15年度環境第４－２号環境防災林整備事業 兵庫県 揖保郡新宮町新宮

2088 島根県松江農林振興センター モリタ工業 16.01 16.03 平成15年度地域防災対策総合治山事業上山佐第１工区 島根県 能義郡広瀬町上山佐地内

2089 島根県津和野土木 野田工業㈱ 16.01 16.03
国道187号左鐙工区県単道路（災害防除）第2期工事31-
51-2

島根県 鹿足郡日原町大字左鐙

2090 徳島県川島土木事務所 坂東産業㈱ 16.01 16.03 道路局部改良工事（一般） 徳島県 麻植郡山川町

2091 兵庫県豊岡農林振興局 ㈱ﾌｨｰﾙﾄﾞｴﾝｼﾞﾆｱ 16.01 16.07 平成15年度予防治山事業15Y第10号 兵庫県 出石郡但東町大字平田地内

2092 宮崎県児湯農林振興局 ㈱伊達組 16.01 16.10 平成15年度地域防災対策総合治山事業（冷水谷） 宮崎県 児湯郡西米良村大字村所

2093 島根県津和野土木事務所 安野産業㈱ 16.02 16.03 扇町地区県単急傾斜地崩壊対策工事 島根県 鹿足郡日原町大字日原

2094 宮崎県東臼杵振興局 大瀬建設産業㈱ 16.02 16.03
一般県道上祝子網の瀬線緊急地方道路整備工事（災害防
除B)

宮崎県 東臼杵郡北方町大字申字西畑

2095
環境省自然環境局山陽四国自
然保護事務所

第二建設㈱ 16.02 16.03 東予公園車道法面落石防止工事 愛媛県 今治市東予集団施設地区内

2096 島根県浜田土木建築事務所 大河建設㈱ 16.02 16.03 都川工区緊急地方道路（災害防除）第1期 島根県 那賀郡旭町大字都川

2097 岡山県高梁地方振興局 第二建設㈱ 16.02 16.03 ２-４　公共急傾斜地崩壊対策工事（岩盤接着工） 岡山県 上房郡北房町大字下中津井

2098 岡山県倉敷地方振興局 第二建設㈱ 16.02 16.03 道路修繕工事 岡山県 倉敷市下津井田之浦

2099 山梨県峡南地域振興局 湘南興業(有) 16.02 16.04 湯之奥上之平線道路工事 山梨県 西八千代郡下部町湯町地内の１

2100 香川県小豆総合事務所 湯浅工業㈱ 16.02 16.06 吉田ダム　ダム保全工事 香川県 小豆郡内海町吉田

2101 高知県土佐清水土木事務所 ㈱竹内建設 16.02 16.07 国道321号災害防除工事 高知県 土佐清水市大津

2102 静岡県下田土木事務所 ㈱アイビック 16.03 16.03 国道135号改良工事 静岡県 東伊豆郡

2103 岡山県大原町 (有)本田組 16.03 16.03 町道大西線改良工事 岡山県 英田郡大原町江ノ原地内

2104 岡山県加茂町教育委員会 (有)内田組 16.03 16.03 万燈山古墳修復工事 岡山県 苫田郡加茂町塔中

2105 愛媛県西条地方局 湯浅工業㈱ 16.03 16.05
新防災第23号の1(主）新居浜別子山線道路防災緊急対策
工事

愛媛県 新居浜市大永山
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2106 広島県芸北地域事務所 エヌエル産業㈱ 16.03 16.09
平成15年度国立国定公園等整備事業三段峡歩道安全対
策工事

広島県 山県郡戸河内町向イ山

2107 群馬県中之条土木事務所 ㈱高特 16.03 16.08 補助公共急傾斜地崩壊対策事業（分２） 群馬県 吾妻郡嬬恋村丈前

2108 岡山県倉敷地方振興局 第二建設㈱ 16.03 16.09
３号　平成15年度復旧治山事業（ゼロ国債）児島唐琴町落
石防止工事

岡山県 倉敷市児島唐琴町

2109 島根県浜田土木建築事務所 ㈱山陰ブルドーザー工事 16.03 16.12 都川工区緊急地方道路（災害防除）第3期 島根県 那賀郡旭町大字都川

2110 神奈川県小田原土木 (有)三浦組 16.04 16.04 道路災害防除（その１） 神奈川県 南足柄郡

2111
環境省自然環境局山陽四国地
区自然保護事務所

第二建設㈱ 16.04 16.04 転石・浮石撤去工（仙酔島） 広島県 福山市鞆町大字後地

2112 新潟県小出地域振興局 ㈱興和 16.04 16.06 平成16年度国252号県単道路防災工事 新潟県 北魚沼郡入広瀬村大字七曲地内

2113 石川県石川総合事務所 ㈱山崎組 16.05 16.05
主要地方道岩間一里野線緊急地方道路整備(災害防除A)
工事

石川県 石川郡尾口村字尾添地内

2114 愛知県尾張建設事務所 みらい建設工業㈱ 16.02 16.07 道路災害防除（臨交）（その２）工事 愛知県 瀬戸市定光寺

2115 高知県魚さい公社
三菱レイヨンエンジニアリ
ング㈱

16.03 16.04 高知県魚さい加工公社移転新築工事 高知県 高知市

2117 国土交通省岐阜国道事務所 日産工業㈱ 16.03 17.03 平成１５年度４１号　下呂防災工事 岐阜県 下呂市門前地内

2118 兵庫県市川町役場 ㈱ﾌｨｰﾙﾄﾞｴﾝｼﾞﾆｱ 16.04 16.04 鶴居地区水路補修工事 兵庫県 神崎郡市川町鶴居

2119 JR東海旅客鉄道株式会社 名工建設㈱ 16.04 16.06
飛騨小坂・渚間１１４Ｋ０６５Ｍ付近１箇所落石防止網新設
その他

岐阜県 大野郡久々野町渚地内

2120 山梨県広瀬琴川ダム事務所 ㈱飯島工事 16.04 16.07 琴川ダム管理用道路落石防護工事（４１工区） 山梨県 牧丘町杣口山地内の２

2121 石川県石川土木総合事務所 ㈱山崎組 16.05 16.06 主要地方道岩間‐里野線緊急地方道路(災害防除Ａ）工事 石川県 石川郡尾口村字尾添地内

2122 京都府京都市役所 ㈱奥村組 16.05 16.07 災害防除工事落合工区 京都府 京都市右京区嵐山

2123 岡山県倉敷地方振興局 第二建設㈱ 16.05 16.07 １－１－１　単県　道路災害防除工事 岡山県 倉敷市下津井田之浦

2124 島根県益田土木建築事務所 ㈱野田工業 16.06 16.07 国道187号左鐙工区県単道路（災害防除）工事 島根県 鹿足郡日原町大字左鐙

2125 岡山県東備地方振興局 第二建設㈱ 16.06 16.09
４　平成16年度予防治山事業岩戸（天神山）地区平成16年
度予防治山

岡山県 和気郡佐伯町岩戸

2126 岐阜県郡上市 ㈱水口建設 16.06 16.10 美産第１６－３号釜ケ滝遊歩道歩道修繕工事 岐阜県 郡上市美並町上田地内

2127
国土交通省
立山砂防事務所

㈱高田組 16.06 16.11 砂防軌道落石対策（その２）工事 富山県 中新川郡立山町芦峅寺地先

2128 岡山県倉敷地方振興局 オゴー開発㈱ 16.07 16.08 ２－２２－１　道路災害防除工事（交付金） 岡山県 総社市槇谷

2129 岡山県東備地方振興局 ㈱利守建設 16.07 16.09
13　平成16年度予防治山事業惣分(宮西）地区　平成16年
度予防治山

岡山県 赤磐郡赤坂町惣分(宮西）地区地内

2130 岡山県倉敷地方振興局 第二建設㈱ 16.07 16.10
１０　平成16年度復旧治山事業下津井田之浦地区固定工
（岩接着）

岡山県 倉敷市下津井田之浦

2131 北海道根室支庁 寺井建設㈱ 16.07 16.11 サシルイ神社地先復旧治山工事 北海道 目梨郡羅臼町海岸町
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2132 石川県奥能登土木総合事務所 五大工業㈱ 16.07 16.12 主要地方道輪島富来線緊急地方道路(災害防除）工事 石川県 輪島市別所谷町地内

2133 北海道根室支庁 小針建設㈱ 16.07 17.01 八木浜地区地域防災対策総合治山工事 北海道 目梨郡羅臼町八木浜町

2134 岩手県宮古地方振興局 三好建設㈱ 16.07 17.02 森林基幹道川目線改築工事 岩手県 宮古市長澤北川目

2135 長野県長野市役所 川中島建設㈱ 16.08 16.09 百瀬岩戸池平線石積緊急補修業務委託工事 長野県 長野市字上ケ尾

2136 岡山県湯原町 第二建設㈱ 16.08 16.09 (29)林地災害防止工事（デュノカミ２） 岡山県 真庭郡湯原町大字湯本地内

2137
広島県芸北地域事務所（農林
局）

エヌ・エル産業㈱ 16.08 16.09
平成15年度　国立国定公園等整備事業三段峡歩道安全対
策工事（その２）

広島県 山県郡戸河内町字向イ山

2138 兵庫県豊岡農林水産事務所 ㈱谷垣組 16.08 16.11 １６Ｙ第1３号　予防治山事業 兵庫県 出石郡但東町平田

2139 北海道森林管理局旭川分局 ㈱丹野組 16.08 16.12 上原地先治山工事 北海道 稚内市港町

2140 佐賀県武雄農林事務所 ㈱富士建 16.08 17.03 地域防災対策総合治山事業御船山地区第1号工事 佐賀県 武雄市武雄町

2141 島根県出雲農林振興センター ㈱中筋組 16.09 16.09 平成16年度林地荒廃防止事業（本郷東） 島根県 簸川郡大社町大字修理免

2142 岡山県高梁地方振興局 備北土建(有) 16.09 16.09 ２-１公共急傾斜地崩壊対策工事 岡山県 北房町下中津井地区

2143 石川県南加賀土木総合事務所 はくさん緑化工業㈱ 16.09 16.09
主要地方道 小松鳥越鶴来線災害に強い道路整備(道路災
害防除工事）

石川県 小松市丸山地内

2144 JR東海旅客鉄道株式会社 名工建設㈱ 16.09 16.10
杉原・猪谷間１８１Ｋ３４０Ｍ付近外１箇所落石防止網新設
その他工事

岐阜県 飛騨市宮川町杉原～猪谷地内

2145 島根県出雲農林振興センター 今岡工業㈱ 16.09 16.10 平成16年度林地荒廃防止事業（朝山中） 島根県 出雲市朝山町（朝山中）

2146 島根県木次土木建築事務所 ㈱渡部特殊土木 16.09 16.10 川本波多線3工区地方道路交付金（災害防除）工事第2期 島根県 飯石郡掛合町大字波多地内

2147 岡山県倉敷地方振興局 第二建設㈱ 16.09 16.10
４-　－　　１-１-３　単県　事業調整費(道路災害防除）、　単
県　道路災害防除合併工事

岡山県 倉敷市下津井田之浦

2148 岡山県勝英地方振興局 田村工務店 16.09 16.11 国道４-１公共　道路災害防除国道（373号）工事 岡山県 英田郡西粟倉村長尾地内

2149
長野県北安曇地方整備局事務
所

㈱今井工務店 16.09 16.11 平成16年度　復旧治山（通常）事業第２９号工事 長野県 北安曇郡小谷村字姫川温泉

2150 兵庫県豊岡農林水産事務所 (有)中川組 16.09 16.12 １６Ｙ第17号　予防治山事業 兵庫県 城崎郡香住町下浜

2151
岐阜県岐阜地域農山村整備事
務所

馬瀬建設㈱ 16.09 16.12 岐治第２６０３号山県市富永神明下地内県単（一般）事業 岐阜県 山県市富永神明下地内

2152 北海道開発局網走開発建設部 吉井建設㈱ 16.09 17.01 一般国道３３４号斜里町オシンコシン法面工事 北海道 斜里郡斜里町ウトロ西

2153
岐阜県飛騨地域下呂農山村整
備事務所

馬瀬建設㈱ 16.09 17.02 下呂治第８３０７号　予防治山事業 岐阜県 下呂市小坂町小坂町前平地内

2154
山梨県峡東地域振興局塩山林
務環境部

㈱中村興業 16.09 17.03 加久保砂防工事 山梨県 三富村上釜口加久保

2155
岐阜県飛騨地域下呂農山村整
備事務所

馬瀬建設㈱ 16.09 17.03 下呂治第８３０９号　予防治山事業 岐阜県 下呂市瀬戸前平地内
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2156 愛媛県西条地方局 湯浅工業㈱ 16.09 17.03
新防災第34号の1(主）新居浜別子山線道路防災緊急対策
工事

愛媛県 新居浜市立川山町

2157 兵庫県姫路農林水産事務所 ㈱扇土建 16.09 17.03 環境防災林整備事業 兵庫県 姫路市山吹2丁目地内

2158 島根県浜田農林振興センター (有)沖野組 16.10 16.10 平成16年度予防治山事業和木地区 島根県 浜田市長浜町和木

2159 滋賀県湖南地域振興局 (有)竹沢工業 16.10 16.10 野洲町三上落石防止工事 滋賀県 野洲郡野洲町三上

2160 島根県平田市 (有)丸共工務所 16.10 16.11
地方特定道路整備事業　市道十六島線(寄浦）災害防除工
事

島根県 平田市釜浦町

2161 福島県南会津建設事務所 ㈱舘岩工務所 16.10 16.11 国道第一種改良工事（国道352号） 福島県 南会津郡舘岩村大字八総

2162 新潟県新潟林業事務所 グリーン産業㈱ 16.10 16.12 平成１６年度復第５－１号　復旧治山工事 新潟県 北蒲原郡黒川村赤谷（胎内観音）

2163 兵庫県龍野農林事務所 高田昭夫建設㈱ 16.10 17.02 環境防災林整備事業 兵庫県 揖保郡新宮町新宮

2164
岐阜県岐阜地域農山村整備事
務所

天龍工業㈱ 16.10 17.02
岐治第２６０４号　各務原市鵜沼宝積寺地内予防治山木曽
川

岐阜県 各務原市鵜沼宝積寺地内

2165 岡山県倉敷地方振興局 第二建設㈱ 16.10 17.02
３０平成16年度地域防災対策総合治山事業児島唐琴町固
定工（岩接着工）

岡山県 倉敷市児島唐琴町

2166 和歌山県東牟婁振興局 菊本建設 16.10 17.03 近畿自然歩道整備工事 和歌山県 東牟婁郡太地町大字太地

2167 和歌山県東牟婁振興局 勝浦建設㈱ 16.10 17.03 近畿自然歩道整備工事 和歌山県 東牟婁郡太地町大字太地

2168 和歌山県東牟婁振興局 (有)紀洋建設 16.10 17.03 近畿自然歩道整備工事 和歌山県 東牟婁郡太地町大字太地

2169 和歌山県東牟婁振興局 ㈱洞口組 16.10 17.03 近畿自然歩道整備工事 和歌山県 東牟婁郡太地町大字太地

2170
岐阜県飛騨地域農山村整備事
務所

馬瀬建設㈱ 16.10 17.03
飛治公第７２３１号　森林土木効率化等技術開発モデル工
事

岐阜県
高山市奥飛騨温泉郷栃尾保木平地
内

2171 三重県北勢県民局 ㈱三和工務店 16.10 17.03 第１０２０-分１号予防治山事業（一般）工事 三重県 三重郡菰野町菰野湯の山地内

2172 国土交通省岐阜国道事務所 杉山建設㈱ 16.10 17.03 平成１６年度　２１号岐阜管内維持補修工事 岐阜県 各務原市鵜沼宝積寺町

2173 愛媛県久万土木事務所 湯浅工業㈱ 16.10 17.03 上事落第20号の1(主)西条久万線落石対策工事 愛媛県 上浮穴郡久万高原町大味川

2174
国土交通省松山河川国道事務
所

四国通建㈱ 16.10 17.03 平成１６年度鞍瀬防災工事 愛媛県 西条市丹原町鞍瀬

2175 岡山県倉敷地方振興局 第二建設㈱ 16.10 17.06 ２-２２-２　公共　道路災害防除（交付金） 岡山県 総社市槇谷

2176 岡山県倉敷地方振興局 第二建設㈱ 16.10 17.08 ２-２２-３　公共　道路災害防除（交付金） 岡山県 総社市槇谷

2177 新潟県上越地域振興局 第二建設㈱ 16.11 16.11
道維管　第1501-00-14-00号(主）妙高高原公園線県単道
路維持管理工事

新潟県 中頸城郡妙高村関山地内

2178 福島県南会津建設事務所 会津法面㈱ 16.11 16.11 国道第一種改良工事（国道352号） 福島県
国道352号南会津郡舘岩村大字八
総

2179 神奈川県逗子市教育委員会 ㈱鴻池組 16.11 16.11
平成16年度国指定史跡名越切通崩壊対策工事の内亀裂
充填工

神奈川県 逗子市

2180 岡山県阿新地方振興局 オゴー開発㈱ 16.11 16.11 公共　道路災害防除工事国道　１－２号 岡山県 新見市石蟹

2181 島根県八雲村 モリタ工業㈱ 16.11 16.11 平成16年度施行　田園ひよし落石防止対策工事 島根県 八束郡八雲村大字日吉
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2182 三重県紀南振興局 ㈱ユウテック 16.11 16.12 道路災害復旧工事 三重県 南牟婁郡紀宝町浅里

2183 東京都青梅市 島田組 16.11 16.12 御岳山第一１排水所落石防止工事 東京都 青梅市御岳山１７０番地

2184 岡山県倉敷地方振興局 アマノ企業㈱ 16.11 16.12 １-１-４　単県道路災害防除工事 岡山県 倉敷市下津井田之浦

2185 岡山県真庭地方振興局 津山グリン建設工業 16.11 16.12 ３-２　公共道路災害防除工事 岡山県 真庭郡勝山町見尾

2186 島根県川本農林振興センター ㈱堀工務店 16.11 16.12 平成16年度林地荒廃防止事業(高原） 島根県 大田市富山町

2187 岩手県水沢地方振興局 国土防災技術㈱ 16.11 17.01 重染寺地区予防治山工事 岩手県 江刺市重染寺

2188 和歌山県海草振興局 栩中建設 16.11 17.03 平成１６年度予防治山事業 和歌山県 海草郡下津町大字小原

2189
山梨県富士北麓・東部地域振
興局大月建設部

橋本土建工業㈱ 16.11 17.03 上野原丹波山線道路工事 山梨県 上野原町棡原１工区

2190
山梨県峡南地域振興局市川建
設部

湘南興業(有) 16.11 17.03 湯町砂防工事 山梨県 西八代郡下部町湯町地内

2191 鹿児島県農林水産事務所 マルトミ工業㈱ 16.11 17.03 平成１６年度地域防災対策総合治山事業 鹿児島県 鹿児島市吉野町磯屋敷地内

2192
岐阜県中濃地域可茂農山村整
備事務所

㈱地建防災 16.11 17.03 可治第６号　公共予防治山工事（五加悪比良地区）工事 岐阜県 加茂郡東白川村五加悪比良地内

2193 愛知県尾張建設事務所 みらい建設工業㈱ 16.11 17.03 災害防除工事（臨交）道路災害防除　合併工事 愛知県 瀬戸市定光寺

2194 岡山県倉敷地方振興局 オゴー開発㈱ 16.11 17.03 ２-２２-４　公共　道路災害防除（交付金） 岡山県 総社市槇谷

2195 福井県南越農林総合事務所 (有)柳原工業 16.11 17.03 平成１６年度　民有林補助治山事業 福井県 南条郡今庄町稲荷

2196 長野県松本地方事務所 フカサワイール 16.11 17.06 平成１６年度予防治山事業　第１１号工事 長野県 東筑摩郡字竜島

2197 岡山県倉敷地方振興局 山陽道路㈱ 16.12 16.12 1-1-2 単県　急傾斜地崩壊対策工事 岡山県 倉敷市大畠地内

2198 岡山県阿新地方振興局 第二建設㈱ 16.12 16.12 １-６　単県道路災害防除工事 岡山県 新見市千屋

2199 島根県松江農林振興センター (有)布部組 16.12 16.12 平成16年度地域防災総合治山事業上山佐１６工区 島根県 安来市広瀬町上山佐地内

2200 三重県紀北県民局建設部 ㈱橋本組 16.12 16.12
平成16年度県単道改第2-1分1号一般国道311号県単道路
改良（落石対策）工事

三重県 尾鷲市梶賀町地内

2201 東京都西多摩建設事務所 大館建設工業㈱ 16.12 16.12 東京都奥多摩町日原工事（岩接着工） 東京都 西多摩郡奥多摩町日原

2202 広島県福山地域事務所 三島産業㈱ 16.12 17.01 平成16年度公園施設整備事業帝釈峡歩道改良工事No.１ 広島県 神石郡神石町大字相渡

2203 北海道札幌土木現業所 日重建設㈱ 16.12 17.02 支笏湖線局改（一般局改）（特）工事 北海道 千歳市支笏湖

2204 北海道網走土木現業所 まるい建設㈱ 16.12 17.03 訓子府津別線道単交安工事 北海道 常呂郡訓子府町

2205 岐阜県古川建設事務所 馬瀬建設㈱ 16.12 17.03 第１０６、崩４号　県単道路改良、県単崩落決壊防止(一般) 岐阜県
一般国道４７１号高山市上宝町岩
井戸地内

2206 高知県須崎土木事務所 ㈱竹内建設 16.12 17.03 須港改第６号　久札港県単改良工事 高知県 高岡郡中土佐町

2207 広島県芸北地域事務所 国土技建㈱ 16.12 17.09 国立・国定公園等整備事業三段峡歩道安全対策工事No.1 広島県 山県郡安芸太田町大字向イ山

2208 島根県木次土木建築事務所 (有)東土建 17.01 17.01
（主）安来・木次線寺領工区地方道路交付金（災害防除）工
事第2期

島根県 雲南市木次町寺領
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2209 山梨県峡中地域振興局建設部 丸光建設㈱ 17.01 17.02 甲府昇仙峡線道路工事 山梨県 甲府市天神森地内

2210 国土交通省名古屋国道事務所 昭和土木㈱ 17.01 17.02 平成１６年度１５３号　豊田出張所管内防災工事 愛知県 東加茂郡稻武町地内

2211 島根県松江農林振興センター ㈱大谷商工 17.01 17.02 平成16年度地すべり防止事業魚瀬地区その２工事 島根県 松江市魚瀬町

2212
国土交通省
土佐国道事務所

㈱竹内建設 17.01 17.02 平成１５-１６年度　御崎災害復旧工事 高知県 安芸郡東洋町

2213 東京都西多摩建設事務所 井上土建 17.01 17.03 道路施設整備工事（奥の２） 東京都 奥多摩郡奥多摩町川野地内

2214 山梨県南アルプス市 ㈱浅利清興 17.01 17.03 市道古屋敷沓沢線水路改良工事 山梨県 南アルプス市芦安芦倉地内

2215
広島県東広島地域事務所建設
局

国土技建㈱ 17.01 17.03 一般国道432号道路災害防除工事 広島県 賀茂郡河内町下河内

2216 岡山県倉敷地方振興局 第二建設㈱ 17.01 17.03 ２-２２-５　公共　道路災害防除（交付金）工事 岡山県 総社市槙谷

2217 高知県いの土木事務所 (有)手箱建設 17.01 17.03 特－国第１-１号　国道１９４号特殊改良一種工事 高知県 吾川郡いの町戸中

2218 岩手県新里村 刈屋建設㈱ 17.01 17.03 村道飛の沢線落石防止工事 岩手県 下閉伊郡新里村蟇目

2219 群馬県沼田土木事務所 ㈱明商 17.01 17.04 単独公共　単独道路維持修繕事業(道路災害防除） 群馬県 利根郡月夜野町後閑

2220
山梨県富士北麓・東部地域振
興局都留建設部

芙蓉建設㈱ 17.01 17.06 青木ケ原船津線道路工事（明許） 山梨県 富士河口湖町長浜地内

2221 広島県広島市安芸区役所 ㈱ヒノデ開発 17.02 17.02
安芸1区284号線道路防災工事岩接着落石防止（DKボンド
工）

広島県 安芸区瀬野町

2222 広島県尾三地域事務所建設局 日本緑地開発㈱ 17.02 17.02
道路災害防除工事主要地方道本郷久井線岩接着落石防
止工事

広島県 三原市高坂町許山

2223 JR東海旅客鉄道株式会社 ハラ建設㈱ 17.02 17.03
０４中工決第１３４号　中津川工務区間鉄道林浮石整理工
事

長野県 南木曽十二鐘（二号林）地内

2224 岡山県真庭地方振興局 津山グリン建設工業㈱ 17.02 17.04 ２－５　公共　道路災害防除工事　国道 岡山県 真庭郡勝山町大字神代

2225 岡山県倉敷地方振興局 第二建設㈱ 17.02 17.05 1-1-6　単県　道路災害防除工事 岡山県 倉敷市下津井田之浦

2226
山梨県富士北麓・東部地域振
興局都留建設部

㈱コバヤシ工業 17.02 17.07 青木ケ原船津線外道路工事（明許） 山梨県 富士河口湖町西湖地内外

2227 岡山県倉敷地方振興局 第二建設㈱ 17.02 17.07 ２－２２－７　公共　道路災害防除（交付金） 岡山県 総社市槙谷

2228 新潟県佐渡地域振興局 中部川崎㈱ 17.03 17.03
平成１６年度離県災防第３－２号　・白雲台乙和池相川線
(県道防災）

新潟県 佐渡市下相川地内（佐渡金山）

2229 岡山県高梁地方振興局 第二建設㈱ 17.03 17.03 ２－３　公共　急傾斜地崩壊対策 岡山県 上房郡北房町大字下中津井

2230 JR西日本旅客鉄道株式会社 広成建設 17.03 17.03 岡土セ16第52号　津山線9.6K災害復旧工事 岡山県 岡山市玉柏

2231 島根県旭町 ㈱島根三友 17.03 17.05 平成16年度町道八ツ木線災害防除工事 島根県 那賀郡旭町大字坂本

2232 宮崎県延岡土木事務所 大瀬建設産業㈱ 17.03 17.07 緊急地方道整備事業上祝子網の瀬線防災工事 宮崎県 東臼杵郡北方町大字申字西畑

2233 北海道留萌支庁 菊地建設㈱ 17.03 17.07 弁天滝の沢その２小規模治山工事 北海道 苫前郡羽幌町大字天売

2234 栃木県大田原土木事務所 ㈱谷黒組 17.04 17.04 国道４００号　保全工事 栃木県 那須塩原市
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2235 東京都総務局八丈支庁 丸勝建設㈱ 17.04 17.04 道路災害防除工事（八の３） 東京都 八丈町

2236 新潟県佐渡地域振興局 ㈱興和 17.04 17.05 平成１６年度離島予防治山工事 新潟県 佐渡市北鵜島地内

2237 高知県須崎土木事務所 日東河川工業㈱ 17.04 17.05 港高潮第４-１号　須崎港海岸（高潮）工事 高知県 須崎市大峰

2238 新潟県新潟林業事務所 グリーン産業㈱ 17.04 17.06 平成１６年度復第２３号　復旧治山工事 新潟県 北蒲原郡黒川村赤谷（胎内観音）

2239 静岡県天竜土木事務所 大和工業㈱ 17.05 17.05 平成16年度（国）152号県単災害防除工事(岩接着工） 静岡県 磐田郡佐久間町湯之沢地内

2240 日本道路公団
西松・三井住友・東洋共
同企業体

15.06 17.02 第二名神高速道路鈴鹿トンネル上り線（その２）工事 三重県
亀山市安坂山錐ケ滝～滋賀県甲賀
郡土山町笹路地内

2241
岐阜県宮川上流河川開発工事
事務所

大山土木㈱ 16.07 17.08
第工N-11．B5-9-1号　公共河川総合開発事業(丹生川多
目的ダム）、公共地方道路交付金事業（道路改良）工事

岐阜県 高山市丹生川町折敷地地内

2242 富山県魚津農地林務事務所 大高建設㈱ 16.10 17.10 自然公園等整備欅平園地整備工事 富山県
黒部市宇奈月町黒部奥山国有林欅
平地内

2243
岐阜県飛騨地域農山村整備事
務所

馬瀬建設㈱ 16.11 17.05 下呂治第8314号　予防治山工事 岐阜県 下呂市小坂町長瀬ヤシロ地内

2244 三重県紀北県民局 ㈱橋本組 17.02 17.11
平成16年度沿岸第6330-分2号　沿岸地域林地崩壊防止
等緊急対策事業第尾-2号

三重県 尾鷲市九鬼町宮谷地内

2245
岐阜県飛騨地域下呂農山村整
備事務所

天龍工業㈱ 17.02 18.01 下呂治第8324号　復旧治山事業工事 岐阜県 下呂市小坂町長瀬味屋地内

2246
愛媛県八幡浜地方局産業経済
部

湯浅工業㈱ 17.03 17.09 債第1号予防治山工事 愛媛県 大洲市春賀（和田）地内

2247 栃木県大田原土木事務所 ライト工業㈱ 17.04 17.04 国道400号保全工事 栃木県 那須塩原市下塩原

2248 岡山県備前県民局東備支局 第二建設㈱ 17.04 17.07 ５-２　公共道路災害防除工事 岡山県 和気郡佐伯町岩戸

2249 福井県南越農林総合事務所 ㈱高野組 17.05 17.06 平成16年度復旧治山工事 福井県 南条郡河野村糠（八幡壁）

2250 群馬県藤岡環境森林事務所 ㈱明商 17.05 17.12 平成17年度　予防治山事業 群馬県
多野郡上野村大字野栗沢（フリヤ
ド）地内

2251 群馬県藤岡環境森林事務所 大和工業㈱ 17.05 18.03 平成17年度　県単治山事業 群馬県 多野郡神流町大字屋附地内

2252 島根県川本農林振興センター (有)石橋工務所 17.06 17.07 平成17年度林地荒廃防止事業（和田宇谷） 島根県 邇摩郡仁摩町大字大国町地内

2253 長野県松本地方事務所 平林建設 17.06 17.11 平成17年度復旧治山事業　第19号工事 長野県 東筑摩郡坂北村字北山

2254 岡山県備前県民局 第二建設㈱ 17.07 17.07 ４－１－２　単県　道路工事（防災） 岡山県 御津郡建部町建部上

2255 富山県高岡市 第二建設㈱ 17.07 17.07 義経岩　岩亀裂部　落石防止岩接着工 富山県 高岡市太田地内　雨晴海岸

2256 岡山県備前県民局 第二建設㈱ 17.07 17.07 単県　道路修繕工事 岡山県 御津郡建部町建部上

2257 奈良県南部農林振興事務所 菊川建設工業㈱ 17.07 17.08 平成16年度復旧治山事業 奈良県 吉野郡天川村洞川地内

2258 島根県出雲農林振興センター ㈱中筋組 17.07 17.09 平成１７年度林地荒廃防止事業（真名井）工事 島根県 出雲市大社町杵築東地内

2259 岐阜県郡上市 ㈱水口建設 17.07 17.09 美産第17-10号　岩接着落石防止（集落センター）工事 岐阜県 郡上市美並町高砂地内

2260
国交省関東地方整備局長野国
道工事事務所

平林建設 17.06 17.12. 平成17年度古坂防災工事 長野県 東筑摩郡生坂村大字東広津
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2261 富山県魚津農地林務事務所 大高建設㈱ 17.07 17.11 自然公園等整備「欅平」園地整備工事 富山県
黒部市宇奈月町黒部奥山国有林欅
平地内

2262
岐阜県宮川上流河川開発工事
事務所

馬瀬建設㈱ 17.07 17.11 第工N-12号　公共河川総合開発事業(丹生川ダム） 岐阜県 高山市丹生川町折敷地地内

2263 栃木県今市林務事務所 ㈱明商 17.07 17.12 平成17年度山地治山施設県単事業落石予防工工事 栃木県 今市市瀬尾字深沢後オロ

2264 岡山県備中県民局 第二建設㈱ 17.07 17.12 １１-３　復旧治山事業児島唐琴地区落石防止工事 岡山県 倉敷市児島唐琴町

2265 岡山県備前県民局東備支局 第二建設㈱ 17.07 17.12 ２  予防治山事業岩戸（天神山）地区山腹工事 岡山県 和気郡佐伯町

2266 静岡県北遠農林事務所 ライト工業㈱ 17.07 17.12 平成17年度治山（予防）塩沢工事 静岡県 浜松市水窪町奥領家地内

2267 北海道根室支庁 山洋・農林土木 JV 17.07 18.01 サシルイ神社地先復旧治山工事 北海道 目梨郡羅臼町海岸町

2268 北海道根室支庁 小針・中村 JV 17.07 18.01 八木浜地区地域防災対策総合治山工事 北海道 目梨郡羅臼町八木浜町

2269 長野県北安曇地方事務所 鹿熊組 17.07 18.01 平成17年度復旧治山事業　第34号工事 長野県 北安曇郡小谷村字姫川温泉

2270 愛媛県久万高原土木事務所 湯浅工業㈱ 17.07 18.03 上事落第２0号の１（主）西条久万線落石防止対策工事 愛媛県 上浮穴郡久万高原町大味川

2271 群馬県吾妻環境森林事務所 ㈱高特 17.07 18.03 平成17年度　予防治山事業 群馬県
吾妻郡中之条町大字折田（戦道）
地内

2272
茨城県那珂水系ダム建設事務
所

東興建設㈱ 17.08 17.08 H17県単河川防災法面保護工事 茨城県 久慈郡水府村竜神ダム

2273 広島県福山地域事務所農林局 ジーエム建設㈱ 17.08 17.12
平成17年度　国立国定公園等整備事業　帝釈峡歩道改良
工事No.１-１

広島県 神石郡神石高原町相渡

2274 岡山県備前県民局 杉本建設㈱ 17.08 18.01 ５-１　県道　道路防災工事 岡山県 加賀郡吉備中央町豊岡下

2275 愛媛県西条地方局建設部 湯浅工業㈱ 17.08 18.02
交道改第88号の１（主）新居浜別子山線地方道路交付金工
事

愛媛県 新居浜市立川町

2276 広島県福山地域事務所 西日本グラウト工業㈱ 17.08 18.02 予防治山事業（山腹工事）No.1 広島県 神石郡神石高原町小野

2277 佐賀県鹿島農林事務所 ㈱富士建 17.08 18.03 予防治山事業鹿谷地区第１号工事 佐賀県 藤津郡嬉野町

2278 岡山県備中県民局 第二建設㈱ 17.08 18.03 ２-２２-３　公共道路工事 岡山県 総社市槙谷

2279
山梨県富士北麓・東部地域振
興局大月建設部

㈱龍美建設 17.08 18.03 関屋治山工事 山梨県 大月市大月町大月関屋

2280
鹿児島県鹿児島農林水産事務
所

㈱島津建設 17.08 18.03 １７地域防災対策総合治山事業 鹿児島県 鹿児島市吉野町磯屋敷

2281
山梨県峡東地域振興局塩山林
務環境部

東部防災建設㈱ 17.09 18.03 加久保砂防工事 山梨県 山梨市三富上釜口加久保地内

2282 栃木県日光土木事務所 栄商事㈱ 17.09 17.09 道路災害防除工事落石防止工事 栃木県 一般国道121号藤原町五十里

2283 奈良県南部農林振興事務所 ㈱眞佑建設 17.09 17.10 平成17年度　予防治山工事 奈良県 吉野郡下市町大字西山

2284 秋田県山本地域振興局建設部 小山建設㈱ 17.09 17.11 県単道路災害防除工事（藤琴国有林工区） 秋田県 山本郡藤里町藤琴

2285 島根県浜田農林振興センター 今井産業㈱ 17.09 17.11 平成17年度　復旧治山事業来尾地区工事 島根県 那賀郡旭町大字来尾

2286 岡山県備中県民局 オゴー開発㈱ 17.09 17.12 ２-２２-６　公共道路工事 岡山県 総社市槙谷
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2287 岡山県備中県民局 第二建設㈱ 17.09 17.12 ４　単県　道路防災工事 岡山県 倉敷市下津井田之浦

2288 広島県芸北地域事務所農林局 昇和工業㈱ 17.09 18.01
平成17年度　地域防災対策総合治山事業　山腹工事　Ｎ
ｏ．１３

広島県
山県郡安芸太田町大字加計字古森
地内

2289 岡山県備中県民局 第二建設㈱ 17.09 18.01
１６-３　予防治山事業　児島唐琴3丁目（小坂）地区　落石
防止工事

岡山県 倉敷市児島唐琴３丁目

2290 佐賀県武雄農林事務所 ㈱富士建 17.09 18.03 地域防災対策総合治山事業御船山地区第1号工事 佐賀県 武雄市武雄町

2291 愛媛県西条地方局建設部 湯浅工業㈱ 17.09 18.03
新防災第32号の2（主）新居浜別子山線道路防災緊急対策
工事

愛媛県 新居浜市立川町

2292
岐阜県飛騨地域下呂農山村整
備事務所

馬瀬建設㈱ 17.09 18.03 下呂治第8716号　予防治山事業工事 岐阜県 下呂市瀬戸前平地内

2293 長野県松本地方事務所 ㈱信州グリーン 17.10 17.11 平成16年度災害関連緊急治山事業第30号 長野県 東筑摩郡明科町字矢本地内

2294 島根県多久神社 カナツ技建工業㈱ 17.10 17.11 多久神社整備工事 島根県 松江市鹿島町南講武

2295 新潟県上越地域振興局 第二建設㈱ 17.10 17.11
道維管　第1501-00-27-00号　(主)妙高高原公園線県単道
路維持管理工事

新潟県 妙高市大字関山

2296 岡山県新見市役所 (有)小川工務店 17.10 17.11 ５-２　林地災害防止事業　高尾（本通）地区落石防止工事 岡山県 新見市高尾

2297 福井県南越農林総合事務所 中日本土木㈱ 17.10 17.11 災害関連緊急治山工事 福井県 南条郡河野村糠（上ノ浜）

2298 国交省長岡国道事務所 ㈱文明屋 17.10 17.12 湯沢管内維持工事八木沢工区岩接着工 新潟県
南魚沼郡湯沢町大字三俣字八木沢
地先

2299 岡山県美作県民局真庭支局 津山グリン建設工業㈱ 17.10 17.12 ４-１６　公共　道路防災工事 岡山県 真庭市仲間

2300 広島県神石高原町 横山建設㈱ 17.10 18.02 町道小野西山線落石防止工事 広島県 神石郡神石高原町小野

2301 岐阜県古川建設事務所 馬瀬建設㈱ 17.10 18.03 第崩2号　県単崩落決壊防止（崩落決壊防止）工事 岐阜県
一般国道471号　高山市上宝町岩
井戸地内

2302 鹿児島県鹿屋土木事務所 ㈱三竹工業 17.10 18.03 道路災害防除工事（佐多浮津工区） 鹿児島県 肝属郡南大隅町佐多浮津地内

2303 日本道路公団 寺西建設 17.10 18.03 山陽自動車道法面補強工事 兵庫県 姫路市山陽自動車道大釜地区

2304 静岡県加茂農林事務所 ㈱アイビック 17.11 17.12 伊豆下加茂法面 静岡県 南伊豆郡下加茂

2305 岡山県美作県民局 アサヒ防災工事㈱ 17.11 18.02 ２-１　単県　道路防災工事 岡山県 久米郡美咲町西垪和

2306 岐阜県下呂建設事務所 馬瀬建設㈱ 17.11 18.03 第崩-4号　県単崩落決壊防止（崩落決壊防止）工事 岐阜県 一般国道257号　下呂市小川地内

2307 神奈川県逗子市生涯学習課 応用地質㈱横浜支店 17.12 17.12 Ｈ17名越切通 神奈川県
逗子市小坪7丁目1245-1（まんだら
堂跡）

2308 佐賀県唐津農林事務所 日本建設技術㈱ 17.12 18.01 予防治山事業岩本地区 佐賀県 唐津市相知町

2309 奈良県天川村(洞川財産区） 第二建設㈱ 17.12 18.02 洞財第17-7号　面不動鍾乳洞内落石防止工事 奈良県 吉野郡天川村大字洞川地内

2310 岡山県備中県民局新見支局 オゴー開発㈱ 17.12 18.03 １-６　公共　道路防災工事 岡山県 新見市井倉

2311
岐阜県中濃地域農山村整備事
務所

馬瀬建設㈱ 17.12 18.03 中治第1737号　県単治山事業　河内 岐阜県 郡上市八幡町小那比地内
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2312 兵庫県姫路農林水産事務所 ㈱扇土建 17.12 18.03 平成17年度共生保安林整備事業 兵庫県 姫路市山吹２丁目

2313 京都府中丹広域振興局 吉村興産㈱ 17.12 18.03 平成17年度治山事業(共生保安林整備） 京都府 舞鶴市神崎地内

2314 群馬県藤岡環境森林事務所 ㈱市川工業 17.12 18.03 平成17年度　県単　治山事業 群馬県 多野郡神流町尾附（釜脇）地内

2315 奈良県東部農林振興事務所 ㈱伯龍組 17.12 18.05 平成17年度復旧治山事業 奈良県 宇陀郡室生村大字滝谷

2316 岡山県備前県民局 アサヒ防災工事㈱ 18.01 18.01 ４-３　単県　道路工事（地方特定） 岡山県 加賀郡吉備中央町加茂市場

2317 静岡県焼津市 第二建設㈱ 18.01 18.02 平成17年度　小浜地区治山工事 静岡県 焼津市小浜地内

2318 新潟県柏崎市役所 グリーン産業㈱ 18.01 18.03 小規模急傾斜地崩壊防止（笠島地区）工事 新潟県 柏崎市笠島

2319 新潟県糸魚川市役所 グリーン産業㈱ 18.01 18.03 市道能生中央線道路改良工事 新潟県 糸魚川市能生

2320 鹿児島県薩摩川内市役所 ㈱三竹工業 18.01 18.03 県費単独補助治山事業千貫地区 鹿児島県 薩摩川内市祁答院町藺牟田地内

2321 和歌山県東牟婁振興局 ㈱英進工業 18.01 18.03 近畿自然歩道（鷲の巣崎遊歩道）整備工事 和歌山県 東牟婁郡太地町太地

2322 岡山県備前県民局 アサヒ防災工事㈱ 18.02 18.02 ５-１　公共道路防災工事 岡山県 加賀郡吉備中央町小森地内

2323 愛媛県西条地方局建設部 湯浅工業㈱ 18.02 18.03
交道改第88号の6（主）新居浜別子山線地方道路交付金工
事

愛媛県 新居浜市立川町

2324 大分県大分地方振興局 豊国建設㈱ 18.02 18.03 H17予防第3号碇山地区治山工事 大分県 大分市津守町碇山

2325 国交省岡山国道事務所 日特建設㈱ 18.02 18.03 国道５３号草生第１防災工事 岡山県 岡山市御津草生

2326 岡山県備中県民局新見支局 山陽道路㈱ 18.02 18.03 ７-１　公共道路防災工事（落石防止） 岡山県 新見市井倉

2327 岡山県備中県民局新見支局 第二建設㈱ 18.02 18.03 １４-８　単県　交通難所緊急対策工事 岡山県 新見市豊永佐伏

2328 福井県南越農林総合事務所 明和工業㈱ 18.02 18.03 平成17年度復旧治山工事 福井県 南条郡南越前町糠（八幡壁）

2329 東京都西多摩建設事務所 小池建設㈱ 18.02 18.03 道路災害防除工事（西の５） 東京都 西多摩郡奥多摩町氷川地内

2330 岡山県備中県民局新見支局 オゴー開発㈱ 18.02 18.04 ７-２　公共道路防災工事（落石防止） 岡山県 新見市井倉

2331 岡山県備中県民局 第二建設㈱ 18.02 18.05 １－１－５　単県道路防災工事 岡山県 倉敷市下津井田之浦

2332 山梨県峡中地域振興局建設部 ㈱望月組土木 18.02 18.05 甲府昇仙峡線道路工事（明許） 山梨県 甲府市上帯那町地内

2333 兵庫県龍野農林振興事務所 ㈱前田建設工業 18.02 18.06 災害関連緊急治山事業 兵庫県 宍粟市一宮町安積

2334 広島県芸北地域事務所農林局 国土技建㈱ 18.02 18.12
平成1７年度　国立・国定公園等整備事業三段峡歩道安全
対策工事番号１号

広島県 山県郡安芸太田町大字向イ山

2335 岩手県水沢地方振興局 飯坂建設㈱ 18.03 18.03 一般国道３９７号石淵災害防除工事 岩手県 奥州市胆沢区石淵

2336 石川県輪島市役所 和興建設㈱ 18.03 18.03 町道猿山線落石根固工事 石川県 輪島市門前町深見地内

2337 岡山県備中県民局高梁支局 オゴー開発㈱ 18.03 18.03 ４-２３-２　公共　道路工事 岡山県 高梁市川上町領家
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2338 愛媛県西条地方局建設部 湯浅工業㈱ 18.03 18.05
交道改第88号の14（主）新居浜別子山線地方道路交付金
工事

愛媛県 新居浜市立川町

2339 国交省松山河川国道事務所 四国通建㈱ 18.03 18.05 平成17-18年度鞍瀬防災工事 愛媛県 西条市丹原町鞍瀬

2340 岡山県美作県民局真庭支局 日本緑研㈱ 18.03 18.06 ４-１　公共　道路防災工事 岡山県 真庭市仲間

2341 岡山県備中県民局 第二建設㈱ 18.03 18.07
２-３　復旧治山事業ゼロ国債　児島唐琴地区　落石防止工
事

岡山県 倉敷市児島唐琴

2342 岡山県美作県民局真庭支局 中国防災工業㈱ 18.05 18.06 ４－３　公共　道路防災工事 岡山県 真庭市仲間

2343 岡山県美作県民局真庭支局 松尾工業㈱ 18.06 18.11 ４-８　公共　道路防災工事 岡山県 真庭市仲間

2344 岡山県美作県民局真庭支局 津山グリン建設工業㈱ 18.06 18.06 ４-４　公共　道路防災工事 岡山県 真庭市仲間

2345 島根県木次土木建築事務所 ㈱渡部特殊土木 17.05 17.06 （一）木次横田線地方道路交付金（災害防除）工事 島根県 雲南市木次町寺領

2346 中国銀行 山陽道路㈱ 17.05 17.06 中国銀行奥津青楓荘裏山落石防護工事 岡山県 苫田郡鏡野町奥津地内

2347 国交省名古屋国道事務所 昭和土木㈱ 17.06 18.02 平成16年度153号豊田出張所管内防災工事 愛知県 北設楽郡稲武町大野瀬地先

2348 岐阜県高山土木事務所 (有)フル永建設 17.10 18.06
第工交公交2-39-1号　公共地方道路交付金事業（災害防
除）工事

岐阜県 高山市朝日町一ノ宿地内

2349 岐阜県高山土木事務所 (有)瓜田工務店 17.11 18.06
第工交公交2-39-2号　公共地方道路交付金事業（災害防
除）工事

岐阜県 高山市朝日町黍生谷地内

2350 岐阜県下呂土木事務所 天龍工業㈱ 18.01 18.06 第崩‐8号　県単崩落決壊防止（異常気象対策）工事 岐阜県 一般国道257号　下呂市宮地地内

2351 近畿日本鉄道株式会社 大日本土木㈱ 18.03 18.06 伊吹山自動車道災害復旧工事 岐阜県 関ヶ原

2352 北海道小樽土木現業所 羽角建設㈱ 18.03 18.07 古平港町１（道単）急傾斜地工事（道債） 北海道 古平郡古平町

2353 鹿児島県加治木耕地事務所 ㈱三竹工業 18.03 18.08 県営土砂崩壊防止事業竹山地区17-3 鹿児島県 霧島市溝辺町有川地内

2354 岐阜県古川土木事務所 馬瀬建設㈱ 18.03 18.08 第5号　公共道路災害防除（翌債）工事 岐阜県
一般国道471号高山市上宝町岩井
戸地内

2355 岡山県備中県民局農林 第二建設㈱ 18.03 18.08
２-３　復旧治山事業ゼロ国債　児島唐琴地区　落石防止工
事

岡山県 倉敷市児島唐琴町

2356 北海道留萌森づくりセンター 増毛・山高・守谷JV 18.03 18.09 雄冬地区予防治山工事 北海道 増毛郡増毛町雄冬

2357
愛媛県八幡浜地方局産業経済
部

湯浅工業㈱ 18.03 18.09 債第1号　予防治山工事 愛媛県 大洲市春賀（和田）地内

2358
岡山県美作県民局真庭支局建
設部

日本緑研㈱ 18.03 18.10 ４-１　公共　道路防災工事 岡山県 真庭市仲間

2359 東京都水道局水源管理事務所 ㈱明商 18.04 18.05 小河内貯水池西久保管理道路改良工事 東京都 西多摩郡奥多摩町境字西久保地先

2361 長野県安曇野建設事務所 ㈱大丸組 18.05 18.06 平成17年度県単地方道路交付金（災害防除）工事 長野県 安曇野市穂高観音峠～信濃坂

2362 鹿児島県加治木耕地事務所 東興建設㈱ 18.05 18.07 県営土砂崩壊防止事業竹山地区17-2 鹿児島県 霧島市溝辺町有川地内

2363
関西電力㈱木曽電力システム
センター

馬瀬建設㈱ 18.05 18.08 落合発電所ダム管理所山側法面修繕工事 岐阜県 中津川市落合（落合ダム）
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2364 岐阜県下呂市 馬瀬建設㈱ 18.05 18.09 馬振工第3号　旧道線岩接着落石防止工事 岐阜県 下呂市馬瀬西村地内

2365 富山県魚津農林事務所 大高建設㈱ 18.05 18.11 県単独　自然公園等整備欅平園地改修工事 富山県 黒部市宇奈月町欅平地内

2366 岡山県備中県民局高梁支局 ㈱佐野組 18.06 18.07 ３-９-１　単県　道路防災工事 岡山県 高梁市備中町西油野

2367 富山県黒部市建設課 大高建設㈱ 18.06 18.07 平成18年度　大原台災害防除工事 富山県 黒部市宇奈月町宇奈月温泉地内

2368 富山県黒部市建設課 大高建設㈱ 18.06 18.08 平成18年度　下立1号災害防除工事 富山県 黒部市宇奈月町下立地内

2369 岐阜県揖斐農林事務所 西濃建設㈱ 18.06 18.10 揖治第3802号　予防治山事業 岐阜県 揖斐川町揖斐川春日川合尾平知内

2370 北海道根室支庁 能建設㈱ 18.06 18.12 八木浜地区地域防災対策総合治山工事 北海道 目梨郡羅臼町八木浜町

2371 国交省名古屋国道事務所 昭和土木㈱ 18.06 19.03 平成17度153号豊田地区防災工事 愛知県 豊田市大野瀬町地内

2372 (有)TTM 山陽道路㈱ 18.07 18.07 泉邸落石防止工事 岡山県 玉野市田井

2373 兵庫県赤穂市 ㈱ﾌｨｰﾙﾄﾞｴﾝｼﾞﾆｱ 18.07 18.07 市道八軒家古池線道路防災（その２）工事 兵庫県 赤穂市福浦地内

2374 岡山県備中県民局建設部 山陽道路㈱ 18.07 18.08 ７－１　公共道路防災工事（落石防止） 岡山県 新見市井倉

2375 長野県長野建設事務所 ㈱大極建設 18.07 18.09 平成17年度　国補急傾斜地崩壊対策工事 長野県 長野市須釜

2376 岐阜県郡上農林事務所 馬瀬建設㈱ 18.07 18.10 郡治第1812号　県単治山事業河内 岐阜県 郡上市八幡町小那比川内

2377 北海道根室支庁 小川建設㈱ 18.07 18.11 サシルイ神社地先復旧治山工事 北海道 目梨郡羅臼町海岸町

2378 岐阜県揖斐土木事務所 西建産業㈱ 18.07 18.11
第交緊2-11号公共地方道路交付金事業（災害防除）春日
揖斐川線

岐阜県 揖斐郡揖斐川町春日川合地内

2379
岡山県美作県民局真庭支局建
設部

津山グリン建設工業㈱ 18.07 18.11 ４-４　公共　道路防災工事 岡山県 真庭市仲間

2380 長野県松本地方事務所 平林建設㈱ 18.07 18.11 平成18年度　復旧治山事業第18号工事 長野県 東筑摩郡筑北村字北山

2381 長野県長野建設事務所 中部建設工業㈱ 18.07 19.01 平成18年度　国補急傾斜地崩壊対策工事 長野県 長野市須釜

2382 岡山県美作県民局真庭支局 河部防災工業㈱ 18.08 18.08 ６-２３-１　公共　道路工事 岡山県 真庭市旦土

2383 富山共同自家発電㈱ 森本建設㈱ 18.08 18.09 葛山笠谷沈砂地排砂路法面補修工事 岐阜県 高山市上宝町葛山地内

2384 鹿児島県加治木耕地事務所 進和總業㈱ 18.08 18.10 県営土砂崩壊防止事業竹山地区18-1 鹿児島県 霧島市溝辺町有川地内

2385 鹿児島県加治木耕地事務所 西日本興業㈱ 18.08 18.10 県営土砂崩壊防止事業竹山地区18-2 鹿児島県 霧島市溝辺町有川地内

2386 国交省黒部河川事務所 大高建設㈱ 18.08 18.10 祖母谷資材運搬道路補修工事 富山県
黒部市宇奈月町黒部奥山国有林祖
母谷

2387 秋田県山本地域振興局建設部 小山建設㈱ 18.08 18.11 県単道路災害防除工事（藤琴国有林工区） 秋田県 山本郡藤里町藤琴

2388 中部電力㈱大垣電力所 西濃建設㈱ 18.08 18.11 河合（発）水圧管路法面修繕工事 岐阜県 揖斐郡揖斐川町春日川合地内

2389 福井県福井農林総合事務所 ㈱西村組 18.08 18.12 平成18年度　地域防災対策総合治山工事（境山） 福井県 吉田郡永平寺町志比地係

2390
山梨県峡東地域振興局塩山林
務環境部

㈱中村興業 18.08 19.02 加久保砂防工事 山梨県 山梨市三富上釜口

2391 兵庫県社農林事務所 ㈱シミズ 18.08 19.02 平成18年度　予防治山事業 兵庫県 多可郡多可町八千代区大和
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2392 国交省高山国道事務所 ㈱林工務店 18.08 19.03 平成18年度　41号高山維持工事 岐阜県 高山市下岡本町

2393 岡山県備中県民局建設部 第二建設㈱ 18.08 19.03 ２-２２-４　公共　道路工事（防災） 岡山県 総社市槙谷

2394 群馬県吾妻森林管理署 高山林業㈱ 18.09 18.09 平成18年度　犬麦平予防治山事業 群馬県 吾妻郡中之条町四万地内

2395 長野県松本地方事務所 平林建設㈱ 18.09 18.09 平成18年度　林地荒廃防止事業第１５号工事 長野県 東筑摩郡生坂村字山清路

2396 奈良県南部農林振興事務所 車谷建設㈱ 18.09 18.12 第4号　平成18年度　復旧治山事業 奈良県 吉野郡天川村洞川地内

2397
岡山県備中県民局農林水産事
業部

第二建設㈱ 18.09 18.12 ８-３　復旧治山事業　児島唐琴町地区　落石防止工事 岡山県 倉敷市児島唐琴町

2398 静岡県浜松土木事務所 吉川建設㈱ 18.09 18.12 平成18年度　治山（予防）塩沢工事 静岡県 浜松市水窪町

2399 佐賀県武雄農林事務所 ㈱富士建 18.09 19.02 地域防災対策総合治山事業　御船山地区第２号工事 佐賀県 武雄市武雄町

2400 北海道開発局網走開発建設部 吉井建設㈱ 18.09 19.03 一般国道334号斜里町オシンコシン法面外一連工事 北海道 斜里郡斜里町ウトロ西

2401 北海道開発局網走開発建設部 土橋・イワクラJV 18.09 19.03 一般国道334号斜里町ウトロ法面外一連工事 北海道 斜里郡斜里町ウトロ西

2402 岐阜県岐阜農林事務所 天龍工業㈱ 18.09 19.03 岐治第1814号　自然環境保全治山工事 岐阜県 各務原市鵜沼宝積寺地内

2403 佐賀県武雄農林事務所 ㈱富士建 18.09 19.03 地域防災対策総合治山事業　御船山地区第１号工事 佐賀県 武雄市武雄町

2404
秋田県生活環境文化部自然保
護課

奥山ボーリング・万六建
設JV

18.09 19.07 抱き返り渓谷歩道整備工事 秋田県 仙北市角館町広久内

2405 鳥取県ＪＡ鳥取中央 ㈱三協商会 18.10 18.10 ＪＡ鳥取中央小河内発電所災害復旧工事 鳥取県 東伯郡三朝町小河内(おごち)地内

2406 岡山県備中県民局建設部 第二建設㈱ 18.09 19.08 ２－２２－５　２－２２－３　公共　道路工事（防災） 岡山県 総社市槙谷

2407 岡山県備中県民局高梁支局 ㈱シビル防災 18.10 18.10 平成18年度　公共　道路防災工事　３－３ 岡山県 高梁市川上町領家

2408 美作県民局真庭支局建設部 中国防災工業㈱ 18.10 18.10 国道313号　公共　道路防災工事 岡山県 真庭市仲間

2409 埼玉県小鹿野町 古郡建設㈱ 18.10 18.12 森林管理道二子山線改良工事 埼玉県 秩父郡小鹿野町藤倉地内

2410 岡山県備中県民局建設部 第二建設㈱ 18.10 18.12
１－１－１　１-１　単県　安全・安心おかやま地域防災力強
化事業

岡山県 倉敷市下津井田之浦

2411 和歌山県東牟婁郡振興局 (有)松本建設 18.10 18.12 林道松根小森川線（松根地）開設工事 和歌山県 東牟婁郡古座川町小森川地内

2412 岡山県備前県民局農林 第二建設㈱ 18.10 19.01 １－３　予防治山事業　岩戸（天神山）地区山腹工 岡山県 和気郡和気町岩戸

2413 秋田県山本地域振興局 ㈱嶋田建設 18.10 19.01 担い手育成基盤整備事業中渡地区第14605号工事 秋田県 山本郡八峰町

2414 岐阜県下呂農林事務所 馬瀬建設㈱ 18.10 19.02 第3-1・崩-2号　公共道路災害防除工事 岐阜県 下呂市宮地地内

2415 佐賀県唐津農林事務所 ㈱富士建 18.10 19.02 予防治山事業　平山地区　第1号工事 佐賀県 唐津市相知町

2416 北海道日高支庁 幌村建設㈱ 18.10 19.03 幌毛志団地復旧治山工事 北海道 沙流郡平取町幌毛志

2417 山梨県峡中地域振興局建設部 協栄エンジニアリング㈱ 18.10 19.03 甲府昇仙峡線道路工事 山梨県 甲府市平瀬町地内
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2418 富山県黒部市 大高建設㈱ 18.11 18.11 鐘釣岩風呂岩接着工事 富山県
黒部市宇奈月町黒部奥山国有林鐘
釣

2419 滋賀県東近江振興局 ㈱京滋装園 18.11 18.12
平成18年度　第401-2.45-5号　相谷原杣線災害防除(単
独）工事.道路維持修繕工事

滋賀県 東近江市永源寺高野町

2420 長野県長野市 川中島建設㈱ 18.11 18.12 茶臼山動物園サル山石垣補修工事 長野県 長野市篠ノ井有旅

2421 長野県南佐久建設事務所 ㈱竹花組 18.11 19.01 平成18年度国補地方道路交付金工事 長野県 南佐久郡佐久穂町海瀬～羽黒山

2422 長野県松本建設事務所 平林建設㈱ 18.11 19.01 平成18年度　地方道路交付金（災害防除）工事 長野県
東筑摩郡生坂村字山清路～差切
（山清路工区）

2423 北海道函館土木現業所 工藤建設㈱ 18.11 19.02 奥尻島線局改工事（地特）（米岡）その2 北海道 枝幸郡奥尻島町

2424 広島県神石高原町 横山建設㈱ 18.11 19.02 小野西山地区落石防止工事 広島県 神石郡神石高原町小野

2425 島根県県央県土整備事務所 平成建設(有) 18.11 19.02 平成18年度林地荒廃防止事業（三俣）工事 島根県 邑智郡川本町三俣地内

2426
大阪府泉州農と緑の総合事務
所

㈱森口組 18.11 19.02 犬鳴山園地整備(18)工事 大阪府 泉佐野市大木

2427 静岡県天竜土木事務所 大石建設㈱ 18.11 19.02
平成18年度（一）大輪天竜線道路災害防除工事18年災査
定第0029号

静岡県 浜松市佐久間町上平山地内

2428 静岡県天竜土木事務所 大石建設㈱ 18.11 19.02
平成18年度（第18-11202-01号）（一）大輪天竜線道路県単
災害防除工事

静岡県 浜松市佐久間町上平山地内

2429 岐阜県下呂農林事務所 馬瀬建設㈱ 18.11 19.03 下公治第07号　予防治山事業 岐阜県 下呂市瀬戸前平地内

2430 佐賀県唐津農林事務所 ㈱富士建 18.11 19.03 予防治山事業　野々平地区　第1号工事 佐賀県 唐津市厳木町天川

2431 岡山県美作県民局建設部 中国防災工業㈱ 18.12 19.02 (主）久世～中和線　公共　道路工事 岡山県 苫田郡鏡野町楠地内

2432 大分県中部地方振興局 豊國建設㈱ 18.12 19.03 H18中局予防第６号碇山地区治山工事 大分県 大分市津守字碇山

2433 岐阜県揖斐土木事務所 西濃建設㈱ 18.12 19.03
第交緊2-11-4号公共地方道路交付金事業（災害防除）春
日揖斐川線

岐阜県 揖斐郡揖斐川町春日川合地内

2434 岐阜県古川土木事務所 馬瀬建設㈱ 18.12 19.03
第砂修2・緊土15号　県単砂防修繕・県単緊急土石流対策
砂防事業（緊急点検フォロー）工事

岐阜県 飛騨市神岡町数河地内

2435 佐賀県佐賀県唐津農林事務所 ㈱富士建 18.12 19.03 平成18年度予防治山事業野々平地区第1号工事 佐賀県 唐津市厳木町天川

2436 鹿児島県鹿屋土木事務所 ㈱三竹工業 18.12 19.04 道路災害防除工事（浮津工区） 鹿児島県 肝属郡南大隈町浮津地内

2437 岐阜県可茂土木事務所 馬瀬建設㈱ 18.12 19.05
第防災２－２３－２号　公共地方道路交付金事業（災害防
除）白川福岡線工事

岐阜県 加茂郡白川町黒川地内

2438 広島県芸北地域事務所農林局 ㈱西日本ｸﾞﾘｰﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ 18.12 19.08
国立・国定公園等整備事業三段峡歩道安全対策工事　工
事番号7号

広島県
山県郡安芸太田町大字柴木字向イ
山

2439 群馬県藤岡環境森林事務所 大和工業㈱ 19.01 19.01 平成18年度　県単治山事業 群馬県 多野郡神流町大字尾附（釜脇）

2440 奈良県吉野土木事務所 イヌ井建材㈱ 19.01 19.03 604-1 道路自然災害防止事業 奈良県 吉野郡吉野町南大野

2441 岡山県高梁市 ㈱森産業 19.01 19.03
平成18年度　道整備交付金事業　林道鈴木線道路改良工
事

岡山県 高梁市備中町西山地内
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2442 兵庫県西脇市 (有)ニシムラ 19.01 19.03 堀町岩崩防止工事 兵庫県 西脇市堀町

2443
高知県中央東土木事務所本山
事務所

㈱香川建設 19.01 19.03 道改国第４－１－８号　国道４３９号道路改築工事 高知県 長岡郡大豊町落合

2444
農水省東北農政局新安積農業
水利事業所

㈱緑奏 19.02 19.02
新安積(二期）農業水利事業幹線用水路畑田工区（その2）
工事

福島県 須賀川市畑田地内

2445 岡山県備中県民局建設 第二建設㈱ 19.02 19.02
１－１－４　単県　安全・安心おかやま地域防災力強化事業
（道路防災）

岡山県 倉敷市下津井田之浦

2446
愛知県新城設楽農林水産事務
所

東愛テック㈱ 19.02 19.03 小規模治山事業第36号工事 愛知県 新城市門谷鳳来寺地内

2447 愛媛県久万高原土木事務所 湯浅工業㈱ 19.02 19.03 上事落第20号の2（主)西条久万線落石防止対策工事 愛媛県 上浮穴郡久万高原町大味川

2448 群馬県みどり市 ㈱明商 19.02 19.03 高津戸峡遊歩道落石防止工事 群馬県 みどり市大間々町高津戸地内

2449 群馬県渋川土木事務所 ㈱高特 19.02 19.03 平成18年度　補助公共地方道路交付金事業（防災） 群馬県 渋川市赤城町棚下地内

2450 鳥取県鳥取県西部総合事務所 中央ロード工業㈱ 19.02 19.03 国道180号道路災害防除工事（補助防災）（３工区） 鳥取県 西伯郡南部町上中谷

2451
島根県出雲県土整備事務所治
山林道G

㈱安井組 19.02 19.03
平成１８年度林道開設事業（森林管理道）宮本聖谷線第１
工区工事

島根県 出雲市多伎町小田

2452 長野県松本建設事務所 平林建設㈱ 19.02 19.03 平成18年度　地方道路交付金（災害防除）工事 長野県
東筑摩郡生坂村字山清路～差切
（公園橋上工区）

2453 静岡県函南町 三浦重機建設㈱ 19.02 19.03 平成18年度函南運動公園整備事業流末水路整備工事 静岡県 田方郡函南町平井地内

2454 岐阜県下呂土木事務所 萩原土建㈱ 19.03 19.03 第河-3号　県単河川維持修繕業務委託工事 岐阜県 下呂市三原地内

2455 群馬県桐生土木事務所 ㈱明商 19.03 19.03 単独道路維持修繕（道路災害防除） 群馬県 桐生市黒保根町八木原地内

2456
岡山県備中県民局井笠支局建
設部

山陽道路㈱ 19.03 19.03 ２－１－２　単県　道路防災工事 岡山県 井原市芳井町天神山

2457
JR西日本旅客鉄道㈱米子支
社

邑三建設㈱ 19.03 19.03 長谷粟屋１０１Ｋ３００ｍ根固工 広島県 三次市作木町

2458 岡山県美作県民局真庭支局 アサヒ防災工事防災㈱ 19.03 19.03 ９－２　単県　道路防災工事 岡山県 久米郡美咲町西垪和地内

2459 島根県隠岐支庁
金田建設・徳畑建設特別
共同企業体

19.03 19.04
一般県道中村津戸港線中村下工区改築（改良）鮎返しトン
ネル

島根県 隠岐郡隠岐の島町中村

2460 山梨県広瀬琴川ダム事務所 東部防災建設㈱ 19.03 19.07 琴川ダム4号工事用道路法面補強工事（継続） 山梨県 山梨市牧丘町柳平地内の36

2461
国交省関東地方整備局高崎河
川国道事務所

山内工業㈱ 19.04 19.04 綾戸防災工事 群馬県 渋川市上白井地先

2462 京都府京都市 イビデングリーンテック㈱ 19.05 19.05 災害防除工事 京都府 京都市右京区京北灰屋地内

2463 備前県民局東備支局農林 第二建設㈱ 19.04 19.09 １－３　予防治山事業　ゼロ国債岩戸（天神山）地区山腹工 岡山県 和気郡和気町岩戸

2464
広島県芸北地域事務所農林局
自然保護課

㈱西日本ｸﾞﾘｰﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ 18.11 19.06
平成18年度　国立・国定公園等整備事業　三段峡歩道安
全対策工事　工事番号7号

広島県 山県郡安芸太田町

2465 奈良県東部農林振興事務所 椿本建設㈱ 19.01 19.05 平成18年度地域防災対策治山事業第1号 奈良県 宇陀市室生区向渕

2466 岐阜県高山土木事務所
ナガイ・CF経常建設共同
企業体

19.01 19.11 平成18年度41号下呂管内防災工事 岐阜県 下呂市保井戸地内

2467 岡山県美作県民局建設部 神岡建設㈱ 19.03 19.06 県単　安全、安心おかやま地域防災力強化事業 岡山県 苫田郡鏡野町越畑



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績 2019年5月まで　3621件
（欠番9件あり）

実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

2468 岐阜県飛騨農林事務所 ㈱杉建 19.03 19.07 飛治県第7229号　予防治山工事 岐阜県 高山市丹生川町日面大谷西平地内

2469 岐阜県下呂土木事務所 馬瀬建設㈱ 19.03 19.08 第3-2号　公共道路災害防除【翌債】工事 岐阜県 下呂市宮地

2470
国交省中国地方整備局岡山国
道事務所

東興建設㈱ 19.03 19.09 国道180号　井尻野他防災工事 岡山県 総社市井尻野

2471 岡山県備中県民局建設 村上建設㈱ 19.03 19.10 ４－１－６　単県　道路工事 岡山県 加賀郡吉備中央町下加茂

2472 鳥取県中部総合事務所 (有)若建設工業 19.03 19.1 県道大谷曹源寺線法面工事（地方特定） 鳥取県 東伯郡三朝町下畑～座性寺

2473
愛媛県八幡浜地方局産業経済
部

湯浅工業㈱ 19.03 19.10 債第２号　予防治山工事 愛媛県 大洲市春賀

2474 国交省高山国道事務所 宮口建設㈱ 19.03 20.01 平成18年度41号神岡地区防災工事 岐阜県 飛騨市神岡町土地内

2475 国交省紀勢国道事務所 青葉工業㈱ 19.03 20.03 平成18年度42号荷坂地区法面防災工事 三重県 北牟婁郡紀伊長島区東長島地内

2476
秋田県生活環境文化部自然保
護課

奥山ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・万六建設
JV

19.04 19.07 抱返り渓谷歩道整備工事 秋田県 仙北市角館町広久内

2477
国交省北陸地方整備局長岡国
道事務所

㈱文明屋 19.04 19.08 湯沢管内防災工事 新潟県 湯沢町三俣・八木沢

2478
岐阜県宮川上流河川開発工事
事務所

馬瀬建設㈱ 19.05 19.10
第Ｎ-11、ＮＤ-3.1-61-3号　公共河川総合開発事業(丹生
川多目的ﾀﾞﾑ)公共地方道路交付金事業(道路改築)工事

岐阜県 高山市丹生川町折敷地

2479
鳥取県東部総合事務所県土整
備局

㈱竹内組 19.06 19.06 県道智頭用瀬線地方道路交付金工事(維持赤波工区） 鳥取県 鳥取市用瀬町赤波

2480 岡山県湯原温泉油屋 第二建設㈱ 19.06 19.06 油屋裏山岩接着工 岡山県 真庭市湯原

2481 浜松市天竜土木整備事務所 水本建設(有) 19.06 19.08 平成19年度　市単独事業（－）大輪天竜線　災害防除工事 静岡県 浜松市天竜区佐久間町上平山地内

2482
広島県芸北地域事務所農林局
自然保護課

㈱竹下建設 19.06 19.08
平成19年度　国立・国定公園等整備事業　三段峡歩道安
全対策工事　工事番号1号

広島県 山県郡安芸太田町

2483 岐阜県下呂市 馬瀬建設㈱ 19.06 19.09 馬振工第7号　旧道線岩接着落石防止工事 岐阜県 下呂市馬瀬惣島地内

2484
鳥取県中部総合事務所県土整
備局

第二建設㈱ 19.07 19.11 橋津地区急傾斜地崩壊対策工事（３工区） 鳥取県 東伯郡湯梨浜町橋津

2485 北海道日高森づくりセンター 小林工・三島 JV 19.07 19.10 九里地先復旧治山工事 北海道 様似郡様似町幌満

2486 鳥取県日野総合事務所 (有)みどり建設 19.07 19.12 高尾地区復旧治山工事に伴う、岩接着落石防止工 鳥取県 日野郡日野町高尾

2487 群馬県吾妻県民局 ㈱高特 19.0７ 20.03 H１９　奥地保安林保全　緊急対策事業 群馬県 吾妻郡中之条町折田

2488 群馬県中部県民局 ㈱高特 19.0７ 20.03 補助公共　地方道路交付金事業（防災） 群馬県 渋川市赤城町棚下

2489 岡山県備中県民局農林水産部 第二建設㈱ 19.08 19.11
１０－３－１　復旧治山事業　児島唐琴町地区　落石防止工
事

岡山県 倉敷市児島唐琴町

2490 新潟県佐渡地域振興局 東興建設㈱ 19.08 19.11 平成１８年度　佐渡一周線　離島地域関連（県道防災）工事 新潟県 佐渡市北鵜島

2491 佐賀県武雄農林事務所 ㈱富士建 19.08 20.0１ 御船山地区地域防災対策総合治山事業 佐賀県 武雄市武雄町大字武雄

2492 岐阜県揖斐土木事務所 馬瀬建設㈱ 19.08 20.02
第交緊2-11号　公共地方道路交付金事業(災害防除)春日
揖斐川線工事

岐阜県 揖斐郡揖斐川町春日川合
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2493 岐阜県揖斐土木事務所 西濃建設㈱ 19.08 20.02
第交緊2-11-2号　公共地方道路交付金事業(災害防除)春
日揖斐川線工事

岐阜県 揖斐郡揖斐川町春日川合

2494 佐賀県唐津農林事務所 ㈱富士建 19.08 20.02 野々平地区奥地保安林保全緊急対策事業 佐賀県 唐津市厳木町大字天川

2495
滋賀県南部振興局環境森林整
備課

㈱沢井建設 19.08 20.02 平成19年度　第１－１号　自然環境保全治山工事 滋賀県 野洲市小堤

2496 岡山県備中県民局建設部 第二建設㈱ 19.08 20.02 ２－２２－２　公共　道路工事（防災） 岡山県 総社市槙谷

2497 長野県長野建設事務所 高木建設㈱ 19.08 20.03 平成19年度　国補急傾斜地崩壊対策工事　須釜（１） 長野県 長野市　須釜

2498 滋賀県東近江振興局 藤川緑建㈱ 19.09 19.10 平成19年度　第401-2号　相谷原杣線災害防除(単独）工事 滋賀県 東近江市永源寺高野町

2499 京都府中丹西土木事務所 第二建設㈱ 19.09 19.11
綾部大江宮津線臨時生活関連施設整備工事　中西１９臨
生第９号の１の１

京都府 福知山市大江町佛性寺地内

2500 岡山県備中県民局農林水産部 第二建設㈱ 19.09 20.02
１１－３－１　復旧治山事業　黒崎（南浦）地区　落石防止工
事

岡山県 倉敷市玉島黒崎

2501 岐阜県高山土木事務所 馬瀬建設㈱ 19.09 19.12
第工交公交2-71号　公共地方道路交付金事業（災害防除）
工事

岐阜県 高山市朝日町黍生谷地内

2502 埼玉県本庄県土整備事務所 内藤建設工業㈱ 19.09 19.12 地方特定道路（維持）整備　工事 埼玉県 児玉郡神川町矢納

2503 石川農林総合事務所 前多産業㈱ 19.09 19.12 平成19年度特定流域総合治山事業大コロ地区山腹工事 石川県 白山市中宮地内

2504
広島県芸北地域事務所農林局
自然保護課

㈱竹下建設 19.09 19.12
平成19年度　国定公園等整備事業　三段峡歩道安全対策
工事　工事番号3号

広島県 山県郡安芸太田町

2505 秋田県山本地域振興局建設部 ㈲細田土木 19.09 19.12 県単道路災害防除工事（藤琴国有林工区） 秋田県 山本郡藤里町藤琴

2506
広島県福山地域事務所農林局
自然保護課

㈱西日本ｸﾞﾘｰﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ 19.09 20.01
平成19年度　国定公園等整備事業　帝釈峡歩道改良工事
No.1-2

広島県 神石高原町

2507 群馬県西部県民局 東興建設㈱ 19.09 20.0２ 平成１９年度　予防治山事業 群馬県 多野郡神流町尾附

2508 山梨県峡中建設事務所 ㈱望月組土木 19.09 20.03 甲府昇仙峡線道路工事 山梨県 甲府市猪狩町地内

2509
国土交通省　北陸地方整備局
富山河川国道事務所

神下組・北陸ハイウェイ
建設JV

19.09 20.06 小牧防災　工事 富山県 砺波市　庄川町　小牧

2510 関西電力（株） 大高建設㈱ 19.10 19.11 黒部専用鉄道下部№30T出口上部法面落石対策工事 富山県 黒部市大字黒部奥山

2511 富山県魚津農地林務事務所 大高建設㈱ 19.10 19.11 県単独自然公園等整備　欅平・鐘釣園地改修工事 富山県 黒部市宇奈月町欅平地内

2512 鹿児島県大隈地域振興局 ㈱リーチ開発 19.10 19.11 道路災害防除工事（０国債浮津２工区） 鹿児島県 肝属郡南大隈町浮津地内

2513 鹿児島県鹿児島市役所 (有)花木建設 19.10 19.11 竹迫線視線外１線法面補修工事 鹿児島県 鹿児島市小原町

2514 新潟県村上地域振興局 グリーン産業㈱ 19.10 19.11 予第１号　予防治山工事 新潟県 岩船郡山北町大字勝木

2515 台湾交通部道路總局 まるい建設㈱ 19.10 19.11 台湾太魯閣国立公園岩接着工法試験施工 台湾 花蓮縣太魯閣渓谷

2516 長野県　下伊那地方事務所 ㈱トライネット 19.10 19.12 平成19年度　復旧治山事業　第6号　工事 長野県 飯田市　上村　向井

2517 吾妻森林管理署 高山林業㈱ 19.１0 20.0１ 平成１９年度　犬麦平予防治山事業 群馬県 吾妻郡中之条町四万

2518 JR東日本旅客鉄道株式会社 東鉄工業㈱ 19.１0 20.02 落石防止網新設工事 群馬県 沼田市　岩本･沼田間



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績 2019年5月まで　3621件
（欠番9件あり）

実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

2519 岐阜県下呂土木事務所 馬瀬建設㈱ 19.10 20.03 第５号　公共道路災害防除工事 岐阜県 下呂市宮地

2520 岐阜県古川土木事務所 (有)高野建設 19.10 20.03 第7-1号　公共道路災害防除（赤桶落石対策）工事 岐阜県 高山市奥飛騨温泉郷赤桶地内

2521
中部森林管理局　愛知森林管
理事務所

㈱安藤組 19.10 20.03 本城山（崩れ谷）復旧治山工事 愛知県 豊田市本城山国有林

2522
山梨県企業局笛吹川水系発電
管理事務所

㈱中村興業 19.10 20.03 新琴川第三発電所鉄管路周辺落石予防工事 山梨県 山梨市牧丘町杣口地内

2523 岡山県備中県民局建設部 オゴー開発㈱ 19.10 20.03 ２－２２－１　公共　道路工事（防災） 岡山県 総社市槙谷

2524 群馬県西部県民局 ㈱アイビック 19.１0 20.03 平成１９年度　予防治山事業 群馬県 甘楽郡南牧村羽沢

2525 兵庫県神戸市 河本建設㈱ 19.10 20.03 明石神戸宝塚線道路防災工事 兵庫県 神戸市灘区六甲山町北六甲

2526 滋賀県湖東振興局 藤川緑建㈱ 19.10 20.03 奥地保安林保全緊急対策工事 滋賀県 犬上郡多賀町萱原

2527 兵庫県六甲治山事務所 大本建設㈱ 19.10 20.03 平成19年度　復旧治山事業 兵庫県
神戸市北区有馬町六甲山（後鉢
巻）

2528 長野県下伊那地方事務所 山崎建設㈱ 19.10 20.04 平成19年度　奥地保安林保全緊急対策事業第16号　工事 長野県 飯田市　字　上村（ホッタ沢）

2529 長野県下伊那地方事務所 ㈱南建設 19.10 20.04 平成19年度　復旧治山事業　第5号　工事 長野県 飯田市　字　梶谷

2530
広島県芸北地域事務所農林局
自然保護課

㈱竹下建設 19.10 20.05
H.19年度　現年発生災害公園施設復旧事業三段峡歩道復
旧工事　工事番号6号

広島県 山県郡安芸太田町

2531 （社）兵庫みどり公社 ㈱ﾌｨｰﾙﾄﾞｴﾝｼﾞﾆｱ 19.11 19.11
平成19年度「なか・やちよの森公園」落石防止工事　委託
業務

兵庫県
多可郡多可町八千代区俵田字竹谷
山78-27

2532 岡山県高梁市農林課 ㈱佐野組 19.11 19.11
平成19年度　道整備交付金事業　林道鈴木線道路改良工
事

岡山県 高梁市備中町西山地内

2533 岡山県高梁市農林課 佐藤建設工業㈱ 19.11 19.11 平成19年度　林地災害防止事業（藤倉地区） 岡山県
高梁市落合町阿部地内（藤倉地
区）

2534 長野県長野市 川中島建設㈱ 19.11 19.12 茶臼山サル山石垣補修　工事 長野県 長野市　篠ノ井　有旅

2535 島根県県央県土整備事務所 平成建設(有) 19.11 19.12 平成19年度　林地荒廃防止事業（三俣）工事 島根県 邑智郡川本町三俣

2536 新潟県村上地域振興局 グリーン産業㈱ 19.11 19.12
一般県道　山熊田府屋（停）線　県単道路維持管理（落石
防止対策）工事

新潟県 岩船郡山北町大字塔下

2537 北海道開発局網走開発建設部 ㈱そうけん 19.11 19.12 一般国道334号ウトロ西改良工事（フンベ工区） 北海道 斜里郡斜里町ウトロ西

2538 長野県松本建設事務所 ㈱大野建設 19.11 20.01 平成19年度　県単道路災害　工事 長野県 松本市　大野田

2539 岡山県美作県民局建設部 中国防災工業㈱ 19.11 20.02 県道倉見斎の谷線単県道路防災工事 岡山県 津山市加茂町黒木

2540 岐阜県下呂土木事務所 馬瀬建設㈱ 19.11 20.03 第崩-7号　県単崩落決壊防止(崩落決壊防止)工事 岐阜県 下呂市金山町岩瀬

2541 岐阜県可茂土木事務所 馬瀬建設㈱ 19.11 20.03
第防災2-23-2号　公共地方道路交付金事業(恵那白川線)
工事

岐阜県 加茂郡白川町三川

2542 群馬県西部県民局 市川工業㈱ 19.11 20.03 平成１９年度　予防治山事業 群馬県 甘楽郡南牧村星尾

2543 兵庫県神戸市水道局 松本伊㈱ 19.11 20.03 千苅貯水池管理通路　法面補修工事 兵庫県 神戸市北区道場町生野

2544 岐阜県飛騨農林事務所 ㈱杉建 19.11 20.04 飛治県第7号　県単治山工事 岐阜県 高山市漆垣内町
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2545 島根県県央県土整備事務所 ㈱中筋組 19.11 20.04 国道３７５号忍原拡幅改築（改良）工事第１期 島根県 大田市川合町忍原

2546 静岡県西部農林事務所 ㈱アイビック 19.11 20.05 平成19年度　治山（予防）塩沢　工事 静岡県 浜松市天竜区水窪町奥領家地内

2547
出雲県土整備事務所治山林道
ｸﾞﾙｰﾌﾟ

㈱安井組 19.12 20.01
平成１９年度林道開設事業（森林管理道）宮本聖谷線第１
工区道路工事

島根県 出雲市多伎町小田地内

2548 岐阜県郡上農林事務所 光建設 19.12 20.03 郡治第1916号　県単治山事業ヲヲツキ工事 岐阜県 郡上市和良町鹿倉ヲヲツキ地内

2549 長野県上小地方事務所 (有)小林商会 19.12 20.03
平成19年度　田園整備事業　上田青木地区　別所工区保
全整備　工事

長野県 上田市　別所

2550 長野県長野建設事務所 北信土建㈱ 19.12 20.03 平成19年度　国補急傾斜地崩壊対策工事　須釜（2） 長野県 長野市　須釜

2551 奈良県南部農林振興事務所 ㈱成建設 19.12 20.03 第３号　平成１９年度　予防治山事業 奈良県 吉野郡吉野町大字六田

2552 岡山県備中県民局高梁支局 第二建設㈱ 19.12 20.03 第１０４１－１－２４号　単県　道路防災工事 岡山県 高梁市津川町八川

2553 島根県松江県土整備事務所 モリタ工業㈱ 19.12 20.03 境美保関線美保8工区地方道路交付金（災害防除）工事 島根県 松江市美保関町地内

2554 高知県須崎土木事務所 ㈱山興 20.01 20.01 須交安　第301号　国道194号交通安全施設整備工事 高知県 高岡郡梼原町

2555
広島県芸北地域事務所建設局
道路維持課

アイワ産業 20.01 20.02 平成19年度　道路災害防除・単独（県）中筒賀下線 広島県 山県郡安芸太田町

2556 浜松市天竜土木整備事務所 龍川建設㈱ 20.01 20.03
平成19年度　19年災害査定第5号（国）152号（船明）道路
災害復旧　工事

静岡県 静岡県　浜松市　天竜区　　　船明

2557
国土交通省　四国地方整備局
中村河川国道事務所

西南経常建設ＪＶ 20.01 20.03 平成19年度　白浜歩道設置（その1）工事 高知県 幡多郡黒潮町

2558 南部振興局甲賀県事務所 (有)グリン 20.01 20.03 平成19年度　第１号　予防治山工事 滋賀県 甲賀市甲南町杉谷（岩尾）地内

2559 兵庫県豊岡土木事務所 (有)一景 20.01 20.03 （主）香美久美浜線　道路防災工事 兵庫県 豊岡市気比

2560 岡山県備中県民局建設部 オゴー開発㈱ 20.02 20.02 第１－３号　公共　道路防災工事 岡山県 新見市草間

2561
中国四国地方環境事務所国立
公園保全整備課

㈱アップル建設 20.02 20.02
平成19年度瀬戸内海国立公園大久野島園地歴史的遺産
関連施設整備工事

広島県 竹原市忠海町大久野島

2562
国土交通省　四国地方整備局
松山河川国道事務所

㈱大旺 20.02 20.03 平成19年度　松一管内橋梁補強工事 愛媛県 上浮穴郡久万高原町

2563 岡山県美作県民局建設部 松尾工業㈱ 20.02 20.10 ４－１５号　公共　道路防災工事 岡山県 真庭市仲間

2564 神奈川県小田原土木事務所 技研興業㈱ 20.02 20.03 箱根芦の湯落石防止工 神奈川県 神奈川県箱根町

2565 兵庫県宍粟市 播備㈱ 20.02 20.03 市道有賀ｶﾝｶｹ線道路防災工事 兵庫県 宍粟市波賀町有賀

2566 岐阜県下呂土木事務所 ㈱熊崎組 20.03 20.03 第河-2号　県単河川維持修繕業務委託工事 岐阜県 下呂市萩原町奥田洞地内

2567 岐阜県古川土木事務所 協業組合高登建設 20.03 20.03 第維-3号　県単維持修繕委託工事 岐阜県 飛騨市宮川町小谷地内

2568 東京都建設局 小池建設㈱ 20.03 20.04 道路災害防除工事（西の１３） 東京都 奥多摩町氷川

2569
広島県芸北地域事務所建設局
道路維持課

廣濱建設㈱ 20.04 20.05 平成19年度　（国）１９１号線　道路災害防除・公共 広島県 山県郡安芸太田町

2570 兵庫県光都農林振興事務所 国土防災技術㈱ 20.04 20.05 １９Y第9号予防治山事業 兵庫県 宍粟市千種町下河野
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2571
滋賀県湖東振興局環境農政部
森林整備課

杉本工業㈱ 18.10 19.03 平成18年度　第2号　予防治山工事 滋賀県 犬上郡多賀町萱原

2572 関西電力㈱ 大高建設㈱ 19.06 20.09 黒部第三発電所　ダム管理上部岩塊対策工事 富山県 黒部市

2573 岐阜県古川土木事務所 馬瀬建設㈱ 19.09 20.05 第8-1号　公共道路災害防除（岩井戸落石対策工事） 岐阜県 高山市上宝町岩井戸地内

2574 岐阜県岐阜土木事務所 馬瀬建設㈱ 19.09 20.10 維持工事第防通2-2-1号　公共道路災害防除工事 岐阜県
一般国道157号　本巣市根尾黒津
地内

2575 北海道根室支庁 能建設㈱ 19.11 20.01 八木浜地区地域防災対策総合治山工事 北海道 目梨郡羅臼町

2576 愛知県豊田加茂建設事務所 豊緑化技研㈱ 19.12 20.05 道路災害防止工事 愛知県 豊田市北篠平町地内

2577 岐阜県下呂土木事務所 馬瀬建設㈱ 20.03 20.07 第5-3号　公共道路災害防除【翌債】工事 岐阜県 下呂市宮地地内

2578 岐阜県飛騨農林事務所 坂本土木㈱ 20.03 20.08 飛治公第7023号　地域防災対策総合治山工事 岐阜県 高山市奥飛騨温泉郷栃尾地内

2579 群馬県西部県民局 黒澤建設㈱ 20.03 20.09 補助公共　道路補修事業（災害対策等緊急事業推進費） 群馬県 多野郡神流町黒田

2580 岐阜県飛騨農林事務所 馬瀬建設㈱ 20.03 20.10 飛治公第7025号　森林土木効率化等技術開発モデル工事 岐阜県 高山市奥飛騨温泉郷栃尾ほか地内

2581
国交省中部地整高山国道事務
所

加永建設㈱ 20.03 21.01 平成19年度　41号神岡南防災工事 岐阜県 飛騨市神岡町船津3地内

2582
国交省中部地整高山国道事務
所

洞口・HC建設経常建設
共同企業体

20.03 21.01 平成19年度　41号神岡北防災工事 岐阜県 飛騨市神岡町横山地内

2583
国交省中部地整岐阜国道事務
所

大脇建設㈱ 20.03 21.01 平成19年度　美濃加茂管内維持補修工事 岐阜県 加茂郡白川町

2584 東京都西多摩建設事務所 ㈱榎木工業 20.04 20.06 道路災害防除工事(西の１２） 東京都 西多摩郡奥多摩町氷川地内

2585 福井県福井土木事務所 山形工業㈱ 20.04 20.07 (県単)急傾斜地崩壊防止施設改修工事 福井県 福井市西木田

2586 JR東日本旅客鉄道株式会社 須田建設㈱ 20.04 20.08 落石防止網新設工事 群馬県 渋川市祖母島～小野上

2587 JR北海道旅客鉄道株式会社 黒坂建設㈱ 20.05 20.05 塩谷駅第一乗降場間知石修繕工 北海道 小樽市塩谷

2588 JR東海旅客鉄道株式会社 ハラ建設㈱ 20.05 20.06
08中工決第105号　十二兼南木曽間306K500M付近落石注
入工修繕工事

長野県 木曽郡南木曽町

2589
岡山県備中県民局高梁支局農
林森林課

オゴー開発㈱ 20.05 20.08
第１号　復旧治山事業　ゼロ国債　松山（広瀬）地区　山腹
工

岡山県 高梁市松山（広瀬）地区

2590
JR東日本旅客鉄道㈱水戸支
社

藤田建設工業㈱ 20.05 20.09
袋田・常陸大子間５３ｋ８６０ｍ付近落石防護網新設その他
工事　仮設足場材料搬入工

茨城県 久慈郡大子町南田気地内

2591 富山県伏木港事務所 早木工業㈱ 20.06 20.07 伏木富山港海岸（雨晴地区）侵食対策義経岩保全　工事 富山県 高岡市太田雨晴

2592
JR東日本旅客鉄道株式会社
高崎土木技術センター

㈱交通建設 20.06 20.08 落石防止網新設工事（岩接着工事） 群馬県 嬬恋村祖母島・小野上間

2593 岐阜県飛騨農林事務所 坂本土木㈱ 20.06 20.08 飛治公第7027号　地域防災対策総合治山工事 岐阜県 高山市奥飛騨温泉郷栃尾No.2地内

2594
国交省北陸地方整備局立山砂
防事務所

木村建設㈱ 20.06 20.08 砂防軌道落石対策　（津之浦工区外１件）工事 富山県 立山市

2595 島根県雲南県土整備事務所 ㈱渡部特殊土木 20.06 20.12 国道３１４号　災害防除工事 島根県 雲南市木次町西日登地内
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2596
広島県芸北地域事務所農林局
自然保護係

㈱西日本ｸﾞﾘｰﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ 20.06 20.12
平成20年度国定公園整備事業三段峡歩道安全対策工事
工事番号2号

広島県 山県郡安芸太田町

2597 岐阜県下呂市 馬瀬建設㈱ 20.07 20.08 馬振工第9号　旧道線岩接着落石防止工事 岐阜県 下呂市馬瀬惣島地内

2598 福井県丹南土木事務所 岬建設㈱ 20.07 20.11 急傾斜地崩壊対策工事 福井県 丹生郡越前町玉川

2599
岡山県美作県民局建設部工務
第四課

津山グリン建設工業㈱ 20.07 20.12   １-１　公共　道路防災工事 岡山県 真庭市仲間

2600 京都市建設局 ｲﾋﾞﾃﾞﾝｸﾞﾘｰﾝﾃｯｸ㈱ 20.08 20.09 平成20年度　一般府道上黒田貴船線　災害防除工事 京都府 京都市右京区

2601 長野県長野建設事務所 飯島建設㈱ 20.08 20.10 平成19・20年度　国補急傾斜地崩壊対策合併　工事 長野県 長野市須釜

2602 山梨県大月市役所教育委員会 ㈱桑原組 20.08 20.11 名勝猿橋指定地内岩盤保存対策工事 山梨県 大月市猿橋町猿橋地内

2603 北海道開発局旭川開発建設部 小山建設㈱ 20.08 20.12 一般国道39号上川町神削災害防除工事 北海道 上川郡上川町層雲峡

2604
広島県福山地域事務所農林局
自然保護係

㈱西日本ｸﾞﾘｰﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ 20.08 21.01
平成20年度　国定公園整備事業帝釈峡歩道改良工事
NO,1-2

広島県 神石高原町

2605 群馬県西部県民局 ㈱明商 20.08 21.01 平成20年度　予防治山事業 群馬県 甘楽郡南牧村羽沢（内山川）

2606 岐阜県古川土木事務所 馬瀬建設㈱ 20.08 21.01 第S7-1-1号・S7-2-2・S7-3-3号　公共道路災害防除工事 岐阜県
高山市上宝村葛山、岩井戸・飛騨
市古川野口地内

2607 奈良県吉野土木事務所 ㈱ワイ・ビー建設 20.08 21.01 第601-1号　道路自然災害防止事業工事 奈良県 吉野郡吉野町南大野地内

2608 岐阜県下呂土木事務所 馬瀬建設㈱ 20.08 21.02 第S6-2-2号　公共道路災害防除工事 岐阜県 下呂市小川地内

2609 岐阜県可茂土木事務所 西野建設㈱ 20.08 21.03 第防災4-22号　公共地方道路交付金事業（災害防除）工事 岐阜県 加茂郡白川町三川地内

2610 岐阜県下呂土木事務所 ㈱地建防災 20.08 21.03 第4-26号　公共地方道路交付金事業（災害防除）工事 岐阜県 下呂市萩原町四美地内

2611 岡山県備前市役所 ㈱日之出金網 20.08 21.03 平成１９年度　日生頭島線道路防災工事 岡山県 備前市日生地内

2612 岡山県備中県民局建設部 第二建設㈱ 20.08 21.03 ５-１-２　公共　道路工事（防災） 岡山県 総社市槙谷

2613 岡山県備中県民局建設部 第二建設㈱ 20.08 21.07 ５-１-４　公共　道路工事（防災） 岡山県 総社市槙谷

2614
国交省北陸地方整備局立山砂
防事務所

ダイチ㈱ 20.09 20.10 砂防軌道落石対策（千寿ヶ原工区外1件）工事 富山県 中新川郡立山町

2615 高知県安芸土木事務所 サクセス工業㈱ 20.09 20.12 道交第45-004-2号県道安田東洋線道路交付金工事 高知県 安芸郡安田町

2616 北海道根室支庁 寺井・中畑JV 20.０9 20.12 八木浜地区地域防災対策総合治山工事 北海道 目梨郡羅臼町

2617 岡山県高梁市農林課 ㈱佐野組 20.09 20.12
平成２０年度　道整備交付金事業　林道鈴木線道路改良工
事

岡山県 高梁市備中町西山地内

2618
岡山県備前県民局東備支局地
域農林水産室

和気相互建設(有) 20.09 20.12 ４-３　予防治山事業衣笠（平松）地区山腹工 岡山県 和気郡和気町衣笠（平松）地区

2619 岐阜県可茂農林事務所 ㈱地建防災 20.09 21.02 可治第6号　公共予防治山事業悪ル比良山腹工事 岐阜県 加茂郡東白川村五加悪ル比良地内

2620
国交省中部地整高山国道事務
所

CF建設協業組合 20.09 21.03 平成20年度　41号下呂・高山管内防災工事 岐阜県 下呂市金山町

2621 岐阜県郡上農林事務所 ㈱地建防災 20.09 21.03 郡治第2007号　奥地保安林保全緊急対策事業奥宮１ 岐阜県 郡上市美並町高砂奥宮1地内
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2622 福井県丹南農林総合事務所 ㈱高野組 20.09 21.03 平成20年度　復旧治山工事 福井県 南条郡南越前町糠(八幡壁)

2623 福井県敦賀土木事務所 フクハラ産業㈱ 20.09 21.03 自然環境整備交付金工事 福井県 三方上中郡若狭町世久見

2624
岡山県備中県民局農林水産事
業部森林課治山林道班

第二建設㈱ 20.09 21.03 １１-１　復旧治山事業玉島黒崎（南浦）地区山腹工 岡山県 倉敷市玉島黒崎(南浦）地区

2625
青森県上北地域県民局地域整
備部

田中建設㈱ 20.09 20,12 第452号国道102号災害防除工事 青森県 十和田市大字奥入瀬

2626 岡山県美作県民局 松尾工業㈱ 20.10 20.10 １－３　５－１４－１　公共　道路工事 岡山県 真庭市仲間

2627
国交省北陸地整高田河川国道
事務所

伊藤・高村建設ＪＶ 20.10 20.11 子不知地区法面防災工事 新潟県 糸魚川市青海歌地先

2628 山梨県道路公社 ㈱吉野土建 20.10 20.12 富士山有料道路法面災害復旧工事 山梨県 南都留郡鳴沢村富士山地内

2629 岐阜県飛騨農林事務所 馬瀬建設㈱ 20.10 20.12 飛治県第804号　県単治山工事 岐阜県 高山市高根町中洞ほか地内

2630
国交省中国地方整備局松江国
道事務所

東興建設㈱ 20.10 20.12 国道５４号頓原管内防災工事 島根県 雲南市掛合町地内

2631
備前県民局東備支局地域農林
水産室

藤田興業㈱ 20.10 21.01 １-３　予防治山事業大内（東山）地区山腹工 岡山県 備前市大内

2632 長野県下伊那地方事務所 ㈱清信建設興業 20.10 21.02 平成20年度　復旧治山事業第7号　工事 長野県 飯田市字梶谷

2633 熊本県菊池振興局 ㈱タイヨー緑化工業 20.10 21.02
平成20年度緊道整B防災第1045-0-101号　阿蘇公園菊池
線緊急地方道路整備(災害防除)工事他合併

熊本県 菊池市原 地内

2634 岐阜県可茂農林事務所 西野建設㈱ 20.10 21.03 可治第7号　公共予防治山事業野々尻山腹工事 岐阜県 加茂郡東白川村神土野々尻地内

2635 岡山県備中県民局建設部 オゴー開発㈱ 20.10 21.03 ５-１-３　公共　道路工事（防災） 岡山県 総社市槙谷

2636
長野県北安曇地方事務所林務
課

㈱倉品組 20.11 20.12 平成19年度　予防治山事業第１６号工事 長野県 大町市八坂字北の沢地内

2637
岡山県備中県民局井笠支局地
域振興室工務二課

㈱森産業 20.11 20.12 １-２　予防治山（離島）事業白石島（築出）地区山腹工 岡山県 笠岡市白石島

2638
国交省北陸地方整備局富山河
川国道事務所

笹嶋工業㈱ 20.11 21.01 小牧防災その２　工事 富山県 砺波市庄川町小牧

2639 新潟県佐渡地域振興局 ㈱興和 20.11 21.02
離県災防 001-02-00-01号　主要地方道佐渡一周線離島
地域連携（県道災防）工事

新潟県 佐渡市大字北鵜島地内

2640 静岡県東部農林事務所 中林建設㈱ 20.11 21.03 平成20年度治山（奥地保安林）金野工事 静岡県 三島市中山新田地内

2641 群馬県西部県民局 ㈱アイビック 20.11 21.03 平成20年度　予防治山事業 群馬県 甘楽郡南牧村大日向（高岩）

2642 岐阜県下呂土木事務所 馬瀬建設㈱ 20.11 21.03 第S6-2-3号　公共道路災害防除工事 岐阜県 下呂市宮地地内

2643 岐阜県下呂土木事務所 馬瀬建設㈱ 20.11 21.03
第崩-2・崩緊-1号　県単崩落決壊防止（崩落決壊防止）県
単崩落決壊防止（緊急落石危険箇所対策）工事

岐阜県 下呂市馬瀬下山地内

2644 岐阜県下呂土木事務所 金子工業㈱ 20.11 21.03
第崩緊-2号　県単崩落決壊防止（緊急落石危険箇所対策）
工事

岐阜県 下呂市萩原町羽根地内

2645 埼玉県本庄県土整備事務所 塩建工業㈱ 20.12 20.12 平成20年度　地方特定道路（維持）整備　工事 埼玉県 児玉郡神川町矢納

2646
岡山県備中県民局農林水産事
業部森林課

目黒建設㈱ 20.12 21.01 １８－２　予防治山事業　赤浜地区　山腹工 岡山県 総社市赤浜
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2647 兵庫県みどり公社 篠山市森林組合 20.12 21.02 里山防災林整備 整備造成業務 兵庫県 篠山市幡路字丈ケ尾

2648 長野県長野建設事務所 ㈱関口建設 20.12 21.02 平成20年度　国補道路改築　工事 長野県 長野市百瀬～茂菅バイパス（１）

2649 長野県長野建設事務所 ㈱岡谷組 20.12 21.02 平成20年度　国補道路改築　工事 長野県 長野市百瀬～茂菅バイパス（２）

2650 長野県長野建設事務所 矢木コーポレーション㈱ 20.12 21.02 平成20年度　国補道路改築　工事 長野県 長野市百瀬～茂菅バイパス（３）

2651 東京都西多摩建設事務所 酒井組㈱ 20.12 21.02 道路災害防除工事(２０西の２） 東京都 西多摩郡奥多摩町御岳山

2652 東京都西多摩建設事務所 (有)大澤工業所 20.12 21.02 道路維持工事（西の２） 東京都 西多摩郡奥多摩町海沢地内

2653 岩手県一関市 刈屋建設㈱ 20.12 21.03 20災139号一級市道厳美渓中央線道路災害復旧工事 岩手県 一関市

2654 兵庫県洲本土木事務所 国土防災技術㈱ 20.12 21.03 （主）佐野・仁井・岩屋線 道路防災工事 兵庫県 淡路市佐野神原

2655 兵庫県神戸市 国土防災技術㈱ 20.12 21.03 御影鴨子ヶ原線防災対策工事 兵庫県 神戸市東灘区住吉山手四丁目

2656 兵庫県神戸市 ㈱越智工務店 20.12 21.03 神戸六甲線防災対策工事 兵庫県
神戸市灘区水車新田・六甲山町東
山ノ内

2657
青森県上北地域県民局地域整
備部

技研興業㈱ 20.12 21.03 第452-7号国道102号災害防除工事 青森県 十和田市大字奥入瀬

2658 群馬県東部県民局 ㈱明商 20.12 21.03 補助公共　道路補修事業（国道） 群馬県 みどり市東町沢入

2659 島根県出雲県土整備事務所 ㈱中筋組 20.12 21.03 阿式谷川通常砂防工事 島根県 出雲市大社町遙堪地内

2660 福井県奥越土木事務所 国土防災技術㈱ 20.12 21.05 (県単)道路維持修繕工事(ゼロ県債） 福井県 大野市下若子

2661 島根県大田市役所 石見銀山建設㈱ 20.12 21.06 平成20年度　道路災害防除事業銀山線 島根県 大田市大森町地内

2662 東京都総務局八丈支所 丸勝建設㈱ 21.01 21.01 道路災害防除工事（八の２） 東京都 八丈島八丈町末吉地内

2663 東京都西多摩建設事務所 (有)土屋土建 21.01 21.03 道路災害防除工事(20西の13） 東京都 西多摩郡桧原村人里地内

2664 岩手県盛岡地方振興局 刈屋建設㈱ 21.01 21.03 蟹沢地区予防治山工事 岩手県 八幡平市

2665
環境省中国四国地方環境事務
所

東洋建設㈱ 21.01 21.03
平成２０年度瀬戸内海国立公園仙酔島集団施設地区海岸
歩道復旧工事（Ａ工区）

広島県 福山市鞆町仙酔島

2666 広島県福山地域事務所農林局 国土技建㈱ 21.01 21.03 林地荒廃防止事業（山腹工事）Ｎｏ．１０ 広島県 府中市阿字町

2667 奈良県東部農林振興事務所
奈良県緑化土木協同組
合

21.01 21.03 平成20年度 予防治山事業 奈良県 山辺郡山添村

2668
林野庁中部森林管理局木曽森
林管理署南木曽支署

三留野土建㈱ 21.01 21.03 大平峠復旧治山工事 長野県 木曽郡南木曽町

2669 奈良県南部農林振興事務所 ㈱ダイテック 21.01 21.03 第３号　平成20年度復旧治山事業 奈良県 吉野郡東吉野村大字小

2670 高知県安芸土木事務所 ㈲木下建設 21.02 21.03 道交第48-103-6号国道493号地方道路交付金工事 高知県 安芸郡北川村

2671 東京都西多摩建設事務所 ㈱フジワラ技建 21.02 21.03 道路災害防除工事（20西の10） 東京都 あきる野市乙津

2672 山梨県甲府市役所 千代田工業㈱ 21.02 21.03 落石防止工事（２０－２） 山梨県 甲府市高成町地内

2673 東京都西多摩建設事務所 ㈱榎木工業 21.02 21.03 道路災害防除工事(２０西の11） 東京都 西多摩郡奥多摩町境地内
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2674 島根県大田市 昭和開発工業㈱ 21.02 21.03 平成20年度　坑道等整備活用工事 島根県 大田市大森町地内

2675 鹿児島市役所 ㈱三竹工業 21.03 21.03 常安峰団地残地法面保護業務 鹿児島県 鹿児島市上竜尾町

2676
大分県北部振興局農林基盤部
農村整備班

東桂防災㈱ 21.03 21.03 20農免深耶馬2期法保3期工事 大分県 中津市耶馬渓町

2677 東京都西多摩建設事務所 ㈱宮園建設 21.03 21.03 道路災害防除工事(２０西の8） 東京都 青梅市御岳本町地内

2678 兵庫県神戸市 ㈱ 植信 21.03 21.05 神戸六甲線防災対策工事(その2) 兵庫県 神戸市灘区六甲山東山ノ内

2679 岡山県備中県民局高梁支局 ㈱田村工務店 21.04 21.05 1066-1-60　緊急経済・雇用対策　道路防災工事 岡山県 高梁市津川町八川

2680
岡山県美作県民局真庭支局建
設

村上建設㈱ 21.04 21.08 １－１　公共　道路工事 岡山県 真庭市仲間

2681 熊本県天草市 (有)鬼海組 21.05 21.07 漁港第１２号　小田床漁港道路法面改良工事 熊本県 天草市天草町下田南地内

2682 島根県出雲県土整備事務所 ㈱三原組 21.05 21.08 平成21年度　林地荒廃防止事業（反辺）山腹工事 島根県 出雲市佐田町反辺地内

2683 島根県浜田県土整備事務所 ㈱オーサン 21.05 21.10
平成20年度（ゼロ国債）林地荒廃防止事業城山地区その２
工事

島根県 浜田市旭町都川

2684 JR東日本旅客鉄道㈱ ユニオン建設㈱ 20.01 20.03 初狩、笹子間降雨防災強化対策工事 山梨県 大月市初狩

2685 群馬県富岡森林事務所 ㈱明商 20.03 21.10 平成２０年度　ゼロ国債　予防治山事業 群馬県 甘楽郡南牧村

2687 岐阜県飛騨農林事務所 馬瀬建設㈱ 20.11 21.06 飛治公第８０１２号森林土木効率化技術開発モデル工事 岐阜県 高山市奥飛騨温泉郷栃尾地内

2688 東京都西多摩建設事務所 (有)土屋土建 21.01 21.03 道路災害防除工事　（２０西の１３） 東京都
西多摩郡桧原村数馬地内　外１箇
所

2689 岐阜県岐阜土木事務所 馬瀬建設㈱ 21.02 21.08
維持工事第防通2-2号　公共道路災害防除事業（翌債）工
事

岐阜県 本巣市根尾黒津地内

2690 岐阜県岐阜農林事務所 天龍工業㈱ 21.02 21.10 岐治第２０２０号　予防治山事業西倉見 岐阜県 本巣市根尾黒津西倉見地内

2691 山梨県中北建設事務所 川鉄産業㈱ 21.0３ 21.0６ 甲府昇仙峡線道路工事　(明許） 山梨県 甲府市上帯那地内

2692 岐阜県下呂土木事務所 ㈱地建防災 21.03 21.09
第4-26-3号公共地方道路交付金事業（災害防除）【翌債】
工事

岐阜県 下呂市小坂町大島地内

2693
国交省中部地方整備局高山国
道事務所

㈱讃建 21.03 21.10 平成２０年度４１号下呂管内落石対策工事 岐阜県 下呂市金山町金山地内

2694 岐阜県飛騨農林事務所 ひだ緑化土木㈱ 21.03 21.10 飛治公第８０１４号公共地域防災対策総合治山工事 岐阜県 高山市奥飛騨温泉郷栃尾地内

2695 岐阜県飛騨農林事務所 坂本土木㈱ 21.03 21.10 飛治公第８０１５号公共地域防災対策総合治山工事 岐阜県 高山市奥飛騨温泉郷栃尾地内

2696 岐阜県飛騨農林事務所 馬瀬建設㈱ 21.03 21.10 飛治公第８０１６号　予防治山工事 岐阜県 高山市丹生川町日面大谷西平地内

2697
国交省中部地方整備局高山国
道事務所

日産工業㈱ 21.03 22.01 平成２０年度　４１号下呂管内防災工事 岐阜県 下呂市門原地内

2698 山梨県中北建設事務所 小野建設㈱ 21.04 21.05 甲府昇仙峡線道路工事　(特命） 山梨県 甲府市上帯那地内

2699 岡山県備中県民局高梁支局 ㈱田村工務店 21.04 21.05 1066-1-60　緊急経済・雇用対策　道路防災工事 岡山県 高梁市津川町八川

2700 長野県松本地方事務所 平林建設㈱ 21.04 21.06 平成２０年度　復旧治山事業第17号　工事 長野県 東筑摩郡　筑北村
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2701
岡山県美作県民局真庭支局建
設

村上建設㈱ 21.04 21.08 １－１　公共　道路工事 岡山県 真庭市仲間

2702 岐阜県下呂市 馬瀬建設㈱ 21.05 21.07 馬振工第２号　旧道線岩接着落石防止工事 岐阜県 下呂市馬瀬惣島地内

2704 島根県出雲県土整備事務所 ㈱三原組 21.05 21.08 平成21年度　林地荒廃防止事業（反辺）山腹工事 島根県 出雲市佐田町反辺地内

2706 青森県上北地域県民局 丸井重機建設㈱ 21.06 21.08 第452-8号国道１０２号道路災害防除工事 青森県 十和田市大字奥入瀬

2707 福井県奥越農林総合事務所 坪内建設㈱ 21.06 21.09 平成２１年度　復旧治山工事 福井県 勝山市遅羽町比島（浅谷）

2708 栃木県鹿沼土木事務所 ㈱明商 21.06 21.09 道路災害防除工事　鹿沼足尾線その１（緊道整備） 栃木県 鹿沼市上粕尾

2709 奈良県南部農林振興事務所 井前建設㈱ 21.06 21.09 第3-2号　平成２０年度　復旧治山事業 奈良県 吉野郡東吉野村大字小地内

2710 福井県丹南農林総合事務所 中日本土木㈱ 21.06 21.11 平成２１年度　復旧治山工事 福井県 南条郡南越前町糠(八幡壁)

2711 岐阜県下呂農林事務所 丸ス産業㈱ 21.06 21.11 下公治第２１０２号　予防治山工事 岐阜県 下呂市和佐とやおんじ地内

2712 広島県芸北地域事務所農林局 ㈱西日本ｸﾞﾘｰﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ 21.06 21.12
平成２１年度　国定公園等整備事業三段峡歩道安全対策
工事　No.1

広島県 山県郡安芸太田町

2713 群馬県沼田土木事務所 泉土建㈱ 21.07 21.07
単独公共　単独道路改築(橋梁補修)不動橋取付擁壁補修
外

群馬県 利根郡みなかみ町

2714 京都府中丹広域振興局 国土防災技術㈱ 21.07 21.08
綾部大江宮津線　地域防災対策総合治山事業（孤立解消）
工事

京都府 福知山市大江町佛性寺

2715 北海道留萌振興局 ㈱堀口組 21.07 21.08 ケマフレ地区復旧冶山工事 北海道 増毛郡増毛町

2716 北海道後志総合振興局 ㈱櫻組 21.07 21.08 樽岸地区復旧冶山工事 北海道 寿都郡寿都町

2717 JR東海旅客鉄道㈱ ハラ建設㈱ 21.07 21.08
０９中工決第107号十二兼南木曽間360K490M付近落石注
入工修繕工事

長野県 木曽郡南木曽町

2718 長野県木曽地方事務所 (有)源次商店 21.07 21.08 平成２１年度林地荒廃防止事業第１０号　工事 長野県 木曽郡　南木曽村

2719 東京都西多摩建設事務所 成友興業㈱ 21.07 22.01 道路施設整備工事（２１西の１） 東京都 あきる野市

2720
国交省中部地方整備局高山国
道事務所

CF建設協業組合 21.07 22.03 平成２１年度　４１号高山管内防災工事 岐阜県 高山市久々野町木賊洞地内

2721 富山県新川農林振興センター 大高建設㈱ 21.08 21.09 平成２１年度県単自然公園整備「欅平」歩道修繕工事 富山県 黒部市　宇奈月町

2722 神奈川県小田原土木事務所 技研興業㈱ 21.08 21.10 県道７５号道路災害復旧工事 神奈川県 足柄下郡箱根町地内

2723 石川県石川農林総合事務所 前多産業㈱ 21.08 21.11
平成２１年度　特定流域総合治山事業大コロ地区　山腹工
事

石川県 白山市中宮

2724
岡山県備中県民局農林水産事
業部

第二建設㈱ 21.08 22.01 ９－１　復旧治山事業　児島唐琴町地区　山腹工 岡山県 倉敷市児島唐琴町

2725 高知県中央西林業事務所 ㈱ジオテク 21.08 22.01 緊急整備第６号　岩屋治山施設緊急整備工事 高知県 吾川郡仁淀川町岩屋

2726 群馬県桐生森林事務所 ㈱高特 21.08 22.02 平成２１年度　奥地保安林保全緊急対策事業 群馬県 桐生市梅田町

2727 高知県須崎土木事務所 入交道路施設㈱ 21.09 21.09 国道１９７号　交通安全施設補修工事 高知県 高岡郡津野町
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2728 福井県南越前町役場 ㈱福井ライン 21.09 21.10 北前船船主　右近邸法面保護工事 福井県 南条郡南越前町河野

2729 北海道根室振興局 鈴木産業㈱ 21.09 21.11 八木浜地区その２地域防災対策総合治山工事 北海道 目梨郡羅臼町

2730 群馬県沼田土木事務所 ㈱明商 21.09 21.11 単独公共　単独砂防維持管理事業　岩接着工 群馬県 沼田市上久屋町

2731 岡山県高梁市産業経済部 ㈱佐野組 21.09 21.12
平成21年度　緊急道路改修事業　市道磐窟線道路改良工
事

岡山県 高梁市備中町布瀬

2732 群馬県桐生環境森林事務所 ㈱高特 21.09 22.02 平成２１年度　奥地保安林保全緊急対策事業 群馬県 桐生市梅田五丁目　（大滝）　地内

2733 岐阜県古川土木事務所 馬瀬建設㈱ 21.09 22.02
第S1-1-3・S1-2-2号　公共道路災害防除（葛山・麻生野落
石対策）工事

岐阜県
高山市上宝町葛山・飛騨市神岡町
麻生野地内

2734
環境省中国四国地方環境事務
所

東洋建設㈱ 21.09 22.03
平成２１年度瀬戸内海国立公園仙酔島集団施設地区海岸
線歩道復旧（Ｂ工区）工事

広島県 福山市鞆町仙酔島

2735
石川県奥能登土木総合事務所
珠洲土木事務所

㈱のとさく 21.09 22.03
主要地方道珠洲穴水線　地域活力基盤創造交付金(災害
防除）工事（法面工）

石川県 珠洲市宝立町柏原

2736
国交省中部地方整備局多治見
国道事務所

㈱加藤工務店 21.09 22.03 平成21年度　１９号山口防災工事 岐阜県 中津川市山口地内

2737 岐阜県下呂土木事務所 ㈱杉建 21.09 22.03
第4-26-4,4-26号　公共地方道路交付金事業（災害防除）
【翌債】・公共地方活力基盤創造交付金（災害防除）工事

岐阜県 下呂市小坂町大島地内

2738 岐阜県可茂農林事務所 丸ス産業㈱ 21.09 22.03 可治第３号　公共予防治山事業西増田山腹工事 岐阜県 加茂郡白川町赤河西増田地内

2739 東京都西多摩建設事務所 大舘建設工業㈱ 21.09 22.03 道路災害防除工事（２１西の２） 東京都 奥多摩町日原地内(No.89)

2740 東京都西多摩建設事務所 小河内建設㈱ 21.09 22.03 道路災害防除工事(２１西の１） 東京都 奥多摩町熱海地内(411の113)

2741 岡山県備中県民局建設部 第二建設㈱ 21.09 22.03 ５－１－１　５－１－５　公共　道路工事（防災） 岡山県 総社市槇谷

2742 宮崎県延岡市 大瀬建設産業㈱ 21.10 21.10 城山石垣補修工事 宮崎県 延岡市

2743
岡山県備中県民局農林水産事
業部

オゴー開発㈱ 21.10 21.11 ８－１　復旧治山事業　玉島黒崎（南浦）地区　山腹工 岡山県 倉敷市玉島黒崎

2744 岡山県高梁市 ㈱佐野組 21.10 21.12
平成21年度　道整備交付金事業　林道鈴木線　道路改良
工事

岡山県 高梁市備中町西山地内

2745 島根県県央県土整備事務所 ㈱オーサン 21.10 21.12
（主）仁摩邑南線長原工区地域活力基盤創造交付金（災害
防除）工事第2期

島根県 邑智郡川本町川本　地内

2746
山形県庄内総合支庁港湾事務
所

㈱阿部組 21.10 22.01
平成２０年度港湾関係緊急修繕事業(庄内・港湾)鼠ｹ関港
弁天島遊歩道落石対策工事

山形県 鶴岡市鼠ヶ関地内

2747 宮崎県延岡市 モール地研㈱ 21.10 22.02 既設公園整備工事 宮崎県 延岡市

2748 和歌山県東牟婁振興局 ㈱淺川組 21.10 22.03 平成２１年度 地域防災対策総合事業 和歌山県
新宮市熊野川町相須字宮ノ上外地
内

2749 広島県福山地域事務所農林局 ㈱西日本ｸﾞﾘｰﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ 21.10 22.03
平成２１年度　国定公園等整備事業帝釈峡歩道安全対策
工事　No.1

広島県 神石高原町

2750 東京都西多摩建設事務所 小河内建設㈱ 21.10 22.03 道路災害防除工事（２１西の5） 東京都 奥多摩町河内地内(411の129)

2751
国土交通省四国地方整備局中
村河川国道事務所

山本建設㈱ 21.10 22.03 平成２１年度　中村管内情報BOX補修外工事 高知県 幡多郡黒潮町白浜
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2752
岡山県備中県民局建設部新見
支局

第二建設㈱ 21.10 22.06 ５－１１－１１　１１１－２４－３　公共　道路工事（道路防災） 岡山県 新見市草間

2753 島根県美郷町 安野産業㈱ 21.10 22.06 平成２１年度　町道笹目線　道路改良工事 島根県 邑智郡美郷町笹目地内

2754 環境省東北環境事務所 (有)みらい 21.11 21.12 休屋園地一の宮岩盤修繕工事 青森県 十和田市大字奥入瀬

2755
岡山県備中県民局農林水産事
業部

アサヒ防災工事㈱ 21.11 21.12
第１－１号　予防治山（離島）事業　白石島（築出）地区　山
腹工

岡山県 笠岡市白石島

2756 北海道紋別市 ライト工業㈱ 21.11 22.01 オホーツク庭園岩盤補強工事 北海道 紋別市

2757 東京都西多摩建設事務所 (有)土屋土建 21.11 22.03 道路施設整備工事　（２１西の９） 東京都
西多摩郡檜原村藤原地内　外１箇
所

2758 岐阜県可茂農林事務所 ㈱ニシノ 21.11 22.03
可治第５号　公共山地災害減災対策事業大切ほか山腹工
事

岐阜県 加茂郡東白川村五加大切ほか地内

2759 奈良県南部農林振興事務所 ㈱近倉建設 21.11 22.03 平成２１年度　予防治山事業 奈良県 五条市　西吉野町

2760 長崎県県央振興局農林部 田中工業㈱ 21.11 22.03
２１治山第２号　本郷地区復旧治山工事のうち岩接着工事
一式

長崎県 西海市崎戸町本郷

2761 福岡県朝倉土木事務所 技研興業㈱ 21.11 22.03 起工第24203-001号　宝珠山日田線道路災害防除工事 福岡県 朝倉郡東峰村大字宝珠山

2762 国交省日野川河川事務所 山陰緑化建設㈱ 21.11 22.03 菅沢ダム法面落石対策外工事 鳥取県 日野郡日南町菅沢地内

2763
岡山県備中県民局建設部新見
支局

第二建設㈱ 21.11 22.06 ５－１１－１４　１１１－２４－６　公共　道路工事（道路防災） 岡山県 新見市草間

2764
岡山県備中県民局農林水産事
業部

㈱佐野組 21.12 22.01
第1-2号　林地荒廃防止事業　長屋（中ノ小屋）地区　山腹
工

岡山県 高梁市備中町長屋

2765 群馬県富岡行政事務所 市川工業㈱ 21.12 22.02 単独公共　地方特定道路整備　（代行） 群馬県 甘楽郡南牧村大字六車地内

2766 島根県隠岐支庁 (有)花岡組 21.12 22.02
平成２０年度　県単漁業局部改良事業中村漁協　落石対策
工事

島根県 隠岐郡隠岐の島町湊

2767 島根県出雲県土整備事務所 吉田建設工業㈱ 21.12 22.02
平成２１年度　山地災害総合減災対策治山事業（木村）治
山ダム・山腹工事

島根県 出雲市所原町木村地内

2768 群馬県沼田土木事務所 ㈱明商 21.12 22.03
単独公共　単独道路維持修繕事業（道路災害防除）（落石
対策）

群馬県 沼田市上久屋町

2769
近畿中国森林管理局広島森林
管理署

㈱日浦組 21.12 22.03 平成２１年度　峠山　山腹工事 広島県 安芸郡矢野町地内

2770
岡山県備中県民局建設部新見
支局

オゴー開発㈱ 21.12 22.03 ２－２　１１１－２４－２　公共　道路工事（道路防災） 岡山県 新見市草間

2771 岡山県美作県民局建設部 アサヒ防災工事㈱ 21.12 22.04 第１－６号　公共　道路工事 岡山県 真庭市仲間

2772 関西電力株式会社 大高建設㈱ 21.12 22.12 黒部川第4発電所　人見合宿山側法面落石防護工事 富山県 黒部市宇奈月町

2773 山梨県峡南建設事務所 (有)戸栗工務店 22.01 22.02 西沢地すべり対策工事 山梨県 南巨摩郡鰍沢町十谷地内

2774 兵庫県宍粟市 福泉興業㈱ 22.01 22.03 市道河東線道路防災工事 兵庫県 宍粟市波賀町谷地内

2775 長野県長和町役場 ㈱金井組 22.01 22.03
平成２１年度まちづくり交付金事業　町道古町滝ノ沢線道
路防災工事

長野県 小県郡　長和町　古町



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績 2019年5月まで　3621件
（欠番9件あり）

実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

2776 島根県雲南県土整備事務所 ㈱中澤建設 22.01 22.04
平成２１年度　基幹農道整備事業　萱野根波地区道路工事
（その３）

島根県 雲南市掛谷町多根

2777 鳥取県東部総合事務所 北村屋木材㈱ 22.01 22.04 浦富海岸自然歩道安全対策工事 鳥取県 岩美郡岩美町田後

2778 林野庁近畿中国森林管理局 ㈱ミヤベ 22.02 22.02 古屋山腹工事 山口県 岩国市守内古屋国有林地内

2779 岐阜県恵那農林事務所 馬瀬建設㈱ 22.02 22.03
恵治工公第２１３３号　県単治山事業中津川市苗木岩須地
区工事

岐阜県 中津川市苗木岩須地内

2780
岡山県備中県民局建設部新見
支局

日本植生㈱ 22.02 22.03 ２－３　１１１－２４－５　公共　道路工事（道路防災） 岡山県 新見市草間

2781 林野庁近畿中国森林管理局 ㈱ミヤベ 22.02 22.03 城山山腹工事 山口県 岩国市横山3丁目城山国有林地内

2782 奈良県南部農林振興事務所 ㈱ダイテック 22.02 22.03 平成２１年度　第2号　復旧治山事業 奈良県 吉野郡東吉野村大字小地内

2783 林野庁九州森林管理局 小牧建設㈱ 22.03 22.03 荒川登山道復旧工事 鹿児島県 熊毛郡屋久島町

2784
岡山県備中県民局農林水産事
業部

第二建設㈱ 22.03 22.08
２－１　復旧治山事業　ゼロ国債　玉島黒崎（南浦）地区
山腹工

岡山県 倉敷市玉島黒崎

2785
国交省関東地方整備局鬼怒川
ダム統合管理事務所

日特建設㈱ 22.04 22.05 平成２１年度　川治ダム法面補修工事 栃木県 日光市

2786 島根県益田県土整備事務所 日発建設(有) 22.04 22.05
国道１８７号　大野原工区災害防除工事　岩接着落石防止
工

島根県 鹿足郡吉賀町柿木村大野原地内

2787 兵庫県六甲治山事務所 ㈱神鉄ｺﾐｭﾆﾃｨｻｰﾋﾞｽ 22.04 22.09 ２１K 第３号 復旧治山事業 兵庫県
神戸市北区有馬町字六甲山
(後鉢巻)

2788 長崎市上下水道局 ㈱森谷商会 22.05 22.06 木鉢配水槽造成工事 長崎県 長崎市木鉢町

2789 島根県浜田県土整備事務所 石見銀山建設㈱ 22.05 22.07
（主）旭戸河内線市木工区地域活力基盤創造交付金（災害
防除）工事

島根県 浜田市旭町市木地内

2790 岡山県真庭市 松尾工業㈱ 22.06 22.06 山乗渓谷岩接着工事 岡山県 真庭市蒜山下和地内

2791 岐阜県岐阜農林事務所 馬瀬建設㈱ 21.07 22.06 岐治第2105号　予防治山事業西倉見工事 岐阜県 本巣市根尾西倉見地内

2792 岐阜県古川土木事務所 協業組合高登建設 21.09 22.05
第4-29号　公共地域活力基盤創造交付金（災害防除）天生
工区

岐阜県 飛騨市河合町天生地内

2793 群馬県藤岡森林事務所 ライト工業㈱ 22.03 22.07 平成21年度（ゼロ県債）県単治山事業 群馬県 多野郡上野村楢原

2794 山梨県中北建設事務所 丸光建設㈱ 22.03 22.07 甲府昇仙峡線道路工事（明許） 山梨県 甲府市高成町地内

2795 岐阜県高山土木事務所 ㈱地建防災 22.03 22.10
第工交公災2-2号　公共道路災害防除（翌債）（国）361号
工事

岐阜県 高山市朝日町黒川地内

2796
国土交通省中部地方整備局高
山国道事務所

日産工業㈱ 22.03 23.01 平成21年度　41号下呂地区防災工事 岐阜県 下呂市瀬戸地内

2797
国土交通省中部地方整備局高
山国道事務所

㈱讃建 22.03 23.02 平成21年度　41号金山地区防災工事 岐阜県 下呂市金山町

2798 山梨県峡東建設事務所
一般国道411号大常木ト
ンネル仮称建設工事共
同企業体

22.04 22.05 一般国道411号大常木トンネル（仮称）建設工事 山梨県 甲州市塩山一之瀬高橋地内
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2799 新潟市西部地域土木事務所 小柳建設㈱ 22.06 22.06 西土第149号　一般国道402号　法面対策その２工事 新潟県 新潟市西蒲区間瀬地内

2800 鳥取県八頭総合事務所 吉田建設㈱ 22.06 22.07 平成21年度林道篭山線(安蔵工区)開設工事 鳥取県 鳥取市用瀬町屋住（やずみ）地区

2801 群馬県藤岡土木事務所 ライト工業㈱ 22.06 22.09 補助公共　地域活力基盤創造（災防）　分割4号 群馬県 多野郡上野村楢原

2802 群馬県沼田土木事務所 ㈱椎坂建設 22.06 22.11 補助公共　社会資本総合整備（活力基盤（国道・災防）） 群馬県 沼田市利根町園原

2803 福井県奥越農林総合事務所 横井建設㈱ 22.06 22.12 復旧治山工事（通常）（ゼロ国債） 福井県 勝山市遅羽町比島

2804 出雲県土整備事務所 ㈱安井組 22.07 22.07
平成２１年度林道開設事業（森林管理道）宮本聖谷線第１
工区道路工事

島根県 出雲市多伎町小田

2805 岐阜県下呂市 馬瀬建設㈱ 22.07 22.09 環工第6号　下呂市クリーンセンター落石防止工事 岐阜県 下呂市小川地内

2806 愛知県豊田加茂建設事務所 ㈱安藤組 22.07 22.09
一般国道257号　視距改良工事（交付金）の内岩塊固定工・
岩接着工事

愛知県 豊田市稲武町地内

2807 北海道根室振興局 小針・西尾JV 22.07 22.10 八木浜地区地域防災対策総合治山工事 北海道 目梨郡羅臼町

2808 広島県西部農林水産事務所 ㈱西日本ｸﾞﾘｰﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ 22.07 22.12
国定公園等整備事業三段峡地区歩道安全対策工事ＮＯ，
1

広島県 山県郡安芸太田町横川横川北平

2809
愛知県新城設楽農林水産事務
所

東京戸張㈱ 22.07 23.02 水源地域整備事業第3-2号 愛知県 北設楽郡設楽町峯他地内

2810 広島県東部農林水産事務所 ㈱西日本ｸﾞﾘｰﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ 22.07 23.03 国定公園等整備事業帝釈峡歩道安全対策工事ＮＯ，1 広島県 神石郡神石高原町相渡

2811
国土交通省関東地方整備局渡
良瀬川河川事務所

中村土建㈱
22.08.

23
22.09.3

1
Ｈ２１久蔵川三号砂防堰堤工事 栃木県 日光市足尾町

2812 藤本邸 栄宝生建設㈱ 22.08 22.09 藤本邸･石垣補修･岩盤接着工事 高知県 高知市愛宕山

2813 長野県松本建設事務所 平林建設㈱ 22.08 22.09 平成２２年度　県単道路防災　工事 長野県 東筑摩郡生坂村

2814 長野県土尻川砂防事務所 高木建設㈱ 22.08 22.09 平成２１年度　国補通常砂防　工事(砂)滝の沢 長野県 長野市大岡下大岡

2815 東京都奥多摩町役場 ㈱清水建設 22.08 22.10 大丹波秩父線落石防止網設置工事 東京都 西多摩郡奥多摩町大丹波地内

2816 広島県東部農林水産事務所 ㈱西日本ｸﾞﾘｰﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ 22.08 22.11 治山施設機能強化事業(山腹工事）ＮＯ，104 広島県 福山市蔵王町外

2817 栃木県大田原土木事務所 ㈱明商 22.08 22.11 塩那道路対策工事　中塩原室那須線その１（県単塩那） 栃木県 那須塩原市中塩原

2818 石川県石川土木総合事務所 ㈱風組 22.08 22.11 災害に強い道路整備工事（岩接着工その１） 石川県 白山市白峰（大正橋）地内

2819 石川県石川土木総合事務所 ㈱西山産業 22.08 22.11 災害に強い道路整備工事（岩接着工その２） 石川県 白山市白峰（大正橋）地内

2820 石川県石川土木総合事務所 竹腰永井建設㈱ 22.08 22.11 災害に強い道路整備工事（岩接着工その３） 石川県 白山市白峰（大正橋）地内

2821 北海道根室振興局 中畑建設㈱ 22.08 22.11 北浜地区２復旧治山工事 北海道 目梨郡羅臼町

2822 北海道函館土木現業所 ㈱アロー建設 22.08 22.12 戸井漁港広域水産基盤整備工事2 北海道 函館市

2823 岡山県備中県民局 山陽ロード工業㈱ 22.08 22.12 １－１　公共　道路防災工事 岡山県 新見市草間

2824 岡山県備中県民局 津山グリン建設工業㈱ 22.08 22.12 ７－１　復旧治山事業　児島唐琴地区　山腹工 岡山県 倉敷市児島唐琴町

2825 岡山県備前県民局 オゴー開発㈱ 22.08 22.12 ８－１－１　公共　急傾斜地崩壊対策工事（B工区） 岡山県 岡山市北区玉柏
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2826
国土交通省中部地方整備局高
山国道事務所

CF建設協業組合 22.08 23.02 平成22年度　41号下呂高山管内防災工事 岐阜県
高山市久々野町木賊洞、下呂市三
原地内

2827 福井県丹南土木事務所 山田土木㈱ 22.08 23.02 道路防災対策工事（社会資本整備総合交付金） 福井県 南条郡南越前町甲楽城

2828 岡山県備前県民局 不二道路工業㈱ 22.09 22.11 ８－１－２　公共　急傾斜地崩壊対策工事（C工区） 岡山県 岡山市北区玉柏

2829 山梨県峡南建設事務所 早邦建設㈱ 22.09 22.12 県道南アルプス公園線道路防災工事 山梨県 南巨摩郡早川町湯島地内

2830 岐阜県飛騨農林事務所 ㈱飛研 22.09 23.01 飛治公第1008号　公共予防治山工事 岐阜県 高山市丹生川町日面大谷西平地内

2831
鳥取県八頭総合事務所県土整
備局

山陰建設㈱ 22.09 23.01
県道津山智頭八東線改良工事（法面工）（交付金改良）岩
接着落石予防工

鳥取県 八頭郡八頭町島

2832 岐阜県下呂土木事務所 ㈱杉建 22.09 23.02
第2-A77、崩-1、指修2号　公共社会資本整備総合交付金
（災害防除）、県単崩落決壊防止（崩壊決壊防止）、県単指
定修繕工事

岐阜県 下呂市萩原町大ケ洞ほか地内

2833 岐阜県下呂土木事務所 ㈱加藤組 22.09 23.02
第2-A70、現交1号公共社会資本整備総合交付金事業（災
害防除）、県単現道構造改築（交通事故防止）工事

岐阜県 下呂市金山町東沓部地内

2834 岐阜県古川土木事務所 ㈱金岡建設 22.09 23.03
第2-A88号　公共社会資本整備総合交付金（災害防除）事
業

岐阜県 飛騨市宮川町巣之内地内

2835 静岡県伊豆市 梅原土建工業㈱ 22.09 23.03 平成２２年度　観光施設整備事業　萬城の滝整備　工事 静岡県 伊豆市地蔵堂

2836 福井県福井土木事務所 明和工業㈱ 22.09 23.03 （県単）道路防災対策工事（きめ細かな交付金） 福井県 福井市東河原

2837 福井県福井土木事務所 ㈱小澤工務店 22.09 23.03 （県単）道路防災対策工事 福井県 福井市国山

2838 国交省飯田国道事務所 伊賀良建設㈱ 22.10 22.11 平成２１年度　飯田維持管内防災　工事 長野県 下伊那郡根羽村

2839 静岡県河津町役場 東海建設㈱ 22.10 22.12 平成22年度　町道荻ノ入1号線道路改良工事 静岡県 賀茂郡河津町梨本地内

2840 北海道根室振興局 中畑建設㈱ 22.10 22.12 八木浜地区2山地災害減災対策治山工事 北海道 目梨郡羅臼町

2841 鳥取県八頭総合事務所 岡島建設(有) 22.10 22.12 国道482号　道路災害防除工事（淵見1工区） 鳥取県 八頭郡若桜町淵見地内

2842 東京都西多摩建設事務所 大舘建設工業㈱ 22.10 23.01 道路災害防除工事（22西の４） 東京都
西多摩郡奥多摩町日原街道８３斜
面

2843 北海道東部森づくりセンター 日本緑化・木黒JV 22.10 23.01 木樋地区復旧治山工事 北海道 網走郡津別町

2844 島根県松江市 (有)アイテックいとがわ 22.10 23.01 来待ストーン不安定岩塊撤去工事 島根県 松江市宍道町地内

2845
国土交通省近畿地方整備局紀
南河川国道事務所

大和緑化㈱ 22.10 23.02 国道42号串本管内防災工事 和歌山県 東牟婁郡串本町鬮野川地先地

2846 岐阜県可茂農林事務所 ㈱ニシノ 22.10 23.03
可治第7号　公共山地災害総合減災対策治山事業大切ほ
か山腹工事

岐阜県 加茂郡東白川村五加大切ほか地内

2847 岐阜県下呂農林事務所 馬瀬建設㈱ 22.10 23.03 下治第2205号　予防治山工事 岐阜県 下呂市小坂町落合ミザタ地内

2848 静岡県下田土木事務所 (有)国本組 22.10 23.03
平成22年度（国）１３６号緊急生活支援道路事業工事（斜面
対策工）

静岡県 賀茂郡西伊豆町仁科地内

2849 福井県丹南土木事務所 オタ建設㈱ 22.10 23.03 （県単）道路防災対策工事（きめ細かな交付金）その２工事 福井県 丹生郡越前町梅浦

2850 岡山県備中県民局 第二建設㈱ 22.10 23.03 ５－１－４　公共　道路工事（防災） 岡山県 総社市槙谷

2851 兵庫県朝来農林振興事務所
トーコーテクノ㈱大阪支
店

22.10 23.03 21Y第18号ほか　平成21年度予防治山事業 兵庫県 朝来(あさご)市生野町真弓
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2852 島根県浜田県土整備事務所 平成建設(有) 22.10 23.05
（主）旭戸河内線　市木工区社会資本整備総合交付金（災
害防除）工事

島根県 浜田市旭町市木

2853 北海道根室振興局 尾田建設㈱ 22.11 22.11 チエンベツ川小規模治山工事 北海道 目梨郡羅臼町

2854
岡山県備中県民局建設部新見
地域事業推進室

杉岡建設㈱ 22.11 22.12 33-1　公共　平成22年発生道路災害復旧工事 岡山県 新見市上市

2855 広島県尾道市役所 シンタカ建設㈱ 22.11 23.01 堂ヶ迫地区山腹小規模崩壊地復旧工事 広島県 尾道市栗原町

2856
広島県東部建設事務所・三原
支所

アマノ企業㈱ 22.11 23.01 予防治山事業山腹工事Ｎｏ．４ 広島県 尾道市栗原町

2857 岡山県備中県民局 津山グリン建設工業㈱ 22.11 23.02
１－１　林地荒廃防止事業　長屋（中ノ小屋）地区　1工区
山腹工

岡山県 高梁市備中町長屋

2858 鳥取県中部総合事務所 (有)山建運輸 22.11 23.02
県道大谷曹源寺線災害防除工事（上西谷工区）（緊急経済
対策）

鳥取県 東伯郡三朝町上西谷

2859
岡山県備中県民局新見地域事
務所

第二建設㈱ 22.11 23.02 ２－１８－８　公共　道路工事 岡山県 新見市哲多町宮河内

2860 島根県出雲県土整備事務所 ㈱中筋組 22.11 23.02 (主)大社日御碕線中山工区県単道路（交通安全）工事 島根県 出雲市大社町日御碕

2861
愛知県新城設楽農林水産事務
所

東京戸張㈱ 22.11 23.03 復旧治山事業第12号 愛知県
北設楽郡東栄町大字奈根字中在家
地内

2862 岐阜県古川土木事務所 馬瀬建設㈱ 22.11 23.03
第2-A80-2,2-A88-2号　公共社会資本整備総合交付金
（災害防除）・県単崩落決壊防止工事

岐阜県 飛騨市神岡町麻生野他地内

2863 高知県高知土木事務所 ㈱ロードグリーンズ 22.11 23.03
道交地（改築）第21‐017‐7号県道春野赤岡線地域活力基
盤創造交付金工事

高知県 高知市春野町仁ノ

2864 長野県飯田建設事務所 ㈱トライネット 22.12 23.02
平成２２年度　社会資本整備交付金（活力創出基盤整備）
工事

長野県 下伊那郡売木村

2865
近畿中国森林管理局鳥取森林
管理署

㈱藤原組 22.12 23.02 旧城山山腹補修工事 鳥取県 鳥取市丸山町

2866 岐阜県恵那農林事務所 篠田㈱ 22.12 23.03
恵治第2228号　県単治山事業恵那市山岡町原長沢地区工
事

岐阜県 恵那市山岡町原長沢地内

2867 愛知県豊田市 スロープガード㈱ 23.01 23.02 香嵐渓園地落石対策工事 愛知県 豊田市足助町

2868 山梨県甲府市役所 小野建設㈱ 23.01 23.03 市道昇仙峡線落石防止工事（２２－２） 山梨県 甲府市高成町地内

2869 山梨県富士河口湖町役場 ㈱吉野土建 23.01 23.03 小曲展望広場法面対策工事 山梨県 富士河口湖町淺川地内

2870 秋田県八峰町 東北技建㈱ 23.01 23.03 町道岩館海岸線法面保護工事 秋田県 山本郡八峰町

2871 岡山備中県民局 ㈱佐野組 23.01 23.03 2-6-3　公共　道路工事（道路防災） 岡山県 新見市上市

2872 島根県県央県土整備事務所 ㈱オーサン 23.01 23.03 平成22年度復旧治山事業外阿須那地区法面工事 島根県 邑智郡邑南町大字阿須那地内

2873 島根県出雲県土整備事務所 山本工業㈱ 23.01 23.03
(一）佐田小田（停）線小田工区社会資本整備総合交付金
（改良）工事

島根県 出雲市多伎町

2874 和歌山県東牟婁振興局 ㈱夏山組 23.02 23.03
平成２２年度　地防　第２号-１　地域防災対策総合　治山
事業

和歌山県 新宮市

2875 長野県下伊那地方事務所 (有)雄長組 23.02 23.03 平成２２年度　予防治山事業第２号　工事 長野県 飯田市

2876 東京都あきる野市 ㈱馬場組 23.02 23.03 平成２２年度　林道開設工事（林道南沢線・その２）工事 東京都 あきる野市
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2877 島根県雲南県土整備事務所 (有)植田建設 23.02 23.04 平成22年度　県単自然災害防止事業大向地区山腹工事 島根県 雲南市掛合町掛合

2878 島根県益田県土整備事務所 ㈱野田工業 23.02 23.05
国道488号　長沢バイパス社会資本整備総合交付金（改
良）工事（第3期）

島根県 益田市長沢町地内

2879
広島県西部建設事務所安芸太
田支所

国土技建㈱ 23.03 23.04 (国）191号道路災害防除工事 広島県 山県郡安芸太田町坪野

2880 石川県奥能登土木総合事務所 ㈱のとさく 23.03 23.04 一般国道２４９号　道路災害防除　工事（法面2工区） 石川県 珠洲市

2881 佐賀県神埼土木事務所 ㈱富士建 23.03 23.09 三瀬神埼線道路橋梁保全工事 佐賀県 神埼市

2882 鳥取県東部総合事務所 (有)中村建設 23.03 23.09 北村地区減災対策治山工事 鳥取県 鳥取市河原町中北村

2883 福島県喜多方建設事務所 会津法面㈱ 23.03 23.10 10-41350-0470　地域活力基盤創造工事 福島県 耶麻郡北塩原村大字北山地内

2884 島根県出雲県土整備事務所 ㈱淞南ダイア 23.04 23.06
平成22年度山地災害総合減災対策治山事業（木村2工区）
山腹工事

島根県 出雲市所原

2885 岡山県備中県民局 第二建設㈱ 23.04 23.07 2-54-10　公共　道路工事（法面工） 岡山県 新見市哲多町宮河内

2886
関東森林管理局　いわき森林
管理署

㈱山田組 22.07 22.09 町分治山工事 福島県
双葉郡川内町大字上川内字高山外
1国有林

2887 岐阜県郡上農林事務所 馬瀬建設㈱ 22.07 23.09 郡治第2304号　予防治山工事（天狗岩） 岐阜県 郡上市美並町白山天狗岩地内

2888 岐阜県下呂市 馬瀬建設㈱ 22.08 23.02 建工第31号　カジヤ線落石対策工事 岐阜県 下呂市萩原町山之口地内

2889 岐阜県下呂土木事務所 ㈱加藤組 22.12 23.03 第崩緊第6号　県単崩落決壊防止工事 岐阜県 下呂市金山町乙原地内

2890 岐阜県恵那農林事務所 馬瀬建設㈱ 22.12 23.08
恵治工第2229号　公共予防治山事業中津川市中津川恵下
地区

岐阜県 中津川市中津川恵下地内

2891 岐阜県下呂農林事務所 馬瀬建設㈱ 22.12 23.08
下治第2208号　山地災害総合減災対策治山事業小瀬平工
事

岐阜県 下呂市萩原町上呂小瀬平地内

2892 石川県奥能登土木事務所 (有)中塚組 23.01 23.05 主要地方道珠洲穴水線　道路災害防除工事（その２） 石川県 石川県　珠洲市　宝立町　柏原地内

2893 岐阜県高山土木事務所 大山土木㈱ 23.02 23.07
第工交公交2-A183号公共社会資本整備交付金事業（道路
災害防除）（翌債）（国）158号工事

岐阜県 高山市丹生川町白井地内

2894
愛知県新城設楽農林水産事務
所

東京戸張㈱ 23.02 23.10 水源地域整備事業第3-6号工事 愛知県 北設楽郡設楽町田峯他地内

2895
中部森林管理局木曽森林管理
署

木曽土建工業㈱ 23.03 23.05 平成23年度　赤沢復旧治山工事 長野県 木曽郡上松町小山入国有林

2896 福井県奥越農林総合事務所 ㈱坪内建設 23.03 23.08 平成２２年度　復旧治山工事（通常）（ゼロ国債） 福井県 勝山市遅羽町比島

2897 長野県松本建設事務所 ㈱岡谷組 23.03 23.10
平成22年度　（国）道路災害防除（地方道）県単道路防災合
併工事

長野県 松本市

2898
東北地方整備局三陸国道事務
所

刈屋建設㈱ 23.03 24.03 宮古応急復旧その4工事 岩手県 宮古市

2899 富士河口湖町役場 ㈱吉野土建 23.04 23.04 富士河口湖町小曲展望広場落石対策工事 山梨県 南都留郡富士河口湖町

2900 群馬県渋川市役所 上毛緑産工業㈱ 23.04 23.06 一般補修事業　市道３－１０９２号線落石対策工事 群馬県 渋川市小野子地内
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2901 北海道オホーツク総合振興局 興和建設㈱ 23.04 23.07 木樋地区復旧治山工事 北海道 網走郡津別町木樋

2902
中国地方整備局鳥取河川国道
事務所

山陰建設㈱ 23.04 23.11 国道29号若桜地区防災工事 鳥取県 八頭郡若桜町落折地内

2903 群馬県渋川市役所 ㈱高特 23.05 23.06 単独公共　駐車場施設災害復旧事業 群馬県 渋川市伊香保町伊香保地内

2904 長野県木曽地方事務所 神稲建設（株） 23.05 23.06 平成22年度　予防治山事業第5号工事 長野県 木曽郡木曽町三岳字沢渡

2905 横浜市役所緑地公園課 ㈱昭和エンジニアリング 23.05 23.06 野島公園護岸整備石積み補修工事 神奈川県 横浜市

2906
愛媛県中予地方局久万高原土
木事務所

（株）二神組 23.05 23.08 道防災第２２号の１　（国）４４０号道路災害防除工事 愛媛県 上浮穴郡　久万高原町　西谷

2907 島根県出雲県土整備事務所 山本工業㈱ 23.05 23.08
(一）佐田小田（停）線小田工区社会資本整備総合交付金
（改良）工事第2期

島根県 出雲市多伎町小田　地内

2908 長野県諏訪地方事務所 ㈱常富興業 23.05 23.09 平成22年度　復旧治山事業　第22号　工事 長野県 茅野市字南栗平

2909 国土交通省関東地方整備局 中村土建㈱ 23.06 23.11 H22松木山腹(久蔵地区）工事 栃木県 日光市足尾町地先

2910 島根県出雲県土整備事務所 ㈱中筋組 23.06 23.07
（主）大社日御碕線日御碕工区地方道路災害防除工事（経
済対策）その２

島根県 出雲市大社町地内

2911 北海道根室振興局 山洋建設㈱ 23.06 23.12 八木浜地区２山地災害総合減災対策治山工事 北海道 目梨郡羅臼町八木浜

2912 兵庫県朝来農林振興事務所 ㈱扇土建 23.06 23.08
22債奥第3号　平成22年度　奥地保安林保全緊急対策事
業

兵庫県 朝来市生野町真弓

2913 三重県伊賀建設事務所 ㈱三和工務店 23.06 23.09
平成22年度国補災防・推進第1-分0001号　主要地方道名
張曽爾線災害対策推進（落対策）工事

三重県 名張市中知地内

2914 鳥取県中部総合事務所 福井土建㈱ 23.06 23.09 三徳地区環境防災林整備工事 鳥取県 東伯郡三朝町三徳

2915
富山県農林水産部富山農林振
興センター

丸新志鷹建設㈱ 23.06 23.10 平成２２年度　共生保安林整備（称名）山腹　工事 富山県 中新川郡立山町芦峅寺大日地内

2916 群馬県藤岡土木事務所 黒沢建設㈱ 23.07 23.09 補助公共　社会資本総合整備(活力基盤(地方道・災防) 群馬県 多野郡神流町大字船子地内

2917 島根県雲南県土整備事務所 ㈱渡部特殊土木 23.07 23.09 平岩地区外　県単砂防修繕（落石対策）工事 島根県 雲南市掛合町掛合地内

2918 群馬県中之条土木事務所 ㈱明商 23.07 23.10
単独公共　単独道路維持修繕事業（道路災害防除）　稲田
落石対策工

群馬県 吾妻郡東吾妻町大戸地内

2919 島根県出雲県土整備事務所 ㈱神田工業 23.07 23.11 大社地区県単砂防修繕（急傾斜：落石対策）工事（第２期） 島根県 出雲市大社町杵築北

2920
新潟県上越地域振興局地域整
備部

日特建設㈱ 23.07 23.12
平成22年度　緊地災防　第2109-00-00-00号　（主）妙高高
原公園線　社会資本整備交付金（災害防除）落石対策工事

新潟県 妙高市　関山　地内

2921 北海道根室振興局 寺井・西尾・中村JV 23.08 23.09 北浜地区復旧治山工事 北海道 目梨郡羅臼町北浜

2922
兵庫県姫路農林水産振興事務
所

護興業 23.08 23.09 22奥第10号　奥地保安林保全緊急対策事業 兵庫県 神崎郡神河町岩屋地内

2923 島根県県央県土整備事務所 イワミ工業㈱ 23.08 23.09
平成22年度（補正分）復旧治山事業外　阿須那地区法面工
事

島根県 邑智郡邑南町阿須那地内

2924 岡山県美作県民局建設部 中村建設㈱ 23.08 23.10 11-2　単県道路工事 岡山県 美作市位田
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2925
高知県幡多土木事務所宿毛事
務所

栄宝生建設㈱ 23.08 23.11
道交地（防災）第45-045-3号県道沖ノ島循環線地域活力
基盤創造交付金工事

高知県 宿毛市沖ノ島弘瀬

2926 島根県出雲県土整備事務所 ㈱フクダ 23.08 23.11 地すべり対策事業出雲地区落石対策（段工区） 島根県 出雲市見々久町

2927 富山農林振興センター 高尾建設㈱ 23.08 23.12 山のみち交付金林道有峰線第2工区（大谷）開設工事 富山県 富山県富山市有峰村川谷割　地内

2928
岡山県備前県民局農林水産事
業部

第二建設（株） 23.08 23.12 18-2　予防治山事業和気（観音山）地区山腹工 岡山県 和気郡和気町和気

2929 東京都西多摩建設事務所 小河内建設（株） 23.08 24.01 道路災害防除工事（23西の4） 東京都 西多摩郡奥多摩町川野

2930 岐阜県下呂土木事務所 馬瀬建設㈱ 23.08 24.02
第G14-61-2号　公共地域自主戦略交付金（災害復旧）工
事

岐阜県 下呂市馬瀬黒石地内

2931 広島県西部建設事務所 国土技建㈱ 23.08 24.03 国道191号　道路災害防除工事（1工区） 広島県 山県郡安芸太田町坪野

2932 国交省松本砂防事務所 金森建設㈱ 23.09 23.11 平成22年度　崩壊資材運搬路補強その２工事 長野県 北安曇野郡白馬村

2933
近畿中国森林管理局岡山森林
管理署

中一建設㈱ 23.09 23.11 黒井山山腹工事 岡山県 瀬戸内市邑久町虫明地内

2935
岡山県備中県民局高梁地域事
務所

第二建設（株） 23.09 23.12 112-24-2　単県　道路工事（落石対策工） 岡山県 高梁市備中町長屋

2936 岐阜県高山土木事務所 ㈱杉建 23.09 24.01
第工交公地G14-67号公共地域自主戦略交付金（災害復
旧）（国）257号工事

岐阜県 高山市清見町楢谷地内

2937 群馬県富岡森林事務所 ㈱アイビック 23.09 24.03 平成２３年度　予防治山事業 群馬県 甘楽郡南牧村大字高岩地内

2938 長野県北信建設事務所 北信土建㈱ 23.09 24.04
平成22年度社会資本整備総合交付金（水の安全・安心基
盤整備）火山砂防　工事

長野県 下高井郡山ノ内町落合

2939
高知県幡多土木事務所宿毛事
務所

栄宝生建設㈱ 23.10 23.11
道交地自主（防災）第14-111-3号県道沖ノ島循環線地域
自主戦略交付金工事

高知県 宿毛市沖ノ島母島

2940 岡山県美作県民局 ㈱大森工務店 23.10 23.11 神庭の滝自然公園法面保護及び遊歩道（1工区）整備工事 岡山県 真庭市神庭地内

2941 島根県奥出雲町 （有）福間工務店 23.10 23.11 町道湯ノ原線道路（落石予防）工事 島根県 仁多郡奥出雲町三成

2942 東日本旅客鉄道㈱水戸支社 東鉄工業㈱水戸支店 23.10 23.11 水戸・安積永盛間土木構造物災害復旧工事　DKボンド工 茨城県 水郡線（下小川～西金間）

2943 長野県下伊那地方事務所 (有)雄長組 23.10 23.11 平成22年度　予防治山事業第13号　工事 長野県 飯田市字高森山

2944 岡山県美作県民局建設部 日本植生㈱ 23.10 23.12 2-7-1　公共　道路工事（道路防災） 岡山県 真庭市荒田

2945 兵庫県六甲治山事務所 北浦建設㈱ 23.10 23.12 22K第18号　平成22年度　復旧治山事業 兵庫県
神戸市北区有馬町字六甲山(後鉢
巻）地内

2946 山梨県峡南建設事務所 ㈱小林建設工業所 23.10 24.01 一般県道　遅沢静川線道路災害防除工事 山梨県 南巨摩郡早川町

2947 広島県西部建設事務所 西日本ｸﾞﾗｳﾄ工業㈱ 23.10 24.02 国道191号　道路災害防除工事（2工区） 広島県 山県郡安芸太田町坪野

2948 東京都奥多摩町役場 （有）井上土建 23.10 24.03 堺栃寄線防護網設置工事 東京都 西多摩郡奥多摩町境

2949 石川県石川農林総合事務所 ㈱堀建設 23.10 24.07 平成23年度　予防治山事業　神社山地区　山腹工事 石川県 白山市三ツ屋野町

2950 石川県石川農林総合事務所 ㈱佐藤組 23.10 24.08
平成23年度　奥地保安林保全緊急対策事業赤清水地区山
腹工事

石川県 白山市女原地区
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2951
岡山県備中県民局農林水産事
業部

㈱佐野組 23.11 23.12
14-1　予防治山事業（地域自主戦略交付金）笠岡（田頭）
地区山腹工

岡山県 笠岡市笠岡

2952 岡山県備中県民局建設部 日本植生㈱ 23.11 23.12 2- 5- 6 公共　道路工事（防災） 岡山県 新見市草間

2953 島根県出雲県土整備事務所 ㈱中筋組 23.11 23.12
鵜峠地区外５地区　県単砂防修繕（急傾斜：落石対策）工
事

島根県 出雲市大社町鵜峠地内外

2954 島根県出雲県土整備事務所 ㈱中筋組 23.11 23.12 花摘地区県単砂防修繕（急傾斜：落石対策）工事 島根県 出雲市大社町遥堪

2955 島根県出雲県土整備事務所 今岡工業㈱ 23.11 24.01 原川地区県単砂防修繕工事 島根県 出雲市佐田町一窪田地内

2956 JR東日本旅客鉄道㈱ モロオカ建設㈱ 23.11 24.02 覆式落石防止網新設工事 群馬県
渋川市赤城町～沼田市岩本町(津
久田・岩本間109K400m付近)

2957 島根県益田市 ㈱大谷商工 23.11 24.02 双川峡落石対策工事 島根県 益田市美都町板井川地内

2958 山形県村山総合支庁建設部 東海林建設(株) 23.11 24.03
平成２２年度（明許繰越）土砂災害対策事業（急傾斜）山寺
（国補正）斜面対策（第３工区）工事

山形県 山形市大字山寺地内

2959 茨城県県北農林事務所 瀬谷建設㈱ 23.11 24.03 平成23年度　第1号　予防治山事業工事 茨城県 常陸太田市徳田町

2960 岡山県真庭市役所 （株）三木工務店 23.12 24.01 平成23年度　山乗渓谷岩着工事 岡山県 真庭市蒜山下和地内

2961 愛知県豊田市 スロープガード㈱ 23.12 24.03 王滝湖散策道落石防止工事 愛知県 豊田市豊松町地内

2962 愛媛県松山市役所道路課 湯浅工業（株） 23.12 24.03 四十島（ターナー島）保全維持工事 愛媛県 松山市　高浜町

2963 福井県奥越土木事務所 ㈱森尾組
24.01.

11
24.09.2

8
道路防災対策工事（地域自主戦略交付金）その1工事 福井県 大野市下山

2964 群馬県藤岡土木事務所 田畑建設㈱ 23.12 24.09 単独公共　単独道路改築事業 群馬県 藤岡市高山地内

2965 四国旅客鉄道㈱ 四国開発建設㈱ 24.01 24.01 土讃線大田口・土佐穴内間82ｋ７７０ｍ　のり面修繕工事 高知県 長岡郡大豊町

2966 島根県松江県土整備事務所 松近土木㈱ 24.01 24.02 六坊地区総合交付金（地すべり）工事 島根県 松江市秋鹿町六坊地内

2967
鳥取県八頭総合事務所県土整
備局

中一建設㈱ 24.01 24.02 竹市地区復旧治山工事（岩接着落石防止工） 鳥取県 八頭郡八頭町徳丸

2968 愛知県豊田市 ㈱小松 24.01 24.03 香嵐渓園地落石対策工事 愛知県 豊田市足助町

2969 岡山県備前県民局 日本緑研㈱ 24.01 24.07
3　予防治山事業（地域自主戦略交付金）和気（観音山）地
区山腹工

岡山県 和気郡和気町観音山

2970 山梨県中北建設事務所 小野建設㈱ 24.01 24.03 主要地方道　甲府昇仙峡線（馬車道）道路工事 山梨県 甲府市上帯那町

2971 神奈川県横須賀市役所 丸幸建設㈱ 24.01 24.03 鷹取山公園整備工事 神奈川県 横須賀市鷹取山

2972 神奈川県小田原土木事務所 ㈱鈴木組 24.01 24.03 道路災害防除工事その２ 神奈川県 足柄下郡湯原町

2973 山梨県甲府市役所 (有)グリーン開発 24.01 24.03 落石防止工事（２３－１） 山梨県 甲府市高成町

2974 山梨県富士・東部建設事務所 ㈱吉野土建 24.01 24.03 国道１３７号線落石対策工事 山梨県 南都留郡富士河口湖町

2975
岡山県備中県民局農林水産事
業部

日本緑研㈱ 24.01 24.04 10-2　復旧治山事業　哲多町花木（ドンドロ）地区山腹工 岡山県 新見市哲多町花木

2977 島根県浜田県土整備事務所 ㈱山本組 24.02 24.03
平成23年度　林地荒廃防止事業　十通り地区工事（岩接着
工）

島根県 浜田市旭町来尾地内

2978 宮城県仙台市 ㈱環境保全センター 24.02 24.03 一本松公園改修工事 宮城県 仙台市青葉区旭ヶ丘二丁目36番地
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2979 国交省姫路国道事務所 ㈱神崎組 24.02 24.05 国道29号　宍粟市内防災工事 兵庫県 宍粟市波賀町原～引原地先

2980
岡山県備前県民局農林水産事
業部

第二建設（株） 24.02 24.05 1-2　災害関連緊急治山事業（現年災）　石島地区　山腹工 岡山県 玉野市石島

2981 福島県白河市役所 会津法面㈱ 24.03 24.12 第31228号　林地崩壊防止事業（搦目山地区）工事 福島県 白河市大字搦目山地内

2982 福島県白河市役所 会津法面㈱ 24.03 24.12 第31242号　林地崩壊防止事業（東町地区）工事 福島県 白河市表郷小松字東町地内

2983 神戸市建設局東部建設事務所 安場建設㈱ 24.04 24.04 神戸六甲線防災対策工事（その1） 兵庫県 神戸市灘区六甲山町東山ノ内

2984 島根県浜田県土整備事務所 共栄建設(有) 24.04 24.04
（主）三隅美都線外６線  道路維持管理業務委託（三隅工
区）工事

島根県 浜田市三隅町黒沢

2985 神戸市建設局東部建設事務所 八雲建設㈱ 24.04 24.05 奥摩耶六甲線防災対策工事 兵庫県 神戸市灘区摩耶山町

2986 岐阜県高山土木事務所 馬瀬建設㈱ 23.9 24.6
第工交公地G14-69号　公共地域自主戦略交付金（災害防
除）（主）高山清見線

岐阜県 高山市清見町三日町地内

2987 岐阜県下呂土木事務所 馬瀬建設㈱ 23.12 24.6
第G14-62-2・崩緊7号　公共地域自主戦略交付金（災害防
除）・県単緊急落石危険個所対策事業費工事

岐阜県 下呂市金山町岩瀬地内

2988 山梨県富士・東部建設事務所 大嶺興業㈱ 24.1 24.9 一般国道139号災害防除工事(明許） 山梨県 北都留郡小菅村

2989 岐阜県下呂農林事務所 馬瀬建設㈱ 24.1 24.7 下治第2312号　予防治山事業ヒダニヒラ工事 岐阜県 下呂市三原ヒダニヒラ地内

2990
東北森林管理局三陸北部森林
管理署

刈屋建設株式会社 24.3 25.1 御山川（Ⅱ）治山工事 岩手県 宮古市

2991 新潟県湯沢町 ㈱森下組 24.4 24.4 湯沢町町道落石対策工事（維持工事） 新潟県 南魚沼郡湯沢町三俣地内

2992 福島県喜多方建設事務所 会津法面㈱ 24.4 24.11 11-41350-0481　道路橋りょう整備（基幹）工事（法面） 福島県 耶麻郡北塩原村

2993 群馬県中之条土木事務所 ㈱高特 24.4 24.8 補助公共　社会資本総合整備(全国防災・国道） 群馬県 吾妻郡嬬恋村

2994 環境省東北地方環境事務所 刈屋建設株式会社 24.4 25.3
平成23年度　浄土ヶ浜集団施設地区海岸歩道落石対策整
備工事

岩手県 宮古市

2995
国交省中部地方整備局岐阜国
道事務所

小池土木㈱ 24.4 24.12 平成23年度41号大利・上麻生地区防災工事 岐阜県 加茂郡白川町・八百津町

2996 山梨県峡南建設事務所 早邦建設㈱ 24.4 24.8
県道南アルプス公園線初鹿島地内道路災害防除工事（明
許）

山梨県 南巨摩郡早川町

2997 山梨県中北建設事務所 坂本土建㈱ 24.4 24.9 主要地方道甲府昇仙峡線（馬車道）道路工事（明許） 山梨県 甲府市上帯那町

2998 群馬県富岡森林事務所 ㈱アイビック 24.5 24.7 平成２３年度　予防治山事業 群馬県 甘楽郡南牧村

2999 岐阜県高山土木事務所 ㈱杉建 24.5 24.9
第工交公地G14-88号　公共地域自主戦略交付金（災害防
除）（翌債）（主）高山清見線

岐阜県 高山市清見町巣野俣地内

3000 北海道根室振興局 山洋・小針JV 24.5 24.10 北浜地区２復旧治山工事 北海道 目梨郡羅臼町北浜

3001 島根県浜田県土整備事務所 今井産業㈱ 24.5 24.7
平成２３年度ふるさと農道整備事業大邑地区法面保護（そ
の５）工事

島根県 江津市桜江町谷住郷

3002 山梨県峡南建設事務所 井上建設㈱ 24.5 24.11 一般県道十谷鬼島線道路災害防除工事４工区（明許） 山梨県 南巨摩郡富士川町

3003 奈良県南部農林振興事務所 ㈱ウエキ 24.5 24.7 第6号　平成23年度　予防治山事業 奈良県 吉野郡天川村大字和田地内
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3004 岡山県真庭市役所蒜山振興局 梶岡建設㈱ 24.6 24.7 平成24年度　山乗渓谷岩着工事 岡山県 真庭市蒜山下和地内

3005 長野県諏訪地方事務所 ㈱司建設 24.6 24.7 平成23年度復旧治山事業第1号工事（ゼロ国債） 長野県 茅野市字南栗平

3006 東海旅客鉄道㈱（JR東海） ハラ建設㈱ 24.6 24.8
12中工決107号坂下・落合川間324K450M付近斜面整備工
事

岐阜県 中津川市瀬戸地内

3007 新潟県上越振興局 ㈱興和 24.6 24.11
戦災防第212-00-00-03号　主妙高高原公園線地域自主
戦略（災防）落石対策工事

新潟県 妙高市大字関山地内

3008 島根県県央県土整備事務所 ㈱オーサン 24.7 24.8
平成23年度（ゼロ国債外）復旧治山事業外阿須那地区法
面工事

島根県 邑智郡邑南町阿須那地内

3009
国交省北陸地方整備局神通川
水利砂防事務所

宝興建設㈱ 24.7 24.8 岩坪谷第5号砂防堰堤工事 岐阜県 高山市奥飛騨温泉郷一重ケ根地先

3010 岐阜県古川土木事務所 協業組合H・C建設 24.8 24.10
第14-72-K2号　公共地域自主戦略交付金（災害防除）事
業工事[翌債]

岐阜県 飛騨市宮川町巣之内地内

3011 福井県丹南農林総合事務所 ㈱ミユキ建設 24.8 25.1 平成２４年度　予防治山工事 福井県 丹生郡越前町高佐

3012 群馬県富岡土木事務所 上原建設㈱ 24.8 24.9
単独公共　単独道路維持修繕事業（道路災害防除）（主）下
仁田浅科線

群馬県 甘楽郡下仁田町

3013 埼玉県川越農林振興センター ㈱献 24.8 24.10 平成24年度　タガテ山村生活安全対策　工事 埼玉県 飯能市大字虎秀地内

3014
富山県農林水産部富山農林振
興センター

丸新志鷹建設㈱ 24.8 25.7 平成24年度共生保安林整備（称名）山腹工事 富山県 中新川郡立山町芦峅寺大日地内

3015 広島県西部農林水産事務所 ㈱西日本ｸﾞﾘｰﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ 24.8 24.12 国定公園整備事業三段峡地区　歩道安全対策工事NO,1 広島県 山県郡安芸太田町横川

3016 東京都西多摩建設事務所 熊谷建設㈱ 24.8 24.5 道路災害防除工事（24西の５） 東京都 西多摩郡奥多摩町

3017
鳥取県中部総合事務所県土整
備局

(有)東亜土木 24.8 24.12 三徳1地区環境防災林整備工事　岩盤接着工 鳥取県 東伯郡三朝町三徳

3018 三重県伊賀建設事務所 ㈱三和工務店 24.8 24.9
平成23年度国補災防・推進第1-分0002号主要地方道名張
曽爾線災害対策推進（落石対策）工事

三重県 名張市中知地内

3019
国交省中国地整鳥取河川国道
事務所

山陰建設㈱ 24.8 25.2 志戸坂峠道路外防災工事 鳥取県 鳥取県八頭郡智頭町福原

3020 群馬県藤岡土木事務所 ㈱明商　群馬営業所 24.8 25.2 単独公共　単独道路維持修繕事業（道路災害防除） 群馬県 多野郡上野村

3021 広島県東部農林水産事務所 ㈱西日本ｸﾞﾘｰﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ 24.8 25.1 国定公園等整備事業帝釈峡歩道安全対策工事NO,1 広島県 神石郡神石高原町相渡

3022 岡山県備中県民局 第二建設（株） 24.8 25.2 2-5-15　2-12-9　111-24-3　公共　道路工事（防災） 岡山県 新見市草間

3023 愛知県西三河農林水産事務所 東京戸張㈱ 24.9 24.12 予防治山事業第4号工事 愛知県 岡崎市桜形町中嶋地内

3024 長野県下伊那地方事務所 (有)雄長組 24.9 24.11 平成24年度　予防治山事業第1号　工事 長野県 飯田市字高森山

3025 島根県雲南県土整備事務所 (有)植田建設 24.9 24.12
国道432号　湯の原工区　国庫交付金道路（災害防除）工
事

島根県 仁多郡奥出雲町三成

3026 奈良県五條土木事務所 山一建設㈱ 24.9 25.8 一般国道168号　道路災害復旧事業 奈良県 吉野郡十津川村大字桑畑地内
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3027 長野県北信建設事務所 北信土建㈱ 24.9 24.11
平成22年度社会資本整備総合交付金（水の安全・安心基
盤整備）火山砂防工事その2

長野県 下高井郡山ノ内町落合

3028
林野庁関東森林管理局茨城森
林管理署

(株)大藤組 24.9 24.11 日向山治山工事に係る　岩接着工事 茨城県
久慈郡大子町大字袋田字日向山国
有林2086林班

3029
中日本ハイウェイ・メンテナンス
東名㈱

㈱アキヤマ 24.9 24.12
東名高速道路他  浜松管内維持修繕業務 (落石防止工ー
１）

静岡県 浜松市北区引佐町

3030 岡山県備前県民局 藤田興業㈱ 24.9 25.3 2-1-4　2-2-1　公共　道路工事（落石防止工） 岡山県 玉野市渋川

3031 岐阜県可茂農林事務所 丸ス産業㈱ 24.9 25.2 可治第5号　公共予防治山事業前山工事 岐阜県 加茂郡白川町河岐字前山地内

3032 岡山県真庭市 梶岡建設㈱ 24.10 24.10 神庭の滝自然公園法面保護及び遊歩道（2工区）整備工事 岡山県 真庭市竹原地内

3033 JR東日本旅客鉄道㈱ 須田建設㈱ 24.10 24.12 落石防止網新設工事 群馬県 利根郡みなかみ町

3034 北海道根室振興局 中畑建設㈱ 24.10 25.1 八木浜地区２山地災害総合減災対策治山工事 北海道 目梨郡羅臼町八木浜

3035 広島県東部農林水産事務所 アマノ企業㈱ 24.10 25.3 予防治山事業　山腹工事No.6 広島県 尾道市久保町

3036
鳥取県西部総合事務所県土整
備局

美保テクノス㈱ 24.10 25.2 彦名地区環境防災林整備工事 鳥取県 米子市彦名町

3037 長野県安曇野市役所 猿田建設㈱ 24.10 25.3 平成24年度　補助林道整備事業　林道烏川線　改良工事 長野県 安曇野市堀金烏川

3038
国土交通省中部地方整備局飯
田国道事務所

大宗土建㈱ 24.10 25.3 平成23年度　19号南部地区防災　工事 長野県 木曽郡南木曽町字読書

3039
広島県北部建設事務所　庄原
支所

㈱西日本ｸﾞﾘｰﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ 24.10 25.3
主要地方道東城西城線外道路維持修繕工事（道路災害防
除）

広島県 庄原市東城町保田他

3040 群馬県中之条土木事務所 ㈱高特 24.10 25.2 補助公共　社会資本総合整備（全国防災・地方道） 群馬県 吾妻郡中之条町

3041 群馬県富岡森林事務所 市川工業㈱ 24.10 25.2 平成２４年度　県単治山事業 群馬県 甘楽郡下仁田町

3042 石川県石川農林事務所 みのり建設㈱ 24.10 25.5 平成２４年度予防治山事業　吉野壁山地区山腹工事 石川県 白山市吉野

3043 東京都西多摩建設事務所 小河内建設㈱ 24.10 25.3 西川砂防工事 東京都 西多摩郡奥多摩町

3044 広島県東部農林水産事務所 アマノ企業㈱ 24.11 25.2 国定公園等整備事業龍頭峡歩道安全対策工事No2 広島県 福山市山野町

3045 高知県高知土木事務所 (有)今橋組 24.11 25.1 急傾　第8-1-15号　地京谷（2)急傾斜地崩壊対策工事 高知県 高知市神田地京谷

3046 和歌山県有田振興局建設部 中平建設㈱ 24.11 24.3
平成23年度　道保交金　第401-2号-5他　国道480号交付
金道路保全外合併工事

和歌山県 有田郡有田川町境川地内

3047 島根県浜田市 ㈱島根三友 24.11 24.12 市道大石谷線災害防除工事 島根県 浜田市旭町市木

3048
鳥取県八頭総合事務所県土整
備局

中一建設㈱ 24.11 25.2 竹市地区復旧治山工事（2工区） 鳥取県 八頭郡八頭町徳丸

3049 山口県岩国市 ㈱竹中 24.11 25.3 天然記念物岩屋観音窟落石防止工事 山口県 岩国市美川町根笠地内

3050
神奈川県逗子市役所教育委員
会

㈱鴻池組 24.11 25.1 国指定史跡名越切通大切岸安全対策工事 神奈川県 逗子市久木

3051
東北森林管理局三陸中部森林
管理署

横屋建設株式会社 24.11 25.3 浪板沢治山工事 岩手県 上閉伊郡大槌町
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3052 東京都奥多摩町役場 （有）井上土建 24.11 25.2 イヤ入線林道改良工事 東京都 西多摩郡奥多摩町

3053 和歌山県東牟婁振興局 井筒建設㈱ 24.11 25.2
平成24年度　国直　第2号－2　太地園地遊歩道法面その2
工事

和歌山県 東牟婁郡太地町

3054 和歌山県那智勝浦町役場 井筒建設㈱ 24.11 25.2 平成23年度　王子浦避難路整備工事 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町

3055 群馬県中之条土木事務所 ㈱高特 24.11 25.3 補助公共　社会資本総合整備（全国防災・地方道）その２ 群馬県 吾妻郡中之条町

3056 岡山県備中県民局建設部 ㈱佐野組 24.11 25.3 2-21-2　単県　道路工事（法面工） 岡山県 井原市美星町宇戸谷地内

3057
広島県西部建設事務所　安芸
太田支所

アマノ企業㈱ 24.12 25.5 一般国道191号道路災害防除工事(光石3工区） 広島県 山県郡安芸太田町坪野

3058 群馬県藤岡土木事務所 ライト工業㈱ 24.12 25.3 補助公共　社会資本総合整備（全国防災・地方道） 群馬県 多野郡上野村

3059 大分県臼杵土木事務所 ㈱重松組 24.12 25.2 平成24年度　交社急対　第11号　急傾斜地崩壊対策工事 大分県 津久見市大字保戸島

3060 JR東日本旅客鉄道㈱ （株）新津組 24.12 24.12 佐久海ノ口・海尻間42Ｋ070ｍ付近海尻こ線橋補修工事 長野県 南佐久郡南牧村

3061 岡山県備前県民局農林水産部 ㈱森産業 24.12 25.2
予防治山事業（地域自主戦略交付金）和気(観音山）地区
山腹工

岡山県 和気郡和気町和気

3062 東京都西多摩建設事務所 大舘建設興業㈱ 24.12 25.3 道路災害防除工事（24西の１９） 東京都 西多摩郡奥多摩町

3063 岡山県備中県民局建設部 松尾工業㈱ 25.1 25.2 2-16-2　単県　道路工事（落石予防工） 岡山県 加賀郡吉備中央町岨谷

3064 神戸市建設局 ㈱ゴショー 25.1 25.3 平成24年度神戸六甲線防災対策工事（その１） 兵庫県 神戸市灘区水車新田

3065 長野県松本建設事務所 ㈱アズサ 25.1 25.3 平成24年度　県単道路防災　工事 長野県 松本市扉鉱泉上

3066 岐阜県関市 ㈱山佐組 25.1 25.3 土維第73号　道路防災事業高賀線落石防止事業 岐阜県 関市洞戸高賀地内

3067 島根県松江県土整備事務所 ㈱ノリコー 25.1 25.2 六坊地区　県単地すべり対策工事 島根県 松江市秋鹿町地内

3068 愛知県豊田市 ㈱小松 25.1 25.3 香嵐渓園地落石対策工事 愛知県 豊田市足助町

3069 島根県松江県土整備事務所 (有)石橋工務所 25.1 25.2
大野魚瀬恵曇線（六坊工区）原発立地地域共生交付金（災
害防除）工事第3期

島根県 松江市秋鹿町

3070 山梨県甲府市役所 丸光建設㈱ 25.1 25.3 甲府昇仙峡落石防止工事（２４－１） 山梨県 甲府市上帯那町

3071 群馬県企業局 高山林業㈱ 25.1 25.3 中之条ダム下流法面保護工事 群馬県 吾妻郡中之条町

3072
中日本ハイウェイ・メンテナンス
東名㈱

㈱アキヤマ 25.1 25.3
東名高速道路他  浜松管内維持修繕業務 (落石防止工ー
３）

静岡県 掛川市西郷地内

3073
高知県幡多土木事務所宿毛事
務所

栄宝生建設㈱ 25.2 25.3
道交地自主（防災）第15-165-2号　県道沖ノ島循環線地域
自主戦略交付金工事

高知県 宿毛市沖ノ島母島

3074 岡山県美作県民局建設部 河井建設工業㈱ 25.2 25.3 2-21-1　2-21-5　公共　道路防災工事 岡山県 津山市加茂町山下

3075 島根県益田県土整備事務所 (有)石橋工務所 25.2 25.3 国道４８８号　猪木谷工区国庫交付金道路(災害防除)工事 島根県 島根県益田市猪木谷町

3076 山梨県富士・東部建設事務所 秋山土建㈱ 25.2 25.6 一般県道精進湖畔線災害防除工事（明許） 山梨県 南都留郡富士河口湖町

3077 島根県益田県土整備事務所 ㈱大谷商工 25.2 25.3
（主）浜田美都線板井川工区国庫交付金道路（災害防除）
工事

島根県 益田市美都町板井川地内
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3078 岡山県美作県民局建設部 ㈱高元組 25.3 25.3 2-9-2　3-1-6　単県　道路防災工事 岡山県 津山市加茂町黒木

3079 奨農土地㈱ ㈲ティー・ティー・エム 25.3 25.3 奨農土地株式会社防災工事 岡山県 倉敷市阿知

3080 栃木県那須塩原市役所 黒磯工業㈱ 25.1 25.5 木の俣川園地内災害復旧工事 栃木県 那須塩原市百村

3081 岐阜県揖斐土木事務所
ヤマモト・高田特定建設
工事共同企業体

25.4 25.10
第総交1-6A号　公共社会資本整備総合交付金（活力創出
基盤整備）工事

岐阜県 揖斐郡揖斐川町東横山地内

3082
鳥取県日野総合事務所県土整
備局

（有）原明建設 25.4 25.5
県道新見日南線（下石見工区）災害防除工事（交付金防
災）

鳥取県 日野郡日南町下石見

3083 島根県出雲県土整備事務所 今岡工業㈱ 25.5 25.7
（一）三刀屋佐田線大呂工区　国庫交付金道路（災害防除）
工事

島根県 出雲市佐田町大呂地内

3084 島根県県央県土整備事務所 ㈱オーサン 25.5 25.10 平成24年度復旧治山事業　福光3・5工区法面工事 島根県 大田市温泉津町

3085 島根県益田市 ㈱大谷商工 25.5 25.7 双川峡落石対策工事（落石防止工） 島根県 益田市美都町板井川地内

3086 島根県浜田市 ㈱島根三友 25.6 25.7 市道大石谷線災害防除工事 島根県 浜田市旭町市木

3087 大分県臼杵土木事務所 朝日工業㈱ 25.6 25.7 平成24年度　道改単合臼第3-2号　道路改良工事 大分県 臼杵市大字乙見

3088 栃木県大田原土木事務所 花塚重機建設工業㈱ 24.11 25.2
落石防止網設置工事　中塩原板室那須線その１（緊急減
災保）

栃木県 那須塩原市板室

3089 岐阜県下呂農林事務所 馬瀬建設㈱ 24.10 25.3 下治第2403号　予防治山事業東方工事 岐阜県 下呂市金山町沓部地内

3090 岐阜県下呂農林事務所 馬瀬建設㈱ 24.12 25.8 下治第2404号　予防治山事業こばた工事 岐阜県 下呂市小阪町門坂こばた地内

3091
国交省中部地方整備局岐阜国
道事務所

㈱讃建 24.12 25.6 平成24年度　41号下呂管内防災工事 岐阜県 下呂市門原～三原

3092
国土交通省関東地方整備局甲
府河川国道事務所

清水建設興業㈱ 25.2 25.5 H24万沢防災（その2）工事 山梨県 南巨摩郡南部町万沢

3093 岐阜県下呂土木事務所 馬瀬建設㈱ 25.2 25.7 第崩緊4号　県単緊急落石危険箇所対策工事 岐阜県 下呂市馬瀬黒石地内

3094
長野県北安曇地方事務所（林
務課）

㈱丸山建設 25.4 25.7 平成24年度　予防治山事業第10号工事 長野県 大町市美麻字大藤　地内

3095 岩手県沿岸広域振興局 刈屋建設㈱ 25.4 26.3 一般国道１０６号川井地区ほか道路維持補修業務委託 岩手県 宮古市

3096 福井県奥越農林総合事務所 ㈱土本組 25.4 25.9 平成24年度　予防治山工事 （火山） （補正） 福井県 大野市

3097 山梨県中北建設事務所 小野建設㈱ 25.5 25.7 主要地方道甲府昇仙峡線（馬車道）道路工事（明許） 山梨県 甲府市上帯名地内

3098 岐阜県関市 (有)フジケン土木 25.5 25.11
土木第49号　社会資本整備総合交付金事業本郷少合線落
石防止工事

岐阜県 関市上之保行合

3099 岐阜県高山土木事務所 ㈱杉建 25.5 25.7
第工建公交1-A119-2他号　公共社会資本整備総合交付
金（翌債）（国）361号上ケ洞

岐阜県 高山市高根町上ケ洞

3100 岐阜県郡上農林事務所 イビデングリーンテック㈱ 25.5 25.8 公交工第落補5-2号　公共防災安全交付金（翌債） 岐阜県 郡上市八幡町島谷地内

3101 群馬県富岡森林事務所 市川工業㈱ 25.5 25.10 平成２５年度　県単治山事業 群馬県 甘楽郡下仁田町
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3102 岐阜県恵那土木事務所 ㈱加地工務店 25.5 25.8
工第落補－8号　公共防災安全交付金事業（道路災害防
除）（翌債）

岐阜県 恵那市明智町

3103 山梨県峡南建設事務所 ㈱保坂建設 25.6 25.8 県道南アルプス公園線湯島地内落石対策工事（明許） 山梨県 南巨摩郡早川町湯島地内

3104
鳥取県八頭総合事務所県土整
備局

こおげ建設㈱ 25.6 26.1 竹市地区治山工事（復旧治山）（経済対策） 鳥取県 八頭郡八頭町徳丸地内

3105 富山県富山農林振興センター 丸新志鷹建設㈱ 25.6 25.11 平成24年度　共生保安林整備（称名）山腹その2工事 富山県 中新川郡立山町

3106 高知県馬路村 (有)岩城組 25.6 25.9 25災第4号　第25-13号　村道日浦線　道路災害復旧工事 高知県 安芸郡馬路村

3107 島根県雲南県土整備事務所 ㈱渡部特殊土木 25.6 25.7
平成24年度県単災害関連施工地管理事業（漆仁地区）山
腹工事

島根県 雲南市木次町湯村

3108 山形県村山総合支庁建設部 東海林建設㈱ 25.6 25.11
平成２４年度（明許繰越）土砂災害対策事業（急傾斜）山寺
（国補正）斜面対策工事

山形県 山形市大字山寺　地内

3109
国交省北陸地方整備局湯沢砂
防事務所

伊米ヶ崎建設㈱ 25.6 25.10 高石上流第２号砂防堰堤工事 新潟県 南魚沼市荒山地先

3110 長野県北安曇地方事務所 ㈱今井工務店 25.7 25.12 平成２４年度　復旧治山事業第１４号工事 長野県
北安曇郡小谷村 大字北小谷　字姫
川温泉

3111 岐阜県郡上農林事務所 日特建設㈱ 25.7 25.11 郡治第2507号　予防治山工事（矢ガ谷） 岐阜県 郡上市和良町宮代矢ガ谷

3112 福井県奥越土木事務所 ㈱長崎組 25.7 25.8 道路防災対策工事（地域自主戦略交付金）その2工事 福井県 一般国道158号大野市下打波

3114
鳥取県生活環境部ゆたかな自
然課

㈱東部林業 25.7 26.3 近畿自然歩道落石対策工事 鳥取県 岩美郡岩美町田後（たじり）

3115 広島県西部農林水産事務所
㈱西日本グリーンメンテ
ナンス

25.7 25.12
国定公園等整備事業　西中国山地国定公園　三段峡歩道
安全対策工事NO,4

広島県 山県郡安芸太田町

3116
国交省北陸地方整備局高田河
川国道事務所

㈱笠原建設 25.7 25.8 国道8号（糸魚川地区）維持工事 新潟県 糸魚川市外波

3117 岐阜県下呂土木事務所 馬瀬建設㈱ 25.7 26.1 第崩-1号　県単崩落決壊防止（一般）工事 岐阜県 下呂市萩原町西上田地内

3118
国交省中部地方整備局　庄内
川河川事務所

板垣建設㈱ 25.8 25.8 平成24年度　小里川ダム貯水池管理用道路工事 岐阜県 瑞浪市陶町　地先

3119 長野県長野地方事務所 北信土建㈱ 25.8 25.12
平成24年度　山地災害総合減災対策治山事業　第7号　工
事

長野県 千曲市

3120 高知県幡多土木宿毛事務所 栄宝生建設㈱ 25.8 25.9
道交地防安（防災）　第107-040-2号　県道沖ノ島循環線防
災・安全交付金工事

高知県 宿毛市沖の島町母島

3121
国交省中部地方整備局飯田国
道事務所

木下建設㈱ 25.8 25.7 平成25年度三遠南信千代地区法面防災対策工事 長野県 飯田市

3122 新潟県上越地域振興局 ㈱興和 25.8 25.12
防交災防15－20－00－00号　H25 主要地方道　妙高高原
公園線　防災安全（災防）落石対策工事

新潟県 妙高市大字関山　地内

3123 島根県雲南市 ㈱渡部特殊土木 25.8 25.9 雲南市道路維持修繕工事（その6） 島根県 雲南市掛合町松笠地内

3124 沖縄県浦添市教育委員会 ㈱武村石材建設 25.9 26.2 平成25年度　史跡浦添城跡ワカリジー保全対策工事 沖縄県 浦添市

3125
国土交通省 北海道 留萌開発
建設部

ハラダ工業㈱ 25.9 26.1 一般国道231号増毛町岩老改良工事 北海道 増毛郡増毛町岩老
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3126
林野庁東北森林管理局三陸中
部森林管理署

刈屋建設㈱ 25.9 26.3 浪板地区第二治山工事 岩手県 上閉伊郡大槌町

3127
林野庁東北森林管理局三陸北
部森林管理署

刈屋建設㈱ 25.9 26.3 半崎治山工事 岩手県 下閉伊郡山田町

3128 島根県雲南市 ㈱常松土建 25.9 25.10 平成25年度　市道竜宮線落石対策工事 島根県 雲南市吉田町吉田

3129 大阪府交野市倉治区 川中島建設㈱ 25.9 26.3 交野市倉治区源氏の滝整備工事 大阪府 交野市

3130 石川県石川農林総合事務所 ㈱中田組 25.9 26.1 平成24年度予防治山事業瀬戸野地区山腹工事 石川県 白山市瀬戸

3131 岡山県備中県民局 ㈱佐野組 25.9 26.1 2-12-4　公共　道路工事（防災） 岡山県 新見市千屋実（ちやさね）

3132 埼玉県川越農林振興センター ㈱献 25.9 26.2 平成25年度　タガテ山村生活安全対策工事 埼玉県 飯能市

3133 広島県西部建設事務所
㈱西日本グリーンメンテ
ナンス

25.9 26.3 一般国道191号道路災害防除工事 広島県 山県郡安芸太田町遊谷

3134 岐阜県下呂農林事務所 ㈱飛研 25.9 26.3 下治第2505号　予防治山事業日面小平1工事 岐阜県 下呂市久野川日面小平地内

3135 山梨県峡南建設事務所 ㈱古関工業 25.9 26.1 国道300号道路工事（一部債務） 山梨県 南巨摩郡身延町中の倉地内

3136 和歌山県環境生活総務課 井筒建設㈱ 25.9 26.3
平成24年度　国直　第2-4号　太地園地遊歩道法面その3
工事

和歌山県 東牟婁郡太地町

3137 島根県県央県土整備事務所 (有)森脇組 25.10 25.12
（主）浜田作木線雪田工区　防災安全交付金（改良）工事（2
月補正経済対策）第2期

島根県 邑智郡邑南町伏谷

3138 高知県幡多土木宿毛事務所 中山興業㈱ 25.10 25.12
道交地防安（防災）　第107-040-2号　県道沖ノ島循環線防
災・安全交付金工事

高知県 宿毛市沖の島町母島

3139 鳥取県八頭総合事務所整備局 （有）中田組 25.10 25.10
清徳地区（復旧治山工事）（林地荒廃防止）（1工区）（経済
対策）

鳥取県 八頭郡八頭町清徳

3140 山梨県中北建設事務所 長田建設㈱ 25.10 26.3 （主）笛吹市川三郷線防災工事 山梨県 甲府市芦川町地内

3141 北海道日高振興局 森林室 池田建設㈱ 25.10 25.11 ナンゴウ第一地区その２復旧治山工事 北海道 様似郡様似町冬島

3142 島根県松江県土整備事務所 ㈱庭の川島 25.10 25.12 林地荒廃防止事業　佐波地区工事 島根県 松江市島根町加賀地内（客神社）

3143 高知県いの町 (有)手箱建設 25.10 26.3
25災　第37号　　平成25年度　町道瓶ヶ森線道路災害復旧
工事

高知県 吾川郡いの町

3144
沖縄総合事務局国営沖縄記念
公園事務所

(有)西原農園 25.10 26.3 平成25年度首里城御内原奥書院庭園外整備工事 沖縄県
那覇市国営沖縄記念公園館内（首
里城地区）

3145
国交省中国地方整備局松江国
道事務所

日特建設㈱ 25.10 26.3 国道9号　大田防災工事 島根県
大田市仁摩町馬路～大田市温泉津
町小浜

3146 北海道根室振興局 山洋建設㈱ 25.10 25.12 海岸町地区３山地災害総合減災対策治山工事 北海道 目梨郡羅臼町海岸町

3147 鳥取県八頭総合事務所整備局 中一建設㈱ 25.10 25.11 清徳地区（復旧治山工事）（林地荒廃防止）（２工区） 鳥取県 八頭郡八頭町清徳

3148 島根県益田県土整備事務所 広栄建設㈱ 25.10 26.1
国道488号広瀬2工区国庫交付金道路（災害防除）工事第3
期

島根県 益田市匹見町広瀬地内

3149 福島県南会津建設事務所 ㈱渡部工務所 25.10 26.3 13-41360-0018　道路橋りょう整備（再復）工事（落石対策） 福島県
国道121号　南会津郡下郷町大字
豊成　地内

3150 岐阜県郡上農林事務所 日特建設㈱ 25.10 26.3 郡治第2519号　予防治山工事（矢ガ谷2） 岐阜県 郡上市和良町宮代矢ガ谷

3151 茨城県常陸大宮市土木事務所 吉原建設工業㈱ 25.11 26.1 国補災害防除　第24-04-154-0-001号　落石対策工事 茨城県 久慈郡大子町下金沢　地内
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3152 岡山県備中県民局 ㈱佐野組 25.11 26.2 54-2　復旧治山事業児島唐琴町地区山腹工 岡山県 倉敷市児島唐琴町

3153 広島県東部建設事務所 アマノ企業㈱ 25.11 26.5 予防治山事業山腹工事No.4 広島県 尾道市東久保町

3154 長崎県壱岐振興局農林水産部 ㈱昭大建設 25.11 26.3 24繰壱振林第3号　初瀬地区予防治山工事（3工区） 長崎県 壱岐市郷ノ浦町初山東触

3155 島根県浜田県土整備事務所 今井産業㈱ 25.11 26.3 平成25年度　復旧治山事業　妙ケ谷地区落石予防工事 島根県 江津市桜江町大貫地内

3156 島根県益田県土整備事務所 ㈱大谷商工 25.11 25.12
（一）波佐匹見線崎田3工区（全国防災）総合交付金（修繕）
工事第3期

島根県 益田市匹見町

3157 島根県県央県土整備事務所 ㈱オーサン 25.11 26.1
（主）浜田作木線　雪田工区　社会資本整備総合交付金
（改良）工事第4期

島根県 邑智郡邑南町雪田地内

3158 長野県山ノ内町 長電建設㈱ 25.11 25.12 ほなみ保育園改修工事 長野県 下高井郡山ノ内町

3159 島根県松江県土整備事務所 （有）石橋工務所 25.12 26.1
（一）大野魚瀬恵曇線（六坊工区）防災安全交付金（災害防
除）工事

島根県 松江市秋鹿町六坊地内

3160 愛知県豊田加茂農林事務所 豊緑化技研㈱ 25.12 26.3 道路災害防止工事 愛知県 豊田市上中町

3161 山梨県甲府市役所 丸光建設㈱ 25.12 26.3 落石防止工事（25－1） 山梨県 甲府市高成町地内

3162 高知県中央西林業事務所 ㈱四国ネット 25.12 26.6 予防　第803号　岩ノ谷　予防治山工事 高知県 吾川郡いの町

3163 静岡県加茂農林事務所 長田建設工業㈱ 25.12 26.3 平成２５年度治山（予防）九条工事に伴う、岩接着工 静岡県 下田市九条地内

3164 島根県出雲県土整備事務所 (有)間壁組 25.12 26.3 平成24年度林地荒廃防止事業（谷山上）山腹工事 島根県 出雲市大社町遙堪

3165 群馬県富岡森林事務所 市川工業㈱ 25.12 26.4 平成２４年度　予防治山事業 群馬県 甘楽郡下仁田町

3166 岩手県沿岸広域振興局 ㈱元持 26.1 26.3 一般県道吉浜上荒川線向地区道路災害防除工事 岩手県 釜石市

3167 島根県出雲県土整備事務所 ㈱淞南ダイア 26.1 26.3 平成24年度　予防治山事業（川北2工区）山腹工事 島根県 出雲市佐田町

3168 静岡県中遠農林事務所 大沼建設㈱ 26.1 26.6 平成25年度治山（予防）庵山工事　岩接着工1式 静岡県 周智郡森町森地内

3169 静岡県静岡土木事務所 ㈱宇佐美組 26.1 26.3 平成25年度東町県単急傾斜地崩壊対策工事 静岡県 静岡市

3170 群馬県富岡森林事務所 ㈱アイビック 26.2 26.5 平成２４年度　予防治山事業 群馬県 甘楽郡南牧村

3171 高知県馬路村 (有)岩城組 26.2 26.2 エヤノマキ環境保全工事 高知県 安芸郡馬路村

3172
神奈川県逗子市役所教育委員
会

㈱鴻池組 26.2 26.3 平成２５年度国指定史跡名越切通大切岸保存工事 神奈川県 逗子市久木地内

3173 沖縄県中城村 （有）星城建設 26.2 26.3 平成25年度　歴史の道整備工事 沖縄県
中頭郡中城村字新垣地内、登又地
内

3174 島根県出雲県土整備事務所 ㈱中筋組 26.2 26.5
（主）大社日御碕線　日御碕工区防災安全交付金（災害防
除）工事

島根県 出雲市大社町日御碕

3175 四国旅客鉄道㈱ 四国開発建設㈱ 26.2 26.3
知保工25　第30号　予土線江川崎・半家間34ｋ780ｍ付近
外4土留壁修繕工事

高知県 四万十市

3176 群馬県中之条土木事務所 ㈱明商 26.3 26.8 補助公共　社会資本総合整備（防災・安全）(国道防災） 群馬県 吾妻郡東吾妻町

3177 島根県松江県土整備事務所 ㈱増原産業建設 26.3 26.3
（一）大野魚瀬恵曇線（六坊工区）防災安全交付金（災害防
除）工事第二期

島根県 松江市秋鹿町六坊地内
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3178 島根県県央県土整備事務所 （有）大田技建工業 26.3 26.3 平成25年度　林地荒廃防止事業村之郷上地区　山腹工事 島根県 邑智郡美郷町村之郷

3179 岡山県美作県民局 ㈱金平工務店 26.3 26.3 3-22-7　公共　道路工事（落石予防工） 岡山県 真庭市柴原地内

3180 島根県益田県土整備事務所 ㈱大谷商工 26.3 26.5
（一）美都澄川線山本工区防災安全交付金（災害防除）工
事（岩接着工）

島根県 益田市美都町山本地内

3181
愛媛県中予地方局久万高原土
木事務所

㈱坂本重機建設 26.4 26.5 25災国補第52号道路災害復旧工事 愛媛県 上浮穴郡久万高原町若山地内

3182 兵庫県姫路港管理事務所 家島建設㈱ 26.4 26.5 小浦の辻地区急傾斜地崩壊防止工事 兵庫県 姫路市家島町真浦

3183 岡山県美作県民局 松尾工業㈱ 26.5 26.5 国道181号美甘トンネル工事 岡山県 真庭市美甘地内

3184 鳥取県東部生活環境事務所 ㈱東部林業 26.5 26.5 近畿自然歩道鴨ケ磯落石対策工事（修繕） 鳥取県 岩美郡岩美町田後地内

3185 岐阜県郡上土木事務所 ㈱ケイエスケイ 25.9 26.3 公砂工第15号　公共急傾斜地崩壊対策事業 岐阜県 郡上市美並町上田

3186
広島県西部建設事務所　安芸
太田支局

㈱西日本ｸﾞﾘｰﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ 25.11 26.9 一般国道191号道路災害防除工事　坪野工区 広島県 山県郡安芸太田町坪野

3187 福島県喜多方建設事務所 会津法面㈱ 25.12 26.9 道路橋りょう整備（再復）工事（岩盤接着） 福島県 耶麻郡北塩原村

3188 岐阜県高山土木事務所 山下技装㈱ 26.2 26.5
第工交公防Ａ139-152号　公共防災・安全社会資本整備交
付金（災害防除）　（主）高山清見線

岐阜県 高山市清見町坂下

3189 福島県県中建設事務所 赤井田造園土木㈱ 26.2 26.8 平成25年度道路橋りょう整備（再復）工事（災害防除） 福島県 石川郡古殿町松川字前木地内

3190 長野県飯田建設事務所 大協建設㈱ 26.2 26.4 平成25年度　25災公共土木施設災害復旧工事 長野県 下伊那郡大鹿村

3191 長野県須坂建設事務所 ㈱須加尾建設 26.3 26.7 平成26年度　雷滝防護柵設置工事 長野県 上高井郡高山村

3192 長野県松本建設事務所 平林建設㈱ 26.3 26.4 平成25年　防災・安全交付金（修繕）災害防除工事 長野県 東筑摩郡筑北村

3193 栃木県日光土木事務所 ㈱栗山山本建設 26.3 26.7 雪崩対策工事　八丁の湯その1(緊急減災砂) 栃木県 日光市川俣

3194 岐阜県恵那農林事務所 馬瀬建設㈱ 26.3 26.8 恵治工第2527号　公共予防治山事業横挽地区工事 岐阜県 中津川市落合横挽

3195
富山県　新川農林振興セン
ター

大高建設㈱ 26.3 26.11 環境省直轄　欅平園地（猿飛峡遊歩道）整備工事 富山県 黒部市　宇奈月町

3196 岐阜県飛騨農林事務所 馬瀬建設㈱ 26.3 26.10 飛治公第1313号　公共予防治山工事 岐阜県
高山市奥飛騨温泉郷
神坂湯ノソラ大コバ

3197 長野県北安曇地方事務所 ㈱今井工務店 26.4 26.7 平成25年度　復旧治山事業第13号　工事 長野県 北安曇郡小谷村

3198 長野県木曽地方事務所 ㈲源次商店 26.4 26.9 平成25年度　奥地保安林保全緊急対策事業第5号工事 長野県 木曽郡南木曽町

3199 山梨県富士・東部建設事務所 秋山建設㈱ 26.4 26.5 四日市場上野原線災害防除工事（明許） 山梨県 南都留郡上野原町

3200
国交省中部地方整備局高山国
道事務所

協業組合ＨＣ建設 26.4 26.10 平成25年度　41号木地屋地区防災工事 岐阜県 飛騨市神岡町木地屋

3201 愛知県新城設楽農林事務所 寺部安全施設㈱ 26.4 26.9 国庫債務負担行為　復旧治山事業第5号工事 愛知県 新城市四谷字弓立他　地内

3202 島根県県央県土整備事務所 ㈱大田粘土企業 26.5 26.6 平成25年度　復旧治山事業　福光5-2工区　山腹工事 島根県 大田市温泉津町福光

3203 島根県県央県土整備事務所 石見銀山建設㈱ 26.5 26.7
平成25年度（ゼロ国債）　復旧治山事業福光4工区山腹工
事

島根県 大田市温泉津町福光

3204 長野県諏訪建設事務所 ㈱大同建設 26.5 26.8 平成25年度　県単道路防災工事 長野県 諏訪市　上諏訪
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3205 北海道根室振興局 小針土建㈱ 26.5 26.9 八木浜地区２山地災害総合減災対策治山工事 北海道 目梨郡羅臼町八木浜

3206
国交省　北陸地方整備局　立
山砂防事務所

大高建設㈱ 26.5 26.12 平成26年度　鬼ヶ城他斜面対策工事 富山県 中新川郡　立山町　芦峅寺

3207 栃木県真岡土木事務所 植田建設㈱ 26.5 26.5 道路維持管理業務委託 栃木県 芳賀郡茂木町

3208
国交省近畿地方整備局姫路河
川国道事務所

㈱交邦 26.5 27.1 姫路管内防災工事（原地区） 兵庫県 宍粟市波賀町原地内

3209
広島県西部建設事務所　廿日
市支局

㈱三洋技建 26.5 27.1 一般国道186号道路改良工事　防鹿ﾄﾝﾈﾙ東側工区 広島県 大竹市防鹿

3210
林野庁関東森林管理局吾妻森
林管理署

㈱武藤組 26.5 26.10 平成２６年度　振子沢地区　予防治山工事 群馬県 吾妻郡草津町

3211 岡山県真庭市蒜山振興局 松尾工業㈱ 26.6 26.6 山乗渓谷岩着緊急修繕工事 岡山県 真庭市蒜山下和

3212 長野県高山村役場
マツナガ建設㈱、㈱須加
尾建設共同企業体

26.6 27.6 平成25年度　山田温泉舞の道遊歩道安全対策　工事 長野県 上高井郡高山村

3213 埼玉県本庄県土整備事務所 砂永建設工業㈱ 26.6 26.9 落石に伴う復旧工事 埼玉県 児玉郡美里町

3214
国交省中部地方整備局高山国
道事務所

㈱谷上組 26.6 26.8 平成25年度　41号船津北地区防災工事 岐阜県 飛騨市神岡町船津

3215 山梨県富士・東部建設事務所 ㈱吉野土建 26.6 26.7 一般国道１３７号外4路線業務委託 山梨県 南都留郡鳴沢村富士山五合目

3216
国交省中国地方整備局鳥取河
川国道事務所

㈱武晃建設 26.6 26.7 国道29号岩屋堂地区外防災工事 鳥取県 八頭町若桜町落折・須澄

3217
林野庁中部森林管理局　北信
森林管理署

㈱守谷商会 26.6 26.9 戸隠山復旧治山工事 長野県 長野市戸隠

3218
国交省中国地方整備局山口河
川工事事務所

㈱ミヤベ 26.6 26.12 岩国地区防災工事 山口県 岩国市多田～保木地内

3219
国交省中部地方整備局沼津河
川国道事務所

土屋建設㈱ 26.6 27.3 平成26年度　狩野川放水路トンネル補修工事 静岡県 沼津市口野地内

3220 広島県西部農林水産事務所 ㈱西日本ｸﾞﾘｰﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ 26.6 26.12 国定公園等整備事業三段峡歩道安全対策工事NO,1 広島県 山県郡安芸太田町横川

3221 沖縄県八重瀬町 武西建設 26.6 26.8 ハナンダー自然橋整備工事 沖縄県 島尻郡八重瀬町

3222 岡山県美作県民局建設部 ㈱近藤組 26.6 26.11 2-18-1  単県　道路工事 岡山県 久米郡美咲町藤原

3223 福島県喜多方建設事務所 会津法面㈱ 26.6 27.1 14-41350-0069　道路橋りょう整備（再復）工事（法面工） 福島県 耶麻郡北塩原村

3224
国交省中部地方整備局紀勢国
道事務所

ユウテック㈱ 26.7 27.1 平成25年度　42号熊野尾鷲管内防災工事 三重県
三重県北牟婁郡紀北町紀伊長島区
～南牟婁郡紀宝町成川

3225 山梨県富士・東部建設事務所 秋山土建㈱ 26.7 26.7 一般県道富士上吉田線外維持修繕業務委託その2 山梨県 南都留郡鳴沢村富士山五合目

3226
国交省中部地方整備局高山国
道事務所

宮口建設㈱ 26.7 26.9 平成25年度　41号東漆山地区防災工事 岐阜県 飛騨市神岡町東漆山

3227 富山県富山農林振興センター 丸新志鷹建設㈱ 26.7 26.10 平成26年度　共生保安林整備（称名）山腹工事 富山県 中新川郡立山町
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3228 静岡県浜松市天竜土木事務所 龍川建設㈱ 26.7 26.12
平成25年度防災・安全交付金（災害防除）事業（国）152号
道路防災工事（釜沢No.2)

静岡県 浜松市天竜区龍山町瀬尻地内

3229 山梨県中北建設事務所 ㈱里吉工業所 26.7 26.12 （主）韮崎増富線災害防除工事 山梨県 北杜市須玉町

3230 高知県幡多土木宿毛事務所 栄宝生建設（株） 26.7 26.11
道交地防安（防災）　第107-040-2号　県道沖ノ島循環線防
災・安全交付金工事

高知県 宿毛市沖の島町母島

3231
広島県西部建設事務所　安芸
太田支局

㈱西日本ｸﾞﾘｰﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ 26.7 27.3 一般県道中筒賀下線道路災害防除工事　坪野工区 広島県 安芸太田町加計

3232 石川県石川農林総合事務所 前多産業㈱ 26.8 26.8 平成25年度　予防治山事業　ゴンゴ地区　山腹工事 石川県 白山市瀬波

3233 奈良県御杖村役場 ㈱山田土木 26.8 26.11
平成26年度　防災・安全交付金事業　村道高見線災害防
除工事

奈良県 宇陀郡御杖村桃俣地内

3234 東京都建設局 佐久間建設㈱ 26.8 26.12 道路災害防除工事（緊急施工）26西の1 東京都 西多摩郡奥多摩町境地内

3235 岡山県鏡野町 ㈱田中建設工業所 26.8 26.10 町道井坂細田線法面保護工事 岡山県 苫田郡鏡野町奥津川西

3236 福井県敦賀土木事務所 オタ建設㈱ 26.8 27.3
原子力災害制圧道路等整備工事　（斜面対策）160・170
26-5

福井県 三方郡　美浜町　菅浜

3237 高知県高知土木事務所 ㈲エコグリーン 26.8 26.9
高単公第1-1-1号　　　春野総合運動公園県単整備（運動
広場A路側石積擁壁補修）工事

高知県 高知市春野町芳原

3238 岐阜県下呂土木事務所 馬瀬建設㈱ 26.8 27.3
第26-A138-09-1号　公共道路災害防除施設　（交付金事
業分）工事

岐阜県 下呂市金山町岩瀬

3239 広島県東部建設事務所 ㈱ヒノデ開発 26.8 26.11 予防治山事業山腹工事Ｎｏ．3 広島県 尾道市

3240
国交省中部地方整備局岐阜国
道事務所

大脇建設㈱ 26.8 26.12 平成25年度美濃加茂管内防災工事 岐阜県 加茂郡白川町

3241 山梨県北杜市役所 ㈱里吉工業所 26.8 26.11 市道小倉線落石防止工事（26－1） 山梨県 北杜市須玉町

3242 岐阜県下呂農林事務所 馬瀬建設㈱ 26.8 26.12 下治第2605号　予防治山事業栃洞工事 岐阜県 下呂市東上田栃洞

3243 石川県石川農林総合事務所 ㈱中田組 26.9 26.10 平成25年度　予防治山事業　瀬戸野地区　山腹工事 石川県 白山市瀬戸

3244 東海旅客鉄道㈱ 名工建設㈱ 26.9 26.10 十二兼・南木曽間307Ｋ060ｍ付近岩接着落石防止工事 長野県 十二兼～南木曽

3245 島根県出雲県土整備事務所 ㈱安井組 26.9 26.11
平成25年度林道開設事業（森林管理道）宮本聖谷線第1工
区道路工事

島根県 出雲市多伎町小田

3246 岡山県吉備中央町 山陽ロード工業㈱ 26.9 27.2
26-134　防災安全交付金事業　町道下土井尾原線　道路
工事（法面）

岡山県
加賀郡吉備中央町富永・下土井地
内

3247 佐賀県嬉野市役所 (株)富士建 26.9 27.3 平成26年度　市道諸津線道路防災工事 佐賀県 嬉野市　嬉野町

3248 岐阜県可茂農林事務所 丸ス産業㈱ 26.9 27.1 可治第2514号　公共予防治山事業　川牧工事 岐阜県 加茂郡白川町河東川牧

3249 京都府南丹広域振興局 共立工業㈱ 26.9 26.11 平成25年度治山事業（予防治山）設計第17号 京都府 船井郡京丹波町鎌谷奥地内

3250 岐阜県可茂農林事務所 丸ス産業㈱ 26.9 27.2 可治第2605号　公共予防治山事業宮向工事 岐阜県 加茂郡白川町河岐字宮向

3251 福井県坂井農林総合事務所 山形工業㈱ 26.9 27.3 平成26年度　予防治山工事 福井県 坂井市　丸岡町　山竹田

3252 島根県益田県土整備事務所 堀建設㈱ 26.10 26.11 国道488号　広瀬工区防災安全交付金（災害防除）工事 島根県 益田市匹見町広瀬
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3253
国交省関東地方整備局渡良瀬
川河川事務所

中村土建㈱ 26.10 27.7 Ｈ２６松木山腹（キャン沢）工事 栃木県 日光市足尾

3254 愛知県尾張農林水産事務所 東京戸張㈱ 26.10 27.1 予防治山事業第1号工事 愛知県 瀬戸市岩屋町

3255 神奈川県横浜市教育委員会 浜崎建設工業㈱ 26.10 26.11 史跡朝夷奈切通崩落対策工事 神奈川県 横浜市金沢区朝比奈町51番

3256 山梨県中北建設事務所 （有）坂本屋 26.10 27.1 一般国道３５８号線防災工事 山梨県 甲府市古関町

3257 岐阜県下呂農林事務所 馬瀬建設㈱ 26.10 27.1 下治第2608号　予防治山事業（老朽化対策）唐谷工事 岐阜県 下呂市乗政唐谷

3258 岡山県備中県民局 松尾工業㈱ 26.10 27.3 4-1　復旧治山事業　児島唐琴町地区　山腹工 岡山県 倉敷市児島唐琴

3259 岡山県備前県民局 藤田興業㈱ 26.10 27.3
1-2　予防治山事業（農山漁村地域整備交付金）高田地区
山腹工

岡山県 備前市吉永町高田

3260 高知県幡多土木宿毛事務所 中山興業（株） 26.11 27.3
道交地防安（防災）　第107-040-3号　県道沖ノ島循環線防
災・安全交付金工事

高知県 宿毛市沖の島町母島

3261 岐阜県高山市 ㈱林工務店 26.11 27.3 市道馬場川原線　中橋耐震対策工事 岐阜県 高山市神明町４丁目外　地内

3262 岐阜県下呂農林事務所 馬瀬建設㈱ 26.11 27.2
下治第2655号　県単治山事業　小野・弥太畑（日影山）工
事

岐阜県 下呂市夏焼

3263 岡山県備前県民局 第二建設（株） 26.11 27.3
8-5-17　道整備交付金（広域農道）　備前東部地区　和気
第3-30工区　法面保護工事

岡山県 和気郡和気町大中山

3264 島根県益田県土整備事務所 寺戸工業㈱ 26.11 26.12
（主）益田澄川線外2線　無名橋外2橋　防災安全交付金
（橋梁修繕）工事（その2）

島根県 益田市匹見町澄川外

3265 埼玉県川越農林振興センター ㈱献 26.11 27.2 平成26年度　タガテ（天文岩）山村生活安全対策工事 埼玉県 飯能市

3266 岐阜県恵那農林事務所 馬瀬建設㈱ 26.11 27.3 恵治工第2620号　公共予防治山事業横挽２地区工事 岐阜県 中津川市落合横挽

3267 岡山県美作県民局 中村建設㈱ 26.12 27.1
5-2-21　予防治山事業（農山漁村地域整備交付金）仲間
（藤ガトロ）地区山腹工

岡山県 真庭市仲間

3268 東京都奥多摩町役場 ㈱島田組 26.12 27.3 大丹波線林道改良工事 東京都
西多摩郡奥多摩町
大丹波地内

3269 岡山県備前県民局 ㈱河中建設 26.12 27.3
道整備交付金（広域農道）備前東部地区　和気第3-27工区
法面保護工事

岡山県 和気郡和気町大中山

3270 広島県東部建設事務所 アマノ企業㈱ 26.12 27.2 主要地方道 府中上下線 道路災害防除工事 広島県 府中市河面町柳田地内

3271 東京都西多摩建設事務所 小池建設㈱ 26.12 27.3 道路災害防除工事（26西の18） 東京都 西多摩郡奥多摩町氷川地内

3272 東京都西多摩建設事務所 小河内建設㈱ 26.12 27.3 道路災害防除工事（26西の19） 東京都 西多摩郡奥多摩町日原地内

3273 福岡県京築県土整備事務所 ㈱日本総建 26.12 27.3 直方行橋線　道路防災工事 福岡県 行橋市大字矢山地内

3274
鳥取県八頭総合事務所県土整
備局

こおげ建設㈱ 27.1 27.3
国道373号道路災害防除工事（駒帰AO12工区）（交付金防
災）

鳥取県 八頭郡智頭町駒帰

3275 島根県県央県土整備事務所 坂之上建設㈱ 27.1 27.3
（主）浜田作木線雪田工区防災安全交付金（改築）工事第3
期

島根県 邑智郡邑南町伏谷

3276 長野県長野建設事務所 北信土建㈱ 27.1 27.2 平成26年度　小破修繕工事 長野県 長野市若槻

3277
国交省中部地方整備局紀勢国
道事務所

ユウテック㈱ 27.1 27.3 平成26年度　42号熊野管内法面防災工事 三重県 三重県熊野市大泊町
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3278
国交省中部地方整備局紀勢国
道事務所

東建興業㈱ 27.2 27.3 平成26年度　42号賀田地区整備工事 三重県 三重県尾鷲市賀田町

3279
沖縄総合事務局国営沖縄記念
公園事務所

金秀グリーン㈱ 27.2 27.7 平成26年度　首里城北城郭（東）地区石積外整備工事 沖縄県
那覇市国営沖縄記念公園館内（首
里城地区）

3280 山梨県甲府市役所 丸光建設㈱ 27.3 27.3 落石防止工事（26－1） 山梨県 甲府市高成町地内

3281 大分県臼杵土木事務所 協和産業㈱ 27.3 27.3 平成26年度　交付地改臼　第1-2号　道路改良工事 大分県 津久見市四浦荒代地内

3282 岐阜県美濃土木事務所 ㈱長尾工務店 27.3 27.3
砂工第急傾10-1号　公共防災・安全交付金
（急傾斜地崩壊対策事業）工事

岐阜県 関市中之保

3283 群馬県下仁田町役場 神戸土木㈱ 27.3 27.4
補助公共　社会資本総合整備交付金事業　町道０１０４号
線(不通橋)　橋台部補修工事

群馬県 甘楽郡下仁田町

3284 広島市安芸区役所 ㈱義光建設 27.4 27.6 一般県道瀬野呉線道路防災工事（26-1） 広島県 広島市安芸区阿戸

3285
鳥取県八頭総合事務所県土整
備局

㈱寺谷組 27.5 27.9
国道373号道路災害防除工事（駒帰A012-2工区）（交付金
防災）

鳥取県 八頭郡智頭町駒帰

3286 岐阜県下呂土木事務所 ㈱飛研 27.5 27.6
第26-A138-09-103号　公共道路災害防除施設
（国補正分）工事

岐阜県 下呂市萩原町古関

3287 鳥取県東部生活環境事務所 ㈱東部林業 27.5 27.7 近畿自然歩道（鴨が磯）落石対策工事（修繕） 鳥取県 岩美郡岩美町

3288 藪不動尊 ㈱トーケイ 27.5 27.6 藪不動尊落石対策工事 大分県 日田市東有田月出町　地内

3289 静岡県函南町町長 (有)順建設 27.5 27.5 汚水3067枝線その2工事 静岡県 田方郡函南町柏谷地内（950-7）

3290 岐阜県下呂農林事務所 天龍ホールディング㈱ 27.5 27.6 下治第2660号　県単治山事業前平工事 岐阜県 下呂市小坂町長瀬前平

3291 岡山県赤磐市 ㈱西山組 27.6 27.6 平成27年度　単市土木事業　道路防災工事 岡山県 赤磐市暮田

3292 福島県喜多方建設事務所 会津法面㈱ 26.7 27.8 14-41350-0152　道路橋りょう整備（再復）工事（法面工） 福島県 耶麻郡北塩原村

3293 山梨県中北建設事務所 （有）グリーン開発 27.1 27.5 （主）甲府昇仙峡線道路防災工事 山梨県 甲府市上帯那町

3294 岐阜県下呂土木事務所 馬瀬建設㈱ 27.1 27.6
第崩暮1　26-A138-09-3-2号　県単崩落決壊防止（暮らし
の安全・安心確保対策）公共道路災害防除施設（交付金事
業分）工事

岐阜県 馬瀬下山

3295 山梨県企業局 （有）大澤工務店 27.3 27.6 柚の木発電所残流取水口導水路外補修工事 山梨県 山梨市三富川浦

3296 岩手県沿岸広域振興局 刈屋建設㈱ 27.3 28.3
平成27年度　一般国道１０６号川井地区ほか道路維持補修
業務委託

岩手県 宮古市

3297 福井県嶺南振興局 ㈱高野組 27.3 27.12 平成26年度　予防治山工事（補正） 福井県 敦賀市　立石（蛭子坂）

3298 長野県飯田市役所 ㈱南建設 27.4 27.7 平成27年度　緊急小規模補修工事 長野県 飯田市南信濃

3299 長野県須坂建設事務所 須高建設㈱ 27.4 27.9 平成26年度　県単　砂防工事 長野県 上高井郡高山村

3300 山梨県中北建設事務所 小野建設（株） 27.4 27.12 （主）甲府昇仙峡線道路防災工事（明許） 山梨県 甲府市上帯那町

3301 栃木県県西環境森林事務所 阿久津建設㈱ 27.4 27.7
平成26年度自然公園等施設整備事業（災害）落石対策工
事

栃木県 日光市藤原村

3302 太平洋セメント㈱箱根仙泉閣 ㈲三浦組 27.4 27.4 箱根仙泉閣　外溝南側石垣上段補修工事 神奈川県 足柄郡箱根町小涌谷

3303 山梨県中北建設事務所 （有）坂本屋 27.4 27.10 一般国道358号道路防災工事（明許） 山梨県 甲府市古関町
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3304
国交省中部地方整備局高山国
道事務所

日産工業㈱ 27.5 27.11 平成26年度42号下呂高山管内防災工事 岐阜県 下呂市金山町中切

3305 長野県大町建設事務所 ㈱北野 27.5 28.3
平成26年度　26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

長野県 北安曇郡小谷村 奉納

3306 山梨県富士・東部建設事務所 天野工業（株） 27.5 27.9 一般国道139号線災害防除工事（明許） 山梨県 大月市七保町瀬戸

3307 長野県大町建設事務所 金森建設㈱ 27.5 27.9
平成26年度26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

長野県 北安曇郡小谷村　川上

3308 富山県新川農林振興センター 大高建設㈱ 27.5 27.9 環境省直轄　欅平園地（猿飛遊歩道）整備工事 富山県 黒部市宇奈月町

3309
鳥取県中部総合事務所県土整
備局

(有)沢田組 27.6 27.6 三朝地区治山工事（2工区）（経済対策） 鳥取県 東伯郡三朝町三朝

3310 岐阜県古川土木事務所 (有)下仲組 27.6 27.10 第崩ゼロ-1号　県単崩落決壊防止（一般）（0県債）工事 岐阜県 高山市神岡町麻生野

3311 岡山県美作県民局建設部 ㈱河中建設 27.6 27.8 10-5-21　公共　道路工事（落石予防工） 岡山県 真庭市荒田　国道181号

3312
林野庁関東森林管理局吾妻森
林管理署

㈱武藤組 27.6 27.11 振子沢地区予防治山事業 群馬県
吾妻郡草津町大字草津字白根国有
林158イ5林小班外

3313 長野県長野市役所 川中島建設㈱ 27.6 27.7 茶臼山サル山補修工事 長野県 長野市篠ノ井

3314 広島県西部農林水産事務所
㈱西日本グリーンメンテ
ナンス

27.7 27.12 国定公園等整備事業　三段峡歩道安全対策工事No,1 広島県 山県郡安芸太田町横川

3315
国交省中部地方整備局紀勢国
道事務所

濱田建設㈱ 27.7 27.11 平成26年度42号尾鷲管内法面防災工事 三重県 尾鷲市三木里町

3316 福島県喜多方建設事務所 会津法面㈱ 27.7 28.3 15-41350-0122　道路橋りょう整備（再復）工事（法面） 福島県 耶麻郡北塩原村

3317 岩手県沿岸広域振興局 刈屋建設㈱ 27.7 28.3 一般国道106号袰岩の２地区法面対策工事 岩手県 宮古市

3318 広島県東部建設事務所 アマノ企業㈱ 27.8 27.10 帝釈峡井関線道路災害防除工事 広島県 神石郡神石高原町永野

3319 愛知県豊田市 羽布建設㈱ 27.8 27.11 北ノ平線林道改良工事 愛知県 豊田市阿蔵町

3320 石川県石川農林総合事務所 ㈱中田組 27.8 27.12 平成27年度　予防治山事業　瀬戸野地区　山腹工事 石川県 白山市瀬戸野

3321 愛知県豊田市 豊緑化技研㈱ 27.8 28.2 市道川原川見ほか道路防災対策工事 愛知県 豊田市川見町ほか

3322 群馬県中之条土木事務所 ㈱高特 27.8 27.11 補助公共　社会資本総合整備(広域連携(防災)） 群馬県 吾妻郡草津町大字草津地内

3323 福井県坂井農林総合事務所 ㈲小政興業 27.8 28.3 平成27年度　予防治山工事 福井県
坂井市　丸岡町　山竹田（柳谷大
幡）

3324
岡山県備前県民局農林水産事
業部

アサヒ防災工事㈱ 27.8 27.9
8-5-2　道整備交付金（広域農道）備前東部地区　和気第
３ー３１工区　法面保護工事

岡山県 和気郡和気町大中山

3325 広島県東部建設事務所 アマノ企業㈱ 27.8 27.11 府中上下線道路災害防除工事（その４） 広島県 府中市河面町

3326 山梨県峡南建設事務所 井上建設（株） 27.8 27.12 一般県道平林青柳線道路工事（一部債務） 山梨県 南巨摩郡富士川町平林

3327
東京都建設局西多摩建設事務
所

大舘建設工業（株） 27.8 28.3 道路災害防除工事（27西の4） 東京都 西多摩郡奥多摩町日原

3328
岡山県備中県民局農林水産事
業部

佐藤建設工業㈱ 27.8 27.10 6- 1、 5- 1、 6- 1復旧治山事業児島唐琴町地区山腹工 岡山県 倉敷市児島唐琴町
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3329
東京都建設局西多摩建設事務
所

（有）翠高庭苑 27.8 27.10 道路橋梁維持工事（西の７の２） 東京都 西多摩郡檜原村

3330 岐阜県下呂市 馬瀬建設㈱ 27.9 27.10 林工第16号　林道椹谷線法面改良工事 岐阜県 下呂市小坂町落合

3331
関東森林管理局　茨城森林管
理署

㈱龍﨑工務店 27.9 27.9 月居地区復旧治山工事 茨城県
久慈郡大子町大字袋田字月居国有
林2073い1林小班内

3332 島根県浜田県土整備事務所 ㈱川村工務所 27.9 27.9
平成26年度　森林基幹開設事業　足尾線第1工区その2道
路工事

島根県 浜田市旭町都川地内

3333 広島県東部農林水産事務所 エヌエル産業㈱ 27.9 28.2 予防治山事業山腹工事Ｎｏ．７ 広島県 尾道市東土堂町

3334 青森県三八地方県民局 ㈱山田組 27.9 27.11 火山復第1号平成27年度県営復旧治山工事 青森県 三戸郡三戸町

3335
鳥取県東部総合事務所県土整
備局

正田工業(有) 27.9 27.10
県道鳥取国府岩美線（十王峠工区）落石防止網設置工事
（交付金改良）の内　岩接着工

鳥取県 岩美郡岩美町洗井

3336 鳥取県若桜町 中一建設㈱ 27.9 27.10 町道屋堂羅1号線法面改良工事 鳥取県 八頭郡若桜町大字屋堂羅

3337 三重県熊野建設事務所 ㈱宇城組 27.10 27.12
平成27年度　予防治山事業（農山漁村地域整備交付金）第
7号工事（宮ノ脇ほか）

三重県 熊野市遊木町字宮ノ脇

3338 長野県下伊那地方事務所 ㈱シノダ 27.10 28.1 平成27年度　林地荒廃防止事業　第1号工事 長野県 飯田市上村

3339 静岡県下田土木事務所 河津建設㈱ 27.10 28.2
平成27年度（国）136号防災・安全交付金（国道橋梁補修）
工事（黒浜桟道橋伸縮装置補修工）

静岡県 賀茂郡西伊豆町

3340 長野県下伊那地方事務所 ㈱シノダ 27.10 28.3 平成27年度　復旧治山事業第6号工事 長野県 下伊那郡天龍村

3341
林野庁近畿中国森林管理局岡
山森林管理署

杉岡建設㈱ 27.10 27.10 金平山腹工事 岡山県 高梁市備中町平川（金平国有林）

3342
浜松市役所土木部 天竜土木
整備事務所

㈱神谷土木 27.10 27.10
平成27年度市単独過疎対策道路整備事業（市）龍山西川
落合線道路防災工事

静岡県 浜松市天竜区龍山町大嶺地内

3343 島根県益田県土整備事務所 ㈱島根三友 27.10 27.10
国道488号澄川～匹見工区防災安全交付金（災害防除）工
事

島根県 益田市匹見町広瀬

3344 高知県幡多土木宿毛事務所 栄宝生建設㈱ 27.10 28.2
道交地防安（離島）第107-040-3号　県道沖ノ島循環線防
災・安全交付金工事

高知県 宿毛市沖ノ島町

3345 群馬県高崎土木事務所 ㈱アイビック 27.10 28.3
補助公共　社会資本総合整備(防災･安全)(地方道防災)
（26補正)落石対策工

群馬県 高崎市箕郷町松之沢地内

3346 岐阜県飛騨農林事務所 ㈱杉建 27.10 27.11 飛治公第1507号公共予防治山工事（吉野沢上） 岐阜県 高山市上宝町双六字吉野沢上

3347 群馬県沼田市役所 ㈱椎坂建設 27.10 28.3 吹割の滝遊歩道安全対策工事 群馬県 沼田市利根町追貝地内

3348 島根県県央県土整備事務所 ㈱オーサン 27.10 27.11
国道375号（美郷1工区）防災安全交付金（災害防除）工事
第1期

島根県 邑智郡美郷町長藤地内

3349 岡山県備中県民局建設部 中村建設㈱ 27.10 27.11 公共　道路工事（落石予防工） 岡山県 高梁市高倉町田井

3350 岡山県美作県民局局建設部 ㈱松本建設 27.10 27.12 2-29-1　公共　道路工事 岡山県 久米郡美咲町栗子

3351 関西電力㈱ 大高建設㈱ 27.11 27.12 黒部川第三発電所　ダム管理所上部法面点検補修工事 富山県 黒部市宇奈月町黒部

3352 山梨県峡東建設事務所 （株）廣川工業所 27.11 28.2 一般国道４１１号災害防除工事 山梨県 甲州市塩山一之瀬高橋

3353 長野県北安曇地方事務所 ㈱今井工務店 27.11 28.6 平成27年度　復旧治山事業第14号工事 長野県 北安曇郡小谷村

3354 岡山県備中県民局建設部 杉岡建設㈱ 27.11 27.12 2-11-4　公共　道路工事（防災） 岡山県 新見市上市地内（国道180号）
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3355
鳥取県西部総合事務所日野振
興センター日野県土整備局

㈱コーセン 27.11 28.1 荒田川砂防堰堤工事（工事用道路） 鳥取県 日野郡江府町大字荒田

3356 神奈川県横浜市教育委員会 浜崎建設工業（株） 27.11 27.12 史跡朝夷奈切通崩壊対策工事 神奈川県 横浜市金沢区朝比奈

3357 岡山県新見市役所 宮本工業㈱ 27.11 27.11 高尾小学校　早乙女岩補修工事 岡山県 新見市高尾地内

3358 神奈川県横浜市役所 石井造園（株） 27.11 28.3 野島公園護岸一部改修工事 神奈川県 横浜市金沢区野島町

3359 岡山県美作県民局 末沢建設㈱ 27.11 27.12 単県　道路工事（法面工） 岡山県 久米郡美咲町里

3360 福井県越前町役場 ㈲オタ商事 27.12 28.3 平成27年度　三崎地区老朽危険空き家解体跡地整備工事 福井県 丹生郡　越前町　三崎

3361 長野県須坂建設事務所 須坂土建工業㈱ 27.12 28.3 平成27年度　県単砂防工事 長野県 上高井郡高山村

3362 群馬県高崎土木事務所 高橋建設（株） 27.12 28.3 補助公共　社会資本総合整備　（26補正） 群馬県 高崎市

3363
岡山県備前県民局東備地域事
務所

日本緑研㈱ 27.12 28.1 2-1-3　2-3-　単県 道路工事（道路防災） 岡山県 赤磐市河原屋

3364
北陸農政局 手取川流域農業
水利事業所

㈱吉光組 27.12 28.1 手取川流域農業水利事業　白山発電所水路付帯工事 石川県 白山市白山町

3365 山梨県富士・東部建設事務所 三共建設（株） 27.12 28.3 国道411号災害防除工事（明許） 山梨県 北都留郡丹波山村

3366
沖縄総合事務局国営沖縄記念
公園事務所

金秀グリーン㈱ 27.12 27.12 平成27年度　首里城南城郭（西）地区整備工事 沖縄県
那覇市国営沖縄記念公園　首里城
地区

3367 四国旅客鉄道㈱ 四国開発建設㈱ 27.12 28.3
土讃線安和・土佐久礼間第１安和架道橋外3　橋りょう修繕
工事

高知県 土讃線　安和・久礼間

3368 愛知県豊田市 羽布建設㈱ 28.1 28.3
平成27年度小水力発電施設整備事業羽布ダム地区その4
工事

愛知県 豊田市羽布町

3369 岡山県備中県民局建設部 不二道路工業㈱ 28.1 28.2 2-4-1　公共道路工事（道路防災） 岡山県 倉敷市児島唐琴町

3370 四国旅客鉄道㈱ 四国開発建設㈱ 28.1 28.1
土讃線土佐穴内・大杉間83ｋ90ｍ外4　張コンクリート継目
修繕他工事

高知県 土讃線　穴内・大杉外4

3371 岐阜県関市 (有)広見建設 28.1 28.2 土木第24号小瀬六番町排水路改修工事 岐阜県 関市小瀬六番町

3372 愛媛県大洲市役所 湯浅工業（株） 28.1 28.2 大建第119号　市道桝形久米川堤防線維持修繕工事 愛媛県 大洲市

3373 山梨県甲府市役所 丸光建設（株） 28.1 28.3 落石防止工事（27－1） 山梨県 甲府市高成町

3374
鳥取県中部総合事務所県土整
備局

福井土建㈱ 28.1 28.1
県道三朝温泉木地山線外（柿谷工区）道路災害防除工事
（交付金）

鳥取県 東伯郡三朝町柿谷外

3375 沖縄県中城村教育委員会 喜舎場石材 28.2 28.2 平成27年度　歴史の道整備工事 沖縄県 中頭郡中城村字新垣、字登又地内

3376 高知県高知市 ムラノ産業㈲ 28.2 28.3 桂浜公園竜王岬落石予防工事 高知県 高知市

3377
国土交通省　中国地方整備局
太田川河川事務所

㈱大歳組 28.2 28.3 広島西部山系後山1号砂防堰堤工事 広島県 広島市安佐北区安佐町後山

3378 岐阜県多治見土木事務所 篠田㈱ 28.2 28.3
工維単第崩暮1他号県単崩落決壊防止（暮らしの安全・安
心確保対策費）他工事

岐阜県 土岐市泉町久尻

3379 島根県出雲県土整備事務所 今岡工業㈱ 28.3 28.3 (一)佐田八神線反辺工区防災安全交付金(改築)工事 島根県 出雲市佐田町反辺
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3380 岡山県美作県民局 ㈱中西工業所 28.3 28.3 2-13-22　公共　道路工事（道路防災） 岡山県 真庭市横部

3381
奈良県くらし創造部景観・自然
保護課

㈱植田土建 28.3 28.5 近畿自然歩道線道路整備工事 奈良県
吉野郡天川村洞川地内吉野熊野国
立公園内

3382 岡山県備中県民局建設部 ㈱本多組 28.4 28.5 2-7-9　公共　道路工事（落石対策） 岡山県 高梁市高倉町田井

3383 島根県出雲県土整備事務所 (有)柳樂工業 28.5 28.5
(一)鰐淵寺線　別所工区　防災安全交付金　(改築)工事(２
月補正) 島根県 出雲市別所町

3384
広島県東部農林水産事務所
尾道事業所

㈱西日本グリーンメンテ
ナンス 27.8 28.6

予防治山事業山腹工事NO,6 広島県 尾道市東久保町

3385 群馬県藤岡土木事務所 高橋建設㈱ 28.2 28.7 補助公共　社会資本総合整備(防災・安全）(国道防災) 群馬県 多野郡神流町生利

3386 岐阜県下呂土木事務所 馬瀬建設㈱ 28.3 28.9
第26-A138-09-H-431号　公共道路災害防除（国補正分）
工事

岐阜県 下呂市馬瀬下山

3387 愛知県新城設楽農林事務所 東京戸張㈱ 28.4 28.7 道路災害防除工事（防災・安全） 愛知県 新城市井代地内

3388
東京都建設局西多摩建設事務
所

清水土木建設㈱
28.4 28.5

道路災害防除工事（緊急施工）下斜面右 東京都 奥多摩町日原地内

3389
東京都建設局西多摩建設事務
所

清水土木建設㈱
28.4 28.5

道路災害防除工事（緊急施工）下斜面左 東京都 奥多摩町日原地内

3390
東京都建設局西多摩建設事務
所

清水土木建設㈱
28.4 28.5

道路災害防除工事（緊急施工）上斜面 東京都 奥多摩町日原地内

3391
島根県出雲県土整備事務所 ㈱中筋組

28.4 28.9
（主）斐川一畑大社線　猪目工区県単緊急道路災害防除工
事

島根県 出雲市猪目町

3392
岐阜県高山土木事務所 山下技装㈱

28.4 28.9
第工建公交H27-A504号　公共防災安全交付金（翌債）
（国）156号福島

岐阜県 大野郡白川村大字福島地内

3393 山梨県中北建設事務所 ㈱三枝組 28.4 28.12 一般国道358号災害防除工事（その1）（明許） 山梨県 甲府市古関町

3394
東京都西多摩建設事務所 清水土木建設㈱

28.5 28.7
道路災害防除工事(緊急施行）西の2 東京都 西多摩郡奥多摩町日原

3395
関東森林管理局茨城森林管理
署

㈱龍﨑工務店
28.5 29.1

月居地区復旧治山工事（H27補正） 茨城県
久慈郡大子町大字袋田字月居国有
林2073い1林小班内

3396
岡山備前県民局建設部東備地
域工務課工務第一課

㈱下山建設
28.5 28.9

15-2-1  公共　道路工事（落石予防工） 岡山県 和気郡和気町清水（国道374号）

3397
北海道留萌振興局森林室

堀建・山高 経常建設共
同企業体 28.5 28.7

武好地区復旧治山工事その２ 北海道 増毛郡増毛町岩尾

3398
近畿中国森林管理局岡山森林
管理署

㈱奥野組
28.6 29.1

平成27年度　金平山腹工事 岡山県 高梁市備中町平川（金平国有林）

3399
国交省中部地方整備局紀勢国
道事務所

ユウテック㈱
28.6 28.6

平成27年度42号熊野管内法面防災工事 三重県 熊野市飛鳥町大又～熊野市大泊町

3400
島根県松江県土整備事務所 ㈱ノリコー

28.6 28.7
(一）枕木山線　枕木工区　防災安全交付金（災害防除）工
事　その2（2月補正）

島根県 松江市枕木町

3401
新潟県上越地域振興局地域整
備部

㈱興和
28.6 28.11

防交災公第1501-20-01-01号　平成27年度防災安全（公
共災防）岩盤接着工事

新潟県 妙高市

3402 岐阜県関市 (有)広見建設 28.6 28.12 土木第2号小瀬六番排水路改修工事 岐阜県 関市小瀬六番町地内
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3403
国交省中部地方整備局高山国
道事務所

曙開発㈱
28.6 28.9

平成27年度41号三原防災工事 岐阜県 下呂市三原地内

3404 福島県喜多方建設事務所 会津法面㈱ 28.6 29.2 16-41350-0113　道路橋りょう整備（交付）工事（法面） 福島県 耶麻郡北塩原村

3405
岐阜県下呂土木事務所 日産工業㈱

28.7 28.9
第26-A105-09H号　公共道路災害防除（国補正分）工事 岐阜県 下呂市馬瀬川上地内

3406 新潟県糸魚川地域振興局 ㈱興和 28.7 28.9 単災緊地第1601-00-00-01号 落石対策工事 新潟県 糸魚川市

3407 群馬県中之条土木事務所 ㈱高特 28.7 29.1
補助公共　社会資本総合整備(防災・安全）(国道防災)
H27補正

群馬県 吾妻郡草津町

3408 庚申山廣徳寺 大輪建設㈱ 28.7 28.7 庚申山廣徳寺の本堂建設工事 滋賀県 甲賀市水口町山上988番地

3409
国交省近畿地方整備局姫路河
川国道事務所

㈱交邦
28.7 28.8

国道29号　宍粟地区防災工事 兵庫県 宍粟市波賀町小野地先

3410
関東森林管理局吾妻森林管理
署

㈱武藤組
28.8 28.11

振子沢地区予防治山事業 群馬県
吾妻郡草津町大字草津字白根国有
林158イ5林小班外

3411
愛知県豊田市 馬瀬建設㈱

28.8 28.9
北ノ平線林道改良工事 愛知県 豊田市阿蔵町

3412
四国旅客鉄道㈱ 四国開発建設㈱

28.8 28.10
知保工28第16号　土讃線土佐北川駅構内93ｋ150ｍのり面
修繕工事

高知県 長岡郡大豊町

3413
関西電力㈱ 大高建設㈱

28.8 28.12
黒部川第三発電所　ダム管理所上部法面他修繕工事 富山県 黒部市宇奈月町黒部奥山国有林内

3414 岐阜県恵那農林事務所 馬瀬建設㈱ 28.8 29.3 恵治工第2811号　公共予防治山事業横挽地区工事 岐阜県 中津川市落合横挽地内

3415
岡山県備中県民局農林水産事
業部

㈱高元組
28.8 28.12

2-1-21　復旧治山事業　児島唐琴町地区山腹工 岡山県 倉敷市児島唐琴町

3416 石川県石川農林総合事務所 ㈱中田組 28.8 28.12 平成28年度　予防治山事業　瀬戸野地区　山腹工事 石川県 白山市瀬戸野

3417
岡山市生活安全課 第二建設（株）

28.8 29.4
2016022005-40　岡山市笠井山霊園関連用地内防災法面
工事

岡山県 岡山市北区畑鮎地内

3418
東京都建設局西多摩建設事務
所

小池建設㈱ 28.8 29.3 道路災害防除工事（28西の5） 東京都 奥多摩町日原地内

3419
岐阜県恵那農林事務所 丸ス産業㈱

28.8 29.1
恵治工第2807号　公共予防治山事業鶴ケ根工事 岐阜県 恵那市笠置町姫栗鶴ケ根地内

3420
広島県西部建設事務所安芸太
田支所

サンヨー緑化産業㈱
28.9 28.10

一般国道191号道路災害防除工事 広島県 山県郡安芸太田町坪野

3421
岡山県美作県民局建設部 ㈱青山建設

28.9 28.12
15-7-2　公共　道路工事（道路防災） 岡山県 苫田郡鏡野町上齋原

3422
長野県佐久建設事務所 畑八開発㈱

28.9 28.12
平成28年度　防災・安全交付金（修繕）災害防除（地方道）
工事

長野県 佐久市田口1工区

3423
茨城県常陸太田市役所 小林建設㈱

28.9 28.9
28市単　第8-5号　市道里8-0100号線（岡見線）　落石防止
対策工事

茨城県 常陸太田市里川町

3424
静岡県熱海土木事務所 ㈱日吉建設

28.9 29.1
平成28年度八幡野向町急傾斜地崩壊対策（一般一その
他）　【防災・安全交付金】工事

静岡県 伊東市八幡野町

3425
福井県坂井農林総合事務所 (有)オクシマ

28.9 29.3
平成28年度　予防治山工事 福井県 坂井市丸岡町山竹田（柳谷大幡）
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3426
東京都西多摩建設事務所 小池建設㈱

28.9 29.3
道路災害防除工事(28西の8） 東京都 西多摩郡奥多摩町日原

3427
国土交通省　北陸地方整備局
黒部河川国道事務所

大高建設㈱
28.9 28.12

小摺戸地区及び音沢地区堤防強化他工事 富山県 黒部市宇奈月町音沢地先

3428
国土交通省中部地方整備局沼
津河川国道事務所

河津建設㈱
28.10 28.10

平成27年度　河津下田道路　Bランプ橋下部工事 静岡県 賀茂郡河津町梨本小鍋地区

3429
神奈川県横浜市教育委員会 濱崎建設工業㈱

28.10 28.12
史跡朝夷奈切通崩落対策工事 神奈川県横浜市金沢区朝比奈町地内

3430
栃木県日光土木事務所 ㈱明商

28.10 29.1
落石防止工事　121号その1(道保防災) 栃木県 日光市独鈷沢町

3431
山梨県中北建設事務所 坂本土建㈱

28.10 29.3
（主）甲府昇仙峡線（馬車道）災害防除工事 山梨県 甲府市上帯那町

3432
新潟県糸魚川地域振興局 ㈱興和

28.10 29.2
防交災防　第1601-10-1号　（-）148号防災安全（災防）法
面対策　工事

新潟県 糸魚川市大字山之防

3433
静岡県熱海土木事務所 ㈱日吉建設

28.10 29.3
平成28年度（国）135号安心緊急道路対策事業（災害防除）
工事

静岡県 伊東市八幡野町

3434
岡山県備中県民局 日本植生㈱

28.11 29.1
2-6-1　公共　道路工事（落石予防工） 岡山県 高梁市高倉町飯部

3435 山梨県峡南建設事務所 湘南興業（有） 28.11 29.3 国道300号百合切トンネル手前災害防除工事 山梨県 南巨摩郡身延町

3436 長野県長野市 ㈲若穂建設 28.11 28.11 須釜区緑橋石垣補強　工事 長野県 長野市若穂

3437
静岡県富士宮市 ㈱成和建設

28.11 29.3
平成28年度　人穴富士講遺跡史跡整備　工事 静岡県 富士宮市　人穴　地内

3438
鳥取県西部総合事務所日野振
興センター

サワタ建設㈱
28.11 29.3

荒田川砂防堰堤工事（管理用道路） 鳥取県 日野郡江府町荒田

3439
石川県白山市産業部農林水産
課

㈱ロードマネージメント
28.11 28.12

林道犀各線　法面修繕（その1）（その2） 石川県 白山市白山町地

3440
島根県県央県土整備事務所 安野産業㈱

28.11 29.1
平成28年度　防災林造成事業　安楽寺地区1工区山腹工
事

島根県 大田市温泉津町小浜地内

3441
長野県須坂建設事務所 ㈱須加尾建設

28.12 29.3
平成28年度　県単砂防工事 長野県 上高井郡高山村　雷滝

3442 埼玉県本庄市 ㈲久米組 28.12 29.3 町道1598号線外　指定修繕　工事 埼玉県 児玉郡美里町大字白石地内

3443 岡山市建部支所産業建設課 幸輝興業㈱ 28.12 29.5 51-14　県道落合建部線道路法面改修工事 岡山県 岡山市北区建部町鶴田地内

3444
岡山県備中県民局高梁地域事
務所

片岡工業㈱
28.12 29.2

2-3-2　単県　道路工事（落石予防工） 岡山県 高梁市備中町平川

3445 山梨県中北建設事務所 丸光建設㈱ 28.12 29.6 （主）甲府昇仙峡線道路防災工事（明許） 山梨県 甲府市上帯那町

3446
東京都建設局西多摩建設事務
所

㈱東建 28.12 29.4 道路災害防除工事（28西の16） 東京都 奥多摩町氷川地内

3447
国土交通省中国地方整備局山
口河川国道事務所

勝井建設㈱
29.1 29.5

岩国管内防災工事 山口県 熊毛郡田布施町別府地内

3448
四国旅客鉄道㈱ 四国開発建設㈱

29.1 29.2
知保工28第41号　予土線半家・十川間38ｋ130ｍ外1土留
壁修繕工事

高知県 半家・十川間
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3449 島根県益田県土整備事務所 高橋建設㈱ 29.1 29.2 国道191号外6線　道路維持管理業務（匹見）28-2 島根県 益田市匹見町一円

3450
静岡県富士宮市 ㈱成和建設

29.1 29.3
平成28年度　白糸の滝左岸階段下り口斜面工事 静岡県 富士宮市　上井出　地内

3451
鳥取県日南町 ㈱かわばた

29.1 29.7
町道日南病院線落石対策工事 鳥取県 日野郡日南町生山

3452
広島県西部建設事務所廿日市
支所

アマノ企業㈱
29.2 29.6

一般国道186号道路災害防除工事（飯山1工区） 広島県 広島県廿日市市飯山

3453
静岡県富士宮市 ㈱大栄建設

29.2 29.3
平成28年度　人穴富士講遺跡史跡整備　工事その2 静岡県 富士宮市　人穴　地内

3454
山梨県甲府市役所 中沢工業㈱

29.2 29.3
落石防止工事　（28－1） 山梨県 甲府市高成町

3455
兵庫県西播磨県民局 ㈱グリーン興産

29.2 29.3
（重）揖保川流域　揖保川　環境防災林整備事業（28環境
第1号）

兵庫県 たつの市新宮町新宮

3456 兵庫県朝来市 ㈱榧谷建設（かやたに） 29.2 29.3 （市）新多々良木線　法面防災工事 兵庫県 朝来市多々良木

3457 岡山県美作市 ㈱下山建設美作支店 29.2 29.3 市道真木山谷口線修繕工事 岡山県 美作市真神

3458
島根県出雲県土整備事務所 ㈱三原組

29.2 29.4
（一）佐田八神線大呂工区　防災安全交付金（災害防除）工
事

島根県 出雲市佐田町大呂

3459 島根県出雲市 ㈱三原組 29.3 29.3 町高西線（1工区）災害防除工事 島根県 出雲市佐田町反邊

3460
鹿児島県南薩地域振興局農林
水産部林務水産課

㈱倉村組
29.3 29.3

平成28年度(補正)復旧治山事業(鬼口地内) 鹿児島県南九州市頴娃町郡鬼口地内

3461
四国旅客鉄道㈱ 四国開発建設㈱

29.3 29.3
知保工28第52号　予土線半家・十川間44ｋ950ｍ外2土留
壁修繕工事

高知県 半家・十川間

3462
岐阜県古川土木事務所 ㈱川勝興業

29.3 29.5
第河修安2・河修4号　県単河川維持修繕（暮らしの安全・
安心）工事

岐阜県 飛騨市神岡町伏方他地内

3463
島根県雲南県土整備事務所 ㈱渡部特殊土木

29.4 29.6
国道314号平田工区防災安全交付金（災害防除）工事（経
済対策）

島根県 雲南市木次町平田

3464
島根県県央県土整備事務所 安野産業㈱

29.5 29.6
（主）旭戸河内線来尾工区防災安全交付金（災害防除）工
事（経済対策）その2

島根県 浜田市旭町来尾

3465
岐阜県下呂土木事務所 馬瀬建設㈱

29.1 29.10
第26-A138-2-431-2号　公共道路災害防除施設（国補正
分）（翌債）工事

岐阜県 下呂市馬瀬下山地内

3466
西部建設事務所　安芸太田支
所

アマノ企業㈱
29.1 30.5

一般国道433号道路災害防除工事　(川戸工区） 広島県 山県郡北広島町川戸

3467
国土交通省　中部地方整備局
天竜川上流河川事務所

木下建設㈱
29.3 30.1

平成２８年度天竜川鵞流峡落石対策工事 長野県 飯田市

3468
長崎県対馬振興局上県出張所 ㈱ヤマダ

29.4 29.8
28総離県災防補　第3-1号　一般県道鹿見港線道路災害
防除工事（1工区）

長崎県 対馬市上県町鹿見

3469
栃木県日光土木事務所

㈱栃木県総合緑化セン
ター 29.4 29.5

落石防止工事　１２１号その２（道保防災） 栃木県 日光市

3470
兵庫県姫路土木事務所 藤澤工業㈱

29.4 30.1
（急）長谷(1)地区　急傾斜地崩壊対策工事（その1） 兵庫県 神崎郡神河町長谷
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3471
富山県　砺波農林振興セン
ター

野原工業㈱
29.5 29.5

県単独治山　大豆谷　谷止修繕工事の内　谷止工修繕工
工事

富山県 南砺市利賀村

3472
西部農林水産事務所 ㈱竹下建設

29.5 29.6
県営広域営農団地農道整備事業　芸北3期地区　道路工
事

広島県 山県郡北広島町今田

3473
西部建設事務所　安芸太田支
所

アイワ産業㈱
29.5 29.10

一般国道186号道路災害復旧工事（応急その2） 広島県 山県郡北広島町細見

3474
国交省中国地整鳥取河川国道 ㈱藤原組

29.5 29.11
国道29号落折地区外防災工事の内岩接着落石防止工 鳥取県 八頭郡若桜町落折～小船地内

3475
山梨森林管理事務所 清水建設工業㈱

29.5 29.8
野呂川コワシ復旧治山工事（H28ゼロ国） 山梨県 南アルプス市

3476
島根県益田県土整備事務所 日発建設(有)

29.5 29.8
（一）柿木山口線（椛谷工区）県単緊急道路災害防除工事 島根県 鹿足郡吉賀町柿木村椛谷

3477
近畿農政局南近畿土地改良調
査管理事務所

㈱城内組
29.5 29.6

平成28年度　十津川紀の川直轄管理事業
大迫ダム法面等整備事業

奈良県 奈良県吉野郡川上村

3478
鳥取県東部生活環境事務所 ㈱髙木建設

29.6 29.7
近畿自然歩道（鴨ケ磯）路肩復旧工事 鳥取県 岩美郡岩美町田後

3479
岐阜県下呂農林事務所 細江土建㈱

29.6 29.11
下治第2822号　県単治山事業ミザタ地区工事 岐阜県 下呂市小坂町落合地内

3480
福島県喜多方建設事務所 会津法面㈱

29.6 30.2
17-41350-0122
道路橋りょう整備（復一）工事（法面）

福島県 耶麻郡北塩原村

3481
新潟県上越地域振興局 ㈱ダイチ

29.6 29.8
主要地方道妙高高原公園線防災安全（公共防災）　岩盤接
着工事

新潟県 新潟県妙高市

3482
山梨県峡南建設事務所 深沢工務所㈱

29.7 29.9
（主）南アルプス公園線道路災害復旧工事（明許） 山梨県 南巨摩郡早川町

3483
国交省中部地方整備局紀勢国
道事務所

ユウテック㈱
29.7 30.3

平成28年度　42号尾鷲管内法面防災工事 三重県 尾鷲市賀田地内

3484
島根県雲南県土整備事務所 ㈱渡部特殊土木

29.7 29.8
出雲三刀屋線外　道路維持管理業務委託　第1期　吉田奥
出雲線　指示書第47号

島根県 雲南市吉田町吉田地内

3485
岡山県備中県民局農林水産事
業部

(有)東平建設
29.8 29.12

3-1-21　復旧治山事業　芳井町梶江地区山腹工 岡山県 井原市芳井町梶江

3486
岡山県美作県民局建設部 ㈱近藤組

29.8 29.12
2-19-2　単県　道路工事（法面工） 岡山県 苫田郡鏡野町上齋原

3487
岡山県美作県民局建設部 ㈱近藤組

29.8 30.1
2-19-1　単県　道路工事（法面工） 岡山県 苫田郡鏡野町上齋原

3488
佐賀県唐津農林事務所 日本建設技術㈱

29.8 29.11
復旧治山　第7111152-001号　野口地区復旧治山事業工
事（落石防止工）

佐賀県 唐津市厳木町岩屋

3489
新潟県上越地域振興局 ㈱興和

29.8 29.11
（主）妙高高原公園線防災安全（公共災防）
岩盤接着工事

新潟県 新潟県妙高市

3490
広島県東部農林水産事務所 ㈱ヒノデ開発

29.8 30.1
平成２９年度東久保地区予防治山事業山腹工事No.４ 広島県 尾道市久保町

3491
島根県県央県土整備事務所 ㈱オーサン

29.9 29.10
平成２９年度林地荒廃防止事業大原地区山腹工事 島根県 邑智郡邑南町上田所
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3492
長野県下伊那地域振興局 ㈱近藤工務店

29.9 29.12
平成29年度　予防治山事業　第4号工事 長野県 飯田市　栗下

3493
群馬県　沼田土木事務所 ㈱　高特

29.9 30.3
補助公共 社会資本総合整備(防災・安全)(地方道防災)法
面補修工

群馬県 利根郡みなかみ町

3494
岡山県美作県民局建設部 日本緑研㈱

29.9 30.1
2-15-4　公共　道路工事（法面工） 岡山県 苫田郡鏡野町上齋原

3495
岡山市 第二建設（株）

29.9 29.12
金掘山墓地参道法面修繕 岡山県 岡山市中区円山地内

3496
群馬県　富岡土木事務所 ㈱　アイビック

29.9 30.2
補助公共 社会資本総合整備(防災・安全)(地方道防災) 群馬県 甘楽郡下仁田町

3497
島根県出雲市 ㈱井口組

29.10 29.11
日の出1号線（3工区）災害防除工事 島根県 出雲市佐田町下橋波地内

3498
静岡県下田土木事務所 森田土木㈱

29.10 29.10
平成29年度[第29-D5110-01号](国)135号「安全・快適の
道」緊急対策H(交通安全)工事（落石対策工）（11-01）

静岡県 伊東市

3499
青森県西北地域県民局 ㈱脇川建設工業所

29.10 29.11
平成29年度県営自然災害防止工事 青森県 西津軽郡深浦町

3500
国交省中国地方整備局鳥取河
川国道事務所

中一建設㈱
29.10 30.2

国道29号落折地区防災工事 鳥取県 八頭郡若桜町落折地内

3501
東京電力㈱ 南波建設　㈱

29.10 30.1
厚田発電所 取水口上部法面崩壊対策工事 群馬県 吾妻郡東吾妻町

3502
群馬県　藤岡森林事務所

上毛緑産工業
㈱ 29.10 30.3

平成29年度 予防治山事業 群馬県 多野郡上野村

3503
島根県出雲市 (有)山根建設

29.11 29.11
相代釜浦線災害防除工事 島根県 出雲市釜浦町

3504
岐阜県古川土木事務所 宝興建設㈱

29.11 30.3
第工交公災緊-K1号　公共災害対策等緊急事業（推進費）
工事

岐阜県 高山市奥飛騨温泉郷神坂地内

3505
島根県出雲県土整備事務所 ㈱中筋組

29.11 30.3
（主）大社日御碕線　日御碕工区　防災安全交付金（災害
防除）工事　1710121-000

島根県 出雲市大社町日御碕

3506
兵庫県阪神北県民局 金山建設工業㈱

29.11 30.7
温泉地区河川改修工事（その4） 兵庫県

西宮市塩瀬町名塩（宝塚市玉瀬武
田尾）

3507
山形県庄内総合支庁産業経済
部

㈱ユーエル
29.11 30.1

平成29年度　笹立県単独治山自然災害防止工事 山形県 鶴岡市湯野浜字笹立地内

3508
国交省中部地方整備局矢作ダ
ム管理所

板垣建設㈱
29.11 30.2

平成29年度矢作ダム右岸法面補修工事 岐阜県 恵那市串原地内

3509
岐阜県下呂市 熊﨑組

29.11 30.2
林工第7号　林道椹谷線改良工事 岐阜県 下呂市小坂町落合地内

3510
山梨県中北建設事務所 坂本土建㈱

29.11 30.1
甲府昇仙峡線（馬車道）災害防除工事 山梨県 甲府市上帯那町

3511
島根県松江県土整備事務所 (有)門脇土建

29.12 29.12
草野横田線（草野工区）県単緊急道路災害防除工事【安来
伯太日南線（六呂坂工区）防災安全交付金（改築）工事】

島根県
安来市伯太町草野地内、広瀬町上
山佐地内

3512
岐阜県関市 古川建設㈱

29.12 30.2
土木第21号　小瀬排水路改修工事 岐阜県 関市小瀬地内
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3513
岡山県備中県民局建設部高梁
地域事務所

不二道路工業㈱
29.12 30.3

2-7-5　公共　道路工事（落石対策工） 岡山県 高梁市高倉町飯部

3514
島根県県央県土整備事務所 平成建設(有)

30.1 30.2
平成29年度　緊急予防治山事業　正覚寺地区　山腹工事 島根県 邑智郡川本町

3515
岩手県沿岸広域振興局 ㈱武山建設

30.1 30.1
主要地方道釜石遠野線橋野地区道路災害防除工事 岩手県 釜石市

3516
東京都西多摩建設事務所 旭建設　㈱

30.1 30.3
道路災害防除工事（29西の6） 東京都 青梅市成木7-1095

3517
島根県浜田県土整備事務所 今井産業㈱

30.1 30.3
国道186号相生工区（災害防除）工事【落石対策】 島根県 浜田市相生町地内

3518
島根県浜田県土整備事務所 ㈱島根三友

30.2 30.3
（一）波佐芸北線　波佐工区　県単道路（災害防除）工事
【落石対策】

島根県 浜田市金城町波佐

3519
岐阜県古川土木事務所 加納工業㈱

30.2 30.3
第河修-4号　県単河川維持修繕工事 岐阜県 飛騨市神岡町船津地内

3520
静岡県下田土木事務所 西伊豆貨物自動車㈱

30.2 30.2
（主）下田松崎線「安全・快適の道」緊急対策H（災害防除）
工事（法面工）（11-01）

静岡県 賀茂郡松崎町

3521
山梨県中北建設事務所 (有)坂本屋

30.2 30.2
（主）笛吹川市川三郷線道路改良工事（一部債務） 山梨県 甲府市

3522
鹿児島県北薩地域振興局建設
部

(有)柏木産業
30.2 30.5

平成29年度　急傾斜地崩壊対策工事（尻無1工区）
鹿児島
県

阿久根市大川地内

3523
岐阜県郡上農林事務所 カツラ工業㈱

30.2 30.3
単交工第崩暮1号　県単崩落決壊防止（暮らしの安全・安
心確保対策費）工事

岐阜県 郡上市八幡町旭

3524
島根県浜田県土整備事務所 広栄建設㈱

30.2 30.3
平成29年度県単県営地すべり対策事業　浜田第三期地区
落石対策工事

島根県 浜田市内田町

3525
京都府山城南土木事務所 イビデングリーンテック㈱

30.3 30.6
笠置山添線道路災害防除工事　山南29災防第4号の1の2 京都府 相楽郡笠置町笠置地内

3526
山梨県甲府市役所 小沢建設㈱

30.3 30.3
落石防止工事 山梨県 甲府市

3527
新潟県佐渡地域振興局 中部川崎㈱

30.3 30.5
道維管　第1701-00-30-00号（主）佐渡一周線　落石対策
工事

新潟県 新潟県佐渡市

3528
大阪府都市整備部池田土木事
務所

㈱三大建設
30.4 30.4

主要地方道　茨木能勢線　道路防災工事（その2） 大阪府 箕面市粟生間谷地内

3529
島根県益田県土整備事務所 堀建設㈱

30.5 30.10
国道488号猪木谷工区防災安全交付金（災害防除）工事2
月補正

島根県 益田市猪木谷

3530
北海道宗谷総合振興局 ㈱ササキ

30.2 30.3
北野地先林地荒廃防止施設災害復旧工事 北海道 礼文町

3531
岐阜県下呂土木事務所 今井建設㈱

30.3 30.6
第河修-1号　県単河川維持修繕事業（ゼロ県債）工事 岐阜県 下呂市少ケ野地内

3532
岐阜県下呂市 馬瀬建設㈱

30.3 31.1
第43-A105-B1-h号　公共災害防除施設（国補正分）工事 岐阜県 下呂市馬瀬名丸地内

3533
国交省中部地方整備局高山国
道事務所

協業組合H・C建設
30.4 30.7

平成29年度41号神岡地区防災施設整備工事 岐阜県 飛騨市神岡町土地内
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3534
仙勝家

(有)オーケースポーツ施
設 30.4 30.4

落石防止工事 山梨県 甲府市竹日向町

3535
新潟県糸魚川地域振興局 ㈱笠原建設

30.4 30.6
緊予第４号　緊急予防治山工事 新潟県 糸魚川市

3536
京都府南丹広域振興局農林商
工部

㈱西村工務店
30.4 30.8

平成２９年度治山事業（予防治山）　設計第5号 京都府 船井郡京丹波町八田地内

3537
新潟県佐渡地域振興局 ㈱興和

30.4 30.7
平成29年離復第1-1号　離島復旧治山工事 新潟県 佐渡市

3538
兵庫県中播磨県民局 ㈱タテイワ

30.4 30.12
長谷地区急傾斜地崩壊対策工事（その2） 兵庫県 神崎郡神河町

3539
岐阜県下呂土木事務所 日産工業㈱

30.4 31.3
第43-A115-B2-ｈ-98-1号　公共道路災害防除施設（国補
正分）工事

岐阜県 下呂市萩原町山之口（1）

3540
広島県西部建設事務所　廿日
市支所

アマノ企業㈱
30.5 30.8

一般国道186号道路災害防除工事（飯山3工区） 広島県 広島県廿日市市飯山

3541
山梨県峡東建設事務所 ㈱飯塚工業

30.5 30.9
一般国道137号道路防災工事（明許） 山梨県 笛吹市御坂町上黒駒

3542
愛知県新城設楽建設事務所 東京戸張㈱

30.5 30.10
道路改築工事（D17）（2号工） 愛知県 北設楽郡設楽町東納庫地内

3543
岐阜県飛騨農林事務所 大山土木㈱

30.5 30.8
飛治公第2909号　公共緊急予防治山工事（崩谷） 岐阜県 飛騨市神岡町船津字牧ケ平地区

3544
長崎県対馬振興局上県土木出
張所

㈱ヤマダ
30.5 30.10

一般県道鹿見港線道路災害防除工事（落石防護柵工） 長崎県 対馬市上県町鹿見

3545
島根県益田県土整備事務所 ㈱大谷商工

30.5 30.8
平成29年度（ゼロ国債）防災林造成事業　大井谷下地区工
事

島根県 鹿足郡吉賀町柿木村白谷地内

3546
群馬県中之条土木事務所 吉澤建設㈱

30.5 30.10
補助公共　社会資本総合整備【防災・安全】（国道防災）岩
接着工（Ｈ２９補正）

群馬県 吾妻郡長野原町大字長野原

3547
岐阜県揖斐土木事務所 西濃建設㈱

30.5 31.2
維工災防43-A106-1-ｈ-1号　公共防災・安全交付金（災害
防除）（国補正分）（翌債）工事

岐阜県 揖斐郡揖斐川町樫原地内

3548
新潟県上越地域振興局 ㈱興和

30.5 30.11
補防災公第1501-20-00-00　主要地方道妙高高原公園線
防災安全（公共災防・補正）岩盤接着工事

新潟県 妙高市

3549
島根県浜田県土整備事務所 ㈱島根三友

30.5 30.8
（主）浜田美都線　内村工区防災安全交付金（災害防除）工
事

島根県 浜田市内村町地内

3550
長野県須坂建設事務所 須高建設㈱

30.5 30.9
平成29年度　防災・安全交付金（修繕）災害防除（地方道）
工事

長野県 上高井郡高山村山田入

3551
国土交通省広島国道事務所 アマノ企業㈱

30.5 30.12
国道2号志和地区外防災工事 広島県 東広島市志和町外

3552
兵庫県但馬県民局朝来農林振
興事務所

能見建設㈱
30.6 30.7

緊急予防治山事業（29緊Y第3号） 兵庫県 朝来市生野町栃原

3553
国交省中部地方整備局高山国
道事務所

㈱讃建
30.6 30.8

平成29年度　41号下呂防災対策工事 岐阜県 下呂市金山町中切地内

3554
長崎県県北振興局 ㈱山口組

30.6 30.10
一般県道俵ヶ浦日野線道路災害防除工事 長崎県 佐世保市赤崎町
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3555
島根県浜田市役所 ㈱オーサン

30.6 30.7
宅地自然災害防止工事 島根県 浜田市高佐町

3556
島根県雲南県土整備事務所 ㈱植田建設

30.6 30.8
松江木次線北村工区防災安全交付金（災害防除）工事（2
月補正）

島根県 雲南市大東町北村

3557
東京都西多摩建設事務所 大章建設㈲

30.6 30.8
道路災害防除工事（２９西の１５） 東京都 西多摩郡奥多摩町氷川

3558
鳥取県日野郡日南町役場 日南振興㈱

30.6 30.7
町道宮田飛時原線落石対策工事（2工区） 鳥取県 日野郡日南町神福地内

3559
広島県東部建設事務所 アマノ企業㈱

30.6 30.9
府中上下線　道路災害防除工事（淵原工区） 広島県 府中市河面町地内

3560
群馬県沼田土木事務所 ㈱高特

30.6 30.7
単独公共　単独道路維持修繕事業（道路災害防除）路側法
面補修工事

群馬県 利根郡川場村大字川場湯原

3561
富山県新川農林振興センター 大高建設㈱

30.6 30.10
環境省直轄　欅平園地（猿飛峡遊歩道）整備工事 富山県

黒部市宇奈月黒部　黒部奥山　地
内

3562
岐阜県岐阜土木事務所 篠田㈱

30.6 30.11
維持工事第崩落安-2号　県単崩壊決壊防止（安心・安全）
上白金真砂線落石対策工事

岐阜県 岐阜市水風呂地内

3563
京都府京都林務事務所 ㈱三和工務店

30.6 30.8
平成29年度治山事業（緊急予防治山）（国庫債務負担行
為）

京都府 京都市左京区鞍馬本町地内

3564
岐阜県飛騨農林事務所 馬瀬建設㈱

30.7 31.1
飛治第3004号　公共予防治山工事（湯ノソラ大コバ） 岐阜県

高山市奥飛騨温泉郷神坂字湯ノソ
ラ大コバ地内

3565
山梨県峡南建設事務所 丹澤建設工業㈱

30.7 31.3
国道３００号道路工事（一部債務） 山梨県 南巨摩郡身延町中之倉

3566
国交省中国地方整備局浜田河
川国道事務所

東興ジオテック㈱
30.7 30.9

国道9号　津和野防災工事 島根県 鹿足郡津和野町直地

3567
山梨県峡東建設事務所 ㈱飯塚工業

30.7 31.2
一般国道137号道路防災工事 山梨県 笛吹市御坂町上黒駒

3568
島根県益田県土整備事務所 堀建設㈱

30.7 30.10
国道187号（大野原工区）防災安全交付金（交通安全）工事
（2月補正）（岩接着落石防止工）

島根県 鹿足郡吉賀町柿木村大野原地内

3569
石川県県央土木総合事務所 ㈱ロードマネージメント

30.7 31.1
一般県道倉谷土清水線　道路災害防除工事
（浮石除去工その2）

石川県 金沢市　寺津町地内

3570
京都府山城南土木事務所 ㈱松井組

30.7 30.10
笠置山添線道路災害防除工事 京都府 相楽郡笠置町笠置地内

3571
国交省近畿地方整備局姫路河
川国道事務所

㈱大給組
30.8 31.3

国道29号日見谷地区防災工事 兵庫県
宍粟市波賀町日見谷地先～小野地
先

3572
福島県喜多方建設事務所 会津法面㈱

30.8 31.3
18-41350-0145
道路橋りょう整備（交付）工事（法面）

福島県 耶麻郡北塩原村

3573
林野庁広島森林管理署 沼田建設㈱

30.8 30.12
川平山山腹工事 広島県 広島県山県郡北広島町地内

3574
広島県西部建設事務所　安芸
太田支所

アイワ産業㈱
30.8 31.3

一般県道上筒賀津浪線道路災害防除工事 広島県 安芸太田町中筒賀田之尻

3575
国土交通省長岡国道事務所 坂井建設㈱

30.8 30.8
国道289号2号盛土地すべり対策外工事 福島県 只見町
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3576
山梨県中北建設事務所 小野建設㈱

30.8 31.3
（一）川窪猪狩線　災害防除工事 山梨県 甲府市上帯那町

3577
東京都奥多摩町役場 清水建設土木㈱

30.8 30.9
鳩ノ巣渓谷遊歩道改修工事 東京都 西多摩郡奥多摩町棚沢

3578
愛知県豊田市 羽布建設㈱

30.8 30.10
北ノ平林道改良工事 愛知県 豊田市阿蔵町地内

3579
岡山県美作県民局建設部 ㈱中西工業所

30.9 30.11
52-18-52　2-18-1　公共道路工事（法面工） 岡山県 苫田郡鏡野町上齋原

3580
広島県西部建設事務所　安芸
太田支所

サンヨー緑化産業㈱
30.9 30.11

一般国道１９１号道路災害防除工事(坪野工区） 広島県 山県郡安芸太田町坪野

3581
長崎県佐世保市都市整備部 ㈱M・T・Gｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

30.9 31.3
中央公園法面改修工事 長崎県 佐世保市谷郷町

3582
岡山県美作県民局建設部 ㈱山本工業

30.9 30.11
52-18-51　2-18-3　公共道路工事（法面工） 岡山県 苫田郡鏡野町上齋原

3583
兵庫県神戸市教育委員会 （株）ゴショー

30.9 30.9
御影北小学校石積補修工事 兵庫県

神戸市東灘区御影山手1丁目御影
北小学校

3584
愛知県農林水産部　豊田可茂
農林水産事務所

豊緑化技研㈱
30.9 31.2

3-880緊急小規模治山対策事業第5号工事 愛知県 豊田市野林町西ノ洞

3585
国交省中部地方整備局岐阜国
道事務所

大脇建設㈱
30.9 31.2

平成29年度　41号坂ノ東地区防災工事 岐阜県 加茂郡白川町坂ノ東地内

3586
島根県益田県土整備事務所 ㈱大谷商工

30.9 30.10
（一）美都匹見線（道谷上3工区）防災安全交付金（改築）工
事第1期（2月補正）

島根県 益田市匹見町落合地内

3587
島根県益田県土整備事務所 堀建設㈱

30.9 30.12
国道488号（猪木谷工区）防災安全交付金（災害防除）工事
（2月補正）

島根県 益田市猪木谷

3588
岡山県備前県民局農林水産事
業部

第二建設（株）
30.9 31.2

2-3-21　緊急予防治山事業築港3丁目地区山腹工 岡山県 玉野市築港3丁目

3589
岡山県備中県民局高梁地域事
務所

㈱大宝建設
30.10 30.11

2-8-2　単県道路工事（落石対策工） 岡山県 高梁市川上町領家

3590
岡山市都市整備局道路部 土質工学㈱

30.10 31.1
県道岡山賀陽線道路防災工事（30-3） 岡山県 岡山市北区上高田地内

3591
三重県松阪建設事務所 ㈱フォーレスト

30.10 31.1
平成29年度防災安全・地第17A1-20分0003号　主要地方
道松阪青山線災害防除施設工事

三重県 松阪市嬉野小原町

3592
長野県須坂建設事務所 ㈱須加尾建設

30.10 31.2
平成30年度　県単　砂防工事 長野県 上高井郡高山村　雷滝

3593
広島県西部建設事務所　廿日
市支所

エヌエル産業㈱
30.10 30.12

一般国道186号道路災害防除工事（穂仁原2工区）外 広島県 大竹市穂仁原

3594
東京都産業労働局森林事務所 落合興産㈲

30.10 31.2
養沢（木和平）復旧治山工事 東京都 あきる野市養沢

3595
長野県須坂市役所 ㈲筑波道路

30.11 30.12
平成30年度　市単独事業　坂田霊園擁壁補修工事 長野県 須坂市大字須坂

3596
愛知県可茂農林事務所 丸ス産業㈱

30.11 31.1
可治工第3003号　公共緊急予防治山事業炭竃工事 愛知県 加茂郡白川町水戸野字炭竃地内
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3597
島根県益田市 日新建設㈱

30.11 30.12
市道新澄川線　法面対策工事（その2） 島根県 益田市匹見町澄川知内

3598
国交省中国地方整備局松江国
道事務所

東興ジオテック㈱
30.11 30.12

国道9号宅野地区外防災工事 島根県 出雲市多伎町～大田市温泉津町

3599
国交省中部地方整備局岐阜国
道事務所

大脇建設㈱
30.11 31.3

平成29年度　41号久田見地区防災工事 岐阜県 加茂郡八百津町久田見

3600
黒部川電力株式会社 ㈱シビル防災

30.11 30.11
姫川第六発電所堰堤落石防災工事の内、
落石防止対策

長野県 小谷村

3601
鳥取県日野郡日南町役場 ㈲今松工務店

30.11 30.12
町道宮田飛時原線落石対策工事（3工区） 鳥取県 日野郡日南町神福地内

3602
島根県出雲県土整備事務所 ㈱ノリコー淞南ダイア

30.11 31.3
淀西地区　県単地すべり防止工事（落石対策） 島根県 出雲市佐田町反辺

3603
岐阜県恵那農林事務所 ㈱加地工務店

30.11 31.3
恵治工第3016号　公共予防治山事業栩杭地区工事 岐阜県 恵那市笠置町毛呂窪栩杭地内

3604
JR西日本米子支社 広成建設㈱

30.11 30.12
浜鉄土木修繕他温泉津石見福光440.100ロープネット工新
設

島根県 大田市温泉津町福光

3605
岩手南部森林管理署 工藤建設㈱

30.11 31.3
産女川地区治山工事 岩手県 一関市厳美町

3606
島根県出雲市 ㈱三原組

30.12 31.2
町高西線災害防除落石予防工事 島根県 出雲市佐田町反邊

3607
島根県浜田県土整備事務所 今井産業㈱

30.12 31.3
（主）桜江金城線市山３工区防災安全交付金（改築）工事
（その３）

島根県 江津市桜江町市山地内

3608
岐阜県下呂市 ㈲マゼック

30.12 31.1
林工第8号　林道椹谷線改良工事 岐阜県 下呂市小坂町落合

3609
岐阜県岐阜土木事務所 篠田㈱

30.12 31.2
維持工事第43-A116-B1-ｈ号　公共防災・安全交付金（災
害防除）上白金真砂線国補正落石対策工事

岐阜県 岐阜市水風呂地内

3610
岡山県美作県民局 ㈱高元組

30.12 30.12
単県　道路維持修繕工事 岡山県 美作市松脇

3611
東京都奥多摩町役場 榎木工業㈱

30.12 31.2
一付線道路新設工事 東京都 西多摩郡奥多摩町海沢

3612
岐阜県関市 ㈱サカエ

31.1 31.2
土木第37号栄町排水路改修工事 岐阜県 関市栄町

3613
愛知県豊田市 豊緑化技研㈱

31.1 31.3
市道小原簗平榑俣線ほか道路防災対策事業工事 愛知県 豊田市日面町ほか地内大平町

3614
静岡県熱海土木事務所 ㈱伊豆急ハウジング

31.1 31.3
平成30年度八幡野向町急傾斜地崩壊対策(一般一その他
【防災・安全交付金】工事（法面工）

静岡県 伊東市八幡野

3615
広島県西部建設事務所　呉支
所

㈱福美建設
31.1 31.3

主要地方道呉環状線道路災害防除工事 広島県 呉市警固屋8丁目地区

3616
島根県出雲県土整備事務所 昭和開発工業㈱

31.1 31.3
（主）斐川一畑大社線猪目工区防災安全交付金（改良）工
事第1期

島根県 出雲市猪目町地内

3617
山梨県甲府市役所 丸光建設㈱

31.1 31.3
落石防止工事 山梨県 甲府市高成町
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3618
福島県石川土木事務所 深谷建設㈱

31.1 31.5
道路橋りょう整備(再復)工事(災害防除) 福島県 石川郡古殿町

3619
中部森林管理局　木曽森林管
理署

木曽土建工業㈱
31.2 31.5

平成30年度小川入（赤沢）災害関連緊急治山工事 長野県
木曽郡　上松町小川入国有林209
林班

3620
東京都小笠原支庁 ㈱品川建設

31.2 1.3
大神山公園急傾斜地整備工事 東京都 小笠原村

3621
島根県邑南町 羽須美建設㈱

31.2 31.3
平成30年度軍原キャンプ場遊歩道落石対策工事 島根県 邑智郡邑南町阿須那

3622
新潟県糸魚川地域振興局 ㈱笠原建設

31.3 31.4
緊予第４号　緊急予防治山工事 新潟県 糸魚川市能生小泊地内

3623
東海旅客鉄道㈱ ハラ建設㈱

31.3 31.3
18中工決第114号落合川構内325K560ｍ付近外1箇所修繕
その他工事

長野県 木曽郡十二兼～南木曽

3624
岡山市中区役所 テシマ商工㈱

31.3 1.3
蓬莱橋石板補修工事 岡山県 岡山市北区後楽園地内（蓬莱橋）

3625
山梨県中北建設事務所 坂本土建㈱

31.3 31.3
荒川外河川砂防施設等緊急維持修繕業務委託 山梨県 甲府市北口

3626
長崎県北振興局 西海地研㈱

31.4 31.8
一般県道俵ケ浦日野線道路災害防除(法面工) 長崎県 佐世保市船越町

3627
大阪府都市整備部茨木土木事
務所

㈱喜栄建設
31.4 31.5

一般府道　余野茨木線　道路防災工事 大阪府 茨木市大字佐保地内

3628
鹿児島県北薩地域振興局 ㈱小田原建設

1.5 1.6
急傾斜地崩壊対策工事（尻無（１）工区 鹿児島県阿久根市

3629
四国旅客鉄道㈱

四国開発建設㈱高知
営業所 31.4 1.5

知保工19第14号土讃線繁籐・新改間99ｋ981ｍ水路修繕工
事

高知県 香美市

3630
ヤマト工務店 ㈲今橋組 1.6 1.6

高橋邸ブロック修繕工事 高知県 高知市



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績（北海道）
2019年5月まで　56件

No 実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

1
1226

北海道開発局旭川開発建設
部

浜塚建設工業㈱ 10.10 10.12 玉川法面防災外一連工事 北海道 中川郡美深町玉川

2
1546 北海道根室支庁 山洋建設㈱ 12.08 12.12 山田地先復旧治山工事 北海道 目梨郡羅臼町山田地先

3
1578 北海道根室支庁 尾田建設㈱ 12.10 小規模治山工事 北海道 目梨郡羅臼町海岸町

4
1579 北海道根室支庁 小川建設㈱ 12.10 砂山地先復旧治山工事 北海道 目梨郡羅臼町砂山地先

5
1655 北海道根室支庁 渡辺建設工業㈱ 13.05 13.06 砂山地先復旧治山工事 北海道 目梨郡羅臼町砂山地先

6
1696 北海道根室支庁 小針土建㈱ 13.07 13.12 山田地先復旧治山工事 北海道 目梨郡羅臼町山田

7
1697 北海道根室支庁 小川建設㈱ 13.08 13.12 サシルイ神社地先復旧治山工事 北海道 目梨郡羅臼町サシルイ

8
1698 北海道根室支庁 小野建設工業㈱ 13.08 13.09 花岸地先復旧治山工事 北海道 目梨郡羅臼町花岸

9
1735 北海道根室支庁 鈴木産業㈱ 13.10 13.11 根室地区流域砂山地先復旧治山工事－２ 北海道 目梨郡羅臼町八木沢浜町

10
1995

北海道上川南部森づくりセン
ター

㈱緑土興産 15.06 1509 東雲地区小規模治山工事 北海道 上川郡上川町東雲

11
2007

北海道水産林務部根室支庁
林政課

(有)望月組 15.08 15.10 平成15年度ｻｼﾙｲ神社地先復旧治山工事 北海道 目梨郡羅臼町海岸町

12
2040

北海道開発局網走開発建設
部

吉井建設㈱ 15.10 16.01 一般国道334号斜里町オシンコシン法面工事 北海道 斜里郡斜里町ウトロ西

13
2131 北海道根室支庁 寺井建設㈱ 16.07 16.11 サシルイ神社地先復旧治山工事 北海道 目梨郡羅臼町海岸町

14
2133 北海道根室支庁 小針建設㈱ 16.07 17.01 八木浜地区地域防災対策総合治山工事 北海道 目梨郡羅臼町八木浜町

15
2139 北海道森林管理局旭川分局 ㈱丹野組 16.08 16.12 上原地先治山工事 北海道 稚内市港町

16
2152

北海道開発局網走開発建設
部

吉井建設㈱ 16.09 17.01 一般国道３３４号斜里町オシンコシン法面工事 北海道 斜里郡斜里町ウトロ西

17
2203 北海道札幌土木現業所 日重建設㈱ 16.12 17.02 支笏湖線局改（一般局改）（特）工事 北海道 千歳市支笏湖

18
2204 北海道網走土木現業所 まるい建設㈱ 16.12 17.03 訓子府津別線道単交安工事 北海道 常呂郡訓子府町

19
2233 北海道留萌支庁 菊地建設㈱ 17.03 17.07 弁天滝の沢その２小規模治山工事 北海道 苫前郡羽幌町大字天売

20
2267 北海道根室支庁 山洋・農林土木 JV 17.07 18.01 サシルイ神社地先復旧治山工事 北海道 目梨郡羅臼町海岸町

21
2268 北海道根室支庁 小針・中村 JV 17.07 18.01 八木浜地区地域防災対策総合治山工事 北海道 目梨郡羅臼町八木浜町



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績（北海道）
2019年5月まで　56件

No 実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

22
2352 北海道小樽土木現業所 羽角建設㈱ 18.03 18.07 古平港町１（道単）急傾斜地工事（道債） 北海道 古平郡古平町

23
2356 北海道留萌森づくりセンター 増毛・山高・守谷JV 18.03 18.09 雄冬地区予防治山工事 北海道 増毛郡増毛町雄冬

24
2370 北海道根室支庁 最能建設㈱ 18.06 18.12 八木浜地区地域防災対策総合治山工事 北海道 目梨郡羅臼町八木浜町

25
2377 北海道根室支庁 小川建設㈱ 18.07 18.11 サシルイ神社地先復旧治山工事 北海道 目梨郡羅臼町海岸町

26
2400

北海道開発局網走開発建設
部

吉井建設㈱ 18.09 19.03 一般国道334号斜里町オシンコシン法面外一連工事 北海道 斜里郡斜里町ウトロ西

27
2401

北海道開発局網走開発建設
部

土橋・イワクラJV 18.09 19.03 一般国道334号斜里町ウトロ法面外一連工事 北海道 斜里郡斜里町ウトロ西

28
2416 北海道日高支庁 幌村建設㈱ 18.10 19.03 幌毛志団地復旧治山工事 北海道 沙流郡平取町幌毛志

29
2423 北海道函館土木現業所 工藤建設㈱ 18.11 19.02 奥尻島線局改工事（地特）（米岡）その2 北海道 枝幸郡奥尻島町

30
2485 北海道日高森づくりセンター 小林工・三島 JV 19.07 19.10 九里地先復旧治山工事 北海道 様似郡様似町幌満

31
2537

北海道開発局網走開発建設
部

㈱そうけん 19.11 19.12 一般国道334号ウトロ西改良工事（フンベ工区） 北海道 斜里郡斜里町ウトロ西

32
2575 北海道根室支庁 最能建設㈱ 19.11 20.01 八木浜地区地域防災対策総合治山工事 北海道 目梨郡羅臼町

33
2587 JR北海道旅客鉄道株式会社 黒坂建設㈱ 20.05 20.05 塩谷駅第一乗降場間知石修繕工 北海道 小樽市塩谷

34
2603

北海道開発局旭川開発建設
部

小山建設㈱ 20.08 20.12 一般国道39号上川町神削災害防除工事 北海道 上川郡上川町層雲峡

35
2616 北海道根室支庁 寺井・中畑JV 20.０9 20.12 八木浜地区地域防災対策総合治山工事 北海道 目梨郡羅臼町

36
2715 北海道留萌振興局 ㈱堀口組 21.07 21.08 ケマフレ地区復旧冶山工事 北海道 増毛郡増毛町

37
2716 北海道後志総合振興局 ㈱櫻組 21.07 21.08 樽岸地区復旧冶山工事 北海道 寿都郡寿都町

38
2729 北海道根室振興局 鈴木産業㈱ 21.09 21.11 八木浜地区その２地域防災対策総合治山工事 北海道 目梨郡羅臼町

39
2756 北海道紋別市 ライト工業㈱ 21.11 22.01 オホーツク庭園岩盤補強工事 北海道 紋別市

40
2807 北海道根室振興局 小針・西尾JV 22.07 22.10 八木浜地区地域防災対策総合治山工事 北海道 目梨郡羅臼町

41
2821 北海道根室振興局 中畑建設㈱ 22.08 22.11 北浜地区２復旧治山工事 北海道 目梨郡羅臼町

42
2822 北海道函館土木現業所 ㈱アロー建設 22.08 22.12 戸井漁港広域水産基盤整備工事2 北海道 函館市
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2019年5月まで　56件

No 実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

43
2840 北海道根室振興局 中畑建設㈱ 22.10 22.12 八木浜地区2山地災害減災対策治山工事 北海道 目梨郡羅臼町

44
2843 北海道東部森づくりセンター 日本緑化・木黒JV 22.10 23.01 木樋地区復旧治山工事 北海道 網走郡津別町

45
2853 北海道根室振興局 尾田建設㈱ 22.11 22.11 チエンベツ川小規模治山工事 北海道 目梨郡羅臼町

46
2901 北海道オホーツク総合振興局 興和建設㈱ 23.04 23.07 木樋地区復旧治山工事 北海道 網走郡津別町木樋

47
2911 北海道根室振興局 山洋建設㈱ 23.06 23.12 八木浜地区２山地災害総合減災対策治山工事 北海道 目梨郡羅臼町八木浜

48
2921 北海道根室振興局 寺井・西尾・中村JV 23.08 23.09 北浜地区復旧治山工事 北海道 目梨郡羅臼町北浜

49
3000 北海道根室振興局 山洋・小針JV 24.5 24.10 北浜地区２復旧治山工事 北海道 目梨郡羅臼町北浜

50
3034 北海道根室振興局 中畑建設㈱ 24.10 25.1 八木浜地区２山地災害総合減災対策治山工事 北海道 目梨郡羅臼町八木浜

51
3125

国土交通省 北海道 留萌開発
建設部

ハラダ工業㈱ 25.9 26.1 一般国道231号増毛町岩老改良工事 北海道 増毛郡増毛町岩老

52
3141 北海道日高振興局 森林室 池田建設㈱ 25.10 25.11 ナンゴウ第一地区その２復旧治山工事 北海道 様似郡様似町冬島

53
3146 北海道根室振興局 山洋建設㈱ 25.10 25.12 海岸町地区３山地災害総合減災対策治山工事 北海道 目梨郡羅臼町海岸町

54
3205 北海道根室振興局 小針土建㈱ 26.5 26.9 八木浜地区２山地災害総合減災対策治山工事 北海道 目梨郡羅臼町八木浜

55 3397
北海道留萌振興局森林室

堀建・山高 経常建設共
同企業体 28.5 28.7

武好地区復旧治山工事その２ 北海道 増毛郡増毛町岩尾

56 3530 北海道宗谷総合振興局 ㈱ササキ 30.2 30.3 北野地先林地荒廃防止施設災害復旧工事 北海道 礼文町



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績（青森）
2019年5月まで

No 実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

1 1227 青森県十和田土木事務所 田中建設㈱ 10.10 10.11 第462号国道102号道路災害防除工事 青森県 上北郡十和田湖町奥瀬

2 1228 青森県十和田土木事務所 田中建設工業㈱ 10.10 10.11 第6559号国道102号道路災害防除工事 青森県 上北郡十和田湖町奥瀬

3 2023 青森県商工観光労働部 田中建設㈱ 15.09 15.11 東北自然道（奥入瀬渓流）歩道整備工事　青観2-101 青森県 十和田市十和田町大字奥入瀬

4
2625

青森県上北地域県民局地域
整備部

田中建設㈱ 20.09 20,12 第452号国道102号災害防除工事 青森県 十和田市大字奥入瀬

5
2657

青森県上北地域県民局地域
整備部

技研興業㈱ 20.12 21.03 第452-7号国道102号災害防除工事 青森県 十和田市大字奥入瀬

6 2706 青森県上北地域県民局 丸井重機建設㈱ 21.06 21.08 第452-8号国道１０２号道路災害防除工事 青森県 十和田市大字奥入瀬

7 2754 環境省東北環境事務所 (有)みらい 21.11 21.12 休屋園地一の宮岩盤修繕工事 青森県 十和田市大字奥入瀬

8 3334 青森県三八地方県民局 ㈱山田組 27.9 27.11 火山復第1号平成27年度県営復旧治山工事 青森県 三戸郡三戸町

9 3499 青森県西北地域県民局 ㈱脇川建設工業所 29.10 29.11 平成29年度県営自然災害防止工事 青森県 西津軽郡深浦町



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績（岩手）
2019年5月まで29件

No 実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

1 1274 岩手県生活環境部 刈屋建設㈱ 11.01 11.03 田老道路（歩道）整備工事 岩手県 下閉伊郡田老町三王

2 1456 岩手県宮古地方振興局 刈屋建設㈱ 11.12 12.03 一般国道106号新里門馬災害防除工事 岩手県 下閉伊郡新里村茂市

3 1465 岩手県生活環境部 丸光建設㈱ 12.01 12.03 鳥越鵜の巣線道路（歩道）整備工事 岩手県 下閉伊郡田野畑村島越

4
1547

岩手県宮古地方振興局林務
部

刈屋建設㈱ 12.08 13.11 平成12年度ふるさと林道安庭害鷹森線改築工事 岩手県 下閉伊郡新里村和井内

5
1596

岩手県生活環境部自然保護
課

大坂建設㈱ 12.11 13.02 浄土ケ浜道路（歩道）落石防止工事 岩手県 宮古市浄土ケ浜

6
1649

岩手県宮古地方振興局林務
部

佐藤建設㈱ 13.03 13.08 平成12年度二升石地区予防治山工事 岩手県 下閉伊郡岩泉町二升石

7 1736 岩手県宮古地方振興局 佐藤建設㈱ 13.10 13.12 平成13年度二升石地区予防治山工事 岩手県 下閉伊郡岩泉町

8 1754 岩手県下厩地方振興局 ㈱岩辰 13.11 14.02 平成13年度夏山林道改築工事 岩手県 東磐井郡東山町

9 1791 岩手県生活環境部 大坂建設㈱ 14.01 14.03 浄土ケ浜遊歩道落石防止工事 岩手県 宮古市浄土ケ浜

10 1902 岩手県宮古地方振興局 刈屋建設㈱ 14.11 14.12 ふるさと林道安庭害鷹森線改築工事 岩手県 下閉伊郡新里村和井内

11 1985 岩手県宮古地方振興局 刈屋建設㈱ 15.04 15.07 ふるさと林道安庭害鷹森線改築工事 岩手県 下閉伊部郡新里村和井村

12 2134 岩手県宮古地方振興局 三好建設㈱ 16.07 17.02 森林基幹道川目線改築工事 岩手県 宮古市長澤北川目

13 2187 岩手県水沢地方振興局 国土防災技術㈱ 16.11 17.01 重染寺地区予防治山工事 岩手県 江刺市重染寺

14 2218 岩手県新里村 刈屋建設㈱ 17.01 17.03 村道飛の沢線落石防止工事 岩手県 下閉伊郡新里村蟇目

15 2335 岩手県水沢地方振興局 飯坂建設㈱ 18.03 18.03 一般国道３９７号石淵災害防除工事 岩手県 奥州市胆沢区石淵

16
2653 岩手県一関市 刈屋建設㈱ 20.12 21.03 20災139号一級市道厳美渓中央線道路災害復旧工事 岩手県 一関市

17 2664 岩手県盛岡地方振興局 刈屋建設㈱ 21.01 21.03 蟹沢地区予防治山工事 岩手県 八幡平市

18
2898

東北地方整備局三陸国道事
務所

刈屋建設㈱ 23.03 24.03 宮古応急復旧その4工事 岩手県 宮古市

19
2990

東北森林管理局三陸北部森
林管理署

刈屋建設株式会社 24.3 25.1 御山川（Ⅱ）治山工事 岩手県 宮古市

20
2994 環境省東北地方環境事務所 刈屋建設株式会社 24.4 25.3

平成23年度　浄土ヶ浜集団施設地区海岸歩道落石対策
整備工事

岩手県 宮古市

21
3051

東北森林管理局三陸中部森
林管理署

横屋建設株式会社 24.11 25.3 浪板沢治山工事 岩手県 上閉伊郡大槌町

22 3095 岩手県沿岸広域振興局 刈屋建設㈱ 25.4 26.3 一般国道１０６号川井地区ほか道路維持補修業務委託 岩手県 宮古市

23
3126

林野庁東北森林管理局三陸
中部森林管理署

刈屋建設㈱ 25.9 26.3 浪板地区第二治山工事 岩手県 上閉伊郡大槌町

24
3127

林野庁東北森林管理局三陸
北部森林管理署

刈屋建設㈱ 25.9 26.3 半崎治山工事 岩手県 下閉伊郡山田町

25 3166 岩手県沿岸広域振興局 ㈱元持 26.1 26.3 一般県道吉浜上荒川線向地区道路災害防除工事 岩手県 釜石市



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績（岩手）
2019年5月まで29件

No 実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

26
3296 岩手県沿岸広域振興局 刈屋建設㈱ 27.3 28.3

平成27年度　一般国道１０６号川井地区ほか道路維持補
修業務委託

岩手県 宮古市

27 3317 岩手県沿岸広域振興局 刈屋建設㈱ 27.7 28.3 一般国道106号袰岩の２地区法面対策工事 岩手県 宮古市

28 3515 岩手県沿岸広域振興局 ㈱武山建設 30.1 30.1 主要地方道釜石遠野線橋野地区道路災害防除工事 岩手県 釜石市

29 3605
岩手南部森林管理署 工藤建設㈱

30.11 31.3
産女川地区治山工事 岩手県 一関市厳美町



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績（宮城）
2019年5月まで

No 実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

1
2978 宮城県仙台市 ㈱環境保全センター 24.02 24.03 一本松公園改修工事 宮城県

仙台市青葉区旭ヶ丘二丁目36
番地



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績（秋田）
2019年5月まで

No 実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

1
2284

秋田県山本地域振興局建設
部

小山建設㈱ 17.09 17.11 県単道路災害防除工事（藤琴国有林工区） 秋田県 山本郡藤里町藤琴

2
2387

秋田県山本地域振興局建設
部

小山建設㈱ 18.08 18.11 県単道路災害防除工事（藤琴国有林工区） 秋田県 山本郡藤里町藤琴

3
2404

秋田県生活環境文化部自然
保護課

奥山ボーリング・万六
建設JV

18.09 19.07 抱き返り渓谷歩道整備工事 秋田県 仙北市角館町広久内

4 2413 秋田県山本地域振興局 ㈱嶋田建設 18.10 19.01 担い手育成基盤整備事業中渡地区第14605号工事 秋田県 山本郡八峰町

5
2476

秋田県生活環境文化部自然
保護課

奥山ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・万六建
設JV

19.04 19.07 抱返り渓谷歩道整備工事 秋田県 仙北市角館町広久内

6
2505

秋田県山本地域振興局建設
部

㈲細田土木 19.09 19.12 県単道路災害防除工事（藤琴国有林工区） 秋田県 山本郡藤里町藤琴

7 2870 秋田県八峰町 東北技建㈱ 23.01 23.03 町道岩館海岸線法面保護工事 秋田県 山本郡八峰町



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績（山形）
2019年5月まで

No 実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

1 1035 山形県酒田港湾事務所 ㈱山本組 9.09 9.10 平成９年度地方港湾整備加茂景観保全整備工事 山形県 鶴岡市今泉

2 1162 山形県庄内支庁温海支所 東海林建設㈱ 10.01 10.03 主要地方道菅野代堅苔沢線（落石防止） 山形県 西田川郡温海町菅野代

3 1178 山形県北村山建設事務所 小野建設㈱ 10.07 10.09 一般県道田麦野行沢線道路改良工事 山形県 東根市木戸口

4 1386 山形県庄内支庁林業振興課 ㈱山本組 11.09 11.12 今泉地域防災対策総合治山山腹工工事 山形県 鶴岡市加茂字今泉

5
1425 山形県庄内支庁温海支所 東海林建設㈱ 11.10 11.12

主要地方道余目温海線外１路線臨時道路整備事業（災
害防除）落石防止工事

山形県 西田川郡温海町潟温海

6 1480 山形県庄内支庁温海支所 北日本特殊工業㈱ 12.02 12.03 槙大臨時道路整備事業（災害防除）落石防止工事 山形県 西田川郡温海町槙大

7 1640 山形県庄内支庁林業振興課 ㈱山本組 13.02 13.03 今泉地区防災対策総合治山山腹工事 山形県 鶴岡市加茂字今泉

8 1659 建設省山形工事事務所 ㈱後藤組 10.06 10.11 梓山地区法面補修工事 山形県 米沢市万世町梓山

9
1755

日本道路公団山形管理事務
所

東北ハイメン 13.11 13.12 平成13年度山形自動車道山形管内道路保全工事 山形県 西村山郡西川町大井沢

10
2005 山形県河川砂防課 東海林建設㈱ 15.08 15.08

平成15年度砂防自然災害防止事業（急傾斜）山寺砂防自
然災害防止工事

山形県 山形市大字山寺

11 2050 山形県天童市 東海林建設㈱ 15.11 15.11 舞鶴山石碑修繕工事 山形県 天童市大字舞鶴山地内

12
2746

山形県庄内総合支庁港湾事
務所

㈱阿部組 21.10 22.01
平成２０年度港湾関係緊急修繕事業(庄内・港湾)鼠ｹ関港
弁天島遊歩道落石対策工事

山形県 鶴岡市鼠ヶ関地内

13
2958 山形県村山総合支庁建設部 東海林建設(株) 23.11 24.03

平成２２年度（明許繰越）土砂災害対策事業（急傾斜）山
寺（国補正）斜面対策（第３工区）工事

山形県 山形市大字山寺地内

14
3108 山形県村山総合支庁建設部 東海林建設㈱ 25.6 25.11

平成２４年度（明許繰越）土砂災害対策事業（急傾斜）山
寺（国補正）斜面対策工事

山形県 山形市大字山寺　地内

15
3507

山形県庄内総合支庁産業経
済部

㈱ユーエル 29.11 30.1 平成29年度　笹立県単独治山自然災害防止工事 山形県 鶴岡市湯野浜字笹立地内



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績（福島）
2019年5月まで24件

No 実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

1
1194 福島県南会津建設事務所 ライト工業㈱ 10.08 10.09 災害防除工事 福島県 南会津郡田島町糸沢

2
1213 福島県会津農林事務所 ㈱丸庄工務所 10.09 10.11 林道開設事業（広域基幹）大滝林道 福島県 大沼郡会津高田町松坂

3
1424 福島県会津農林事務所 大石建設工業 11.10 林道落石防止工事 福島県 河沼郡柳津町長窪

4
1792 福島県須賀川市 赤井田造園土木㈱ 14.02 市道1-24号線落石防止応急工事 福島県 須賀川市大字市野関字館山

5
2004

国交省北陸地方整備局阿賀
川工事事務所

㈱渡辺工務所 15.08 15.08 大川ダム左岸法面対策その２工事 福島県 南会津郡下郷町沼尾崎地先

6
2161 福島県南会津建設事務所 ㈱舘岩工務所 16.10 16.11 国道第一種改良工事（国道352号） 福島県 南会津郡舘岩村大字八総

7
2178 福島県南会津建設事務所 会津法面㈱ 16.11 16.11 国道第一種改良工事（国道352号） 福島県

国道352号南会津郡舘岩村大字八
総

8
2444

農水省東北農政局新安積農
業水利事業所

㈱緑奏 19.02 19.02
新安積(二期）農業水利事業幹線用水路畑田工区（その
2）工事

福島県 須賀川市畑田地内

9
2883 福島県喜多方建設事務所 会津法面㈱ 23.03 23.10 10-41350-0470　地域活力基盤創造工事 福島県 耶麻郡北塩原村大字北山地内

10
2886

関東森林管理局　いわき森林
管理署

㈱山田組 22.07 22.09 町分治山工事 福島県
双葉郡川内町大字上川内字高山
外1国有林

11
2981 福島県白河市役所 会津法面㈱ 24.03 24.12 第31228号　林地崩壊防止事業（搦目山地区）工事 福島県 白河市大字搦目山地内

12
2982 福島県白河市役所 会津法面㈱ 24.03 24.12 第31242号　林地崩壊防止事業（東町地区）工事 福島県 白河市表郷小松字東町地内

13
2992 福島県喜多方建設事務所 会津法面㈱ 24.4 24.11 11-41350-0481　道路橋りょう整備（基幹）工事（法面） 福島県 耶麻郡北塩原村

14
3149 福島県南会津建設事務所 ㈱渡部工務所 25.10 26.3

13-41360-0018　道路橋りょう整備（再復）工事（落石対
策）

福島県
国道121号　南会津郡下郷町大字
豊成　地内

15
3187 福島県喜多方建設事務所 会津法面㈱ 25.12 26.9 道路橋りょう整備（再復）工事（岩盤接着） 福島県 耶麻郡北塩原村

16
3189 福島県県中建設事務所 赤井田造園土木㈱ 26.2 26.8 平成25年度道路橋りょう整備（再復）工事（災害防除） 福島県 石川郡古殿町松川字前木地内

17
3223 福島県喜多方建設事務所 会津法面㈱ 26.6 27.1 14-41350-0069　道路橋りょう整備（再復）工事（法面工） 福島県 耶麻郡北塩原村

18
3292 福島県喜多方建設事務所 会津法面㈱ 26.7 27.8 14-41350-0152　道路橋りょう整備（再復）工事（法面工） 福島県 耶麻郡北塩原村

19
3316 福島県喜多方建設事務所 会津法面㈱ 27.7 28.3 15-41350-0122　道路橋りょう整備（再復）工事（法面） 福島県 耶麻郡北塩原村

20 3404
福島県喜多方建設事務所 会津法面㈱

28.6 29.2
16-41350-0113　道路橋りょう整備（交付）工事（法面） 福島県 耶麻郡北塩原村



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績（福島）
2019年5月まで24件

No 実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

21 3480
福島県喜多方建設事務所 会津法面㈱

29.6 30.2

17-41350-0122
道路橋りょう整備（復一）工事（法面）

福島県 耶麻郡北塩原村

22 3572
福島県喜多方建設事務所 会津法面㈱

30.8 31.3
18-41350-0145
道路橋りょう整備（交付）工事（法面）

福島県 耶麻郡北塩原村

23 3575
国土交通省長岡国道事務所 坂井建設㈱

30.8 30.8
国道289号2号盛土地すべり対策外工事 福島県 只見町

24 3618
福島県石川土木事務所 深谷建設㈱

31.1 31.5
道路橋りょう整備(再復)工事(災害防除) 福島県 石川郡古殿町



福　島　県　施　工　実　績
発 注 者 ： 福島県喜多方建設事務所
施 工 年 度 ： 平成30年度
施 工 場 所 ： 耶麻郡北塩原村
工 事 名 ： 18-41350-0145　道路橋りょう整備（交付）工事（法面）
施 工 実 績 表 No. ： 3572



福　島　県　施　工　実　績
発 注 者 ： 福島県喜多方建設事務所
施 工 年 度 ： 平成30年度
施 工 場 所 ： 耶麻郡北塩原村
工 事 名 ： 18-41350-0145　道路橋りょう整備（交付）工事（法面）
施 工 実 績 表 No. ： 3572



福　島　県　施　工　実　績
発 注 者 ： 福島県喜多方建設事務所
施 工 年 度 ： 平成30年度
施 工 場 所 ： 耶麻郡北塩原村
工 事 名 ： 18-41350-0145　道路橋りょう整備（交付）工事（法面）
施 工 実 績 表 No. ： 3572



福　島　県　施　工　実　績
発 注 者 ： 国土交通省長岡国道事務所
施 工 年 度 ： 平成30年度
施 工 場 所 ： 南会津郡只見町叶津地内
工 事 名 ： 国道289号2号盛土地すべり対策外工事 
施 工 実 績 表 No. ： 3575



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績（茨城）
2019年5月まで

No 実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

1
954 茨城県常陸太田土木事務所 ㈱水戸グリーンサービス 9.02 道路維持修繕工事 茨城県 久慈郡里美村小妻

2 1078 茨城県大子土木事務所 日特建設㈱ 9.10 9.11 一般国道118号県単道路補修 茨城県 久慈郡大子町袋田

3
1084 茨城県常陸太田土木事務所 ㈱水戸グリーンサービス 9.11 10.02 上君田小妻線道路維持補修工事 茨城県 久慈郡里美村小妻

4 1119 茨城県大子土木事務所 スペンサー工業㈱ 10.02 10.05 4430－005緊急地方道路整備道路災害防除工事 茨城県 久慈郡大子町上野宮

5
1282 茨城県那珂ダム建設事務所 東興建設㈱ 11.02 11.03 （県単）河川防災落石防止工事 茨城県 久慈郡水府村下高倉

6
1421 茨城県那珂ダム建設事務所 東興建設㈱ 11.10 県単河川防災落石防止工事 茨城県 久慈郡水府村下高倉

7
2272

茨城県那珂水系ダム建設事
務所

東興建設㈱ 17.08 17.08 H17県単河川防災法面保護工事 茨城県 久慈郡水府村竜神ダム

8

2590
JR東日本旅客鉄道㈱水戸支
社

藤田建設工業㈱ 20.05 20.09
袋田・常陸大子間５３ｋ８６０ｍ付近落石防護網新設その
他工事　仮設足場材料搬入工

茨城県 久慈郡大子町南田気地内

9
2942 東日本旅客鉄道㈱水戸支社 東鉄工業㈱水戸支店 23.10 23.11 水戸・安積永盛間土木構造物災害復旧工事　DKボンド工 茨城県 水郡線（下小川～西金間）

10 2959 茨城県県北農林事務所 瀬谷建設㈱ 23.11 24.03 平成23年度　第1号　予防治山事業工事 茨城県 常陸太田市徳田町

11
3028

林野庁関東森林管理局茨城
森林管理署

(株)大藤組 24.9 24.11 日向山治山工事に係る　岩接着工事 茨城県
久慈郡大子町大字袋田字日向山
国有林2086林班

12
3151

茨城県常陸大宮市土木事務
所

吉原建設工業㈱ 25.11 26.1 国補災害防除　第24-04-154-0-001号　落石対策工事 茨城県 久慈郡大子町下金沢　地内

13
3331

関東森林管理局　茨城森林管
理署

㈱龍﨑工務店 27.9 27.9 月居地区復旧治山工事 茨城県
久慈郡大子町大字袋田字月居国
有林2073い1林小班内

14 3395
関東森林管理局茨城森林管
理署

㈱龍﨑工務店
28.5 29.1

月居地区復旧治山工事（H27補正） 茨城県
久慈郡大子町大字袋田字月居国
有林2073い1林小班内

15 3423
茨城県常陸太田市役所 小林建設㈱

28.9 28.9
28市単　第8-5号　市道里8-0100号線（岡見線）　落石防
止対策工事

茨城県 常陸太田市里川町
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1
684 栃木県日光土木事務所 ライトエ業㈱ 5.10 6.01 一般国道12碍国庫補助道路改良工事 栃木県 日光市明智平分割3号

2
686 東京電力株式会社

関電工・日本工営・大興
電気JV

5.12 北栃木幹線新設工事 栃木県 今市市小林

3
748 栃木県矢板林業事業所 ㈲杉木建設 6.10 6.11 自然公園等施設整備事業雄飛滝線歩道補修工事 栃木県 那須郡塩原町下塩原

4
788 栃木県矢板林業事業所 ㈲杉本建設 7.06 7.07 自然公園等施設整備事業雄飛の滝線歩道補修工事 栃木県 那須郡塩原町下塩原

5
953 栃木県日光土木事務所 斉藤建設㈱ 9.02 9.03 緊急地方道整備工事分割２号 栃木県 塩谷郡栗山村若間

6
980 栃木県日光土木事務所 斉藤建設㈱ 9.05 9.06 緊急地方道整備工事分割４号 栃木県 塩谷郡栗山村若間

7
992 栃木県日光土木事務所 ㈱吉新組 9.06 9.07 緊急地方道整備工事分割１号 栃木県 日光市馬返し

8
1072 栃木県日光土木事務所 ㈱大塚組 9.10 10.03 国庫補助道路災害防除工事 栃木県 塩谷郡藤原町五十里

9
1087 栃木県日光土木事務所 ㈱高橋組 9.11 10.03 主要地方道川俣川治線国庫補助道路災害防除工事 栃木県 塩谷郡藤原町川治分割11号

10
1101 栃木県日光土木事務所 ㈱吉新組 9.12 10.03 一般国道120号国庫補助道路災害防除工事 栃木県 日光市明智平分割８号

11
1102 栃木県日光土木事務所 ㈱大塚組 9.12 10.03 道路災害防除工事藤原町五十里分割２号 栃木県 塩谷郡藤原町地蔵岩

12
1123 栃木県大田原土木事務所 ㈱明商 10.02 10.03 一般県道400号道路災害防除工事 栃木県 那須郡塩原町畑下分割１号

13
1141 栃木県日光土木事務所 ㈱高橋組 10.03 主要地方道川俣川治線道路災害防除工事 栃木県 塩谷郡藤原町川治分割４号

14
1142 栃木県大田原土木事務所 ㈱谷黒組 10.03 10.09 一般国道400号国庫補助道路災害防除工事 栃木県 那須郡塩原町福渡洞門

15
1216 栃木県大田原土木事務所 ㈱谷黒組 10.09 11.03 緊急地方道路整備Ａタイプ道路維持費 栃木県 那須郡塩原町下塩原

16
1243 栃木県佐野土木事務所 丸玉土木建築㈱ 10.11 11.01 （国庫）道路災害防除工事 栃木県 佐野市藤町唐沢山

17
1270 栃木県日光土木事務所 ㈱大塚組 11.01 11.03 （国庫）道路災害防除工事 栃木県 塩谷郡藤原町川治独鈷沢

18
1281 栃木県宇都宮土木事務所 栄商事㈱ 11.02 11.03 道路災害防除工事 栃木県 河内郡上河内町今里

19
1283 栃木県日光土木事務所 ㈱栗山山本建設 11.02 11.03 地方特定道路整備工事 栃木県 塩谷郡栗山村竹の上橋

20
1309 栃木県鹿沼土木事務所 斉藤建設㈱ 11.03 11.04 （国庫）道路災害防除工事 栃木県 鹿沼市松の手口

21
1310 栃木県日光土木事務所 阿久津建設㈱ 11.03 11.05 （国庫）道路災害防除工事 栃木県 塩谷郡藤原町大原
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22
1316 栃木県鹿沼土木事務所 ㈱明商 11.04 11.05 （国庫）道路災害防除工事 栃木県 鹿沼市松の手口

23
1317 栃木県大田原土木事務所 ㈱谷黒組 11.04 11.09 地方特定道路整備工事 栃木県 那須郡塩原町下塩原

24
1318 栃木県大田原土木事務所 ㈱太田建設 11.04 11.09 （国庫）道路災害防除工事分１号 栃木県 那須郡塩原町塩原

25
1319 栃木県大田原土木事務所 ㈱田代組 11.04 11.09 （国庫）道路災害防除工事分２号 栃木県 那須郡塩原町塩原

26
1368 栃木県塩原町 ㈱谷黒組 11.08 落石防止予防工 栃木県 那須郡塩原町塩原

27
1369 栃木県日光土木事務所 藤沢建設㈱ 11.08 12.01 （国庫）道路災害防除工事 栃木県 上都賀郡足尾町野路叉

28
1422 栃木県日光土木事務所 磯部建設㈱ 11.10 11.12 （国庫）道路災害防除工事 栃木県 塩谷郡栗山村川俣

29
1454 栃木県大田原土木事務所 ㈱谷黒組 11.12 12.02 地方特定道路整備工事 栃木県 那須郡塩原町下塩原

30
1455 栃木県日光土木事務所 斉藤建設㈱ 11.12 12.02 （国庫）道路災害防除工事 栃木県 塩谷郡藤原町五十里

31
1597 栃木県大田原土木事務所 ㈱谷黒組 12.11 12.12 塩那道路建設工事 栃木県 那須郡塩原町下塩原

32
1657 栃木県大田原土木事務所 ㈱太田建設 13.06 13.08 国庫補助道路災害防除工事 栃木県 那須郡塩原町塩釜

33
1675 栃木県矢板林務事務所 (有)伊藤建設 13.06 13.07 平成13年度自然公園等施設整備事業前八方ケ原線歩道 栃木県 那須郡塩原町下塩原

34
1676 栃木県大田原林務事務所 ㈱明商 13.06 13.10 平成13年度林道事業防護施設工事木の俣巻川線 栃木県 黒磯市百村

35
1677 栃木県大田原林務事務所 ㈱太田建設 13.06 13.10 国庫補助道路災害防除工事一般国道400号 栃木県 那須郡塩原町塩釜

36
1705 栃木県鹿沼土木事務所 ㈱明商 13.08 13.09 地方特定道路工事粟野町大栗分割1号 栃木県 上都賀郡栗野町大栗

37
1756 栃木県鹿沼土木事務所 ㈱明商 13.11 14.03 地方特定道路整備工事一般県道草久粟野線 栃木県 上都賀郡粟野町大栗分割1号

38
1759 栃木県今市林務事務所 ㈱明商 13.11 14.02 山地治山施設事業落石防止工事 栃木県 日光市滝ケ原地内蛇堀－２

39
1771 栃木県大田原土木事務所 ㈱谷黒組 13.12 14.02 道路災害防除工事 栃木県 那須郡塩原町中塩原分割12号

40
1772 栃木県大田原土木事務所 ㈱明商 13.12 14.03

山地治山施設事業(予防治山）那珂川流域余笹川支流奈
良川

栃木県 那須郡那須町芦野地区（岩観音）

41
1867 栃木県日光土木事務所 三晃建設㈱ 14.09 15.02 一般国道120号いろは坂保全工事 栃木県 日光市いろは坂その３

42
1980 栃木県鹿沼土木事務所 栄商事㈱ 15.03 15.12

一般県道上永野下元線粟野町東山その1緊急地方道路
整備工事

栃木県 上都賀郡粟野町
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43
1983 栃木県鹿沼土木事務所 加藤商事㈱ 15.03 16.03

一般県道上永野下元線粟野町東山その2緊急地方道路
整備工事

栃木県 上都賀郡粟野町

44
2234 栃木県大田原土木事務所 ㈱谷黒組 17.04 17.04 国道４００号　保全工事 栃木県 那須塩原市

45
2247 栃木県大田原土木事務所 ライト工業㈱ 17.04 17.04 国道400号保全工事 栃木県 那須塩原市下塩原

46
2263 栃木県今市林務事務所 ㈱明商 17.07 17.12 平成17年度山地治山施設県単事業落石予防工工事 栃木県 今市市瀬尾字深沢後オロ

47
2282 栃木県日光土木事務所 栄商事㈱ 17.09 17.09 道路災害防除工事落石防止工事 栃木県 一般国道121号藤原町五十里

48
2708 栃木県鹿沼土木事務所 ㈱明商 21.06 21.09 道路災害防除工事　鹿沼足尾線その１（緊道整備） 栃木県 鹿沼市上粕尾

49
2785

国交省関東地方整備局鬼怒
川ダム統合管理事務所

日特建設㈱ 22.04 22.05 平成２１年度　川治ダム法面補修工事 栃木県 日光市

50
2811

国土交通省関東地方整備局
渡良瀬川河川事務所

中村土建㈱
22.08.2

3
22.09.3

1
Ｈ２１久蔵川三号砂防堰堤工事 栃木県 日光市足尾町

51
2817 栃木県大田原土木事務所 ㈱明商 22.08 22.11 塩那道路対策工事　中塩原室那須線その１（県単塩那） 栃木県 那須塩原市中塩原

52
2909 国土交通省関東地方整備局 中村土建㈱ 23.06 23.11 H22松木山腹(久蔵地区）工事 栃木県 日光市足尾町地先

53
3080 栃木県那須塩原市役所 黒磯工業㈱ 25.1 25.5 木の俣川園地内災害復旧工事 栃木県 那須塩原市百村

54
3088 栃木県大田原土木事務所 花塚重機建設工業㈱ 24.11 25.2

落石防止網設置工事　中塩原板室那須線その１（緊急減
災保）

栃木県 那須塩原市板室

55
3193 栃木県日光土木事務所 ㈱栗山山本建設 26.3 26.7 雪崩対策工事　八丁の湯その1(緊急減災砂) 栃木県 日光市川俣

56
3207 栃木県真岡土木事務所 植田建設㈱ 26.5 26.5 道路維持管理業務委託 栃木県 芳賀郡茂木町

57
3253

国交省関東地方整備局渡良
瀬川河川事務所

中村土建㈱ 26.10 27.7 Ｈ２６松木山腹（キャン沢）工事 栃木県 日光市足尾

58
3301 栃木県県西環境森林事務所 阿久津建設㈱ 27.4 27.7

平成26年度自然公園等施設整備事業（災害）落石対策工
事

栃木県 日光市藤原村

59 3430
栃木県日光土木事務所 ㈱明商 28.10 29.1 落石防止工事　121号その1(道保防災) 栃木県 日光市独鈷沢町

60 3469 栃木県日光土木事務所
㈱栃木県総合緑化セン
ター

29.4 29.5 落石防止工事　１２１号その２（道保防災） 栃木県 日光市
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1
281

JR東日本旅客鉄道株式会社
渋川保線区（旧国鉄）

南波建設㈱ 61.07 61.08 岩島.河原湯間浮石根固工事 群馬県 吾妻郡吾妻町松谷

2
282

JR東日本旅客鉄道株式会社
渋川保線区（旧国鉄）

須田建設㈱ 61.08 61.09 津久田.岩本間転石根固工事 群馬県 沼田市岩本町

3 680 JR東日本旅客鉄道株式会社 須田建設㈱ 5.10 5.11 津久田岩本間108K付近落石防止網新設その他工事 群馬県 上越線津久田岩本間

4 879 群馬県大間々町 ㈱明商 8.09 8.10 高津戸峡遊歩道防災工事 群馬県 山田郡大間々町高津戸

5 907 群馬県南牧村 市川工業㈱ 8.10 大内神楽大入道線道路災害復旧工事 群馬県 甘楽郡南牧村桧沢

6 965 群馬県万場町 塚本建設㈱ 9.03 9.09 大田部大寄線道路災害復旧工事 群馬県 多野郡万場町大寄

7 989 群馬県大間々町 ㈱明商 9.06 9.09 高津戸峡遊歩道防災工事 群馬県 山田郡大間々町高津戸

8 1073 群馬県富岡林業事務所 ㈱アイビック 9.10 10.03 利根川流域鏑川支流県単治山事業 群馬県 甘楽郡下仁田町馬山

9 1110 群馬県藤岡土木事務所 高橋建設㈱ 10.01 10.03 国道462号単独公共事業単独道路災害防除工事 群馬県 多野郡鬼石町譲原

10 1111 群馬県桐生土木事務所 ㈱明商 10.01 10.03 渡良瀬急傾斜地崩壊危険区域事業 群馬県 桐生市堤

11 1174 群馬県中之条土木事務所 ㈱高橋建設 10.06 10.07 （国庫）道路災害防除事業 群馬県 吾妻郡吾妻町松谷

12 1223 群馬県富岡林業事務所 ㈱市川工業 10.10 10.12 復旧治山事業 群馬県 甘楽郡下仁田町白山

13 1244 群馬県富岡林業事務所 ㈱高特 10.11 11.05 （国庫）予防治山事業 群馬県 甘楽郡下仁田町東牧野

14 1271 群馬県渋川林業事務所 ライト工業㈱ 11.01 11.03 （国庫）予防治山事業 群馬県 北群馬郡伊香保町伊香保

15 1335 群馬県藤岡土木事務所 ㈱明商 11.04 11.09 県単道路災害防除事業 群馬県 藤岡市下日野

16 1363 群馬県藤岡土木事務所 ㈱明商 11.07 11.11 県単道路災害防除事業０県債 群馬県 藤岡市下日野

17 1419 群馬県中之条土木事務所 池原工業 11.10 12.08 （国庫）道路災害防除事業 群馬県 吾妻郡吾妻町松谷

18 1420 群馬県富岡林業事務所 ㈱アイビック 11.10 12.06 （国庫）予防治山事業 群馬県 甘楽郡下仁田町西野牧

19 1423 群馬県沼田土木事務所 日本基礎技術㈱ 11.10 11.11 県単独道路災害防除事業 群馬県 利根郡白沢村岩室

20 1464 群馬県藤岡土木事務所 日本基礎技術㈱ 12.01 12.05 （国庫）地方道路整備事業（Ａ） 群馬県 藤岡市上日野

21 1487 群馬県沼田土木事務所 日本基礎技術㈱ 12.03 12.08 県単独道路災害防除事業 群馬県 利根郡白沢村岩室

22 1734 東京電力奥利根工務所 須田建設㈱ 13.10 13.11 矢木沢発電所ビンズル沢右岸法面修繕工事 群馬県 利根郡水上町藤原字八木沢

23 1758 群馬県桐生行政事務所 ㈱明商 13.11 14.03 平成13年度予防治山事業 群馬県 勢多郡東村座間(桂戸北山）

24 1896 群馬県高崎行政事務所 上毛緑産工業㈱ 14.10 15.03 平成14年度予防治山事業 群馬県 群馬郡倉渕村川浦（富士山）

25 1970 群馬県安中土木事務所 峰岸土木㈱ 14.11 16.02 補助公共　道路災害復旧14年災国査第148号 群馬県 碓氷郡松井田町坂本

26 1978 群馬県富岡行政事務所 市川工業㈱ 15.03 15.08 平成14年度（ゼロ国債）県単治山事業 群馬県 甘楽郡南牧村小沢（小沢峰）

27 1984 群馬県高崎行政事務所 上毛緑産工業㈱ 15.03 16.03 平成14年度（ゼロ国債）予防治山事業 群馬県 群馬郡倉渕村川浦

28 2034 群馬県中之条土木事務所 ㈱高特 15.09 16.03 補助公共急傾斜地崩壊対策事業（分２） 群馬県 吾妻郡嬬恋村丈前

29 2045 群馬県水上町 ㈱高特 15.10 16.03 諏訪峡遊歩道落石防護工事 群馬県 利根郡水上町小日向
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30 2046 群馬県桐生土木事務所 ㈱明商 15.10 16.03 補助公共道路災害防除事業（国道） 群馬県 山田郡大間々町桐原

31 2065 群馬県桐生土木事務所
イビデングリーンテック
㈱

15.11 16.03 平成15年度森林居住環境整備事業 群馬県 桐生市梅田町三丁目

32 2107 群馬県中之条土木事務所 ㈱高特 16.03 16.08 補助公共急傾斜地崩壊対策事業（分２） 群馬県 吾妻郡嬬恋村丈前

33 2219 群馬県沼田土木事務所 ㈱明商 17.01 17.04 単独公共　単独道路維持修繕事業(道路災害防除） 群馬県 利根郡月夜野町後閑

34
2250 群馬県藤岡環境森林事務所 ㈱明商 17.05 17.12 平成17年度　予防治山事業 群馬県

多野郡上野村大字野栗沢（フリヤ
ド）地内

35 2251 群馬県藤岡環境森林事務所 大和工業㈱ 17.05 18.03 平成17年度　県単治山事業 群馬県 多野郡神流町大字屋附地内

36
2271 群馬県吾妻環境森林事務所 ㈱高特 17.07 18.03 平成17年度　予防治山事業 群馬県

吾妻郡中之条町大字折田（戦道）
地内

37 2314 群馬県藤岡環境森林事務所 ㈱市川工業 17.12 18.03 平成17年度　県単　治山事業 群馬県 多野郡神流町尾附（釜脇）地内

38 2394 群馬県吾妻森林管理署 高山林業㈱ 18.09 18.09 平成18年度　犬麦平予防治山事業 群馬県 吾妻郡中之条町四万地内

39 2439 群馬県藤岡環境森林事務所 大和工業㈱ 19.01 19.01 平成18年度　県単治山事業 群馬県 多野郡神流町大字尾附（釜脇）

40 2448 群馬県みどり市 ㈱明商 19.02 19.03 高津戸峡遊歩道落石防止工事 群馬県 みどり市大間々町高津戸地内

41 2449 群馬県渋川土木事務所 ㈱高特 19.02 19.03 平成18年度　補助公共地方道路交付金事業（防災） 群馬県 渋川市赤城町棚下地内

42 2455 群馬県桐生土木事務所 ㈱明商 19.03 19.03 単独道路維持修繕（道路災害防除） 群馬県 桐生市黒保根町八木原地内

43
2461

国交省関東地方整備局高崎
河川国道事務所

山内工業㈱ 19.04 19.04 綾戸防災工事 群馬県 渋川市上白井地先

44 2487 群馬県吾妻県民局 ㈱高特 19.0７ 20.03 H１９　奥地保安林保全　緊急対策事業 群馬県 吾妻郡中之条町折田

45 2488 群馬県中部県民局 ㈱高特 19.0７ 20.03 補助公共　地方道路交付金事業（防災） 群馬県 渋川市赤城町棚下

46 2507 群馬県西部県民局 東興建設㈱ 19.09 20.0２ 平成１９年度　予防治山事業 群馬県 多野郡神流町尾附

47 2517 吾妻森林管理署 高山林業㈱ 19.１0 20.0１ 平成１９年度　犬麦平予防治山事業 群馬県 吾妻郡中之条町四万

48 2518 JR東日本旅客鉄道株式会社 東鉄工業㈱ 19.１0 20.02 落石防止網新設工事 群馬県 沼田市　岩本･沼田間

49 2524 群馬県西部県民局 ㈱アイビック 19.１0 20.03 平成１９年度　予防治山事業 群馬県 甘楽郡南牧村羽沢

50 2542 群馬県西部県民局 市川工業㈱ 19.11 20.03 平成１９年度　予防治山事業 群馬県 甘楽郡南牧村星尾

51 2579 群馬県西部県民局 黒澤建設㈱ 20.03 20.09 補助公共　道路補修事業（災害対策等緊急事業推進費） 群馬県 多野郡神流町黒田

52 2586 JR東日本旅客鉄道株式会社 須田建設㈱ 20.04 20.08 落石防止網新設工事 群馬県 渋川市祖母島～小野上

53
2592

JR東日本旅客鉄道株式会社
高崎土木技術センター

㈱交通建設 20.06 20.08 落石防止網新設工事（岩接着工事） 群馬県 嬬恋村祖母島・小野上間

54 2605 群馬県西部県民局 ㈱明商 20.08 21.01 平成20年度　予防治山事業 群馬県 甘楽郡南牧村羽沢（内山川）

55 2641 群馬県西部県民局 ㈱アイビック 20.11 21.03 平成20年度　予防治山事業 群馬県 甘楽郡南牧村大日向（高岩）

56 2658 群馬県東部県民局 ㈱明商 20.12 21.03 補助公共　道路補修事業（国道） 群馬県 みどり市東町沢入

57 2685 群馬県富岡森林事務所 ㈱明商 20.03 21.10 平成２０年度　ゼロ国債　予防治山事業 群馬県 甘楽郡南牧村
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58 2713 群馬県沼田土木事務所 泉土建㈱ 21.07 21.07
単独公共　単独道路改築(橋梁補修)不動橋取付擁壁補
修外

群馬県 利根郡みなかみ町

59 2726 群馬県桐生森林事務所 ㈱高特 21.08 22.02 平成２１年度　奥地保安林保全緊急対策事業 群馬県 桐生市梅田町

60 2730 群馬県沼田土木事務所 ㈱明商 21.09 21.11 単独公共　単独砂防維持管理事業　岩接着工 群馬県 沼田市上久屋町

61
2732 群馬県桐生環境森林事務所 ㈱高特 21.09 22.02 平成２１年度　奥地保安林保全緊急対策事業 群馬県 桐生市梅田五丁目　（大滝）　地内

62 2765 群馬県富岡行政事務所 市川工業㈱ 21.12 22.02 単独公共　地方特定道路整備　（代行） 群馬県 甘楽郡南牧村大字六車地内

63 2768 群馬県沼田土木事務所 ㈱明商 21.12 22.03
単独公共　単独道路維持修繕事業（道路災害防除）（落
石対策）

群馬県 沼田市上久屋町

64 2793 群馬県藤岡森林事務所 ライト工業㈱ 22.03 22.07 平成21年度（ゼロ県債）県単治山事業 群馬県 多野郡上野村楢原

65 2801 群馬県藤岡土木事務所 ライト工業㈱ 22.06 22.09 補助公共　地域活力基盤創造（災防）　分割4号 群馬県 多野郡上野村楢原

66 2802 群馬県沼田土木事務所 ㈱椎坂建設 22.06 22.11 補助公共　社会資本総合整備（活力基盤（国道・災防）） 群馬県 沼田市利根町園原

67 2900 群馬県渋川市役所 上毛緑産工業㈱ 23.04 23.06 一般補修事業　市道３－１０９２号線落石対策工事 群馬県 渋川市小野子地内

68 2903 群馬県渋川市役所 ㈱高特 23.05 23.06 単独公共　駐車場施設災害復旧事業 群馬県 渋川市伊香保町伊香保地内

69 2916 群馬県藤岡土木事務所 黒沢建設㈱ 23.07 23.09 補助公共　社会資本総合整備(活力基盤(地方道・災防) 群馬県 多野郡神流町大字船子地内

70
2918 群馬県中之条土木事務所 ㈱明商 23.07 23.10

単独公共　単独道路維持修繕事業（道路災害防除）　稲
田落石対策工

群馬県 吾妻郡東吾妻町大戸地内

71 2937 群馬県富岡森林事務所 ㈱アイビック 23.09 24.03 平成２３年度　予防治山事業 群馬県 甘楽郡南牧村大字高岩地内

72
2956 JR東日本旅客鉄道㈱ モロオカ建設㈱ 23.11 24.02 覆式落石防止網新設工事 群馬県

渋川市赤城町～沼田市岩本町(津
久田・岩本間109K400m付近)

73 2964 群馬県藤岡土木事務所 田畑建設㈱ 23.12 24.09 単独公共　単独道路改築事業 群馬県 藤岡市高山地内

74 2993 群馬県中之条土木事務所 ㈱高特 24.4 24.8 補助公共　社会資本総合整備(全国防災・国道） 群馬県 吾妻郡嬬恋村

75 2998 群馬県富岡森林事務所 ㈱アイビック 24.5 24.7 平成２３年度　予防治山事業 群馬県 甘楽郡南牧村

76
3012 群馬県富岡土木事務所 上原建設㈱ 24.8 24.9

単独公共　単独道路維持修繕事業（道路災害防除）（主）
下仁田浅科線

群馬県 甘楽郡下仁田町

77 3020 群馬県藤岡土木事務所 ㈱明商　群馬営業所 24.8 25.2 単独公共　単独道路維持修繕事業（道路災害防除） 群馬県 多野郡上野村

78 3033 JR東日本旅客鉄道㈱ 須田建設㈱ 24.10 24.12 落石防止網新設工事 群馬県 利根郡みなかみ町

79 3040 群馬県中之条土木事務所 ㈱高特 24.10 25.2 補助公共　社会資本総合整備（全国防災・地方道） 群馬県 吾妻郡中之条町

80 3041 群馬県富岡森林事務所 市川工業㈱ 24.10 25.2 平成２４年度　県単治山事業 群馬県 甘楽郡下仁田町

81 3055 群馬県中之条土木事務所 ㈱高特 24.11 25.3 補助公共　社会資本総合整備（全国防災・地方道）その２ 群馬県 吾妻郡中之条町

82 3058 群馬県藤岡土木事務所 ライト工業㈱ 24.12 25.3 補助公共　社会資本総合整備（全国防災・地方道） 群馬県 多野郡上野村

83 3071 群馬県企業局 高山林業㈱ 25.1 25.3 中之条ダム下流法面保護工事 群馬県 吾妻郡中之条町

84 3101 群馬県富岡森林事務所 市川工業㈱ 25.5 25.10 平成２５年度　県単治山事業 群馬県 甘楽郡下仁田町
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85 3165 群馬県富岡森林事務所 市川工業㈱ 25.12 26.4 平成２４年度　予防治山事業 群馬県 甘楽郡下仁田町

86 3170 群馬県富岡森林事務所 ㈱アイビック 26.2 26.5 平成２４年度　予防治山事業 群馬県 甘楽郡南牧村

87 3176 群馬県中之条土木事務所 ㈱明商 26.3 26.8 補助公共　社会資本総合整備（防災・安全）(国道防災） 群馬県 吾妻郡東吾妻町

88
3210

林野庁関東森林管理局吾妻
森林管理署

㈱武藤組 26.5 26.10 平成２６年度　振子沢地区　予防治山工事 群馬県 吾妻郡草津町

89
3283 群馬県下仁田町役場 神戸土木㈱ 27.3 27.4

補助公共　社会資本総合整備交付金事業　町道０１０４号
線(不通橋)　橋台部補修工事

群馬県 甘楽郡下仁田町

90
3312

林野庁関東森林管理局吾妻
森林管理署

㈱武藤組 27.6 27.11 振子沢地区予防治山事業 群馬県
吾妻郡草津町大字草津字白根国
有林158イ5林小班外

91 3322 群馬県中之条土木事務所 ㈱高特 27.8 27.11 補助公共　社会資本総合整備(広域連携(防災)） 群馬県 吾妻郡草津町大字草津地内

92
3345 群馬県高崎土木事務所 ㈱アイビック 27.10 28.3

補助公共　社会資本総合整備(防災･安全)(地方道防災)
（26補正)落石対策工

群馬県 高崎市箕郷町松之沢地内

93 3347 群馬県沼田市役所 ㈱椎坂建設 27.10 28.3 吹割の滝遊歩道安全対策工事 群馬県 沼田市利根町追貝地内

94 3362 群馬県高崎土木事務所 高橋建設（株） 27.12 28.3 補助公共　社会資本総合整備　（26補正） 群馬県 高崎市

95 3385 群馬県藤岡土木事務所 高橋建設㈱ 28.2 28.7 補助公共　社会資本総合整備(防災・安全）(国道防災) 群馬県 多野郡神流町生利

96 3407
群馬県中之条土木事務所 ㈱高特

28.7 29.1
補助公共　社会資本総合整備(防災・安全）(国道防災)
H27補正

群馬県 吾妻郡草津町

97 3410
関東森林管理局吾妻森林管
理署

㈱武藤組
28.8 28.11

振子沢地区予防治山事業 群馬県
吾妻郡草津町大字草津字白根国
有林158イ5林小班外

98 3493
群馬県　沼田土木事務所 ㈱　高特

29.9 30.3

補助公共 社会資本総合整備(防災・安全)(地方道防
災)法面補修工

群馬県 利根郡みなかみ町

3496 群馬県　富岡土木事務所 ㈱　アイビック 29.9 30.2
補助公共 社会資本総合整備(防災・安全)(地方道防
災)

群馬県 甘楽郡下仁田町

100 3501 東京電力㈱ 南波建設　㈱ 29.10 30.1 厚田発電所 取水口上部法面崩壊対策工事 群馬県 吾妻郡東吾妻町

101 3502 群馬県　藤岡森林事務所
上毛緑産工業
㈱ 29.10 30.3 平成29年度 予防治山事業 群馬県 多野郡上野村

102 3546
群馬県中之条土木事務所 吉澤建設㈱

30.5 30.10

補助公共　社会資本総合整備【防災・安全】（国道防災）
岩接着工（Ｈ２９補正）

群馬県 吾妻郡長野原町大字長野原

103 3560
群馬県沼田土木事務所 ㈱高特

30.6 30.7

単独公共　単独道路維持修繕事業（道路災害防除）路側
法面補修工事

群馬県 利根郡川場村大字川場湯原



群　馬　施　工　実　績
発 注 者 ： 群馬県沼田土木事務所
施 工 年 度 ： 平成30年度
施 工 場 所 ： 利根郡川場村大字川場湯原
工 事 名 ： 単独公共　単独道路維持修繕事業　（道路災害防除）路側法面補修工事
施 工 実 績 表 No. ： 3560

施工前 施工後



群　馬　施　工　実　績
発 注 者 ： 群馬県中之条土木事務所
施 工 年 度 ： 平成30年度
施 工 場 所 ： 吾妻郡長野原町大字長野原
工 事 名 ： 補助公共　社会資本総合整備　（防災・安全）（国道防災）岩接着工（H２９補正）
施 工 実 績 表 No. ： 3546

施工前 施工後



群　馬　施　工　実　績
発 注 者 ： 群馬県沼田土木事務所
施 工 年 度 ： 平成30年度
施 工 場 所 ： 利根郡川場村大字川場湯原
工 事 名 ： 単独公共　単独道路維持修繕事業　（道路災害防除）路側法面補修工事
施 工 実 績 表 No. ： 3560

施工前 施工後



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績（埼玉）
2019年5月まで

No 実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

1 1099 埼玉県秩父農林振興センター ㈲佐藤建設 9.12 10.03 荒川流域吉田川支流小規模治山事業 埼玉県 秩父郡吉田町上吉田

2 2409 埼玉県小鹿野町 古郡建設㈱ 18.10 18.12 森林管理道二子山線改良工事 埼玉県 秩父郡小鹿野町藤倉地内

3 2502 埼玉県本庄県土整備事務所 内藤建設工業㈱ 19.09 19.12 地方特定道路（維持）整備　工事 埼玉県 児玉郡神川町矢納

4 2645 埼玉県本庄県土整備事務所 塩建工業㈱ 20.12 20.12 平成20年度　地方特定道路（維持）整備　工事 埼玉県 児玉郡神川町矢納

5 3013 埼玉県川越農林振興センター ㈱献 24.8 24.10 平成24年度　タガテ山村生活安全対策　工事 埼玉県 飯能市大字虎秀地内

6 3132 埼玉県川越農林振興センター ㈱献 25.9 26.2 平成25年度　タガテ山村生活安全対策工事 埼玉県 飯能市

7 3213 埼玉県本庄県土整備事務所 砂永建設工業㈱ 26.6 26.9 落石に伴う復旧工事 埼玉県 児玉郡美里町

8 3265 埼玉県川越農林振興センター ㈱献 26.11 27.2 平成26年度　タガテ（天文岩）山村生活安全対策工事 埼玉県 飯能市

9 3442 埼玉県本庄市 ㈲久米組 28.12 29.3 町道1598号線外　指定修繕　工事 埼玉県 児玉郡美里町大字白石地内



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績（千葉）
2019年5月まで

No 実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

1 1866 千葉県鴨川土木事務所 技建建設㈱ 14.08 14.12 県単砂防整備工事 千葉県 鴨川市太海



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績（東京都）
2019年5月まで　61件

No 実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

1
1003

東京都建設局西多摩建設事
務所

熊谷建設㈱ 9.07 9.08 緊急施工整備工事 東京都 西多摩郡奥多摩町日原

2
1018 東京都水源林管理事務所 熊谷建設㈱ 9.08 9.09 林道日原線補修事業 東京都 西多摩郡奥多摩町日原

3
1045 東京都西多摩建設事務所 草間工業㈱ 9.09 10.03 道路災害防除工事（奥の４） 東京都 西多摩郡檜原村数馬

4
1046 東京都西多摩建設事務所 ㈲土屋土建 9.09 10.02 道路災害防除工事（奥の６） 東京都 西多摩郡檜原村数馬

5
1047 東京都西武公園緑地事務所 ㈱アクト 9.09 10.01 長岳園緑地落石防護工事 東京都 あきる野市乙津

6
1083 東京都西多摩建設事務所 ㈱武田組 9.10 10.02 道路災害防除工事（奥の８） 東京都 西多摩郡檜原村数馬

7
1260 東京都西多摩建設事務所 大館建設工業 10.12 11.01 道路災害防除工事（西の12） 東京都 西多摩郡奥多摩町日原

8
1478 東京都西多摩建設事務所 ㈱高特 12.02 12.03 道路災害防除工事（西の16） 東京都 西多摩郡奥多摩町氷川

9
1770 東京都神津島村 弁天丸建設㈱ 13.12 14.02 村災第42号錆崎温泉センターA工区 東京都 神津島錆崎温泉センター内

10
1928 東京都多摩環境事務所 ㈱明商 14.12 吉野川線歩道整備工事 東京都 青梅市柚木3丁目

11
2067 東京都林業事務所 東興建設㈱ 15.12 15.12 数馬治山工事 東京都 西多摩郡桧原村数馬地内

12
2068 東京都大島支庁建設局 ライト工業㈱横浜支店 15.12 15.12 新島第二トンネル整備工事 東京都 新島村若郷地内

13
2183 東京都青梅市 島田組 16.11 16.12 御岳山第一１排水所落石防止工事 東京都 青梅市御岳山１７０番地

14
2201 東京都西多摩建設事務所 大館建設工業㈱ 16.12 16.12 東京都奥多摩町日原工事（岩接着工） 東京都 西多摩郡奥多摩町日原

15
2213 東京都西多摩建設事務所 井上土建 17.01 17.03 道路施設整備工事（奥の２） 東京都 奥多摩郡奥多摩町川野地内

16
2235 東京都総務局八丈支庁 丸勝建設㈱ 17.04 17.04 道路災害防除工事（八の３） 東京都 八丈町

17
2329 東京都西多摩建設事務所 小池建設㈱ 18.02 18.03 道路災害防除工事（西の５） 東京都 西多摩郡奥多摩町氷川地内

18
2359

東京都水道局水源管理事務
所

㈱明商 18.04 18.05 小河内貯水池西久保管理道路改良工事 東京都
西多摩郡奥多摩町境字西久保地
先

19
2568 東京都建設局 小池建設㈱ 20.03 20.04 道路災害防除工事（西の１３） 東京都 奥多摩町氷川

20
2584 東京都西多摩建設事務所 ㈱榎木工業 20.04 20.06 道路災害防除工事(西の１２） 東京都 西多摩郡奥多摩町氷川地内

21
2651 東京都西多摩建設事務所 酒井組㈱ 20.12 21.02 道路災害防除工事(２０西の２） 東京都 西多摩郡奥多摩町御岳山



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績（東京都）
2019年5月まで　61件

No 実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

22
2652 東京都西多摩建設事務所 (有)大澤工業所 20.12 21.02 道路維持工事（西の２） 東京都 西多摩郡奥多摩町海沢地内

23
2662 東京都総務局八丈支所 丸勝建設㈱ 21.01 21.01 道路災害防除工事（八の２） 東京都 八丈島八丈町末吉地内

24
2663 東京都西多摩建設事務所 (有)土屋土建 21.01 21.03 道路災害防除工事(20西の13） 東京都 西多摩郡桧原村人里地内

25
2671 東京都西多摩建設事務所 ㈱フジワラ技建 21.02 21.03 道路災害防除工事（20西の10） 東京都 あきる野市乙津

26
2673 東京都西多摩建設事務所 ㈱榎木工業 21.02 21.03 道路災害防除工事(２０西の11） 東京都 西多摩郡奥多摩町境地内

27
2677 東京都西多摩建設事務所 ㈱宮園建設 21.03 21.03 道路災害防除工事(２０西の8） 東京都 青梅市御岳本町地内

28
2688 東京都西多摩建設事務所 (有)土屋土建 21.01 21.03 道路災害防除工事　（２０西の１３） 東京都

西多摩郡桧原村数馬地内　外１箇
所

29
2719 東京都西多摩建設事務所 成友興業㈱ 21.07 22.01 道路施設整備工事（２１西の１） 東京都 あきる野市

30
2739 東京都西多摩建設事務所 大舘建設工業㈱ 21.09 22.03 道路災害防除工事（２１西の２） 東京都 奥多摩町日原地内(No.89)

31
2740 東京都西多摩建設事務所 小河内建設㈱ 21.09 22.03 道路災害防除工事(２１西の１） 東京都 奥多摩町熱海地内(411の113)

32
2750 東京都西多摩建設事務所 小河内建設㈱ 21.10 22.03 道路災害防除工事（２１西の5） 東京都 奥多摩町河内地内(411の129)

33
2757 東京都西多摩建設事務所 (有)土屋土建 21.11 22.03 道路施設整備工事　（２１西の９） 東京都

西多摩郡檜原村藤原地内　外１箇
所

34
2815 東京都奥多摩町役場 ㈱清水建設 22.08 22.10 大丹波秩父線落石防止網設置工事 東京都 西多摩郡奥多摩町大丹波地内

35
2842 東京都西多摩建設事務所 大舘建設工業㈱ 22.10 23.01 道路災害防除工事（22西の４） 東京都

西多摩郡奥多摩町日原街道８３斜
面

36
2876 東京都あきる野市 ㈱馬場組 23.02 23.03 平成２２年度　林道開設工事（林道南沢線・その２）工事 東京都 あきる野市

37
2929 東京都西多摩建設事務所 小河内建設（株） 23.08 24.01 道路災害防除工事（23西の4） 東京都 西多摩郡奥多摩町川野

38
2948 東京都奥多摩町役場 （有）井上土建 23.10 24.03 堺栃寄線防護網設置工事 東京都 西多摩郡奥多摩町境

39
3016 東京都西多摩建設事務所 熊谷建設㈱ 24.8 24.5 道路災害防除工事（24西の５） 東京都 西多摩郡奥多摩町

40
3043 東京都西多摩建設事務所 小河内建設㈱ 24.10 25.3 西川砂防工事 東京都 西多摩郡奥多摩町

41
3052 東京都奥多摩町役場 （有）井上土建 24.11 25.2 イヤ入線林道改良工事 東京都 西多摩郡奥多摩町

42
3062 東京都西多摩建設事務所 大舘建設興業㈱ 24.12 25.3 道路災害防除工事（24西の１９） 東京都 西多摩郡奥多摩町



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績（東京都）
2019年5月まで　61件

No 実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

43
3234 東京都建設局 佐久間建設㈱ 26.8 26.12 道路災害防除工事（緊急施工）26西の1 東京都 西多摩郡奥多摩町境地内

44
3268 東京都奥多摩町役場 ㈱島田組 26.12 27.3 大丹波線林道改良工事 東京都

西多摩郡奥多摩町
大丹波地内

45
3271 東京都西多摩建設事務所 小池建設㈱ 26.12 27.3 道路災害防除工事（26西の18） 東京都 西多摩郡奥多摩町氷川地内

46
3272 東京都西多摩建設事務所 小河内建設㈱ 26.12 27.3 道路災害防除工事（26西の19） 東京都 西多摩郡奥多摩町日原地内

47
3327

東京都建設局西多摩建設事
務所

大舘建設工業（株） 27.8 28.3 道路災害防除工事（27西の4） 東京都 西多摩郡奥多摩町日原

48
3329

東京都建設局西多摩建設事
務所

（有）翠高庭苑 27.8 27.10 道路橋梁維持工事（西の７の２） 東京都 西多摩郡檜原村

49 3388
東京都建設局西多摩建設事
務所

清水土木建設㈱
28.4 28.5

道路災害防除工事（緊急施工）下斜面右 東京都 奥多摩町日原地内

50 3389
東京都建設局西多摩建設事
務所

清水土木建設㈱
28.4 28.5

道路災害防除工事（緊急施工）下斜面左 東京都 奥多摩町日原地内

51 3390
東京都建設局西多摩建設事
務所

清水土木建設㈱
28.4 28.5

道路災害防除工事（緊急施工）上斜面 東京都 奥多摩町日原地内

52 3394
東京都西多摩建設事務所 清水土木建設㈱

28.5 28.7
道路災害防除工事(緊急施行）西の2 東京都 西多摩郡奥多摩町日原

53 3418
東京都建設局西多摩建設事
務所

小池建設㈱
28.8 29.3

道路災害防除工事（28西の5） 東京都 奥多摩町日原地内

54 3426
東京都西多摩建設事務所 小池建設㈱

28.9 29.3
道路災害防除工事(28西の8） 東京都 西多摩郡奥多摩町日原

55 3446
東京都建設局西多摩建設事
務所

㈱東建
28.12 29.4

道路災害防除工事（28西の16） 東京都 奥多摩町氷川地内

56 3516
東京都西多摩建設事務所 旭建設　㈱

30.1 30.3
道路災害防除工事（29西の6） 東京都 青梅市成木7-1095

57 3557
東京都西多摩建設事務所 大章建設㈲

30.6 30.8
道路災害防除工事（２９西の１５） 東京都 西多摩郡奥多摩町氷川

58 3577
東京都奥多摩町役場 清水建設土木㈱

30.8 30.9
鳩ノ巣渓谷遊歩道改修工事 東京都 西多摩郡奥多摩町棚沢

59 3594
東京都産業労働局森林事務
所

落合興産㈲
30.10 31.2

養沢（木和平）復旧治山工事 東京都 あきる野市養沢

60 3611
東京都奥多摩町役場 榎木工業㈱

30.12 31.2
一付線道路新設工事 東京都 西多摩郡奥多摩町海沢

61 3620
東京都小笠原支庁 ㈱品川建設

31.2 1.3
大神山公園急傾斜地整備工事 東京都 小笠原村



東　京　都　施　工　実　績
発 注 者 ： 東京都産業労働局森林事務所
施 工 年 度 ： 平成30年度
施 工 場 所 ： あきる野市養沢
工 事 名 ： 養沢（木和平）復旧治山工事
施 工 実 績 表 No. ： 3594

施工前 施工後



東　京　都　施　工　実　績
発 注 者 ： 東京都　西多摩建設事務所
施 工 年 度 ： 平成30年度
施 工 場 所 ： 西多摩郡奥多摩町氷川
工 事 名 ： 道路災害防除工事（２９西の１５）
施 工 実 績 表 No. ： 3557

施工前 施工後



東　京　都　施　工　実　績
発 注 者 ： 奥多摩町役場
施 工 年 度 ： 平成30年度
施 工 場 所 ： 西多摩郡奥多摩町棚沢
工 事 名 ： 鳩ノ巣渓谷遊歩道改修工事
施 工 実 績 表 No. ： 3577

施工前 施工後



東　京　都　施　工　実　績
発 注 者 ： 奥多摩町役場
施 工 年 度 ： 平成30年度
施 工 場 所 ： 西多摩郡奥多摩町海沢
工 事 名 ： 一付線道路新設工事
施 工 実 績 表 No. ： 3611

施工前 施工後



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績（神奈川）
2019年5月まで

No 実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

1
1934 神奈川県小田原土木事務所 三和建設㈱ 15.01 15.03 湯河原箱根仙石原線道路災害防除工事県単（その１） 神奈川県 足柄下郡箱根町元箱根

2
2110 神奈川県小田原土木 (有)三浦組 16.04 16.04 道路災害防除（その１） 神奈川県 南足柄郡

3
2179 神奈川県逗子市教育委員会 ㈱鴻池組 16.11 16.11

平成16年度国指定史跡名越切通崩壊対策工事の内亀裂
充填工

神奈川県 逗子市

4
2307 神奈川県逗子市生涯学習課 応用地質㈱横浜支店 17.12 17.12 Ｈ17名越切通 神奈川県

逗子市小坪7丁目1245-1（まんだら
堂跡）

5
2564 神奈川県小田原土木事務所 技研興業㈱ 20.02 20.03 箱根芦の湯落石防止工 神奈川県 神奈川県箱根町

6
2722 神奈川県小田原土木事務所 技研興業㈱ 21.08 21.10 県道７５号道路災害復旧工事 神奈川県 足柄下郡箱根町地内

7
2905 横浜市役所緑地公園課 ㈱昭和エンジニアリング 23.05 23.06 野島公園護岸整備石積み補修工事 神奈川県 横浜市

8
2971 神奈川県横須賀市役所 丸幸建設㈱ 24.01 24.03 鷹取山公園整備工事 神奈川県 横須賀市鷹取山

9
2972 神奈川県小田原土木事務所 ㈱鈴木組 24.01 24.03 道路災害防除工事その２ 神奈川県 足柄下郡湯原町

10
3050

神奈川県逗子市役所教育委
員会

㈱鴻池組 24.11 25.1 国指定史跡名越切通大切岸安全対策工事 神奈川県 逗子市久木

11
3172

神奈川県逗子市役所教育委
員会

㈱鴻池組 26.2 26.3 平成２５年度国指定史跡名越切通大切岸保存工事 神奈川県 逗子市久木地内

12
3255 神奈川県横浜市教育委員会 浜崎建設工業㈱ 26.10 26.11 史跡朝夷奈切通崩落対策工事 神奈川県 横浜市金沢区朝比奈町51番

13
3302 太平洋セメント㈱箱根仙泉閣 ㈲三浦組 27.4 27.4 箱根仙泉閣　外溝南側石垣上段補修工事 神奈川県 足柄郡箱根町小涌谷

14
3356 神奈川県横浜市教育委員会 浜崎建設工業（株） 27.11 27.12 史跡朝夷奈切通崩壊対策工事 神奈川県 横浜市金沢区朝比奈

15
3358 神奈川県横浜市役所 石井造園（株） 27.11 28.3 野島公園護岸一部改修工事 神奈川県 横浜市金沢区野島町

16
3429 神奈川県横浜市教育委員会 濱崎建設工業㈱ 28.10 28.12 史跡朝夷奈切通崩落対策工事 神奈川県 横浜市金沢区朝比奈町地内



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績（山梨）
2019年5月まで　210件

No 実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

1 320 山梨県塩山土木事務所 ㈱島崎建設 62.09 63.02 災害防除工事栖雲寺線 山梨県 東山梨郡大和村田野

2 332 山梨県大月土木事務所 秋山工業所 62.12 災害防除工事 山梨県 大月市七保町瀬戸

3 373 山梨県塩山土木事務所 ㈱島崎建設 63.07 63.11 災害防除工事栖雲寺線 山梨県 東山梨郡大和村田野

4 374 山梨県塩山土木事務所 ㈲広瀬土木 63.06 63.11 落石防止工 山梨県 東山梨郡三富村下萩原

5 383 山梨県塩山土木事務所 山都建設㈱ 63.10 63.11 災害復旧工事 山梨県 北都留郡丹波山村

6 394 山梨県石和土木事務所 ㈱中村興業 元.02 元.03 日本庭園漏水防止工事 山梨県 東八代郡中道町下曾根

7 422 山梨県甲府林務事務所 宏和建設㈱ 元.06 元.11 山田治山落石防止工事 山梨県 甲府市横根町山田

8 428 山梨県身延土木事務所 ㈱杉山組 元.08 2.01 道路工事(落石防止工) 山梨県 南巨摩郡早川町奈良田

9 429 山梨県甲府土木事務所 ㈱中村興業 元.08 2.01 道路工事(落石防止工) 山梨県 甲府市高成

10 432 山梨県丹波山村 ㈱中村興業 元.09 元.11 ブロック積及びコンクリート擁壁亀裂修復工事 山梨県 北都留郡丹波山村鴨沢

11 454 山梨県甲府林務事務所 宏和建設㈱ 元.11 2.03 山田治山落石防止工事 山梨県 甲府市横根町山田

12 455 山梨県塩山土木事務所 三枝産業㈱ 2.01 2.03 災害防除工事 山梨県 東山梨郡三富村広瀬

13 462 山梨県企業局 ㈱中村興業 2.05 2.07 柚ノ木発電所天科残流取水口導水路補修工事 山梨県 東山梨郡三富村川浦

14 477 JR東海旅客鉄道株式会社 長田組土木㈱ 2.08 身延線東下田橋橋梁他補修工事 山梨県 西八代郡下部町

15 478 山梨県甲府林務事務所 宏和建設㈱ 2.07 2.10 山田復旧治山落石防止工事 山梨県 甲府市山田

16 480 山梨県身延土木事務所 大昭建設㈱ 2.08 2.10 早川町雨畑地内落石防止工事 山梨県 南巨摩郡早川町雨畑

17 483 山梨県都留土木事務所 ㈱大森工務所 2.10 富士登山道落石対策工擁壁吹付工事 山梨県 富士吉田市富士山8合目

18 485 山梨県企業局 ㈱中村興業 2.09 2.12 御岳昇仙峡有料道路落石防止工事 山梨県 甲府市上帯那町字岩松

19
500

山梨県営早川水系発電管理
事務所

㈱中村興業 3.01 3.02 奈良田第三発電所白河内支水路インバート補修工事 山梨県 南巨摩郡早川町奈良田

20 537 山梨県大月土木事務所 ㈱大月工務所 3.05 災害復旧工事 山梨県 大月市

21 538 山梨県石和土木事務所 ㈱中村興業 3.05 吹付工事 山梨県 東八代郡中道町

22 544 山梨県甲府林務事務所 ㈱宏和建設 3.07 3.10 山田治山落石防止工事 山梨県 甲府市横根町山田

23 545 山梨県都留土木事務所 秋山土建㈱ 3.07 3.10 富士山8合目土塁吹付工事 山梨県 富士吉田市上吉田

24 553 山梨県大月土木事務所 ㈱大月工務所 3.08 大月奥多摩線道路工事 山梨県 大月市七保町小金沢

25 564 山梨県市川土木事務所 ㈱中村興業 3.09 3.12 県単災害防除工事 山梨県 南巨摩郡鰍沢町烏屋

26 565 山梨県甲府土木事務所 ㈱中村興業 3.10 4.01 県単災害防除工事 山梨県 甲府市高成町えぼし岩

27 597 山梨県都留土木事務所 ㈱中村興業 4.04 4.08 本栖湖畔線4年災害(16)道路工事 山梨県 西八代郡下部町川尻

28 598 山梨県甲府林務事務所 宏和建設㈱ 4.05 4.11 山田(1工区)工事 山梨県 甲府市横根町山田

29 613 山梨県市川土木事務所 ㈱中村興業 4.09 4.12 災害防除国道300号道路工事 山梨県 西八代郡下部町中之倉



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績（山梨）
2019年5月まで　210件

No 実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

30 614 山梨県甲府林務事務所 小野建設㈱ 4.07 5.01 江見工事 山梨県 甲府市高成町江見

31
615 山梨県塩山土木事務所 ㈱興建社 4.08 5.02 国道411号道路工事 山梨県 北都留郡丹波山村大常木親川

32 623 山梨県企業局 権守土建㈱ 4.10 4.12 富士山4合目法面保護工事 山梨県 富士吉田市富士山4合目

33 625 山梨県甲府土木事務所 ㈱中村興業 4.12 5.02 甲府昇仙峡線道路工事 山梨県 甲府市平瀬町猿岩

34 626 山梨県大月土木事務所 天野工業㈱ 4.10 5.03 大月奥多摩線道路工事 山梨県 大月市七保町

35 641 山梨県甲府林務事務所 宏和建設㈱ 5.04 5.10 山田治山落石防止工事 山梨県 甲府市横根町山田

36 642 山梨県甲府土木事務所 ㈱中村興業 5.05 5.07 濁川河川工事 山梨県 甲府市朝気一丁目地内

37 667 山梨県甲府林務事務所 小野建設㈱ 5.06 5.08 復旧治山江見工事(落石防止工事) 山梨県 甲府市高成町江見

38 692 山梨県甲府土木事務所 ㈱中村興業 5.11 6.01 甲府昇仙峡線道路工事(落石防止工事) 山梨県 甲府市平瀬町天神森の1

39 693 山梨果甲府土木事務所 吉沢建設㈱ 5.11 5.12 甲府昇仙峡線道路工事(落石防止工事) 山梨県 甲府市平瀬町天神森

40 694 山梨県甲府土木事務所 ㈱中村興業 5.11 6.01 藤川河川工事(笠石補強工) 山梨県 甲府市中央三丁目地内

41 695 大嶽山那賀都神社 ㈱中村興業 5.12 6.04 大嶽山那賀都神社補強工事 山梨県 東山梨郡三富村上釜口317

42
701

山梨県・愛宕・御岳・八ケ岳有
料道路管理事務所

㈱中村興業 6.01 6.02 愛宕トンネル有料道路ダクト漏水防止工事 山梨県 甲府市東光寺町換気所

43
702 山梨県塩山土木事務所 ㈱中村興業 6.01 6.02 国道411号道路工事鋼製洞門補修工 山梨県

北都留郡丹波山村大常木第一洞
門

44
703 山梨県韮崎土木事務所 ㈲浅川運輸土建 6.02 6.03 清里駅前歩道部防水工事 山梨県 北巨摩郡高根町清里駅前

45
704 山梨県大月土木事務所 ㈱中村興業 6.02 6.03 浅川瀬戸線落石防止工事 山梨県 大月市七保町浅川紅葉橋手前

46
708 山梨県峡東土地改良事務所 ㈱内田組 6.03 擁壁注入工事 山梨県 山梨市堀之内地内

47
709 山梨県塩山土木事務所 ㈱中村興業 6.03 6.05 国道140号城山トンネル　トンネル漏水防止工事 山梨県 東山梨郡三富村下釜口

48
712 ジャパンクラシック㈱ ㈱中村興業 6.04 6.05 メイプルポイントゴルフクラブ落石防止工事 山梨県 北都留郡上野原町鶴島

49
713 村田光博 ㈱中村興業 6.04 村田邸石積補強工事 山梨県 塩山市上粟生野

50
734 建設省甲府工事事務所 近藤工業㈱ 6.05 6.08 箱原災害復旧工事 山梨県 南巨摩郡鰍沢町箱原

51
735 山梨県大月土木事務所 ㈱中村興業 6.07 6.10 桑才下真木線とぴ土木工事 山梨県 大月市大月町上真木

52
746

河口湖富士線有料道路管理
事務所

㈱吉野土建 6.10 6.12 富士山5合目法面補強工事 山梨県 富士吉田市富士山5合目

53
755 山梨県甲府林務事務所 小野建設㈱ 6.12 7.03 復旧治山江見工事 山梨県 甲府市高成町江見



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績（山梨）
2019年5月まで　210件

No 実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

54
757 山梨県韮崎林務事務所 ㈱フタバ 6.12 7.03 八ケ岳特用薬用植物園整備2工区工事 山梨県 北巨摩郡小渕沢町上笹尾篠原

55
758 富士野屋別館 飯塚工業㈱ 6.12 池補修工事 山梨県 東八代郡石和町八田

56
759 山梨県塩山土木事務所 岩波建設㈱ 6.12 7.03 急傾斜地崩壌対策工事(国補) 山梨県 塩山市上萩原裂石地内の1

57
760 山梨県塩山土木事務所 岩波建設㈱ 6.12 7.03 急傾斜地崩壊対策工事(県単) 山梨県 塩山市上萩原裂石地内の1

58
768 山梨県甲府土木事務所 ㈱中村興業 7.02 7.03 甲府昇仙峡線道路工事 山梨県 甲府市平瀬地内の1

59
769 山梨県甲府土木事務所 ㈱中沢組 7.02 7.03 韮崎昇仙峡線道路工事 山梨県 中巨摩郡敷島町下福沢

60
770 山梨県甲府土木事務所 ㈱中村興業 7.02 7.03 濁川河川工事 山梨県 甲府市朝気一丁目

61
794

河口湖富士線有料道路管理
事務所

㈱久保寺工務店 7.07 7.10 富士山有料道路土留溶岩張新設工事 山梨県 南都留郡鳴沢村富士山14.6㎞

62
798 山梨県市川土木事務所 ㈱中村興業 7.08 7.12 西沢吹付工事 山梨県 南巨摩郡鰍沢町十谷地内の1

63
823 山梨県市川土木事務所 ㈱深沢工務所 7.11 8.03 大柳川吹付工事 山梨県 南巨摩郡鰍沢町十谷地先

64
825 山梨県甲府市 小野建設㈱ 7.11 7.12 落石防止工事 山梨県 甲府市猪狩町

65
847 山梨県塩山土木事務所 ㈱興建社 8.03 8.11 国道４１１号道路工事 山梨県 北都留郡丹波山村大常木～親川

66
871 山梨県市川土木事務所 ㈱中村興業 8.08 8.12 西沢砂防工事 山梨県 南巨摩郡鰍沢町十谷

67
880 山梨県大月土木事務所 桂建設㈱ 8.09 8.12 国道139号道路工事 山梨県 大月市七保町オモレ

68
881

河口湖富士線有料道路管理
事務所

片浜工務店 8.09 8.11 富士山有料道路土留溶岩張新設工事 山梨県 南都留郡鳴沢村富士山14.06km

69
908 山梨県甲府市 小野建設㈱ 8.10 9.01 落石防止工事 山梨県 甲府市猪狩町

70
917 山梨県芦安村 ㈱浅利清興 8.11 9.03 路側石積補修工事 山梨県 中巨摩郡芦安村大曽利

71
918 山梨県大月土木事務所 ㈱秋山工業所 8.12 9.03 浅川瀬戸線道路修繕吹付工事 山梨県 大月市七保町浅利

72
961 山梨県大月土木事務所 橋本土建工業㈱ 9.03 9.06 上野原丹波山線道路工事（明許） 山梨県 北都留郡上野原町棡原

73
993 山梨県塩山土木事務所 ㈱高野建設 9.07 9.08 深沢等々力線道路工事 山梨県 東山梨郡勝沼町深沢

74
994 山梨県大月土木事務所 桂建設㈱ 9.07 9.08 浅川瀬戸線道路工事 山梨県 大月市七保町浅川
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75
1017 山梨県塩山土木事務所 ㈱興建社 9.08 9.12 国道411号道路防災工事 山梨県 北都留郡丹波山村大常木～親川

76
1074 山梨県塩山土木事務所 ㈱中村興業 9.10 10.02 宮本急傾斜地崩壊対策工事 山梨県 東山梨郡大和村宮本

77
1075 山梨県市川土木事務所 ㈱依田組 9.10 10.02 十谷鬼島線道路工事 山梨県 南巨摩郡鰍沢町鳥屋

78
1080 山梨県竜王町 ㈲竹田土木 9.10 10.02 中秣塚古墳保存整備工事 山梨県 中巨摩郡竜王町竜王

79
1093 山梨県大月土木事務所 橋本土建工業㈱ 9.12 10.03 上野原丹波山線道路工事－１ 山梨県 北都留郡上野原町棡原

80
1094 山梨県大月土木事務所 橋本土建工業㈱ 9.12 10.03 上野原丹波山線道路工事－２ 山梨県 北都留郡上野原町棡原

81
1121 山梨県市川土木事務所 ㈱中村興業 10.02 10.04 西沢砂防工事 山梨県 南巨摩郡鰍沢町十谷

82
1143 山梨県塩山土木事務所 ㈱興建社 10.03 10.09 国道411号道路防災工事 山梨県 北都留郡丹波山村大常木～親川

83
1161 山梨県塩山土木事務所 ㈱中村興業 8.07 8.09 宮本吹付工事 山梨県 東山梨郡大和村宮本

84
1166 山梨県大月土木事務所 桂建設㈱ 10.03 10.09 国道139号道路工事 山梨県 大月市七保町オモレ地内

85
1191 山梨県大月土木事務所 橋本土建工業㈱ 10.08 11.03 上野原丹波山線道路改良工事 山梨県 北都留郡上野原町棡原

86
1224 山梨県大月林務事務所 成勇建設㈱ 10.10 11.03 落石防止工事 山梨県 北都留郡秋山村板崎

87
1245 山梨県市川土木事務所 ㈱中村興業 10.11 11.01 西沢砂防工事 山梨県 南巨摩郡鰍沢町十谷地内の３

88
1264 山梨県市川土木事務所 ㈱中村興業 10.12 11.03 湯町砂防工事 山梨県 西八代郡下部町湯町地内の１

89
1265 山梨県市川土木事務所 ㈱中村興業 10.12 11.03 上の平砂防工事 山梨県 西八代郡下部町上の平地内の１

90
1284 山梨県市川土木事務所 ㈱依田組 11.02 11.07 西沢砂防工事（明許） 山梨県 南巨摩郡鰍沢町十谷地内の５

91
1285 山梨県甲府市 千代田工業㈱ 11.02 11.03 落石防止工事（その２） 山梨県 甲府市高成町

92
1347

日本道路公団大月管理事務
所

㈱キョーエー 11.06 11.07 中央自動車道下り線大月市浅利地内落石防止工事 山梨県 大月市浅利

93
1348 山梨県大月土木事務所 橋本土建工業㈱ 11.06 11.09 上野原丹波山線道路工事 山梨県 北都留郡上野原町棡原

94
1349 山梨県市川土木事務所 ㈱依田組 11.06 11.08 西沢砂防工事 山梨県 南巨摩郡鰍沢町十谷

95
1384 山梨県丹波山村 ㈱中村興業 11.09 丹波山村鴨沢地内屋内体育館擁壁補修工事 山梨県 北都留郡丹波山村鴨沢



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績（山梨）
2019年5月まで　210件

No 実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

96
1385 山梨県丹波山村 ㈱中村興業 11.09 丹波山村小袖地内擁壁補修工事 山梨県 北都留郡丹波山村小袖

97
1413 山梨県市川土木事務所 ㈱中村興業 11.10 12.02 上の平砂防工事 山梨県 西八代郡下部町上の平

98
1414 山梨県塩山土木事務所 永田建設㈱ 11.10 12.01 国道140号災害防除工事 山梨県 東山梨郡牧丘町成沢

99
1415 山梨県市川土木事務所 三億工業㈱ 11.10 12.03 湯町砂防工事 山梨県 西八代郡下部町湯町

100
1426 山梨県下部町 ㈱中村興業 11.11 12.02 雨河内町有地岩崩壊防止工事 山梨県 西八代郡下部町常葉雨河内

101
1479 山梨県韮崎林務事務所 富士島建設㈱ 12.02 12.10 尾白川復旧治山工事 山梨県 北巨摩郡白州町横手

102
1482 山梨県市川土木事務所 ㈱依田組 12.03 12.07 西沢砂防工事（明許） 山梨県 南巨摩郡鰍沢町十谷

103
1483 山梨県市川土木事務所 ㈱中村興業 12.03 12.06 湯町砂防工事（明許） 山梨県 西八代郡下部町湯町

104
1486 山梨県甲府土木事務所 飯嶋工業㈱ 12.03 12.04 韮崎昇仙峡線道路工事 山梨県 甲府市御岳町峠下

105
1499 山梨県塩山土木事務所 ㈱興建社 12.04 12.05 国道411号災害防除工事 山梨県 北都留郡丹波山村大常木親川

106
1500 山梨県甲府土木事務所 飯嶋工業㈱ 11.04 11.07 韮崎昇仙峡線道路工事 山梨県 甲府市御岳町峠下

107
1505 山梨県三富村 ㈱中村興業 11.09 11.11 第２号工事三富村興南地区石積補修工事 山梨県 東山梨郡三富村興南

108
1531 今澤茂信 ㈱中村興業 12.06 12.07 今澤邸石積補修工事 山梨県 塩山市下粟生野

109
1568 山梨県三富村 ㈱中村興業 12.09 12.10 三富村村民スポーツ広場石積補修工事 山梨県 東山梨郡三富村下釜口

110
1569

山梨県桂川流域下水道事務
所

㈱中村興業 12.09 12.11 桂川１号幹線流域下水道工事 山梨県 大月市猿橋地内

111
1570 山梨県市川土木事務所 旭工業㈱ 12.10 13.01 湯町砂防工事 山梨県 西八代郡下部町湯町

112
1630 山梨県韮崎林務事務所 ㈱中村興業 13.01 13.10 本谷工事 山梨県 北巨摩郡須玉町小尾人神

113
1650 山梨県三富村 ㈱中村興業 13.03 三富村村民スポーツ広場石積補修工事 山梨県 東山梨郡三富村下釜口

114
1661 山梨県大月土木事務所 橋本土建工業㈱ 12.07 13.12 上野原丹波山線道路工事 山梨県 北都留郡上野原町棡町

115
1670 山梨県市川土木事務所 旭工業㈱ 13.03 道路維持工事 山梨県 西八代郡下部町下部温泉入口

116
1694 山梨県峡南地域振興局 旭工業㈱ 13.07 13.09 湯之奥上之平線道路工事 山梨県 西八代郡下部町下部
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117
1695

山梨県冨士北麓・東部地域振
興局

橋本土建工業㈱ 13.07 13.12 上野原丹波山線道路工事 山梨県 北都留郡上野原棡原

118
1714 山梨県峡南地域振興局 旭工業㈱ 13.09 14.01 湯町砂防工事 山梨県 西八代郡下部湯町

119
1737 山梨県三富村 ㈱中村興業 13.10 13.12 興南住宅建設工事石積補修工 山梨県 東山梨郡三富村下釜口

120
1760 山梨県峡南地域振興局 神田建設(有) 13.11 14.05 高下鰍沢線道路工事 山梨県 南巨摩郡増穂町小室３工区

121
1790 山梨県峡南地域振興局 (有)曙建設 14.01 14.03 塩沢川河川工事 山梨県 南巨摩郡中富町遅沢地内の１

122
1803 山梨県峡北地域振興局 ㈱中村興業 14.03 14.12 本谷工事（明許） 山梨県 北巨摩郡須玉町比志

123
1848 山梨県峡南地域振興局 旭工業㈱ 14.07 14.12 湯町砂防工事 山梨県 西八代郡下部町湯町

124
1900 山梨県塩山市 ㈱中村興業 14.10 15.02 塩山市総合公園石積工事 山梨県 塩山市小屋敷

125
1901

山梨県富士北麓東部地域振
興局

橋本土建工業㈱ 14.10 15.03 上野原丹波山線道路工事 山梨県 北都留郡上野原町棡原

126
1932 山梨県峡南地域振興局 常葉工業㈱ 14.12 15.03 湯之奥上之平線道路工事 山梨県 西八代郡下部町湯町

127
1951 山梨県峡南地域振興局 旭工業㈱ 15.03 15.07 湯之奥上之平線道路工事 山梨県 西八代郡下部町湯町

128
2011 山梨県峡中地域振興局 ㈱深沢工務所 15.08 16.01 南アルプス線３工区 山梨県 南アルプス市芦倉

129
2021 山梨県峡南地域振興局 湘南興業(有) 15.09 15.11 湯町砂防工事 山梨県 西八千代郡下部町湯町地内の１

130
2052 山梨県峡南地域振興局 (有)坂本屋 15.11 15.12 業務委託工事 山梨県 西八千代郡三珠町地内

131
2054

山梨県富士北麓東部地域振
興局

㈱中村興業 15.11 16.01 県道梁川猿橋線道路工事 山梨県 大月市猿橋町津成地内の１

132
2099 山梨県峡南地域振興局 湘南興業(有) 16.02 16.04 湯之奥上之平線道路工事 山梨県 西八千代郡下部町湯町地内の１

133
2120 山梨県広瀬琴川ダム事務所 ㈱飯島工事 16.04 16.07 琴川ダム管理用道路落石防護工事（４１工区） 山梨県 牧丘町杣口山地内の２

134
2154

山梨県峡東地域振興局塩山
林務環境部

㈱中村興業 16.09 17.03 加久保砂防工事 山梨県 三富村上釜口加久保

135
2189

山梨県富士北麓・東部地域振
興局大月建設部

橋本土建工業㈱ 16.11 17.03 上野原丹波山線道路工事 山梨県 上野原町棡原１工区

136
2190

山梨県峡南地域振興局市川
建設部

湘南興業(有) 16.11 17.03 湯町砂防工事 山梨県 西八代郡下部町湯町地内

137
2209

山梨県峡中地域振興局建設
部

丸光建設㈱ 17.01 17.02 甲府昇仙峡線道路工事 山梨県 甲府市天神森地内
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138
2214 山梨県南アルプス市 ㈱浅利清興 17.01 17.03 市道古屋敷沓沢線水路改良工事 山梨県 南アルプス市芦安芦倉地内

139
2220

山梨県富士北麓・東部地域振
興局都留建設部

芙蓉建設㈱ 17.01 17.06 青木ケ原船津線道路工事（明許） 山梨県 富士河口湖町長浜地内

140
2226

山梨県富士北麓・東部地域振
興局都留建設部

㈱コバヤシ工業 17.02 17.07 青木ケ原船津線外道路工事（明許） 山梨県 富士河口湖町西湖地内外

141
2279

山梨県富士北麓・東部地域振
興局大月建設部

㈱龍美建設 17.08 18.03 関屋治山工事 山梨県 大月市大月町大月関屋

142
2281

山梨県峡東地域振興局塩山
林務環境部

東部防災建設㈱ 17.09 18.03 加久保砂防工事 山梨県 山梨市三富上釜口加久保地内

143
2332

山梨県峡中地域振興局建設
部

㈱望月組土木 18.02 18.05 甲府昇仙峡線道路工事（明許） 山梨県 甲府市上帯那町地内

144
2390

山梨県峡東地域振興局塩山
林務環境部

㈱中村興業 18.08 19.02 加久保砂防工事 山梨県 山梨市三富上釜口

145
2417

山梨県峡中地域振興局建設
部

協栄エンジニアリング㈱ 18.10 19.03 甲府昇仙峡線道路工事 山梨県 甲府市平瀬町地内

146
2460 山梨県広瀬琴川ダム事務所 東部防災建設㈱ 19.03 19.07 琴川ダム4号工事用道路法面補強工事（継続） 山梨県 山梨市牧丘町柳平地内の36

147
2508 山梨県峡中建設事務所 ㈱望月組土木 19.09 20.03 甲府昇仙峡線道路工事 山梨県 甲府市猪狩町地内

148
2522

山梨県企業局笛吹川水系発
電管理事務所

㈱中村興業 19.10 20.03 新琴川第三発電所鉄管路周辺落石予防工事 山梨県 山梨市牧丘町杣口地内

149
2602

山梨県大月市役所教育委員
会

㈱桑原組 20.08 20.11 名勝猿橋指定地内岩盤保存対策工事 山梨県 大月市猿橋町猿橋地内

150
2628 山梨県道路公社 ㈱吉野土建 20.10 20.12 富士山有料道路法面災害復旧工事 山梨県 南都留郡鳴沢村富士山地内

151
2672 山梨県甲府市役所 千代田工業㈱ 21.02 21.03 落石防止工事（２０－２） 山梨県 甲府市高成町地内

152
2684 JR東日本旅客鉄道㈱ ユニオン建設㈱ 20.01 20.03 初狩、笹子間降雨防災強化対策工事 山梨県 大月市初狩

153
2691 山梨県中北建設事務所 川鉄産業㈱ 21.0３ 21.0６ 甲府昇仙峡線道路工事　(明許） 山梨県 甲府市上帯那地内

154
2698 山梨県中北建設事務所 小野建設㈱ 21.04 21.05 甲府昇仙峡線道路工事　(特命） 山梨県 甲府市上帯那地内

155
2773 山梨県峡南建設事務所 (有)戸栗工務店 22.01 22.02 西沢地すべり対策工事 山梨県 南巨摩郡鰍沢町十谷地内

157
2794 山梨県中北建設事務所 丸光建設㈱ 22.03 22.07 甲府昇仙峡線道路工事（明許） 山梨県 甲府市高成町地内

157
2798 山梨県峡東建設事務所

一般国道411号大常木ト
ンネル仮称建設工事共
同企業体

22.04 22.05 一般国道411号大常木トンネル（仮称）建設工事 山梨県 甲州市塩山一之瀬高橋地内

158
2829 山梨県峡南建設事務所 早邦建設㈱ 22.09 22.12 県道南アルプス公園線道路防災工事 山梨県 南巨摩郡早川町湯島地内
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159
2868 山梨県甲府市役所 小野建設㈱ 23.01 23.03 市道昇仙峡線落石防止工事（２２－２） 山梨県 甲府市高成町地内

160
2869 山梨県富士河口湖町役場 ㈱吉野土建 23.01 23.03 小曲展望広場法面対策工事 山梨県 富士河口湖町淺川地内

161
2899 富士河口湖町役場 ㈱吉野土建 23.04 23.04 富士河口湖町小曲展望広場落石対策工事 山梨県 南都留郡富士河口湖町

162
2946 山梨県峡南建設事務所 ㈱小林建設工業所 23.10 24.01 一般県道　遅沢静川線道路災害防除工事 山梨県 南巨摩郡早川町

163
2970 山梨県中北建設事務所 小野建設㈱ 24.01 24.03 主要地方道　甲府昇仙峡線（馬車道）道路工事 山梨県 甲府市上帯那町

164
2973 山梨県甲府市役所 (有)グリーン開発 24.01 24.03 落石防止工事（２３－１） 山梨県 甲府市高成町

165
2974 山梨県富士・東部建設事務所 ㈱吉野土建 24.01 24.03 国道１３７号線落石対策工事 山梨県 南都留郡富士河口湖町

166
2988 山梨県富士・東部建設事務所 大嶺興業㈱ 24.1 24.9 一般国道139号災害防除工事(明許） 山梨県 北都留郡小菅村

167
2996 山梨県峡南建設事務所 早邦建設㈱ 24.4 24.8

県道南アルプス公園線初鹿島地内道路災害防除工事
（明許）

山梨県 南巨摩郡早川町

168
2997 山梨県中北建設事務所 坂本土建㈱ 24.4 24.9 主要地方道甲府昇仙峡線（馬車道）道路工事（明許） 山梨県 甲府市上帯那町

169
3002 山梨県峡南建設事務所 井上建設㈱ 24.5 24.11 一般県道十谷鬼島線道路災害防除工事４工区（明許） 山梨県 南巨摩郡富士川町

170
3070 山梨県甲府市役所 丸光建設㈱ 25.1 25.3 甲府昇仙峡落石防止工事（２４－１） 山梨県 甲府市上帯那町

171
3076 山梨県富士・東部建設事務所 秋山土建㈱ 25.2 25.6 一般県道精進湖畔線災害防除工事（明許） 山梨県 南都留郡富士河口湖町

172
3092

国土交通省関東地方整備局
甲府河川国道事務所

清水建設興業㈱ 25.2 25.5 H24万沢防災（その2）工事 山梨県 南巨摩郡南部町万沢

173
3097 山梨県中北建設事務所 小野建設㈱ 25.5 25.7 主要地方道甲府昇仙峡線（馬車道）道路工事（明許） 山梨県 甲府市上帯名地内

174
3103 山梨県峡南建設事務所 ㈱保坂建設 25.6 25.8 県道南アルプス公園線湯島地内落石対策工事（明許） 山梨県 南巨摩郡早川町湯島地内

175
3135 山梨県峡南建設事務所 ㈱古関工業 25.9 26.1 国道300号道路工事（一部債務） 山梨県 南巨摩郡身延町中の倉地内

176
3140 山梨県中北建設事務所 長田建設㈱ 25.10 26.3 （主）笛吹市川三郷線防災工事 山梨県 甲府市芦川町地内

177
3161 山梨県甲府市役所 丸光建設㈱ 25.12 26.3 落石防止工事（25－1） 山梨県 甲府市高成町地内

178
3199 山梨県富士・東部建設事務所 秋山建設㈱ 26.4 26.5 四日市場上野原線災害防除工事（明許） 山梨県 南都留郡上野原町

179
3215 山梨県富士・東部建設事務所 ㈱吉野土建 26.6 26.7 一般国道１３７号外4路線業務委託 山梨県 南都留郡鳴沢村富士山五合目
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180
3225 山梨県富士・東部建設事務所 秋山土建㈱ 26.7 26.7 一般県道富士上吉田線外維持修繕業務委託その2 山梨県 南都留郡鳴沢村富士山五合目

181
3229 山梨県中北建設事務所 ㈱里吉工業所 26.7 26.12 （主）韮崎増富線災害防除工事 山梨県 北杜市須玉町

182
3241 山梨県北杜市役所 ㈱里吉工業所 26.8 26.11 市道小倉線落石防止工事（26－1） 山梨県 北杜市須玉町

183
3256 山梨県中北建設事務所 （有）坂本屋 26.10 27.1 一般国道３５８号線防災工事 山梨県 甲府市古関町

184
3280 山梨県甲府市役所 丸光建設㈱ 27.3 27.3 落石防止工事（26－1） 山梨県 甲府市高成町地内

185
3293 山梨県中北建設事務所 （有）グリーン開発 27.1 27.5 （主）甲府昇仙峡線道路防災工事 山梨県 甲府市上帯那町

186
3295 山梨県企業局 （有）大澤工務店 27.3 27.6 柚の木発電所残流取水口導水路外補修工事 山梨県 山梨市三富川浦

187
3300 山梨県中北建設事務所 小野建設（株） 27.4 27.12 （主）甲府昇仙峡線道路防災工事（明許） 山梨県 甲府市上帯那町

188
3303 山梨県中北建設事務所 （有）坂本屋 27.4 27.10 一般国道358号道路防災工事（明許） 山梨県 甲府市古関町

189
3306 山梨県富士・東部建設事務所 天野工業（株） 27.5 27.9 一般国道139号線災害防除工事（明許） 山梨県 大月市七保町瀬戸

190
3326 山梨県峡南建設事務所 井上建設（株） 27.8 27.12 一般県道平林青柳線道路工事（一部債務） 山梨県 南巨摩郡富士川町平林

191
3352 山梨県峡東建設事務所 （株）廣川工業所 27.11 28.2 一般国道４１１号災害防除工事 山梨県 甲州市塩山一之瀬高橋

192
3365 山梨県富士・東部建設事務所 三共建設（株） 27.12 28.3 国道411号災害防除工事（明許） 山梨県 北都留郡丹波山村

193
3373 山梨県甲府市役所 丸光建設（株） 28.1 28.3 落石防止工事（27－1） 山梨県 甲府市高成町

194 3393
山梨県中北建設事務所 ㈱三枝組

28.4 28.12
一般国道358号災害防除工事（その1）（明許） 山梨県 甲府市古関町

195 3431
山梨県中北建設事務所 坂本土建㈱

28.10 29.3
（主）甲府昇仙峡線（馬車道）災害防除工事 山梨県 甲府市上帯那町

196 3435
山梨県峡南建設事務所 湘南興業（有）

28.11 29.3
国道300号百合切トンネル手前災害防除工事 山梨県 南巨摩郡身延町

197 3445
山梨県中北建設事務所 丸光建設㈱

28.12 29.6
（主）甲府昇仙峡線道路防災工事（明許） 山梨県 甲府市上帯那町

198 3454
山梨県甲府市役所 中沢工業㈱

29.2 29.3
落石防止工事　（28－1） 山梨県 甲府市高成町

199 3475
山梨森林管理事務所 清水建設工業㈱ 29.5 29.8

野呂川コワシ復旧治山工事（H28ゼロ国） 山梨県 南アルプス市

200 3482
山梨県峡南建設事務所 深沢工務所㈱ 29.7 29.9

（主）南アルプス公園線道路災害復旧工事（明許） 山梨県 南巨摩郡早川町
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201 3510
山梨県中北建設事務所 坂本土建㈱ 29.11 30.1

甲府昇仙峡線（馬車道）災害防除工事 山梨県 甲府市上帯那町

202 3521
山梨県中北建設事務所 (有)坂本屋 30.2 30.2

（主）笛吹川市川三郷線道路改良工事（一部債務） 山梨県 甲府市

203 3526
山梨県甲府市役所 小沢建設㈱ 30.3 30.3

落石防止工事 山梨県 甲府市

204 3534
仙勝家

(有)オーケースポーツ施
設 30.4 30.4

落石防止工事 山梨県 甲府市竹日向町

205 3541
山梨県峡東建設事務所 ㈱飯塚工業 30.5 30.9

一般国道137号道路防災工事（明許） 山梨県 笛吹市御坂町上黒駒

206 3565
山梨県峡南建設事務所 丹澤建設工業㈱ 30.7 31.3

国道３００号道路工事（一部債務） 山梨県 南巨摩郡身延町中之倉

207 3567
山梨県峡東建設事務所 ㈱飯塚工業 30.7 31.2

一般国道137号道路防災工事 山梨県 笛吹市御坂町上黒駒

208 3576
山梨県中北建設事務所 小野建設㈱ 30.8 31.3

（一）川窪猪狩線　災害防除工事 山梨県 甲府市上帯那町

209 3617
山梨県甲府市役所 丸光建設㈱ 31.1 31.3

落石防止工事 山梨県 甲府市高成町

210 3625
山梨県中北建設事務所 坂本土建㈱ 31.3 31.3

荒川外河川砂防施設等緊急維持修繕業務委託 山梨県 甲府市北口



山  梨 県 施　工　実　績
発 注 者 ： 仙勝家
施 工 年 度 ： 平成30年度
施 工 場 所 ： 甲府市竹日向町
工 事 名 ： 落石防止工事
施 工 実 績 表 No. ： 3534

施工前 施工後



山  梨 県 施　工　実　績
発 注 者 ： 山梨県峡南建設事務所
施 工 年 度 ： 平成30年度
施 工 場 所 ： 笛吹市御坂町上黒駒
工 事 名 ： 一般国道137号道路防災工事（明許）
施 工 実 績 表 No. ： 3541

施工前 施工後



山  梨 県 施　工　実　績
発 注 者 ： 山梨県峡南建設事務所
施 工 年 度 ： 平成30年度
施 工 場 所 ： 南巨摩郡身延町中之倉
工 事 名 ： 国道３００号　道路工事（一部債務）
施 工 実 績 表 No. ： 3565

施工前 施工後



山  梨 県 施　工　実　績
発 注 者 ： 山梨県峡東建設事務所
施 工 年 度 ： 平成30年度
施 工 場 所 ： 笛吹市御坂町上黒駒
工 事 名 ： 国道１３７号線　道路防災工事（二工区）
施 工 実 績 表 No. ： 3567

施工前 施工後



山  梨 県 施　工　実　績
発 注 者 ： 山梨県中北建設事務所
施 工 年 度 ： 平成30年度
施 工 場 所 ： 甲府市上帯那町
工 事 名 ： （一）川窪猪狩線災害防除工事
施 工 実 績 表 No. ： 3576

施工前 施工後



山  梨 県 施　工　実　績
発 注 者 ： 甲府市役所
施 工 年 度 ： 平成30年度
施 工 場 所 ： 甲府市高成町
工 事 名 ： 落石防止工事
施 工 実 績 表 No. ： 3617

施工前 施工後



山  梨 県 施　工　実　績
発 注 者 ： 山梨県中北建設事務所
施 工 年 度 ： 平成30年度
施 工 場 所 ： 甲府市北口
工 事 名 ： 荒川外河川砂防施設等緊急維持修繕業務委託
施 工 実 績 表 No. ： 3625

施工前 施工後
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1 161 長野県大町建設事務所 ㈱峯村組 58.08 58.08 道路災害復旧工事 長野県 北安曇郡美麻村小岩岳

2 193 長野県松本建設事務所 金多屋建設㈲ 59.07 59.09 道賂災害防除工事 長野県 南安曇郡安曇村鶴ガ沢

3 253 長野県松本建設事務所 松本土建㈱ 60.08 白なぎトンネル落石防止工事 長野県 南安曇郡安曇村

4 293 長野県大町建設事務所 ㈱峰村組 61.04 61.05 県道長野大町線道路改良工事 長野県 北安曇郡美麻村

5 376 長野県臼田建設事務所 川中島建設㈱ 63.07 63.11 県単道路防災(法面)工事 長野県 南佐久郡佐久町

6 377 JR東日本旅客鉄道株式会社 木下建工㈱ 63.08 海尻松原湖間浮石根おさえ修繕工事 長野県 南佐久郡小海町

7 384 長野県臼田建設事務所 ㈱新津組 63.11 県単道路改良工事 長野県 南佐久郡小海町

8 426 長野県上田建設事務所 長野機材㈱ 元.08 元.09 急傾斜地崩壊対策 長野県 小県郡長門町立岩

9 443 長野県大町建設事務所 ㈱峯村組 元.11 元.12 岩接着工事 長野県 北安曇郡美麻村

10 453 長野県大町建設事務所 ㈱峯村組 2.01 2.03 道路防災工事 長野県 北安曇郡美麻村

11 473 長野県大町建設事務所 川中島建設㈱ 2.06 2.11 国補道路災害防除工事 長野県 北安曇郡美麻村桑の木

12 479 長野県大町建設事務所 川中島建設㈱ 2.07 3.03 平成2年度国補道路災害防除工事 長野県 北安曇郡小谷村下里瀬

13 488 長野県大町建設事務所 ショーボンド建設㈱ 2.12 3.03 平成2年度国補道路災害防除工事 長野県 北安曇郡小谷村下里瀬

14 536 長野県北安曇地方事務所 金森建設㈱ 3.04 3.06 災害関連緊急治山事業第11号工事 長野県 北安曇郡小谷村橋場

15 539 長野県豊科建設事務所 北陽建設㈱ 3.05 3.06 県単道路修繕(小破)工事 長野県 南安曇郡穂高町.

16 568 長野県豊科建設事務所 北陽建設㈱ 3.07 4.01 平成3年度緊急地方道路整備工事 長野県 南安曇郡穂高町朴の木橋

17 569 長野県木曽建設事務所 北陽建設㈱ 3.11 4.03 平成3年度県単道路防災工事 長野県 木曽郡南木曽町妻籠

18 599 長野県木曽建設事務所 北陽建設㈱ 4.06 4.10 県単道路防災工事 長野県 木曽郡南木曽町妻籠3号下

19 612 長野県大町建設事務所 川中島建設㈱ 4.07 5.02 県単緊急地方道路整備道路災害防除工事 長野県 北安曇郡八坂村大滝

20 616 長野県大町建設事務所 ㈱相模組 4.09 5.03 国補道路災害防除工事 長野県 大町市扇沢橋2号下

21 631 長野県長野市 川中島建設㈱ 4.12 5.03 水力発電施設周辺地域交付金事業道路防災工事 長野県 長野市大字塩生乙

22 637 長野県大町建設事務所 ㈱相模組 5.03 5.07 ０県債県単道路防災工事 長野県 大町市大字中の沢

23 672 長野県大町建設事務所 ㈱長屋組 5.08 国補道路災害防除工事 長野県 北安曇郡白馬村白沢

24 673 長野県長野建設事務所 ㈱キッツワーク 5.10 5.11 県単道路改良工事(大岡村岩盤接着工事) 長野県 更級郡大岡村椛内～郡界

25 688 長野県大町建設事務所 ㈱相模組 5.11 6.03 県単道路防災(法面対策)工事 長野県 大町市大字中の沢

26 691 長野県長野建設事務所 川中島建設㈱ 5.11 6.03 国補5年災道路災害復旧工事 長野県 上水内郡信州新町久米路

27 696 建設省長野国道工事事務所 ㈱宮下組 5.12 6.03 一般国道18号坂城歩道設置工事 長野県
上田市大字下塩尻埴科郡坂城町
大字南城

28 698 長野県長野建設事務所 川中島建設㈱ 5.12 6.03 県単道路防災(法面対策)工事 長野県 上水内郡信州新町久米路

29 725 長野県松本建設事務所 ㈱大野建設 6.03 6.11 上高地公園線堰堤上道路災害防除工事 長野県 南安曇郡安曇村
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30 750 建設省長野国道工事事務所
中部・北信建設経常協
同企業体

6.11 7.03 (R19)水内外防災工事 長野県
上水内郡信州新町水内長野市信
更町安延

31
795 長野県豊科建設事務所 大日本土木・伊藤組JV 7.08 国補荒廃砂防工事 長野県 南安曇郡穂高町中房

32 812 長野県長野地方事務所 マツナガ建設㈱ 7.10 8.03 平成7年度予防治山(火山地域)事業29号工事 長野県 須坂市臥竜公園

33
813 東京電力株式会社 佐藤工業・青木建設J.V 7.10 7.11 湯川発電所再開発工事1工区 長野県 南安曇郡安曇村湯川

34 833 建設省長野国道工事事務所 平林建設㈱ 7.12 8.01 R19野平外防災工事 長野県 北安曇郡八坂村栃沢

35
844 長野県長野地方事務所 川浦土建㈱ 7.05 8.03 水源地域森林総合整備事業第2-7号工事 長野県

上水内郡鬼無里村天神川一7(柳
沢)

36
860

建設省北陸地方建設局大町
ダム管理所

㈱峯村組 8.07 8.08 大町ダム巡視路災害復旧その1工事 長野県 大町市大字平地先

37 897 長野県長野地方事務所 川浦土建㈱ 8.10 9.03 水源地域森林総合整備事業第3-3-2号工事 長野県
上水内郡鬼無里村天神川一3(柳
沢)

38 991 長野県松本建設事務所 平林建設㈱ 9.06 9.09 国補道路災害防除（地方道）工事 長野県 東筑摩郡生坂村山清路～差切

39 1019 建設省長野国道工事事務所 マツナガ建設 9.08 9.10 安庭防災その他工事 長野県 長野市信更町安庭

40 1081 長野県豊科建設事務所 大丸組 9.11 10.06 緊急地方道路整備Ａ（現道対策）工事 長野県 南安曇郡穂高町信濃坂トンネル

41 1098 長野県松本建設事務所 平林建設㈱ 9.12 10.03 一般公共緊急地方道路整備事業 長野県 東筑摩郡生坂村山清路(2)

42 1109 長野県下伊那地方事務所 ㈱カリス 10.01 10.05 災害関連緊急治山事業第４号工事 長野県 飯田市龍江高森山

43 1137 長野県松本建設事務所 平林建設㈱ 10.03 10.04 県単道路防災法面対策工事 長野県 東筑摩郡生坂村山清路～差切

44 1217 長野県木曽地方事務所 木曽土建工業 10.09 復旧治山事業第199号工事 長野県 木曽郡上松町桟上

45 1261 建設省長野国道工事事務所 鹿熊組
10.11.0

1
11.03.2

0
山清路防災その２工事 長野県 東築摩郡生坂村山清路

46 1338 建設省長野国道工事事務所 鹿熊組 12.06 13.03 山清路防災その５工事 長野県 東築摩郡生坂村山清路

47 1339 長野県豊科建設事務所 大丸組 11.05 公共災害道路災害復旧工事 長野県 南安曇郡穂高町西中小屋沢

48 1346 長野県飯田地方事務所 宮嘉建設㈲ 11.06 県単治山事業第４号工事 長野県 飯田市天竜峡

49 1364 建設省長野国道工事事務所 鹿熊組
11.03.0

1
12.03.2

0
山清路防災その４工事 長野県 東築摩郡生坂村山清路

50 1379 長野県北安曇事務所 ㈱今井工務店 11.08 11.11 平成10年度復旧治山事業第327号工事 長野県 北安曇郡小谷村平岩

51 1416 東京電力株式会社 市川事業㈱ 11.10 11.11 新高瀬川発電所管理用道路法面整備工事 長野県 大町市大字大町平

52 1504 長野県北安曇地方事務所 ㈱今井工務店 11.08 12.11 平成11年度災害関連緊急治山事業 長野県 北安曇郡小谷村平岩

53 1520 長野県木曽地方事務所 山一建設 12.05 Ｈ11．県営林道萩原西山殿（１工区）開設工 長野県 木曽郡上松町

54 1528 長野県北安曇地方事務所 ㈱今井工務店 12.06 12.12 平成12年度復旧治山（通常）事業第16号 長野県 北安曇郡小谷村平岩

55 1587 長野県上小地方事務所 ㈱宮下組 12.10 13.03 Ｈ12地域防災対策総合治山事業６号 長野県 上田市虚空蔵山

56 1678 長野県下伊那地方事務所 二吉建設 13.06 県単治山事業第3号 長野県 飯田市南原橋横
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57
1679 長野県松本建設事務所 北陽建設㈱ 13.06 13.08

緊急地方道路整備A(主）上高地公園線釜トンネル～大正
池（遊歩道橋横）

長野県 南安曇郡安曇村上高地

58 1704 長野県下伊那地方事務所 神稲建設 13.08 13.09 H13復旧治山工事第41号 長野県 下伊那郡高森町不動滝

59 1715 長野県北安曇地方事務所 ㈱今井工務店 13.09 13.12 復旧治山事業第141号 長野県 北安曇郡小谷村姫川

60
1717 水資源開発公団 東亜建設、吉川建設JV 13.09 13.10 牧尾ダム岩接着工事 長野県 木曽部王滝村牧尾ダム

61 1761 長野県上小地方事務所 ㈱宮下組 13.11 13.12 H13地域防災対策総合治山事業、5号 長野県 上田市字虚空蔵山

62 1773 長野県木曽地方事務所 堀口建設㈱ 13.12 14.03 H13木曽川右岸道路(第1工区） 長野県 木曽郡上松町

63
1774 長野県須坂建設事務所 北陽建設㈱ 13.12

（主）豊野南志賀公園線県単緊急地方道路整備A（災害防
除）

長野県 土高井郡高山村山田

64 1833 長野県北安曇地方事務所 ㈱今井工務店 14.05 14.09 平成13年度復旧治山(通常)事業第183号工事 長野県 北安曇郡小谷村姫川温泉

65 1845 長野県臼田建設事務所 柳沢組 14.07 14.09 (主）下仁田田口線一般緊急地方道路整備工事 長野県 南佐久郡臼田町田口峠

66 1898 農林水産省中部森林管理局 吉川建設 14.10 15.03 餓鬼ケ咽復旧治山工事 長野県 木曽郡王滝村餓鬼ケ咽

67 1899 長野県松本地方事務所 にしき興業 14.10 14.12 予防治山事業第25号 長野県 東筑摩郡本城村釜坂

68 1929
国土交通省飯田国道工事事
務所

安平建設 14.12 153号防災工事 長野県 下伊那郡阿智村駒場

69
1930 長野県須坂建設事務所 大一建設 14.12 15.01

（主）豊野南志賀公園線県単緊急地方道路整備A（災害防
除）

長野県 上高井郡高山村山田入

70 1931 長野県木曽建設事務所 ライト工業㈱ 14.12 15.03 県単県営林道木曽川右岸道路（８工区）開設工事 長野県 木曽郡上松町小野ケ谷

71 1933 長野県飯田建設事務所 ㈱トライネット 15.01 15.03 地すべり対策事業下栗地区防止工事 長野県 上伊那郡上村下栗

72
1952 長野県豊科建設事務所 東興建設㈱ 15.03 15.05 （一）槍ケ岳矢村線緊急地方道路整備A(災害防除）工事 長野県

南安曇郡穂高町観音峠～信濃坂
（２）

73 1953 長野県長野市 協立工業 15.03 小島田排水機場堤外水門改修 長野県 長野市小島田

74 1959 長野県佐久建設事務所 三恵建設㈱ 15.04 15.07 （国）254号県単道路防災（法面対策）工事 長野県 佐久市下肬水

75
1973 JR東海旅客鉄道株式会社 ㈱加藤組 15.01 15.02

835号原野･木曽福島間原野1号鉄道林巨岩その他修繕
工事

長野県 木曽郡木曽福島町

76 1998 長野県大町建設事務所 ㈱今井工務店 15.07 15.09 平成15年度県復旧治山事業（通常)第36号工事 長野県 北安曇郡小谷村字姫川温泉

77
2037 長野県本城村 ㈱関川組 15.10 15.11

平成15年度ﾌｫﾚｽﾄｺﾐｭﾆﾃｨ総合整備(改良）事業四阿屋線
工事

長野県
東筑摩郡本城村大字東城字栃平
入

78 2079 林野庁中部森林管理局 吉川建設㈱ 15.12 16.03 平成15年度餓鬼ケ咽復旧治山工事 長野県 木曽郡王滝村餓鬼ケ咽

79 2080 長野県長野市役所 川中島建設㈱ 15.12 16.03 平成15年度飯森新橋線防護施設整備事業 長野県 長野市大字塩生乙

80 2135 長野県長野市役所 川中島建設㈱ 16.08 16.09 百瀬岩戸池平線石積緊急補修業務委託工事 長野県 長野市字上ケ尾

81
2149

長野県北安曇地方整備局事
務所

㈱今井工務店 16.09 16.11 平成16年度　復旧治山（通常）事業第２９号工事 長野県 北安曇郡小谷村字姫川温泉

82 2196 長野県松本地方事務所 フカサワイール 16.11 17.06 平成１６年度予防治山事業　第１１号工事 長野県 東筑摩郡字竜島
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83 2223 JR東海旅客鉄道株式会社 ハラ建設㈱ 17.02 17.03
０４中工決第１３４号　中津川工務区間鉄道林浮石整理工
事

長野県 南木曽十二鐘（二号林）地内

84 2253 長野県松本地方事務所 平林建設 17.06 17.11 平成17年度復旧治山事業　第19号工事 長野県 東筑摩郡坂北村字北山

85
2260

国交省関東地方整備局長野
国道工事事務所

平林建設 17.06 17.12. 平成17年度古坂防災工事 長野県 東筑摩郡生坂村大字東広津

86 2269 長野県北安曇地方事務所 鹿熊組 17.07 18.01 平成17年度復旧治山事業　第34号工事 長野県 北安曇郡小谷村字姫川温泉

87 2293 長野県松本地方事務所 ㈱信州グリーン 17.10 17.11 平成16年度災害関連緊急治山事業第30号 長野県 東筑摩郡明科町字矢本地内

88 2361 長野県安曇野建設事務所 ㈱大丸組 18.05 18.06 平成17年度県単地方道路交付金（災害防除）工事 長野県 安曇野市穂高観音峠～信濃坂

89 2375 長野県長野建設事務所 ㈱大極建設 18.07 18.09 平成17年度　国補急傾斜地崩壊対策工事 長野県 長野市須釜

90 2380 長野県松本地方事務所 平林建設㈱ 18.07 18.11 平成18年度　復旧治山事業第18号工事 長野県 東筑摩郡筑北村字北山

91 2381 長野県長野建設事務所 中部建設工業㈱ 18.07 19.01 平成18年度　国補急傾斜地崩壊対策工事 長野県 長野市須釜

92 2395 長野県松本地方事務所 平林建設㈱ 18.09 18.09 平成18年度　林地荒廃防止事業第１５号工事 長野県 東筑摩郡生坂村字山清路

93 2420 長野県長野市 川中島建設㈱ 18.11 18.12 茶臼山動物園サル山石垣補修工事 長野県 長野市篠ノ井有旅

94
2421 長野県南佐久建設事務所 ㈱竹花組 18.11 19.01 平成18年度国補地方道路交付金工事 長野県 南佐久郡佐久穂町海瀬～羽黒山

95
2422 長野県松本建設事務所 平林建設㈱ 18.11 19.01 平成18年度　地方道路交付金（災害防除）工事 長野県

東筑摩郡生坂村字山清路～差切
（山清路工区）

96
2452 長野県松本建設事務所 平林建設㈱ 19.02 19.03 平成18年度　地方道路交付金（災害防除）工事 長野県

東筑摩郡生坂村字山清路～差切
（公園橋上工区）

97 2497 長野県長野建設事務所 高木建設㈱ 19.08 20.03 平成19年度　国補急傾斜地崩壊対策工事　須釜（１） 長野県 長野市　須釜

98 2516 長野県　下伊那地方事務所 ㈱トライネット 19.10 19.12 平成19年度　復旧治山事業　第6号　工事 長野県 飯田市　上村　向井

99
2528 長野県下伊那地方事務所 山崎建設㈱ 19.10 20.04

平成19年度　奥地保安林保全緊急対策事業第16号　工
事

長野県 飯田市　字　上村（ホッタ沢）

100 2529 長野県下伊那地方事務所 ㈱南建設 19.10 20.04 平成19年度　復旧治山事業　第5号　工事 長野県 飯田市　字　梶谷

101 2534 長野県長野市 川中島建設㈱ 19.11 19.12 茶臼山サル山石垣補修　工事 長野県 長野市　篠ノ井　有旅

102 2538 長野県松本建設事務所 ㈱大野建設 19.11 20.01 平成19年度　県単道路災害　工事 長野県 松本市　大野田

103
2549 長野県上小地方事務所 (有)小林商会 19.12 20.03

平成19年度　田園整備事業　上田青木地区　別所工区保
全整備　工事

長野県 上田市　別所

104 2550 長野県長野建設事務所 北信土建㈱ 19.12 20.03 平成19年度　国補急傾斜地崩壊対策工事　須釜（2） 長野県 長野市　須釜

105
2588 JR東海旅客鉄道株式会社 ハラ建設㈱ 20.05 20.06

08中工決第105号　十二兼南木曽間306K500M付近落石
注入工修繕工事

長野県 木曽郡南木曽町

106 2601 長野県長野建設事務所 飯島建設㈱ 20.08 20.10 平成19・20年度　国補急傾斜地崩壊対策合併　工事 長野県 長野市須釜

107 2632 長野県下伊那地方事務所 ㈱清信建設興業 20.10 21.02 平成20年度　復旧治山事業第7号　工事 長野県 飯田市字梶谷

108
2636

長野県北安曇地方事務所林
務課

㈱倉品組 20.11 20.12 平成19年度　予防治山事業第１６号工事 長野県 大町市八坂字北の沢地内
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109
2648 長野県長野建設事務所 ㈱関口建設 20.12 21.02 平成20年度　国補道路改築　工事 長野県 長野市百瀬～茂菅バイパス（１）

110
2649 長野県長野建設事務所 ㈱岡谷組 20.12 21.02 平成20年度　国補道路改築　工事 長野県 長野市百瀬～茂菅バイパス（２）

111
2650 長野県長野建設事務所 矢木コーポレーション㈱ 20.12 21.02 平成20年度　国補道路改築　工事 長野県 長野市百瀬～茂菅バイパス（３）

112
2668

林野庁中部森林管理局木曽
森林管理署南木曽支署

三留野土建㈱ 21.01 21.03 大平峠復旧治山工事 長野県 木曽郡南木曽町

113 2700 長野県松本地方事務所 平林建設㈱ 21.04 21.06 平成２０年度　復旧治山事業第17号　工事 長野県 東筑摩郡　筑北村

114
2717 JR東海旅客鉄道㈱ ハラ建設㈱ 21.07 21.08

０９中工決第107号十二兼南木曽間360K490M付近落石
注入工修繕工事

長野県 木曽郡南木曽町

115 2718 長野県木曽地方事務所 (有)源次商店 21.07 21.08 平成２１年度林地荒廃防止事業第１０号　工事 長野県 木曽郡　南木曽村

116
2775 長野県長和町役場 ㈱金井組 22.01 22.03

平成２１年度まちづくり交付金事業　町道古町滝ノ沢線道
路防災工事

長野県 小県郡　長和町　古町

117 2813 長野県松本建設事務所 平林建設㈱ 22.08 22.09 平成２２年度　県単道路防災　工事 長野県 東筑摩郡生坂村

118 2814 長野県土尻川砂防事務所 高木建設㈱ 22.08 22.09 平成２１年度　国補通常砂防　工事(砂)滝の沢 長野県 長野市大岡下大岡

119 2838 国交省飯田国道事務所 伊賀良建設㈱ 22.10 22.11 平成２１年度　飯田維持管内防災　工事 長野県 下伊那郡根羽村

120
2864 長野県飯田建設事務所 ㈱トライネット 22.12 23.02

平成２２年度　社会資本整備交付金（活力創出基盤整備）
工事

長野県 下伊那郡売木村

121 2875 長野県下伊那地方事務所 (有)雄長組 23.02 23.03 平成２２年度　予防治山事業第２号　工事 長野県 飯田市

122
2895

中部森林管理局木曽森林管
理署

木曽土建工業㈱ 23.03 23.05 平成23年度　赤沢復旧治山工事 長野県 木曽郡上松町小山入国有林

123
2897 長野県松本建設事務所 ㈱岡谷組 23.03 23.10

平成22年度　（国）道路災害防除（地方道）県単道路防災
合併工事

長野県 松本市

124 2904 長野県木曽地方事務所 神稲建設（株） 23.05 23.06 平成22年度　予防治山事業第5号工事 長野県 木曽郡木曽町三岳字沢渡

125 2908 長野県諏訪地方事務所 ㈱常富興業 23.05 23.09 平成22年度　復旧治山事業　第22号　工事 長野県 茅野市字南栗平

126 2932 国交省松本砂防事務所 金森建設㈱ 23.09 23.11 平成22年度　崩壊資材運搬路補強その２工事 長野県 北安曇野郡白馬村

127
2938 長野県北信建設事務所 北信土建㈱ 23.09 24.04

平成22年度社会資本整備総合交付金（水の安全・安心基
盤整備）火山砂防　工事

長野県 下高井郡山ノ内町落合

128 2943 長野県下伊那地方事務所 (有)雄長組 23.10 23.11 平成22年度　予防治山事業第13号　工事 長野県 飯田市字高森山

129 3005 長野県諏訪地方事務所 ㈱司建設 24.6 24.7 平成23年度復旧治山事業第1号工事（ゼロ国債） 長野県 茅野市字南栗平

130 3024 長野県下伊那地方事務所 (有)雄長組 24.9 24.11 平成24年度　予防治山事業第1号　工事 長野県 飯田市字高森山

131
3027 長野県北信建設事務所 北信土建㈱ 24.9 24.11

平成22年度社会資本整備総合交付金（水の安全・安心基
盤整備）火山砂防工事その2

長野県 下高井郡山ノ内町落合

132 3037 長野県安曇野市役所 猿田建設㈱ 24.10 25.3 平成24年度　補助林道整備事業　林道烏川線　改良工事 長野県 安曇野市堀金烏川
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No 実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

133
3038

国土交通省中部地方整備局
飯田国道事務所

大宗土建㈱ 24.10 25.3 平成23年度　19号南部地区防災　工事 長野県 木曽郡南木曽町字読書

134 3060 JR東日本旅客鉄道㈱ （株）新津組 24.12 24.12 佐久海ノ口・海尻間42Ｋ070ｍ付近海尻こ線橋補修工事 長野県 南佐久郡南牧村

135 3065 長野県松本建設事務所 ㈱アズサ 25.1 25.3 平成24年度　県単道路防災　工事 長野県 松本市扉鉱泉上

136 3094
長野県北安曇地方事務所（林
務課）

㈱丸山建設 25.4 25.7 平成24年度　予防治山事業第10号工事 長野県 大町市美麻字大藤　地内

137 3110 長野県北安曇地方事務所 ㈱今井工務店 25.7 25.12 平成２４年度　復旧治山事業第１４号工事 長野県
北安曇郡小谷村 大字北小谷　字
姫川温泉

138
3119 長野県長野地方事務所 北信土建㈱ 25.8 25.12

平成24年度　山地災害総合減災対策治山事業　第7号
工事

長野県 千曲市

139
3121

国交省中部地方整備局飯田
国道事務所

木下建設㈱ 25.8 25.7 平成25年度三遠南信千代地区法面防災対策工事 長野県 飯田市

140 3158 長野県山ノ内町 長電建設㈱ 25.11 25.12 ほなみ保育園改修工事 長野県 下高井郡山ノ内町

141 3190 長野県飯田建設事務所 大協建設㈱ 26.2 26.4 平成25年度　25災公共土木施設災害復旧工事 長野県 下伊那郡大鹿村

142 3191 長野県須坂建設事務所 ㈱須加尾建設 26.3 26.7 平成26年度　雷滝防護柵設置工事 長野県 上高井郡高山村

143 3192 長野県松本建設事務所 平林建設㈱ 26.3 26.4 平成25年　防災・安全交付金（修繕）災害防除工事 長野県 東筑摩郡筑北村

144 3197 長野県北安曇地方事務所 ㈱今井工務店 26.4 26.7 平成25年度　復旧治山事業第13号　工事 長野県 北安曇郡小谷村

145 3198 長野県木曽地方事務所 ㈲源次商店 26.4 26.9 平成25年度　奥地保安林保全緊急対策事業第5号工事 長野県 木曽郡南木曽町

146 3204 長野県諏訪建設事務所 ㈱大同建設 26.5 26.8 平成25年度　県単道路防災工事 長野県 諏訪市　上諏訪

147
3212 長野県高山村役場

マツナガ建設㈱、㈱須
加尾建設共同企業体

26.6 27.6 平成25年度　山田温泉舞の道遊歩道安全対策　工事 長野県 上高井郡高山村

148
3217

林野庁中部森林管理局　北信
森林管理署

㈱守谷商会 26.6 26.9 戸隠山復旧治山工事 長野県 長野市戸隠

149
3244 東海旅客鉄道㈱ 名工建設㈱ 26.9 26.10 十二兼・南木曽間307Ｋ060ｍ付近岩接着落石防止工事 長野県 十二兼～南木曽

150 3276 長野県長野建設事務所 北信土建㈱ 27.1 27.2 平成26年度　小破修繕工事 長野県 長野市若槻

151 3298 長野県飯田市役所 ㈱南建設 27.4 27.7 平成27年度　緊急小規模補修工事 長野県 飯田市南信濃

152 3299 長野県須坂建設事務所 須高建設㈱ 27.4 27.9 平成26年度　県単　砂防工事 長野県 上高井郡高山村

153
3305 長野県大町建設事務所 ㈱北野 27.5 28.3

平成26年度　26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

長野県 北安曇郡小谷村 奉納

154
3307 長野県大町建設事務所 金森建設㈱ 27.5 27.9

平成26年度26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

長野県 北安曇郡小谷村　川上

155 3313 長野県長野市役所 川中島建設㈱ 27.6 27.7 茶臼山サル山補修工事 長野県 長野市篠ノ井

156 3338 長野県下伊那地方事務所 ㈱シノダ 27.10 28.1 平成27年度　林地荒廃防止事業　第1号工事 長野県 飯田市上村

157 3340 長野県下伊那地方事務所 ㈱シノダ 27.10 28.3 平成27年度　復旧治山事業第6号工事 長野県 下伊那郡天龍村
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158 3353 長野県北安曇地方事務所 ㈱今井工務店 27.11 28.6 平成27年度　復旧治山事業第14号工事 長野県 北安曇郡小谷村

159 3361 長野県須坂建設事務所 須坂土建工業㈱ 27.12 28.3 平成27年度　県単砂防工事 長野県 上高井郡高山村

160 3422
長野県佐久建設事務所 畑八開発㈱

28.9 28.12
平成28年度　防災・安全交付金（修繕）災害防除（地方
道）工事

長野県 佐久市田口1工区

161 3436
長野県長野市 ㈲若穂建設

28.11 28.11
須釜区緑橋石垣補強　工事 長野県 長野市若穂

162 3441
長野県須坂建設事務所 ㈱須加尾建設

28.12 29.3
平成28年度　県単砂防工事 長野県 上高井郡高山村　雷滝

163 3467
国土交通省　中部地方整備局
天竜川上流河川事務所

木下建設㈱
29.3 30.1

平成２８年度天竜川鵞流峡落石対策工事 長野県 飯田市

164 3492
長野県下伊那地域振興局 ㈱近藤工務店

29.9 29.12
平成29年度　予防治山事業　第4号工事 長野県 飯田市　栗下

165 3550
長野県須坂建設事務所 須高建設㈱

30.5 30.9

平成29年度　防災・安全交付金（修繕）災害防除（地方
道）工事

長野県 上高井郡高山村山田入

166 3592
長野県須坂建設事務所 ㈱須加尾建設

30.10 31.2
平成30年度　県単　砂防工事 長野県 上高井郡高山村　雷滝

167 3595
長野県須坂市役所 ㈲筑波道路

30.11 30.12
平成30年度　市単独事業　坂田霊園擁壁補修工事 長野県 須坂市大字須坂

168 3600
黒部川電力株式会社 ㈱シビル防災

30.11 30.11

姫川第六発電所堰堤落石防災工事の内、
落石防止対策

長野県 小谷村

169 3619

中部森林管理局　木曽森林管
理署

木曽土建工業㈱
31.2 31.5

平成30年度小川入（赤沢）災害関連緊急治山工事 長野県
木曽郡　上松町小川入国有林209
林班

170 3623
東海旅客鉄道㈱ ハラ建設㈱

31.3 31.3

18中工決第114号落合川構内325K560ｍ付近外1箇所修
繕その他工事

長野県 木曽郡十二兼～南木曽



平成30年度

長　野　県　施　工　実　績
発 注 者 ： 黒部川電力株式会社
施 工 年 度 ：
施 工 場 所 ： 北安曇郡小谷村北小谷
工 事 名 ： 姫川第六発電所堰堤落石防災工事の内、落石防止対策
施 工 実 績 表 No. ： 3600



平成30年度

長　野　県　施　工　実　績
発 注 者 ： 須坂市役所
施 工 年 度 ：
施 工 場 所 ： 須坂市大字須坂
工 事 名 ： 市単独事業　坂田霊園擁壁補修工事
施 工 実 績 表 No. ： 3595



長　野　県　施　工　実　績
発 注 者 ： 須坂建設事務所
施 工 年 度 ： 平成30年度

施工前 施工後

施 工 場 所 ： 上高井郡高山村　雷滝
工 事 名 ： 県単　砂防工事
施 工 実 績 表 No. ： 3592



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績（岐阜）
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1 202 岐阜県萩原土木事務所 上原土建㈱ 59.11 60.01 浮石落しの内落石防止工 岐阜県 益田郡下呂町夏竺

2 378 岐阜県美濃土木事務所 イビデン工業㈱ 63.08 県単崩落決壊防止工事 岐阜県 美濃市蕨生

3 388 岐阜県萩原土木事務所 第二建設㈱ 63.11 元.02 県単崩落防止工事 岐阜県 益田郡小坂町落合

4 393 岐阜県恵那土木事務所 第二建設㈱ 元.01 元.03 県単崩落決壊防止工事 岐阜県 恵那郡上矢作町久武瀬

5 425 岐阜県古川土木事務所 馬瀬建設協業組合 元.09 県単崩落決壊防止工事 岐阜県 吉城郡宮川村種蔵

6 433 岐阜県可茂山林事業所 中部興業㈱ 元.11 元.12 予防治山事業 岐阜県 加茂郡七宗町上麻生

7 444 岐阜県恵那土木事務所 ト土建 元.11 2.01 県単中小橋整備工事 岐阜県 恵那市飯地町

8 446 岐阜県萩原土木事務所 馬瀬建設協業組合 元.11 2.02 県単崩落欠壊防止 岐阜県 益田郡馬瀬村名丸

9 449 岐阜県恵那土木事務所 第二建設㈱ 2.01 2.03 県単浮石除去 岐阜県 恵那市笠置町河合

10 457 岐阜県萩原土木事務所 馬瀬建設協業組合 2.03 県単崩落決壊防止工事 岐阜県 益田郡馬瀬村西村

11 459 岐阜県萩原町 馬瀬建設協業組合 2.03 町単治山事業 岐阜県 益田郡萩原町尾崎

12 472 岐阜県萩原山林事業所 松田建設㈱ 2.07 3.01 予防治山事業 岐阜県 益田郡下呂町仏洞

13 476 岐早県高山土木事務所 馬瀬建設協業組合 2.07 2.10 県単崩落防止工事 岐阜県 大野郡白川村平瀬

14 494 岐阜県萩原土木事務所 馬瀬建設協業組合 2.10 3.01 県単崩落防止工事 岐阜県 益田郡馬瀬村大字西村

15 495 萩原小坂連合土地改良区 馬瀬建設協業組合 2.11 萩原・小坂連合水路修繕工事 岐阜県 益田郡小坂町坂下

16 496 岐阜県萩原山林事業所 ㈲萩原土建 2.11 3.03 県単治山工事 岐阜県 益田郡萩原町桜洞

17 502 岐阜県萩原土木事務所 馬瀬建設協業組合 3.02 3.03 県単浮石落し 岐阜県 益田郡馬瀬村惣島

18 534 岐阜県萩原土木事務所 ひだ緑化土木㈱ 3.04 3.05 公共道路災害防除工事 岐阜県 益田郡馬瀬村川上

19 540 岐阜県萩原土木事務所 ひだ緑化土木㈱ 3.05 3.07 県単崩落欠壊防止工事 岐阜県 益田郡馬瀬村川上

20 554 岐阜県兼山町 馬瀬建設協業組合 3.09 3.10 古城山落石防止工事 岐阜県 可児郡兼山町古城山

21 557 岐阜県古川土木事務所 馬瀬建設協業組合 3.07 3.10 県単崩落防止工事 岐阜県 吉城郡河合村天生

22 558 岐阜県萩原土木事務所 馬瀬建設協業組合 3.08 3.11 県単崩落防止工事 岐阜県 益田郡小坂町落合

23 559 諏訪城址委員会 馬瀬建設協業組合 3.08 3.09 諏訪城跡修景保全 岐阜県 益田郡萩原町萩原

24 560 岐阜県萩原土木事務所 イビデンエ業㈱ 3.09 3.10 県単崩落防止工事 岐阜県 益田郡金山町沓部

25 563 岐阜県高山土木事務所 馬瀬建設協業組合 3.11 4.01 県単崩落決壊防止工事 岐阜県 大野郡白川村平瀬

26 605 岐阜県古川土木事務所 馬瀬建設協業組合 4.07 4.10 地方特定道路整備崩落決壊防止工事 岐阜県 吉城郡上宝村岩井戸

27 609 岐阜県可茂土木事務所 馬瀬建設協業組合 4.08 4.11 県単崩落決壊防止 岐阜県 加茂郡七宗町上麻生

28 627 岐阜県古川土木事務所 馬瀬建設協業組合 4.12 5.03 県単浮石除去工事 岐阜県 吉城郡上宝村岩井戸

29 628 岐阜県可茂土木事務所 馬瀬建設協業組合 4.12 5.01 県単崩落決壊防止 岐阜県 可児郡御嵩町大久後

30 630 岐阜県八幡山林事業所 馬瀬建設協業組合 4.12 5.03 予防治山工事 岐阜県 郡上郡八幡町相生畑上通
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31 678 岐阜県古川土木事務所 馬瀬建設協業組合 5.09 5.12 県単崩落決壊防止工事 岐阜県 吉城郡河合村天生

32 679 中部電力株式会社 馬瀬建設協業組合 5.08 5.09 旗鉾（発）水圧鉄管路法面落石防止工事 岐阜県 大野郡丹生川村旗鉾

33 697 中部電力株式会社 馬瀬建設協業組合 5.11 竹原川(発)法面落石防止 岐阜県 益田郡下呂町宮地

34 711 岐阜県八幡山林事業所 馬瀬建設協業組合 6.03 6.07 予防治山工事 岐阜県 郡上郡八幡町相生畑上通

35 718 岐阜県古川土木事務所 馬瀬建設協業組合 6.05 6.09 県単崩落決壊防止工事 岐阜県 吉城郡河合村天生

36 728 岐阜県恵那山林事務所 ㈲柴田土木 6.08 7.03 予防治山工事 岐阜県 瑞浪市釜戸町城山

37 738 岐阜県萩原山林事業所 馬瀬建設協業組合 6.08 7.02 予防治山工事 岐阜県 益田郡金山町金山尾滝

38 745 岐阜県八幡山林事業所 ㈱松本土建 6.09 7.03 予防治山工事 岐阜県 郡上郡八幡町初納

39 749 岐阜県萩原山林事業所 馬瀬建設協業組合 6.10 7.03 予防治山工事 岐阜県 益田郡下呂町少ヶ野川平戸

40 752 岐阜県八幡山林事業所 ㈱高垣組 6.11 7.03 予防治山工事 岐阜県 郡上郡八幡町柵井

41 761 岐阜県古川土木事務所 馬瀬建設協業組合 7.01 7.03 県単崩落決壊防止工事 岐阜県 吉城郡上宝村神坂

42 784 岐阜県岐阜山林事業所 ㈱東組 7.03 7.10 工第2093号予防治山工事 岐阜県 美濃市安毛字井之面

43 785 岐阜県萩原山林事業所 遠藤組㈲ 7.04 7.09 工第7004号予防治山工事 岐阜県 益田郡下呂町少ケ野川戸平

44 786 岐阜県古川土木事務所 馬瀬建設協業組合 7.05 7.10 工第1号県単崩落決壊防止工事 岐阜県 吉城郡河含村天生

45 793 岐阜県萩原山林事業所 金山土木協業組合 7.07 7.11 工第7017号予防治山工事 岐阜県 益田郡金山町祖師野

46 801 岐阜県高山山林事業所 馬瀬建設協業組合 7.08 8.01 工第8056号予防治山工事 岐阜県 大野郡丹生川村日面大谷西平

47 802 岐阜県富加町 馬瀬建設協業組合 7.08 7.11 工第集環1号集落環境保金整備事業 岐阜県 加茂郡富加町大平賀字老梅

48 808 岐阜県古川土木事務所 馬瀬建設協業組合 7.09 8.01 工第7号県単崩落決壊防止工事 岐阜県 吉城郡上宝村神坂

49 809 岐阜県高山土木事務所 馬瀬建設協業組合 7.09 7.11 工第9-3-10号公共道路改良工事 岐阜県 大野郡朝日村小瀬ケ洞

50 814 岐阜県萩原山林事業所 馬瀬建設協業組合 7.10 8.03 工第7026号予防治山工事 岐阜県 益田郡馬瀬村西村

51 815 名阪近鉄バス株式会社 大日本土木㈱ 7.10 7.11 伊吹山自動車道法面補修工事 岐阜県 不破郡関ケ原町玉

52 820 岐阜県久々野町役場 馬瀬建設協業組合 7.11 7.12 工第30号渚水路水管橋基礎補修工事 岐阜県 大野郡久々野町渚

53 822 岐阜県萩原山林事業所 馬瀬建設協業組合 7.11 8.03 工第7036号予防治山工事 岐阜県 益田郡下呂町仏洞

54 824 岐阜県八幡山林事業所 馬瀬建設協業組合 7.11 8.03 工第4306号予防治山工事 岐阜県 郡上郡八幡町小那比滝尻

55 828 岐阜県可茂山林事業所 馬瀬建設協業組合 7.12 8.03 工第5043号地域生活基盤整備総合治山工事 岐阜県 美濃加茂市三和町川浦

56 839 岐阜県恵那土木事務所 馬瀬建設協業組合 8.02 8.06 工第1・1-H号県単崩落決壊防止工事 岐阜県 恵那郡加子母村角領

57 848 岐阜県岐阜土木事務所 ㈱地建防災 8.03 8.06 工第2号県単崩落決壊防止工事 岐阜県 岐阜市鶯谷トンネル

58 849 岐阜県可茂山林事業所 馬瀬建設協業組合 8.04 8.09 第5004号県単治山事業 岐阜県 加茂郡白川町中川保木檀

59 857 岐阜県萩原山林事業所 馬瀬建設協業組合 8.06 8.10 第7014号県単治山事業 岐阜県 益田郡下呂町少ヶ野アゲガオ

60 862 岐阜県高山山林事業所 馬瀬建設協業組合 8.07 8.10 第8524号予防治山事業 岐阜県 大野郡丹生川村日面
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61 868 岐阜県荻原土木事務所 馬瀬建設協業組合 8.08 8.11 工第11号県単崩落決壊防止工事 岐阜県 益田郡下呂町少ヶ野アゲガオ

62 884 岐阜県可茂土木事務所 西野建設㈱ 8.09 9.01 工第3号県単崩落決壊防止工事 岐阜県 加茂郡白川町中川

63 885 岐阜県萩原山林事業所 馬瀬建設協業組合 8.09 9.01 第7015号予防治山事業 岐阜県 益田郡小坂町岩崎袖ケ平

64 886 岐阜県可茂土木事務所 西野建設㈱ 8.09 9.03 工第4号県単崩落決壊防止工事 岐阜県 加茂郡八百津町丸山

65 896 岐阜県岐阜山林事業所 ㈲板取建設 8.09 8.12 第2054号某単治山事業 岐阜県 武儀郡板取村赤石

66 905 岐阜県金山町 金山建設㈱ 8.10 9.03 金地整工第37号渡祖師野線防災工事 岐阜県 益田郡金山町渡

67 906 岐阜県八幡山林事業所 馬瀬建設協業組合 8.10 9.03 第4911号県単治山事業 岐阜県 郡上郡八幡町稲成サワ

68 912 岐阜県萩原土木事務所 ㈱熊崎組 8.11 9.03 工第21号県単崩落決壊防止工事 岐阜県 益田郡小坂町落合

69 916 岐阜県萩原土木事務所 馬瀬建設協業組合 8.11 9.03 工第16号県単崩落決壊防止工事 岐阜県 益田郡馬瀬村西村下山

70 920 岐阜県萩原山林事業所 馬瀬建設協業組合 8.12 9.01 第7033号県単治山事業 岐阜県 益田郡小坂町岩崎袖ケ平

71 926 岐阜県萩原土木事務所 馬瀬建設協業組合 8.08 8.11 工第10号県単崩落決壊防止工事 岐阜県 益田郡馬瀬村西村

72 928 岐阜県萩原土木事務所 小池土建 8.11 9.03 工第20号県単崩落決壊防止工事 岐阜県 益田郡下呂町火打

73 936 岐阜県萩原山林事業所 細江土建 8.12 9.03 第7030号県単復旧治山 岐阜県 益田郡小坂町長瀬梯子山

74 937 岐阜県古川土木事務所 金岡建設 8.12 9.03 工第５号県単崩落決壊防止工事 岐阜県 吉城郡上宝村今見

75 938 岐阜県萩原土木事務所 今井建設 8.12 9.06 工第27号県単崩落決壊防止工事 岐阜県 益田郡下呂町少ケ野アゲガオ

76 940 岐阜県八幡土木事務所 丸八建設 9.01 9.06 工第823，855号県単崩落決壊防止工事 岐阜県 郡上郡高鷲村大洞

77 941 岐阜県可茂土木事務所 篠田㈱ 9.01 9.07 工第13号県単崩落決壊防止工事 岐阜県 可児郡兼山町常盤

78 942 岐阜県古川土木事務所 馬瀬建設協業組合 9.01 9.03 工第36号県単崩落決壊防止工事 岐阜県 吉城郡上宝村長倉

79 943 岐阜県古川土木事務所 久保建設 9.01 9.03 地－２号県単地方特定道路整備 岐阜県 吉城郡上宝村神坂

80 950 岐阜県岐阜土木事務所 馬瀬建設協業組合 9.02 9.03 工第５号県単砂防修繕（急傾斜地崩落防止施設修繕） 岐阜県 岐阜市御望

81 956 岐阜県八幡山林事業所 馬瀬建設協業組合 9.03 9.08 第4351号予防治山 岐阜県 郡上郡八幡町島谷字大道上

82 977 岐阜県八幡山林事業所 馬瀬建設協業組合 9.05 9.08 第4901号県単治山 岐阜県 郡上郡八幡町相生

83 986 岐阜県可茂山林事業所 馬瀬建設協業組合 9.06 9.08 第5012号県単治山 岐阜県 加茂郡東白川村神土

84 987 岐阜県岐阜山林事業所 馬瀬建設協業組合 9.06 9.08 第2038号県単治山 岐阜県 山県郡高富町高富

85 988 岐阜県岐阜山林事業所 馬瀬建設協業組合 9.06 9.08 第2039号県単治山 岐阜県 本巣郡根尾村高尾

86 1008 岐阜県根尾村 馬瀬建設協業組合 9.07 9.08 工第106号高尾谷線県単改良工事 岐阜県 本巣郡根尾村高尾

87 1014 岐阜県高山市 馬瀬建設協業組合 9.04 9.05 松倉遊歩道落石防止工事 岐阜県 高山市松倉町

88 1015 岐阜県兼山町 馬瀬建設協業組合 9.05 9.07 宮野地区落石防止工事 岐阜県 可児郡兼山町宮町

89 1016 岐阜県萩原山林事業所 金山建設㈱ 9.06 9.12 復旧治山事業 岐阜県 益田郡金山町岩瀬前平山

90 1023 岐阜県高山土木事務所 ㈱地建防災 9.08 県単崩落決壊防止工事 岐阜県 大野郡朝日村黍生
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91 1024 岐阜県高山山林事業所 馬瀬建設協業組合 9.08 9.12 予防治山事業 岐阜県 大野郡丹生川村日面

92 1025 岐阜県金山町 金山建設㈱ 9.08 9.11 川東線法面補修工事 岐阜県 益田郡金山町中津原

93 1041 岐阜県岐阜山林事業所 富田屋土建㈲ 9.09 10.03 復旧治山事業 岐阜県 本巣郡根尾村板所脇出

94 1042 岐阜県萩原山林事業所 馬瀬建設協業組合 9.09 10.01 予防治山事業 岐阜県 益田郡小坂町落合中崎平

95 1043 岐阜県岐阜土木事務所 馬瀬建設協業組合 9.09 9.11 砂防修繕工事 岐阜県 山県郡美山町片狩

96 1044 岐阜県高山土木事務所 馬瀬建設協業組合 9.09 10.03 公共道路災害防除工事 岐阜県 大野郡朝日村日和田

97 1055 岐阜県高山土木事務所 ㈲川尻建設 9.10 10.03 県単崩落決壊防止工事 岐阜県 大野郡丹生川村小野

98 1056 岐阜県高山土木事務所 ㈱地建防災 9.10 10.03 県単崩落決壊防止工事 岐阜県 大野郡清見村藤瀬

99 1057 岐阜県古川土木事務所 馬瀬建設協業組合 9.10 10.03 県単崩落決壊防止工事 岐阜県 吉城郡上宝村岩井戸

100 1058 岐阜県萩原山林事業所 馬瀬建設協業組合 9.10 10.03 予防治山事業 岐阜県 益田郡下呂町瀬戸前平

101 1086 岐阜県高山土木事務所 馬瀬建設協業組合 9.11 10.03 県単崩落決壊防止工事 岐阜県 大野郡高根村中洞

102 1096 岐阜県萩原土木事務所 馬瀬建設協業組合 9.12 10.03 県単砂防修繕工事 岐阜県 益田郡小坂町大島

103 1097 岐阜県萩原土木事務所 ㈱地建防災 9.12 10.03 公共急傾斜地崩壊対策工事50号 岐阜県 益田郡下呂町三原

104 1112 岐阜県八幡土木事務所 馬瀬建設協業組合 10.01 10.03 県単砂防修繕工事 岐阜県 郡上郡八幡町旭東町

105 1120 岐阜県岐阜山林事業所 馬瀬建設協業組合 10.02 10.03 県単治山事業 岐阜県 岐阜市長良松籟団地

106 1140 岐阜県萩原土木事務所 ㈱地建防災 10.03 10.08 公共急傾斜地崩壊対策工事５０－２ 岐阜県 益田郡下呂町三原

107 1148 建設省高山国道工事事務所 北吉城JV 10.03 11.01 41号東茂住緊急防災工事 岐阜県 吉城郡神岡町東茂住

108 1149 建設省高山国道工事事務所 ㈲和仁建設 10.03 10.12 41号船津緊急防災工事 岐阜県 吉城郡神岡町土

109 1150 迫間不動尊 中部建設㈱ 10.04 10.05 迫間不動落石防止工事 岐阜県 関市迫間

110 1156 岐阜県高山山林事業所 馬瀬建設協業組合 10.05 10.09 8505号予防治山工事 岐阜県 大野郡丹生川村日面

111 1157 岐阜県萩原山林事業所 金山建設㈱ 10.05 10.09 7001号予防治山工事 岐阜県 益田郡金山町井尻

112 1164 岐阜県古川土木事務所 馬瀬建設協業組合 10.01 11.03 工第27－２号公共道路災害復旧工事 岐阜県 吉城郡河合村稲越～角川

113 1170 岐阜県岐阜山林事業所 馬瀬建設協業組合 10.06 10.09 2023号県単治山工事 岐阜県 本巣郡根尾村高尾小畠

114 1171 岐阜県岐阜山林事業所 馬瀬建設協業組合 10.06 10.10 2024号予防治山工事 岐阜県 美濃市港町

115 1184 岐阜県高山土木事務所 ㈱地建防災 10.07 10.12 ８・２号県単崩落決壊防止工事 岐阜県 大野郡朝日村黍生

116 1187 岐阜県高山山林事業所 ㈱地建防災 10.08 10.12 8559号予防治山工事 岐阜県 大野郡丹生川村山口

117 1188 岐阜県萩原土木事務所 岩佐土木㈱ 10.08 10.12 地－６号県単地方特定道路整備工事 岐阜県 益田郡小坂町落合

118 1189 岐阜県八幡山林事業所 ㈱地建防災 10.08 10.11 4302号予防治山工事 岐阜県 郡上郡高鷲村鮎立観音堂

119 1190 岐阜県岐阜山林事業所 馬瀬建設協業組合 10.08 11.03 2038号予防治山工事 岐阜県 美濃市港町

120 1204 岐阜県萩原土木事務所 馬瀬建設協業組合 10.09 11.02 工第２号県単崩落決壊防止工事 岐阜県 益田郡小坂町落合
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121 1205 岐阜県美濃市 馬瀬建設協業組合 10.09 11.03 第21－Ｅ－２号小倉山落石防止市単治山事業 岐阜県 美濃市港町

122 1206 岐阜県金山町 ㈱加藤組 10.09 10.11 金地整26号下高屋急傾斜地崩落対策工事 岐阜県 益田郡金山町菅田洞

123 1235 岐阜県萩原山林事業所 馬瀬建設協業組合 10.10 11.03 第7014号予防治山工事 岐阜県 益田郡小坂町落合

124 1236 岐阜県萩原山林事業所 馬瀬建設協業組合 10.11 11.03 第7017号予防治山工事 岐阜県 益田郡下呂町瀬戸前平

125 1237 岐阜県萩原山林事業所 丸ス産業㈱ 10.11 11.03 7015号復旧治山工事 岐阜県 益田郡萩原町西上田西ケ尾

126 1251 岐阜県萩原土木事務所 金山建設㈱ 10.12 11.02 工第４号県単崩落決壊防止工事 岐阜県 益田郡金山町戸部

127 1252 岐阜県多治見土木事務所 ㈲岡島建設 10.12 11.03 工第１号県単地方特定道路整備工事 岐阜県 土岐市妻木町

128 1253 岐阜県岐阜山林事業所 馬瀬建設協業組合 10.12 11.02 第2079号県単治山工事 岐阜県 武儀郡上之保村河合古場

129 1254 岐阜県岐阜山林事業所 馬瀬建設協業組合 10.12 11.02 第2078号県単治山工事 岐阜県 関市栄町３丁目

130 1276 諏訪城址委員会 高村組㈱ 11.01 11.02 萩ス工第３号諏訪城址崩落防止工事 岐阜県 益田郡萩原町萩原

131 1286 岐阜県八幡土木事務所 馬瀬建設協業組合 11.02 11.03 工第３号県単砂防修繕工事 岐阜県 郡上郡八幡町小野桜町

132 1287 岐阜県萩原土木事務所 ㈱地建防災 11.02 11.03 工第4747－２号公共急傾斜地崩落対策工事 岐阜県 益田郡下呂町三原

133 1288 岐阜県東濃用水道事務所 長尾建設㈱ 11.02 11.03 第20号東濃用水取水場進入道路修繕工事 岐阜県 中津川市落合

134 1322 岐阜県多治見土木事務所 ㈱地建防災 10.09 11.07 第28号公共道路災害防除工事 岐阜県 土岐市泉町久尻

135 1323 岐阜県高山山林事業所 坂本土木 10.11 11.08 第8601号災害関連緊急治山工事 岐阜県 吉城郡神岡町跡津川

136 1327 岐阜県古川土木事務所 馬瀬建設協業組合 11.01 11.05 工第２７－２号公共道路災害復旧工事 岐阜県 吉城郡河合村大谷

137 1328 岐阜県高山土木事務所 馬瀬建設協業組合 11.02 11.08 第12－２号公共道路災害防除工事 岐阜県 大野郡丹生川村旗鉾

138 1329 岐阜県萩原土木事務所 金子工業㈱ 11.02 11.12 第29号公共道路災害防除工事 岐阜県 益田郡小坂町大島

139 1330 岐阜県萩原土木事務所 金山建設㈱ 11.02 12.02 第６号公共道路災害防除工事 岐阜県 益田郡金山町金山

140 1331 岐阜県可茂山林事業所 ㈱地建防災 11.03 11.09 第5038号予防治山工事 岐阜県 加茂郡上宗町上麻生

141 1332 岐阜県高山土木事務所 馬瀬建設協業組合 11.03 11.11 県単崩落決壊防止（崩落決壊防止）工事 岐阜県 大野郡白川村平瀬④

142 1336 中電飛騨電力センター ㈱今井建設 11.04 11.05 久々野（発）法面保護工設置工事 岐阜県 大野郡久々野町久々野発電所

143 1350 岐阜県萩原山林事業所 馬瀬建設協業組合 11.06 11.11 第7004号予防治山工事 岐阜県 益田郡下呂町瀬戸

144 1352 岐阜県高山山林事業所 ㈱杉建 11.07 12.03 第8042号予防治山工事 岐阜県 大野郡丹生川村山口岩平

145 1353 岐阜県萩原山林事業所 遠藤組㈲ 11.07 12.02 第7008号予防治山工事 岐阜県 益田郡下呂町湯ノ島若宮

146 1365 岐阜県萩原土木事務所 曽我組 11.07 11.12 第９号県単崩落決壊防止工事 岐阜県 益田郡下呂町宮地

147 1366 岐阜県萩原土木事務所 ㈱地建防災 11.07 12.01 工第49号公共急傾斜地崩壊対策工事 岐阜県 益田郡下呂町三原

148 1367 岐阜県高山土木事務所 ㈱飛研 11.08 11.11 工第４号道路修繕工事 岐阜県 大野郡丹生川村乗鞍

149 1380 岐阜県岐阜山林事業所 富田屋土建㈲ 11.09 11.11 第2025号予防治山工事 岐阜県 本巣郡根尾村板所脇出

150 1381 岐阜県高山山林事業所 ㈱飛鳥 11.09 12.02 第8056号予防治山工事 岐阜県 高山市漆垣内町東洞
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151 1382 岐阜県多治見土木事務所 馬瀬建設協業組合 11.09 12.02 第地崩－１号県単地方特定道路整備工事 岐阜県 土岐市妻木町

152 1383 岐阜県岐阜山林事業所 ㈱市川工務店 11.09 12.03 第2039号地域防災対策総合治山工事 岐阜県 岐阜市長良大字西山

153 1389 岐阜県高山土木事務所 馬瀬建設協業組合 11.09 12.03
公共緊急地方道路整備Ａ（災害防除）県単崩落決壊防止
工事

岐阜県 大野郡白川村平瀬

154 1450 岐阜県萩原土木事務所 馬瀬建設協業組合 11.12 12.03 第６号県単崩落決壊防止工事 岐阜県 益田郡下呂町火打

155 1451 岐阜県可茂土木事務所 東部建設㈱ 11.12 12.03 第39号公共急傾斜地崩壊対策工事 岐阜県 加茂郡白川町白山

156 1452 岐阜県萩原土木事務所 ㈱飛鳥 11.12 12.03 工第34号公共地域戦略プラン推進事業工事 岐阜県 益田郡金山町金山

157 1453 岐阜県大垣土木事務所 馬瀬建設協業組合 11.12 12.03 県単緊急土石流砂防修繕工事 岐阜県 養老郡養老町養老公園（滝）

158 1484 岐阜県高山山林事業所 馬瀬建設協業組合 11.03 11.08 第8620号予防治山工事 岐阜県 大野郡丹生川村日面

159 1485 岐阜県兼山町 馬瀬建設協業組合 11.03 横茶川敷ボンドモルタル充填工事 岐阜県 可児郡兼山町魚屋

160 1508 岐阜県可茂土木事務所 ㈱渡辺工務店 11.12 12.06 19号公共荒廃砂防工事 岐阜県 加茂郡川辺町中川辺

161 1509 建設省高山国道工事事務所 北吉城Ｊ.Ｖ 12.02 12.12 41号東茂住地区緊急防災 岐阜県 吉城郡神岡町東茂住

162 1510 岐阜県多治見土木事務所 大和工業㈱ 12.02 12.07 地崩－１－２号県単地方特定道路整備工事 岐阜県 土岐市妻木町

163 1511 岐阜県萩原土木事務所 大和工業㈱ 12.02 12.08 Ａ１－７－７号公共緊急地方道路整備Ａ 岐阜県 益田郡金山町弓掛

164 1512 岐阜県加茂山林事業所 ㈱地建防災 12.03 12.12 5537号予防治山 岐阜県 加茂郡七宗町上麻生

165 1513
岐阜県飛騨地域農山村整備
事務所

粟野建設㈱ 12.03 12.10 2071号地域防災対策総合治山 岐阜県 岐阜市長良大字西山No.1

166 1514 岐阜県萩原山林事業所 馬瀬建設協業組合 12.03 12.11 7027号予防治山 岐阜県 益田郡小坂町落合中崎平

167 1515 岐阜県高山山林事業所 馬瀬建設協業組合 12.03 12.07 8102号予防治山 岐阜県 大野郡丹生川村日面

168 1516 岐阜県岐阜山林事業所 ㈱地建防災 12.03 12.09 2077号地域防災対策総合治山 岐阜県 岐阜市長良大字西山

169 1521
岐阜県飛騨地域萩原農山村
整備事務所

馬瀬建設協業組合 12.05 12.10 8006号予防治山 岐阜県 益田郡下呂町瀬戸

170 1522 岐阜県萩原建設事務所 馬瀬建設協業組合 12.05 12.10 ２号県単崩落決壊防止 岐阜県 益田郡馬瀬村惣島

171
1523

岐阜県飛騨地域農山村整備
事務所

馬瀬建設協業組合 12.06 12.11 飛治公第13号予防治山 岐阜県 高山市漆垣内東洞

172 1524 岐阜県萩原建設事務所 馬瀬建設協業組合 12.06 12.11 ３号県単崩落決壊防止 岐阜県 益田郡下呂町門和佐

173
1532

岐阜県飛騨地域農山村整備
事務所

馬瀬建設協業組合 12.07 飛治県第３号緊急県単 岐阜県 大野郡丹生川村白井

174
1533

岐阜県岐阜地域農山村整備
事務所

㈱地建防災 12.07 13.01 2006号地域防災対策総合治山 岐阜県 岐阜市長良大字西山

175 1550 建設省高山国道工事事務所 宮口建設㈱ 12.08 12.09 41号船津地区緊急防災 岐阜県 吉城郡神岡町土

176
1551

岐阜県東濃地域農山村整備
事務所

㈱佐々木工務店 12.08 6054号水源森林総合整備 岐阜県 中津川市阿木

177 1571 岐阜県萩原建設事務所 馬瀬建設協業組合 12.10 13.03 ６号　公共道路災害防除 岐阜県 益田郡下呂町宮地
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178 1572 岐阜県萩原建設事務所 ㈱地建防災 12.10 13.03 66号　公共急傾斜地崩落対策事業 岐阜県 益田郡小坂町落合

179 1576 岐阜県大垣建設事務所 馬瀬建設協業組合 12.10 13.03 県砂工第緊土２号県単緊急土石流対策砂防事業 岐阜県 養老郡養老町養老公園（滝）

180 1612
岐阜県飛騨地域萩原農山村
整備事務所

小坂土建㈱ 12.12 13.03 8020号地域防災対策総合治山事業 岐阜県 益田郡小坂町赤沼出ノタン洞

181
1613

岐阜県飛騨地域農山村整備
事務所

坂本土木㈱ 12.12 飛治公第41号予防治山 岐阜県 吉城郡神岡町東洞字大洞

182 1614 岐阜県多治見建設事務所 大和工業㈱ 12.12 13.03 地崩－１号県単地方特定道路整備（防災） 岐阜県 土岐市鶴里町柿野

183
1660

岐阜県飛騨地域農山村整備
事務所

馬瀬建設協業組合 12.02 13.07 飛治公第39号予防治山 岐阜県 大野郡丹生川村日面大谷西平

184
1664

国土交通省高山国道工事事
務所

北吉城JV 13.02 14.02 平成12年度41号横山地区緊張防災工事 岐阜県 吉城郡神岡町横山～谷

185
1665

岐阜県岐阜地域農山村整備
事務所

㈱地建防災 13.02 13.03 2030号県単治山 岐阜県 各務原市鵜沼宝積寺

186
1666

岐阜県岐阜地域農山村整備
事務所

㈱地建防災 13.03 14.02 岐治第2231号地域対策総合治山 岐阜県 岐阜県長良No.3地内

187
1667

国土交通省高山国道工事事
務所

高橋・大平・松本JV 13.03 14.03 平成12年度41号橋詰石浦地区緊急防災 岐阜県 高山市石浦町

188
1668

岐阜県中濃地域農山村整備
事務所

天龍工業㈱ 13.03 13.12 中治第4382号予防治山事業 岐阜県 郡上郡高鷲村鮎立三ツ石

189
1669

岐阜県飛騨地域萩原農山村
整備事務所

(有)安江建設 13.03 13.10 第8037号予防治山（０国債）工事 岐阜県 益田郡下呂町仏洞

190
1680

国土交通省高山国道工事事
務所

日産・日下部JV 13.06 13.12 平成12年度41号石飛・無数河地区緊急防災 岐阜県 益田郡小坂町坂下字石飛

191
1681

国土交通省高山国道工事事
務所

日産工業㈱ 13.06 13.12 平成12年度41号奥田洞地区緊急防災 岐阜県 益田郡萩原町奥田洞

192
1682

岐阜県飛騨地域農山村整備
事務所

馬瀬建設協業組合 13.06 13.12 飛治公第22号予防治山工事 岐阜県 大野郡丹生川村根方縦ノ木

193
1693

岐阜県岐阜地域農山村整備
事務所

㈱地建防災 13.07 14.03 岐治第2014号地域防災対策総合治山 岐阜県 岐阜市長良No.1地区

194
1703

岐阜県中濃地域農山村整備
事務所

馬瀬建設協業組合 13.08 14.03 第4304号予防治山 岐阜県 武儀郡板取村一里保木

195
1709

岐阜県飛騨地域萩原農山村
整備事務所

馬瀬建設協業組合 13.09 14.02 第8016号予防治山事業 岐阜県 益田郡小坂町前平

196
1710

岐阜県西濃地域農山村整備
事務所

㈱森本組 13.09 14.02 西治第3026号地域防災対策総合治山六合下ケ流地区 岐阜県 揖斐郡春日村六合下ケ流地区

197
1711

岐阜県飛騨地域萩原農山村
整備事務所

㈱タナカ技建 13.09 14.03 飛治公第23号予防治山工事 岐阜県 大野郡丹生川村日面

198
1712

岐阜県中濃地域農山村整備
事務所

天龍工業㈱ 13.09 14.03 第4307号予防治山 岐阜県 郡上郡八幡町相生
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199
1713

国土交通省高山国道工事事
務所

宮口建設㈱ 13.09 14.01 平成13年度第41号二ツ屋法面防災対策工事 岐阜県 吉城郡神岡町二ツ屋

200 1732 岐阜県大垣建設事務所 馬瀬建設協業組合 13.10 14.02 県砂工第緊土2号県単緊急土石流対策砂防事業 岐阜県 養老郡養老町養老公園

201 1733 岐阜県高山建設事務所 ひだ緑化土木㈱ 13.10 13.11 第A1-7-3号公共緊急地方道路整備事業A工事 岐阜県 大野郡白川村大字平瀬

202 1775 岐阜県萩原建設事務所 馬瀬建設協業組合 13.12 14.03 第3号県単崩落決壊防止 岐阜県 益田郡下呂町夏焼

203
1817

岐阜県中濃地域農山村整備
事務所

㈱地建防災 13.03 14.10 第4391号予防治山工事 岐阜県 武儀郡坂取村岩本

204 1819 岐阜県萩原建設事務所 馬瀬建設協業組合 13.10 14.06 第4号公共道路災害防除工事 岐阜県 益田郡下呂町小川

205 1823
国土交通省岐阜国道工事事
務所

金子工業㈱ 14.03 15.03 平成13年度41号地蔵野洞門防災工事 岐阜県 益田郡金山町中切

206 1824
国土交通省高山国道工事事
務所

㈱洞口 14.03 14.12 平成13年度41号神岡管内緊急防災工事 岐阜県 吉城郡神岡町横山

207 1825 岐阜県高山建設事務所 ㈱杉建 14.03 15.02 第11－2号公共道路災害防除工事 岐阜県 大野郡丹生川村根方

208 1826 岐阜県萩原建設事務所 ㈱地建防災 14.03 14.09
第地－1－3号県単地方特定道路（改良）〔前金付県債〕工
事

岐阜県 益田郡小坂町落合

209
1827

岐阜県飛騨地域萩原農山村
整備事務所

馬瀬建設協業組合 14.03 14.09 第8038号予防治山工事 岐阜県 益田郡小坂町落合中崎平

210
1828

岐阜県飛騨地域農山村整備
事務所

梅美土木(有) 14.03 14.05 第8029号県単治山事業 岐阜県 益田郡下呂町火打

211
1829

岐阜県飛騨地域農山村整備
事務所

馬瀬建設協業組合 14.03 14.10 飛治公第53号予防治山（０国） 岐阜県 吉城郡上宝村長倉割石平

212
1842

岐阜県岐阜地域農山村整備
事務所

天龍工業㈱ 14.06 15.01 岐治第2404号災害関連緊急治山工事 岐阜県 各務原市須衛町1丁目

213
1843

岐阜県飛騨地域萩原農山村
整備事務所

馬瀬建設協業組合 14.06 14.12 萩治第8504号予防治山工事 岐阜県 益田郡小坂町落合中崎平

214
1844

岐阜県飛騨地域農山村整備
事務所

馬瀬建設協業組合 14.07 15.01 飛治公第20号予防治山工事 岐阜県 吉城郡上宝村栃尾保木平

215
1846

岐阜県中濃地域農山村整備
事務所

㈱篠田 14.07 14.12 第4302号予防治山工事 岐阜県 武儀郡坂根村一里保木

216
1863

国土交通省高山国道工事事
務所

宮口建設㈱ 14.08 15.03 平成14年度41号東漆山地区防災対策工事 岐阜県 吉城郡神岡町東漆山

217 1864
岐阜県中濃地域可茂農山村
整備事務所

西野建設㈱ 14.08 14.12 可治第9号予防治山事業中川浦山地区 岐阜県 加茂郡白川町中川浦山

218 1865 岐阜県中津川市役所 王子緑化㈱ 14.08 14.11 県林工第1401号県単林道改良事業源根法面改良工事 岐阜県 中津川市茄子川中垣外

219
1870

国土交通省岐阜国道工事事
務所

CF建設協業組合 14.09 15.03 平成14年度41号金山下呂地区対策工事 岐阜県
益田郡金山町金山～下呂町東土
田

220 1871
国土交通省高山国道工事事
務所

高橋建設㈱ 14.09 15.02 平成14年度41号高山管内防災対策工事 岐阜県 大野郡久々野町十賊洞



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績（岐阜）
2019年5月まで　466件

No 実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

221 1872 岐阜県大垣建設事務所 ㈱飛鳥 14.09 15.03 公共緊急地方道路整備事業A（災害防除）工事 岐阜県 海津郡南濃町庭田

222 1873 岐阜県萩原建設事務所 馬瀬建設協業組合 14.09 14.12 第4号県単崩落決壊防止（防災施設補修）工事 岐阜県 益田郡下呂町宮地

223
1874

岐阜県飛騨地域萩原農山村
整備事務所

馬瀬建設協業組合 14.09 15.02 萩治第8511号県単治山工事 岐阜県 益田郡下呂町宮地中根尾

224 1875 岐阜県八幡建設事務所 馬瀬建設協業組合 14.09 15.02 第7号公共急傾斜地崩壊対策事業 岐阜県 郡上郡白鳥町歩岐島

225
1876 岐阜県土岐市 ㈱芝建 14.09 15.02 林第10号県単林道改良工事（本城線） 岐阜県 土岐市妻木町本城

226
1892

国土交通省岐阜国道工事事
務所

大脇建設㈱ 14.10 15.03 平成14年度41号七宗白川地区防災工事 岐阜県 加茂郡七宗町～白川町

227
1893

国土交通省岐阜国道工事事
務所

㈱大西組 14.10 15.03 平成14年度156号線八幡大和地区防災工事 岐阜県
郡上郡八幡町吉野～大和町川辺
地内

228 1894 岐阜県加茂建設事務所 馬瀬建設協業組合 14.10 15.01 第1号県単崩落決壊防止〈崩落決壊防止〉418号 岐阜県 加茂郡八百津町南戸

229
1895

岐阜県中濃地域可茂農山村
整備事務所

馬瀬建設協業組合 14.10 15.01 可治第16号予防治山事業五加悪比良地区工事 岐阜県 加茂郡東白川村五加悪比良

230
1906

国土交通省岐阜国道工事事
務所

大脇建設㈱ 14.11 15.03 平成14年度41号美濃加茂管内維持補修工事 岐阜県 加茂郡坂祝町

231 1924 岐阜県萩原建設事務所 馬瀬建設協業組合 14.12 15.06 第5号公共道路災害防除工事 岐阜県 益田郡下呂町小川

232 1925 岐阜県古川建設事務所 馬瀬建設協業組合 14.12 15.05 第9号県単崩落決壊防止（崩落決壊防止）R471 岐阜県 吉域郡上宝村岩井戸

233
1926

岐阜県岐阜地域農山村整備
事務所

天龍工業㈱ 14.12 15.05 岐治第2433号自然環境保全治山事業 岐阜県 各務原市各務おがせ地区No.2-2

234 1966 飛騨地域農山村整備事務所 馬瀬建設㈱ 14.07 15.07 飛治公第19号国有林野内補助治山工事 岐阜県 大野郡白川村飯島上横谷地内

235
1968

岐阜県飛騨地域農山村整備
事務所

坂本土木㈱ 14.10 15.06 飛治公第34号予防治山工事 岐阜県 吉城郡上宝村岩井戸地内

236
1971 岐阜県古川建設事務所 馬瀬建設㈱ 14.12 15.05 第9号県単崩落決壊防止（崩落決壊防止）工事 岐阜県

一般国道471号吉城郡上宝村岩井
戸地内

237 1972 萩原建設事務所 日特建設㈱ 14.12 15.07 第３号公共道路災害防除工事 岐阜県 益田郡金山町戸部地内

238 1974 岐阜県恵那建設事務所 馬瀬建設㈱ 15.01 15.07 第12号県単崩落決壊防止工事 岐阜県 恵那郡福岡町下野地内

239
1976 岐阜県萩原建設事務所 馬瀬建設㈱ 15.02 15.08

第A2-18号公共緊急地方道路整備事業A（災害復旧)工事
【翌債】

岐阜県 益田郡下呂町宮地地内

240 1977 岐阜県萩原建設事務所
クローバーフューチャー
建設協業組合

15.02 15.09 第A2-12号公共緊急地方道路整備事業A（災害復旧)工事 岐阜県 益田郡萩原町大ケ洞地内

241
1979

岐阜県飛騨地域萩原農山村
整備事務所

丸ス産業㈱ 15.03 15.11 萩治第8531号予防治山工事 岐阜県 益田郡萩原町西上田多保木地内

242 1981
岐阜県中濃地域農山村整備
事務所

天龍工業㈱ 15.03 15.12 第4351号予防治山工事 岐阜県 美濃市片知城山地内

243 1982
岐阜県西濃地域農山村整備
事務所

西建産業㈱ 15.03 15.12
平成14年度　西林第6号フォレスト・コミュニティ総合整備
事業　三倉～上ケ流林道開設工事(2工区）

岐阜県 揖斐郡春日村大字六合地内

244 1993
岐阜県飛騨地域萩原農山村
整備事務所

㈱地建防災 15.06 15.12 第8002号県単治山（一般） 岐阜県 益田郡小坂町赤沼田ノクン洞地内
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245 1994
岐阜県飛騨地域萩原農山村
整備事務所

馬瀬建設㈱ 15.06 16.01 第8001号　公共予防治山工事 岐阜県 益田郡小坂町落合中崎平地内

246 1999 岐阜県金山町役場 ㈱加藤組 15.07 15.10 金建土工第26号川東線岩接着落石防止工事 岐阜県 益田郡金山町中津原地内

247 2010 岐阜県中津川市役所 ㈱愛絋 15.08 15.12 県林工第1501号県単林道改良事業源根法面改良工事 岐阜県 中津川市茄子川地内

248 2012 岐阜県恵那建設事務所 ㈱地建防災 15.08 16.01 第５号県単崩落決壊防止工事 岐阜県 恵那市笠置町毛呂窪地内

249
2013

岐阜県飛騨地域農山村整備
事務所

馬瀬建設㈱ 15.08 16.02 飛治公第7023号予防治山工事 岐阜県 吉城郡上宝村栃尾保木平地内

250 2027 岐阜県八幡建設事務所 ㈱地建防災 15.09 16.01 工第T-2-2号県単地方特定道路整備(改良）工事 岐阜県 郡上郡和良村平地内

251 2031 岐阜県大垣建設事務所 ㈱地建防災 15.09 16.03 県維工第崩落1号　県単崩落決壊防止工事 岐阜県 海津郡南濃町庭田地内

252 2032 国交省高山国道事務所 宮口㈱ 15.09 16.03 平成15年度41号東漆山南地区防災対策工事 岐阜県 吉城郡神岡町東漆山地内

253 2033 岐阜県古川建設事務所 馬瀬建設㈱ 15.09 16.03 第4号県単崩落決壊防止（崩落決壊防止）工事 岐阜県 吉城郡上宝村岩井戸地内

254 2036 国土交通省高山国道事務所 ナガイ㈱ 15.09 16.07 平成１５年度４１号引下地区防災対策工事 岐阜県 大野郡久々野町引下地内

255 2044 岐阜県恵那建設事務所 馬瀬建設㈱ 15.10 16.03 第１１号県単崩落決壊防止工事 岐阜県 恵那郡福岡町下野地内

256 2059 岐阜県八幡建設事務所 山下技装㈱ 15.11 16.03 工第10-1号　公共急傾斜地崩壊対策事業 岐阜県 郡上市白鳥町歩岐島地内

257
2060

岐阜県中濃地域可茂農山村
整備事務所

㈱地建防災 15.11 16.03 可治第14号予防治山工事（五加悪比良地区） 岐阜県 加茂郡東白川村五加悪比良地内

258
2061

岐阜県飛騨地域萩原農山村
整備事務所

馬瀬建設㈱ 15.11 16.03 萩治第8023号　県単治山 岐阜県 下呂市萩原町西上田地内

259 2062 岐阜地域農山村整備事務所 馬瀬建設㈱ 15.11 16.03 岐治第2523号　山県市神崎中瀬地内県単治山事業 岐阜県 山県市神崎中瀬地内

260 2063 岐阜県大垣建設事務所 ㈱飛鳥 15.11 16.03
県維工第崩落3号　県単崩落決壊防止（崩落決壊防止）
工事

岐阜県 海津郡南濃町庭田地内

261
2066

岐阜県中濃地域農山村整備
事務所

天龍工業㈱ 15.11 16.06 中治第１５３９号　環境防災林整備工事 岐阜県 武儀郡板取村明石谷地内

262 2076 国交省岐阜国道事務所 CF建設協業組合 15.12 16.03 平成15年度41号下呂地区防災工事 岐阜県 下呂市瀬戸～門原地内

263 2077
岐阜県飛騨地域萩原農山村
整備事務所

馬瀬建設㈱ 15.12 16.03 萩治第8025号　生活環境保全林整備事業 岐阜県 下呂市金山町弓掛No.4地内

264 2081 岐阜県下呂建設事務所 馬瀬建設㈱ 15.12 16.04 第崩-5号　県単崩落決壊防止工事 岐阜県 下呂市宮地地内

265 2117 国土交通省岐阜国道事務所 日産工業㈱ 16.03 17.03 平成１５年度４１号　下呂防災工事 岐阜県 下呂市門前地内

266
2119 JR東海旅客鉄道株式会社 名工建設㈱ 16.04 16.06

飛騨小坂・渚間１１４Ｋ０６５Ｍ付近１箇所落石防止網新設
その他

岐阜県 大野郡久々野町渚地内

267 2126 岐阜県郡上市 ㈱水口建設 16.06 16.10 美産第１６－３号釜ケ滝遊歩道歩道修繕工事 岐阜県 郡上市美並町上田地内

268
2144 JR東海旅客鉄道株式会社 名工建設㈱ 16.09 16.10

杉原・猪谷間１８１Ｋ３４０Ｍ付近外１箇所落石防止網新設
その他工事

岐阜県 飛騨市宮川町杉原～猪谷地内

269
2151

岐阜県岐阜地域農山村整備
事務所

馬瀬建設㈱ 16.09 16.12 岐治第２６０３号山県市富永神明下地内県単（一般）事業 岐阜県 山県市富永神明下地内
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270
2153

岐阜県飛騨地域下呂農山村
整備事務所

馬瀬建設㈱ 16.09 17.02 下呂治第８３０７号　予防治山事業 岐阜県 下呂市小坂町小坂町前平地内

271
2155

岐阜県飛騨地域下呂農山村
整備事務所

馬瀬建設㈱ 16.09 17.03 下呂治第８３０９号　予防治山事業 岐阜県 下呂市瀬戸前平地内

272
2164

岐阜県岐阜地域農山村整備
事務所

天龍工業㈱ 16.10 17.02
岐治第２６０４号　各務原市鵜沼宝積寺地内予防治山木
曽川

岐阜県 各務原市鵜沼宝積寺地内

273
2170

岐阜県飛騨地域農山村整備
事務所

馬瀬建設㈱ 16.10 17.03
飛治公第７２３１号　森林土木効率化等技術開発モデル
工事

岐阜県
高山市奥飛騨温泉郷栃尾保木平
地内

274 2172 国土交通省岐阜国道事務所 杉山建設㈱ 16.10 17.03 平成１６年度　２１号岐阜管内維持補修工事 岐阜県 各務原市鵜沼宝積寺町

275
2192

岐阜県中濃地域可茂農山村
整備事務所

㈱地建防災 16.11 17.03 可治第６号　公共予防治山工事（五加悪比良地区）工事 岐阜県 加茂郡東白川村五加悪比良地内

276 2205 岐阜県古川建設事務所 馬瀬建設㈱ 16.12 17.03
第１０６、崩４号　県単道路改良、県単崩落決壊防止(一
般)

岐阜県
一般国道４７１号高山市上宝町岩
井戸地内

277
2241

岐阜県宮川上流河川開発工
事事務所

大山土木㈱ 16.07 17.08
第工N-11．B5-9-1号　公共河川総合開発事業(丹生川多
目的ダム）、公共地方道路交付金事業（道路改良）工事

岐阜県 高山市丹生川町折敷地地内

278
2243

岐阜県飛騨地域農山村整備
事務所

馬瀬建設㈱ 16.11 17.05 下呂治第8314号　予防治山工事 岐阜県 下呂市小坂町長瀬ヤシロ地内

279
2245

岐阜県飛騨地域下呂農山村
整備事務所

天龍工業㈱ 17.02 18.01 下呂治第8324号　復旧治山事業工事 岐阜県 下呂市小坂町長瀬味屋地内

280 2259 岐阜県郡上市 ㈱水口建設 17.07 17.09 美産第17-10号　岩接着落石防止（集落センター）工事 岐阜県 郡上市美並町高砂地内

281
2262

岐阜県宮川上流河川開発工
事事務所

馬瀬建設㈱ 17.07 17.11 第工N-12号　公共河川総合開発事業(丹生川ダム） 岐阜県 高山市丹生川町折敷地地内

282
2292

岐阜県飛騨地域下呂農山村
整備事務所

馬瀬建設㈱ 17.09 18.03 下呂治第8716号　予防治山事業工事 岐阜県 下呂市瀬戸前平地内

283
2301 岐阜県古川建設事務所 馬瀬建設㈱ 17.10 18.03 第崩2号　県単崩落決壊防止（崩落決壊防止）工事 岐阜県

一般国道471号　高山市上宝町岩
井戸地内

284 2306 岐阜県下呂建設事務所 馬瀬建設㈱ 17.11 18.03 第崩-4号　県単崩落決壊防止（崩落決壊防止）工事 岐阜県 一般国道257号　下呂市小川地内

285
2311

岐阜県中濃地域農山村整備
事務所

馬瀬建設㈱ 17.12 18.03 中治第1737号　県単治山事業　河内 岐阜県 郡上市八幡町小那比地内

286
2348 岐阜県高山土木事務所 (有)フル永建設 17.10 18.06

第工交公交2-39-1号　公共地方道路交付金事業（災害
防除）工事

岐阜県 高山市朝日町一ノ宿地内

287
2349 岐阜県高山土木事務所 (有)瓜田工務店 17.11 18.06

第工交公交2-39-2号　公共地方道路交付金事業（災害
防除）工事

岐阜県 高山市朝日町黍生谷地内

288 2350 岐阜県下呂土木事務所 天龍工業㈱ 18.01 18.06 第崩‐8号　県単崩落決壊防止（異常気象対策）工事 岐阜県 一般国道257号　下呂市宮地地内

289 2351 近畿日本鉄道株式会社 大日本土木㈱ 18.03 18.06 伊吹山自動車道災害復旧工事 岐阜県 関ヶ原

290
2354 岐阜県古川土木事務所 馬瀬建設㈱ 18.03 18.08 第5号　公共道路災害防除（翌債）工事 岐阜県

一般国道471号高山市上宝町岩井
戸地内
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291
2363

関西電力㈱木曽電力システム
センター

馬瀬建設㈱ 18.05 18.08 落合発電所ダム管理所山側法面修繕工事 岐阜県 中津川市落合（落合ダム）

292 2364 岐阜県下呂市 馬瀬建設㈱ 18.05 18.09 馬振工第3号　旧道線岩接着落石防止工事 岐阜県 下呂市馬瀬西村地内

293
2369 岐阜県揖斐農林事務所 西濃建設㈱ 18.06 18.10 揖治第3802号　予防治山事業 岐阜県

揖斐川町揖斐川春日川合尾平知
内

294 2376 岐阜県郡上農林事務所 馬瀬建設㈱ 18.07 18.10 郡治第1812号　県単治山事業河内 岐阜県 郡上市八幡町小那比川内

295 2378 岐阜県揖斐土木事務所 西建産業㈱ 18.07 18.11
第交緊2-11号公共地方道路交付金事業（災害防除）春日
揖斐川線

岐阜県 揖斐郡揖斐川町春日川合地内

296 2383 富山共同自家発電㈱ 森本建設㈱ 18.08 18.09 葛山笠谷沈砂地排砂路法面補修工事 岐阜県 高山市上宝町葛山地内

297 2388 中部電力㈱大垣電力所 西濃建設㈱ 18.08 18.11 河合（発）水圧管路法面修繕工事 岐阜県 揖斐郡揖斐川町春日川合地内

298 2392 国交省高山国道事務所 ㈱林工務店 18.08 19.03 平成18年度　41号高山維持工事 岐阜県 高山市下岡本町

299 2402 岐阜県岐阜農林事務所 天龍工業㈱ 18.09 19.03 岐治第1814号　自然環境保全治山工事 岐阜県 各務原市鵜沼宝積寺地内

300 2414 岐阜県下呂農林事務所 馬瀬建設㈱ 18.10 19.02 第3-1・崩-2号　公共道路災害防除工事 岐阜県 下呂市宮地地内

301 2429 岐阜県下呂農林事務所 馬瀬建設㈱ 18.11 19.03 下公治第07号　予防治山事業 岐阜県 下呂市瀬戸前平地内

302
2433 岐阜県揖斐土木事務所 西濃建設㈱ 18.12 19.03

第交緊2-11-4号公共地方道路交付金事業（災害防除）春
日揖斐川線

岐阜県 揖斐郡揖斐川町春日川合地内

303
2434 岐阜県古川土木事務所 馬瀬建設㈱ 18.12 19.03

第砂修2・緊土15号　県単砂防修繕・県単緊急土石流対
策砂防事業（緊急点検フォロー）工事

岐阜県 飛騨市神岡町数河地内

304
2437 岐阜県可茂土木事務所 馬瀬建設㈱ 18.12 19.05

第防災２－２３－２号　公共地方道路交付金事業（災害防
除）白川福岡線工事

岐阜県 加茂郡白川町黒川地内

305 2454 岐阜県下呂土木事務所 萩原土建㈱ 19.03 19.03 第河-3号　県単河川維持修繕業務委託工事 岐阜県 下呂市三原地内

306
2466 岐阜県高山土木事務所

ナガイ・CF経常建設共
同企業体

19.01 19.11 平成18年度41号下呂管内防災工事 岐阜県 下呂市保井戸地内

307
2468 岐阜県飛騨農林事務所 ㈱杉建 19.03 19.07 飛治県第7229号　予防治山工事 岐阜県

高山市丹生川町日面大谷西平地
内

308 2469 岐阜県下呂土木事務所 馬瀬建設㈱ 19.03 19.08 第3-2号　公共道路災害防除【翌債】工事 岐阜県 下呂市宮地

309 2474 国交省高山国道事務所 宮口建設㈱ 19.03 20.01 平成18年度41号神岡地区防災工事 岐阜県 飛騨市神岡町土地内

310
2478

岐阜県宮川上流河川開発工
事事務所

馬瀬建設㈱ 19.05 19.10
第Ｎ-11、ＮＤ-3.1-61-3号　公共河川総合開発事業(丹生
川多目的ﾀﾞﾑ)公共地方道路交付金事業(道路改築)工事

岐阜県 高山市丹生川町折敷地

311 2483 岐阜県下呂市 馬瀬建設㈱ 19.06 19.09 馬振工第7号　旧道線岩接着落石防止工事 岐阜県 下呂市馬瀬惣島地内

312
2492 岐阜県揖斐土木事務所 馬瀬建設㈱ 19.08 20.02

第交緊2-11号　公共地方道路交付金事業(災害防除)春
日揖斐川線工事

岐阜県 揖斐郡揖斐川町春日川合

313
2493 岐阜県揖斐土木事務所 西濃建設㈱ 19.08 20.02

第交緊2-11-2号　公共地方道路交付金事業(災害防除)
春日揖斐川線工事

岐阜県 揖斐郡揖斐川町春日川合

314
2501 岐阜県高山土木事務所 馬瀬建設㈱ 19.09 19.12

第工交公交2-71号　公共地方道路交付金事業（災害防
除）工事

岐阜県 高山市朝日町黍生谷地内
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315 2519 岐阜県下呂土木事務所 馬瀬建設㈱ 19.10 20.03 第５号　公共道路災害防除工事 岐阜県 下呂市宮地

316 2520 岐阜県古川土木事務所 (有)高野建設 19.10 20.03 第7-1号　公共道路災害防除（赤桶落石対策）工事 岐阜県 高山市奥飛騨温泉郷赤桶地内

317 2540 岐阜県下呂土木事務所 馬瀬建設㈱ 19.11 20.03 第崩-7号　県単崩落決壊防止(崩落決壊防止)工事 岐阜県 下呂市金山町岩瀬

318 2541 岐阜県可茂土木事務所 馬瀬建設㈱ 19.11 20.03
第防災2-23-2号　公共地方道路交付金事業(恵那白川
線)工事

岐阜県 加茂郡白川町三川

319 2544 岐阜県飛騨農林事務所 ㈱杉建 19.11 20.04 飛治県第7号　県単治山工事 岐阜県 高山市漆垣内町

320
2548 岐阜県郡上農林事務所 光建設 19.12 20.03 郡治第1916号　県単治山事業ヲヲツキ工事 岐阜県 郡上市和良町鹿倉ヲヲツキ地内

321 2566 岐阜県下呂土木事務所 ㈱熊崎組 20.03 20.03 第河-2号　県単河川維持修繕業務委託工事 岐阜県 下呂市萩原町奥田洞地内

322 2567 岐阜県古川土木事務所 協業組合高登建設 20.03 20.03 第維-3号　県単維持修繕委託工事 岐阜県 飛騨市宮川町小谷地内

323 2573 岐阜県古川土木事務所 馬瀬建設㈱ 19.09 20.05 第8-1号　公共道路災害防除（岩井戸落石対策工事） 岐阜県 高山市上宝町岩井戸地内

324
2574 岐阜県岐阜土木事務所 馬瀬建設㈱ 19.09 20.10 維持工事第防通2-2-1号　公共道路災害防除工事 岐阜県

一般国道157号　本巣市根尾黒津
地内

325 2577 岐阜県下呂土木事務所 馬瀬建設㈱ 20.03 20.07 第5-3号　公共道路災害防除【翌債】工事 岐阜県 下呂市宮地地内

326 2578 岐阜県飛騨農林事務所 坂本土木㈱ 20.03 20.08 飛治公第7023号　地域防災対策総合治山工事 岐阜県 高山市奥飛騨温泉郷栃尾地内

327
2580 岐阜県飛騨農林事務所 馬瀬建設㈱ 20.03 20.10

飛治公第7025号　森林土木効率化等技術開発モデル工
事

岐阜県
高山市奥飛騨温泉郷栃尾ほか地
内

328
2581

国交省中部地整高山国道事
務所

加永建設㈱ 20.03 21.01 平成19年度　41号神岡南防災工事 岐阜県 飛騨市神岡町船津3地内

329
2582

国交省中部地整高山国道事
務所

洞口・HC建設経常建設
共同企業体

20.03 21.01 平成19年度　41号神岡北防災工事 岐阜県 飛騨市神岡町横山地内

330
2583

国交省中部地整岐阜国道事
務所

大脇建設㈱ 20.03 21.01 平成19年度　美濃加茂管内維持補修工事 岐阜県 加茂郡白川町

331
2593 岐阜県飛騨農林事務所 坂本土木㈱ 20.06 20.08 飛治公第7027号　地域防災対策総合治山工事 岐阜県

高山市奥飛騨温泉郷栃尾No.2地
内

332 2597 岐阜県下呂市 馬瀬建設㈱ 20.07 20.08 馬振工第9号　旧道線岩接着落石防止工事 岐阜県 下呂市馬瀬惣島地内

333 2606 岐阜県古川土木事務所 馬瀬建設㈱ 20.08 21.01 第S7-1-1号・S7-2-2・S7-3-3号　公共道路災害防除工事 岐阜県
高山市上宝村葛山、岩井戸・飛騨
市古川野口地内

334
2608 岐阜県下呂土木事務所 馬瀬建設㈱ 20.08 21.02 第S6-2-2号　公共道路災害防除工事 岐阜県 下呂市小川地内

335
2609 岐阜県可茂土木事務所 西野建設㈱ 20.08 21.03

第防災4-22号　公共地方道路交付金事業（災害防除）工
事

岐阜県 加茂郡白川町三川地内

336 2610 岐阜県下呂土木事務所 ㈱地建防災 20.08 21.03 第4-26号　公共地方道路交付金事業（災害防除）工事 岐阜県 下呂市萩原町四美地内

337
2619 岐阜県可茂農林事務所 ㈱地建防災 20.09 21.02 可治第6号　公共予防治山事業悪ル比良山腹工事 岐阜県

加茂郡東白川村五加悪ル比良地
内

338
2620

国交省中部地整高山国道事
務所

CF建設協業組合 20.09 21.03 平成20年度　41号下呂・高山管内防災工事 岐阜県 下呂市金山町
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339 2621 岐阜県郡上農林事務所 ㈱地建防災 20.09 21.03 郡治第2007号　奥地保安林保全緊急対策事業奥宮１ 岐阜県 郡上市美並町高砂奥宮1地内

340 2629 岐阜県飛騨農林事務所 馬瀬建設㈱ 20.10 20.12 飛治県第804号　県単治山工事 岐阜県 高山市高根町中洞ほか地内

341
2634 岐阜県可茂農林事務所 西野建設㈱ 20.10 21.03 可治第7号　公共予防治山事業野々尻山腹工事 岐阜県 加茂郡東白川村神土野々尻地内

342 2642 岐阜県下呂土木事務所 馬瀬建設㈱ 20.11 21.03 第S6-2-3号　公共道路災害防除工事 岐阜県 下呂市宮地地内

343
2643 岐阜県下呂土木事務所 馬瀬建設㈱ 20.11 21.03

第崩-2・崩緊-1号　県単崩落決壊防止（崩落決壊防止）
県単崩落決壊防止（緊急落石危険箇所対策）工事

岐阜県 下呂市馬瀬下山地内

344
2644 岐阜県下呂土木事務所 金子工業㈱ 20.11 21.03

第崩緊-2号　県単崩落決壊防止（緊急落石危険箇所対
策）工事

岐阜県 下呂市萩原町羽根地内

345 2687 岐阜県飛騨農林事務所 馬瀬建設㈱ 20.11 21.06 飛治公第８０１２号森林土木効率化技術開発モデル工事 岐阜県 高山市奥飛騨温泉郷栃尾地内

346
2689 岐阜県岐阜土木事務所 馬瀬建設㈱ 21.02 21.08

維持工事第防通2-2号　公共道路災害防除事業（翌債）
工事

岐阜県 本巣市根尾黒津地内

347 2690 岐阜県岐阜農林事務所 天龍工業㈱ 21.02 21.10 岐治第２０２０号　予防治山事業西倉見 岐阜県 本巣市根尾黒津西倉見地内

348
2692 岐阜県下呂土木事務所 ㈱地建防災 21.03 21.09

第4-26-3号公共地方道路交付金事業（災害防除）【翌債】
工事

岐阜県 下呂市小坂町大島地内

349
2693

国交省中部地方整備局高山
国道事務所

㈱讃建 21.03 21.10 平成２０年度４１号下呂管内落石対策工事 岐阜県 下呂市金山町金山地内

350 2694 岐阜県飛騨農林事務所 ひだ緑化土木㈱ 21.03 21.10 飛治公第８０１４号公共地域防災対策総合治山工事 岐阜県 高山市奥飛騨温泉郷栃尾地内

351 2695 岐阜県飛騨農林事務所 坂本土木㈱ 21.03 21.10 飛治公第８０１５号公共地域防災対策総合治山工事 岐阜県 高山市奥飛騨温泉郷栃尾地内

352
2696 岐阜県飛騨農林事務所 馬瀬建設㈱ 21.03 21.10 飛治公第８０１６号　予防治山工事 岐阜県

高山市丹生川町日面大谷西平地
内

353
2697

国交省中部地方整備局高山
国道事務所

日産工業㈱ 21.03 22.01 平成２０年度　４１号下呂管内防災工事 岐阜県 下呂市門原地内

354 2702 岐阜県下呂市 馬瀬建設㈱ 21.05 21.07 馬振工第２号　旧道線岩接着落石防止工事 岐阜県 下呂市馬瀬惣島地内

355 2711 岐阜県下呂農林事務所 丸ス産業㈱ 21.06 21.11 下公治第２１０２号　予防治山工事 岐阜県 下呂市和佐とやおんじ地内

356
2720

国交省中部地方整備局高山
国道事務所

CF建設協業組合 21.07 22.03 平成２１年度　４１号高山管内防災工事 岐阜県 高山市久々野町木賊洞地内

357
2733 岐阜県古川土木事務所 馬瀬建設㈱ 21.09 22.02

第S1-1-3・S1-2-2号　公共道路災害防除（葛山・麻生野
落石対策）工事

岐阜県
高山市上宝町葛山・飛騨市神岡町
麻生野地内

358
2736

国交省中部地方整備局多治
見国道事務所

㈱加藤工務店 21.09 22.03 平成21年度　１９号山口防災工事 岐阜県 中津川市山口地内

359
2737 岐阜県下呂土木事務所 ㈱杉建 21.09 22.03

第4-26-4,4-26号　公共地方道路交付金事業（災害防除）
【翌債】・公共地方活力基盤創造交付金（災害防除）工事

岐阜県 下呂市小坂町大島地内

360 2738 岐阜県可茂農林事務所 丸ス産業㈱ 21.09 22.03 可治第３号　公共予防治山事業西増田山腹工事 岐阜県 加茂郡白川町赤河西増田地内

361
2758 岐阜県可茂農林事務所 ㈱ニシノ 21.11 22.03

可治第５号　公共山地災害減災対策事業大切ほか山腹
工事

岐阜県
加茂郡東白川村五加大切ほか地
内
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362 2779 岐阜県恵那農林事務所 馬瀬建設㈱ 22.02 22.03
恵治工公第２１３３号　県単治山事業中津川市苗木岩須
地区工事

岐阜県 中津川市苗木岩須地内

363 2791 岐阜県岐阜農林事務所 馬瀬建設㈱ 21.07 22.06 岐治第2105号　予防治山事業西倉見工事 岐阜県 本巣市根尾西倉見地内

364
2792 岐阜県古川土木事務所 協業組合高登建設 21.09 22.05

第4-29号　公共地域活力基盤創造交付金（災害防除）天
生工区

岐阜県 飛騨市河合町天生地内

365
2795 岐阜県高山土木事務所 ㈱地建防災 22.03 22.10

第工交公災2-2号　公共道路災害防除（翌債）（国）361号
工事

岐阜県 高山市朝日町黒川地内

366
2796

国土交通省中部地方整備局
高山国道事務所

日産工業㈱ 22.03 23.01 平成21年度　41号下呂地区防災工事 岐阜県 下呂市瀬戸地内

367
2797

国土交通省中部地方整備局
高山国道事務所

㈱讃建 22.03 23.02 平成21年度　41号金山地区防災工事 岐阜県 下呂市金山町

368 2805 岐阜県下呂市 馬瀬建設㈱ 22.07 22.09 環工第6号　下呂市クリーンセンター落石防止工事 岐阜県 下呂市小川地内

369
2826

国土交通省中部地方整備局
高山国道事務所

CF建設協業組合 22.08 23.02 平成22年度　41号下呂高山管内防災工事 岐阜県
高山市久々野町木賊洞、下呂市
三原地内

370 2830 岐阜県飛騨農林事務所 ㈱飛研 22.09 23.01 飛治公第1008号　公共予防治山工事 岐阜県
高山市丹生川町日面大谷西平地
内

371 2832 岐阜県下呂土木事務所 ㈱杉建 22.09 23.02
第2-A77、崩-1、指修2号　公共社会資本整備総合交付金
（災害防除）、県単崩落決壊防止（崩壊決壊防止）、県単

岐阜県 下呂市萩原町大ケ洞ほか地内

372 2833 岐阜県下呂土木事務所 ㈱加藤組 22.09 23.02
第2-A70、現交1号公共社会資本整備総合交付金事業
（災害防除）、県単現道構造改築（交通事故防止）工事

岐阜県 下呂市金山町東沓部地内

373
2834 岐阜県古川土木事務所 ㈱金岡建設 22.09 23.03

第2-A88号　公共社会資本整備総合交付金（災害防除）
事業

岐阜県 飛騨市宮川町巣之内地内

374
2846 岐阜県可茂農林事務所 ㈱ニシノ 22.10 23.03

可治第7号　公共山地災害総合減災対策治山事業大切
ほか山腹工事

岐阜県
加茂郡東白川村五加大切ほか地
内

375 2847 岐阜県下呂農林事務所 馬瀬建設㈱ 22.10 23.03 下治第2205号　予防治山工事 岐阜県 下呂市小坂町落合ミザタ地内

376
2862 岐阜県古川土木事務所 馬瀬建設㈱ 22.11 23.03

第2-A80-2,2-A88-2号　公共社会資本整備総合交付金
（災害防除）・県単崩落決壊防止工事

岐阜県 飛騨市神岡町麻生野他地内

377 2866 岐阜県恵那農林事務所 篠田㈱ 22.12 23.03
恵治第2228号　県単治山事業恵那市山岡町原長沢地区
工事

岐阜県 恵那市山岡町原長沢地内

378 2887 岐阜県郡上農林事務所 馬瀬建設㈱ 22.07 23.09 郡治第2304号　予防治山工事（天狗岩） 岐阜県 郡上市美並町白山天狗岩地内

379 2888 岐阜県下呂市 馬瀬建設㈱ 22.08 23.02 建工第31号　カジヤ線落石対策工事 岐阜県 下呂市萩原町山之口地内

380 2889 岐阜県下呂土木事務所 ㈱加藤組 22.12 23.03 第崩緊第6号　県単崩落決壊防止工事 岐阜県 下呂市金山町乙原地内

381 2890 岐阜県恵那農林事務所 馬瀬建設㈱ 22.12 23.08
恵治工第2229号　公共予防治山事業中津川市中津川恵
下地区

岐阜県 中津川市中津川恵下地内

382 2891 岐阜県下呂農林事務所 馬瀬建設㈱ 22.12 23.08
下治第2208号　山地災害総合減災対策治山事業小瀬平
工事

岐阜県 下呂市萩原町上呂小瀬平地内

383
2893 岐阜県高山土木事務所 大山土木㈱ 23.02 23.07

第工交公交2-A183号公共社会資本整備交付金事業（道
路災害防除）（翌債）（国）158号工事

岐阜県 高山市丹生川町白井地内

384
2930 岐阜県下呂土木事務所 馬瀬建設㈱ 23.08 24.02

第G14-61-2号　公共地域自主戦略交付金（災害復旧）工
事

岐阜県 下呂市馬瀬黒石地内
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385
2936 岐阜県高山土木事務所 ㈱杉建 23.09 24.01

第工交公地G14-67号公共地域自主戦略交付金（災害復
旧）（国）257号工事

岐阜県 高山市清見町楢谷地内

386
2986 岐阜県高山土木事務所 馬瀬建設㈱ 23.9 24.6

第工交公地G14-69号　公共地域自主戦略交付金（災害
防除）（主）高山清見線

岐阜県 高山市清見町三日町地内

387
2987 岐阜県下呂土木事務所 馬瀬建設㈱ 23.12 24.6

第G14-62-2・崩緊7号　公共地域自主戦略交付金（災害
防除）・県単緊急落石危険個所対策事業費工事

岐阜県 下呂市金山町岩瀬地内

388 2989 岐阜県下呂農林事務所 馬瀬建設㈱ 24.1 24.7 下治第2312号　予防治山事業ヒダニヒラ工事 岐阜県 下呂市三原ヒダニヒラ地内

389
2995

国交省中部地方整備局岐阜
国道事務所

小池土木㈱ 24.4 24.12 平成23年度41号大利・上麻生地区防災工事 岐阜県 加茂郡白川町・八百津町

390 2999 岐阜県高山土木事務所 ㈱杉建 24.5 24.9
第工交公地G14-88号　公共地域自主戦略交付金（災害
防除）（翌債）（主）高山清見線

岐阜県 高山市清見町巣野俣地内

391
3006 東海旅客鉄道㈱（JR東海） ハラ建設㈱ 24.6 24.8

12中工決107号坂下・落合川間324K450M付近斜面整備
工事

岐阜県 中津川市瀬戸地内

392
3009

国交省北陸地方整備局神通
川水利砂防事務所

宝興建設㈱ 24.7 24.8 岩坪谷第5号砂防堰堤工事 岐阜県
高山市奥飛騨温泉郷一重ケ根地
先

393
3010 岐阜県古川土木事務所 協業組合H・C建設 24.8 24.10

第14-72-K2号　公共地域自主戦略交付金（災害防除）事
業工事[翌債]

岐阜県 飛騨市宮川町巣之内地内

394 3031 岐阜県可茂農林事務所 丸ス産業㈱ 24.9 25.2 可治第5号　公共予防治山事業前山工事 岐阜県 加茂郡白川町河岐字前山地内

395 3066 岐阜県関市 ㈱山佐組 25.1 25.3 土維第73号　道路防災事業高賀線落石防止事業 岐阜県 関市洞戸高賀地内

396
3081 岐阜県揖斐土木事務所

ヤマモト・高田特定建設
工事共同企業体

25.4 25.10
第総交1-6A号　公共社会資本整備総合交付金（活力創
出基盤整備）工事

岐阜県 揖斐郡揖斐川町東横山地内

397 3089 岐阜県下呂農林事務所 馬瀬建設㈱ 24.10 25.3 下治第2403号　予防治山事業東方工事 岐阜県 下呂市金山町沓部地内

398 3090 岐阜県下呂農林事務所 馬瀬建設㈱ 24.12 25.8 下治第2404号　予防治山事業こばた工事 岐阜県 下呂市小阪町門坂こばた地内

399
3091

国交省中部地方整備局岐阜
国道事務所

㈱讃建 24.12 25.6 平成24年度　41号下呂管内防災工事 岐阜県 下呂市門原～三原

400 3093 岐阜県下呂土木事務所 馬瀬建設㈱ 25.2 25.7 第崩緊4号　県単緊急落石危険箇所対策工事 岐阜県 下呂市馬瀬黒石地内

401 3098 岐阜県関市 (有)フジケン土木 25.5 25.11
土木第49号　社会資本整備総合交付金事業本郷少合線
落石防止工事

岐阜県 関市上之保行合

402
3099 岐阜県高山土木事務所 ㈱杉建 25.5 25.7

第工建公交1-A119-2他号　公共社会資本整備総合交付
金（翌債）（国）361号上ケ洞

岐阜県 高山市高根町上ケ洞

403 3100 岐阜県郡上農林事務所
イビデングリーンテック
㈱

25.5 25.8 公交工第落補5-2号　公共防災安全交付金（翌債） 岐阜県 郡上市八幡町島谷地内

404
3102 岐阜県恵那土木事務所 ㈱加地工務店 25.5 25.8

工第落補－8号　公共防災安全交付金事業（道路災害防
除）（翌債）

岐阜県 恵那市明智町

405 3111 岐阜県郡上農林事務所 日特建設㈱ 25.7 25.11 郡治第2507号　予防治山工事（矢ガ谷） 岐阜県 郡上市和良町宮代矢ガ谷

406 3117 岐阜県下呂土木事務所 馬瀬建設㈱ 25.7 26.1 第崩-1号　県単崩落決壊防止（一般）工事 岐阜県 下呂市萩原町西上田地内

407 3118
国交省中部地方整備局　庄内
川河川事務所

板垣建設㈱ 25.8 25.8 平成24年度　小里川ダム貯水池管理用道路工事 岐阜県 瑞浪市陶町　地先
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408 3134 岐阜県下呂農林事務所 ㈱飛研 25.9 26.3 下治第2505号　予防治山事業日面小平1工事 岐阜県 下呂市久野川日面小平地内

409 3150 岐阜県郡上農林事務所 日特建設㈱ 25.10 26.3 郡治第2519号　予防治山工事（矢ガ谷2） 岐阜県 郡上市和良町宮代矢ガ谷

410 3185 岐阜県郡上土木事務所 ㈱ケイエスケイ 25.9 26.3 公砂工第15号　公共急傾斜地崩壊対策事業 岐阜県 郡上市美並町上田

411
3188 岐阜県高山土木事務所 山下技装㈱ 26.2 26.5

第工交公防Ａ139-152号　公共防災・安全社会資本整備
交付金（災害防除）　（主）高山清見線

岐阜県 高山市清見町坂下

412 3194 岐阜県恵那農林事務所 馬瀬建設㈱ 26.3 26.8 恵治工第2527号　公共予防治山事業横挽地区工事 岐阜県 中津川市落合横挽

413 3196 岐阜県飛騨農林事務所 馬瀬建設㈱ 26.3 26.10 飛治公第1313号　公共予防治山工事 岐阜県
高山市奥飛騨温泉郷
神坂湯ノソラ大コバ

414
3200

国交省中部地方整備局高山
国道事務所

協業組合ＨＣ建設 26.4 26.10 平成25年度　41号木地屋地区防災工事 岐阜県 飛騨市神岡町木地屋

415
3214

国交省中部地方整備局高山
国道事務所

㈱谷上組 26.6 26.8 平成25年度　41号船津北地区防災工事 岐阜県 飛騨市神岡町船津

416
3226

国交省中部地方整備局高山
国道事務所

宮口建設㈱ 26.7 26.9 平成25年度　41号東漆山地区防災工事 岐阜県 飛騨市神岡町東漆山

417
3238 岐阜県下呂土木事務所 馬瀬建設㈱ 26.8 27.3

第26-A138-09-1号　公共道路災害防除施設　（交付金事
業分）工事

岐阜県 下呂市金山町岩瀬

418
3240

国交省中部地方整備局岐阜
国道事務所

大脇建設㈱ 26.8 26.12 平成25年度美濃加茂管内防災工事 岐阜県 加茂郡白川町

419 3242 岐阜県下呂農林事務所 馬瀬建設㈱ 26.8 26.12 下治第2605号　予防治山事業栃洞工事 岐阜県 下呂市東上田栃洞

420 3248 岐阜県可茂農林事務所 丸ス産業㈱ 26.9 27.1 可治第2514号　公共予防治山事業　川牧工事 岐阜県 加茂郡白川町河東川牧

421 3250 岐阜県可茂農林事務所 丸ス産業㈱ 26.9 27.2 可治第2605号　公共予防治山事業宮向工事 岐阜県 加茂郡白川町河岐字宮向

422 3257 岐阜県下呂農林事務所 馬瀬建設㈱ 26.10 27.1 下治第2608号　予防治山事業（老朽化対策）唐谷工事 岐阜県 下呂市乗政唐谷

423 3261 岐阜県高山市 ㈱林工務店 26.11 27.3 市道馬場川原線　中橋耐震対策工事 岐阜県 高山市神明町４丁目外　地内

424
3262 岐阜県下呂農林事務所 馬瀬建設㈱ 26.11 27.2

下治第2655号　県単治山事業　小野・弥太畑（日影山）工
事

岐阜県 下呂市夏焼

425 3266 岐阜県恵那農林事務所 馬瀬建設㈱ 26.11 27.3 恵治工第2620号　公共予防治山事業横挽２地区工事 岐阜県 中津川市落合横挽

426
3282 岐阜県美濃土木事務所 ㈱長尾工務店 27.3 27.3

砂工第急傾10-1号　公共防災・安全交付金
（急傾斜地崩壊対策事業）工事

岐阜県 関市中之保

427
3286 岐阜県下呂土木事務所 ㈱飛研 27.5 27.6

第26-A138-09-103号　公共道路災害防除施設
（国補正分）工事

岐阜県 下呂市萩原町古関

428 3290 岐阜県下呂農林事務所 天龍ホールディング㈱ 27.5 27.6 下治第2660号　県単治山事業前平工事 岐阜県 下呂市小坂町長瀬前平

429
3294 岐阜県下呂土木事務所 馬瀬建設㈱ 27.1 27.6

第崩暮1　26-A138-09-3-2号　県単崩落決壊防止（暮らし
の安全・安心確保対策）公共道路災害防除施設（交付金
事業分）工事

岐阜県 馬瀬下山

430
3304

国交省中部地方整備局高山
国道事務所

日産工業㈱ 27.5 27.11 平成26年度42号下呂高山管内防災工事 岐阜県 下呂市金山町中切

431 3310 岐阜県古川土木事務所 (有)下仲組 27.6 27.10 第崩ゼロ-1号　県単崩落決壊防止（一般）（0県債）工事 岐阜県 高山市神岡町麻生野
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432 3330 岐阜県下呂市 馬瀬建設㈱ 27.9 27.10 林工第16号　林道椹谷線法面改良工事 岐阜県 下呂市小坂町落合

433 3346 岐阜県飛騨農林事務所 ㈱杉建 27.10 27.11 飛治公第1507号公共予防治山工事（吉野沢上） 岐阜県 高山市上宝町双六字吉野沢上

434 3371 岐阜県関市 (有)広見建設 28.1 28.2 土木第24号小瀬六番町排水路改修工事 岐阜県 関市小瀬六番町

435 3378 岐阜県多治見土木事務所 篠田㈱ 28.2 28.3
工維単第崩暮1他号県単崩落決壊防止（暮らしの安全・安
心確保対策費）他工事

岐阜県 土岐市泉町久尻

436 3386
岐阜県下呂土木事務所 馬瀬建設㈱

28.3 28.9
第26-A138-09-H-431号　公共道路災害防除（国補正分）
工事

岐阜県 下呂市馬瀬下山

437 3392 岐阜県高山土木事務所 山下技装㈱ 28.4 28.9
第工建公交H27-A504号　公共防災安全交付金（翌債）
（国）156号福島

岐阜県 大野郡白川村大字福島地内

438 3402 岐阜県関市 (有)広見建設 28.6 28.12 土木第2号小瀬六番排水路改修工事 岐阜県 関市小瀬六番町地内

439 3403
国交省中部地方整備局高山
国道事務所

曙開発㈱ 28.6 28.9 平成27年度41号三原防災工事 岐阜県 下呂市三原地内

440 3405 岐阜県下呂土木事務所 日産工業㈱ 28.7 28.9 第26-A105-09H号　公共道路災害防除（国補正分）工事 岐阜県 下呂市馬瀬川上地内

441 3414 岐阜県恵那農林事務所 馬瀬建設㈱ 28.8 29.3 恵治工第2811号　公共予防治山事業横挽地区工事 岐阜県 中津川市落合横挽地内

442 3419 岐阜県恵那農林事務所 丸ス産業㈱ 28.8 29.1 恵治工第2807号　公共予防治山事業鶴ケ根工事 岐阜県 恵那市笠置町姫栗鶴ケ根地内

443 3462 岐阜県古川土木事務所 ㈱川勝興業 29.3 29.5
第河修安2・河修4号　県単河川維持修繕（暮らしの安全・
安心）工事

岐阜県 飛騨市神岡町伏方他地内

444 3465 岐阜県下呂土木事務所 馬瀬建設㈱ 29.1 29.10
第26-A138-2-431-2号　公共道路災害防除施設（国補正
分）（翌債）工事

岐阜県 下呂市馬瀬下山地内

445 3479 岐阜県下呂農林事務所 細江土建㈱ 29.6 29.11 下治第2822号　県単治山事業ミザタ地区工事 岐阜県 下呂市小坂町落合地内

446 3504 岐阜県古川土木事務所 宝興建設㈱ 29.11 30.3
第工交公災緊-K1号　公共災害対策等緊急事業（推進
費）工事

岐阜県 高山市奥飛騨温泉郷神坂地内

447 3508
国交省中部地方整備局矢作
ダム管理所

板垣建設㈱ 29.11 30.2 平成29年度矢作ダム右岸法面補修工事 岐阜県 恵那市串原地内

448 3509 岐阜県下呂市 熊﨑組 29.11 30.2 林工第7号　林道椹谷線改良工事 岐阜県 下呂市小坂町落合地内

449 3512 岐阜県関市 古川建設㈱ 29.12 30.2 土木第21号　小瀬排水路改修工事 岐阜県 関市小瀬地内

450 3519 岐阜県古川土木事務所 加納工業㈱ 30.2 30.3 第河修-4号　県単河川維持修繕工事 岐阜県 飛騨市神岡町船津地内

451 3523
岐阜県郡上農林事務所 カツラ工業㈱

30.2 30.3
単交工第崩暮1号　県単崩落決壊防止（暮らしの安全・安
心確保対策費）工事

岐阜県 郡上市八幡町旭

452 3531
岐阜県下呂土木事務所 今井建設㈱

30.3 30.6
第河修-1号　県単河川維持修繕事業（ゼロ県債）工事 岐阜県 下呂市少ケ野地内

453 3532
岐阜県下呂市 馬瀬建設㈱

30.3 31.1
第43-A105-B1-h号　公共災害防除施設（国補正分）工事 岐阜県 下呂市馬瀬名丸地内

454 3533
国交省中部地方整備局高山
国道事務所

協業組合H・C建設
30.4 30.7

平成29年度41号神岡地区防災施設整備工事 岐阜県 飛騨市神岡町土地内

455 3539
岐阜県下呂土木事務所 日産工業㈱

30.4 31.3
第43-A115-B2-ｈ-98-1号　公共道路災害防除施設（国補
正分）工事

岐阜県 下呂市萩原町山之口（1）
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456 3543
岐阜県飛騨農林事務所 大山土木㈱

30.5 30.8
飛治公第2909号　公共緊急予防治山工事（崩谷） 岐阜県 飛騨市神岡町船津字牧ケ平地区

457 3547
岐阜県揖斐土木事務所 西濃建設㈱

30.5 31.2
維工災防43-A106-1-ｈ-1号　公共防災・安全交付金（災
害防除）（国補正分）（翌債）工事

岐阜県 揖斐郡揖斐川町樫原地内

458 3553
国交省中部地方整備局高山
国道事務所

㈱讃建
30.6 30.8

平成29年度　41号下呂防災対策工事 岐阜県 下呂市金山町中切地内

459 3562
岐阜県岐阜土木事務所 篠田㈱

30.6 30.11
維持工事第崩落安-2号　県単崩壊決壊防止（安心・安
全）上白金真砂線落石対策工事

岐阜県 岐阜市水風呂地内

460 3564
岐阜県飛騨農林事務所 馬瀬建設㈱

30.7 31.1
飛治第3004号　公共予防治山工事（湯ノソラ大コバ） 岐阜県

高山市奥飛騨温泉郷神坂字湯ノソ
ラ大コバ地内

461 3585
国交省中部地方整備局岐阜
国道事務所

大脇建設㈱
30.9 31.2

平成29年度　41号坂ノ東地区防災工事 岐阜県 加茂郡白川町坂ノ東地内

462 3599
国交省中部地方整備局岐阜
国道事務所

大脇建設㈱
30.11 31.3

平成29年度　41号久田見地区防災工事 岐阜県 加茂郡八百津町久田見

463 3603
岐阜県恵那農林事務所 ㈱加地工務店

30.11 31.3
恵治工第3016号　公共予防治山事業栩杭地区工事 岐阜県 恵那市笠置町毛呂窪栩杭地内

464 3608
岐阜県下呂市 ㈲マゼック

30.12 31.1
林工第8号　林道椹谷線改良工事 岐阜県 下呂市小坂町落合

465 3609
岐阜県岐阜土木事務所 篠田㈱

30.12 31.2
維持工事第43-A116-B1-ｈ号　公共防災・安全交付金（災
害防除）上白金真砂線国補正落石対策工事

岐阜県 岐阜市水風呂地内

466 3612
岐阜県関市 ㈱サカエ

31.1 31.2
土木第37号栄町排水路改修工事 岐阜県 関市栄町
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1
1051 静岡県下田市 丸三工業㈱ 9.09 10.03 田牛第一トンネル改良工事 静岡県 下田市田牛

2
1320 静岡県下田土木事務所 尾中建設㈱ 11.04 第10－11419－01号国道136号（県単）災害防除工事 静岡県 賀茂郡松崎町岩地

3
1418 静岡県下田農林事務所 恵比寿建設 11.10 県単独治山事業 静岡県 賀茂郡南伊豆町上賀茂

4
1463 静岡県下田土木事務所 河津建設㈱ 12.01 13.03 平成10年度136号災害防除工事 静岡県 賀茂郡松崎町江奈

5
1617 静岡県下田農林事務所 ㈱チキリ 12.12 13.01 治山（地域防災）身代畠工事 静岡県 賀茂郡松崎町小杉原

6
1639 静岡県下田土木事務所 ㈱アイビック 13.02 13.03 県単災害防除工事 静岡県 賀茂郡松崎町雲見

7
1652 静岡県下田土木事務所 ㈱アイビック 13.04 県単災害防除工事 静岡県 賀茂郡松崎町道部

8
1673 静岡県下田土木事務所 尾中建設 13.04 平成12年度(県単）災害防除工事 静岡県 賀茂郡松崎町

9
1757 静岡県下田土木事務所 王子緑化 13.11 13.12 （主）伊東西伊豆線緊急地方道災害防除工事1工区 静岡県 賀茂郡西伊豆町大沢里

10
1789 静岡県西部農林事務所 須山建設㈱ 14.01 14.02 湖北地区9工事 静岡県 引佐郡細江町小野

11
2102 静岡県下田土木事務所 ㈱アイビック 16.03 16.03 国道135号改良工事 静岡県 東伊豆郡

12
2239 静岡県天竜土木事務所 大和工業㈱ 17.05 17.05 平成16年度（国）152号県単災害防除工事(岩接着工） 静岡県 磐田郡佐久間町湯之沢地内

13
2266 静岡県北遠農林事務所 ライト工業㈱ 17.07 17.12 平成17年度治山（予防）塩沢工事 静岡県 浜松市水窪町奥領家地内

14
2304 静岡県加茂農林事務所 ㈱アイビック 17.11 17.12 伊豆下加茂法面 静岡県 南伊豆郡下加茂

15
2317 静岡県焼津市 第二建設㈱ 18.01 18.02 平成17年度　小浜地区治山工事 静岡県 焼津市小浜地内

16
2398 静岡県浜松土木事務所 吉川建設㈱ 18.09 18.12 平成18年度　治山（予防）塩沢工事 静岡県 浜松市水窪町

17
2427 静岡県天竜土木事務所 大石建設㈱ 18.11 19.02

平成18年度（一）大輪天竜線道路災害防除工事18年災査
定第0029号

静岡県 浜松市佐久間町上平山地内

18
2428 静岡県天竜土木事務所 大石建設㈱ 18.11 19.02

平成18年度（第18-11202-01号）（一）大輪天竜線道路県
単災害防除工事

静岡県 浜松市佐久間町上平山地内

19
2453 静岡県函南町 三浦重機建設㈱ 19.02 19.03 平成18年度函南運動公園整備事業流末水路整備工事 静岡県 田方郡函南町平井地内

20
2481 浜松市天竜土木整備事務所 水本建設(有) 19.06 19.08

平成19年度　市単独事業（－）大輪天竜線　災害防除工
事

静岡県
浜松市天竜区佐久間町上平山地
内
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21
2546 静岡県西部農林事務所 ㈱アイビック 19.11 20.05 平成19年度　治山（予防）塩沢　工事 静岡県 浜松市天竜区水窪町奥領家地内

22
2556 浜松市天竜土木整備事務所 龍川建設㈱ 20.01 20.03

平成19年度　19年災害査定第5号（国）152号（船明）道路
災害復旧　工事

静岡県 静岡県　浜松市　天竜区　　　船明

23
2640 静岡県東部農林事務所 中林建設㈱ 20.11 21.03 平成20年度治山（奥地保安林）金野工事 静岡県 三島市中山新田地内

24
2835 静岡県伊豆市 梅原土建工業㈱ 22.09 23.03 平成２２年度　観光施設整備事業　萬城の滝整備　工事 静岡県 伊豆市地蔵堂

25
2839 静岡県河津町役場 東海建設㈱ 22.10 22.12 平成22年度　町道荻ノ入1号線道路改良工事 静岡県 賀茂郡河津町梨本地内

26
2848 静岡県下田土木事務所 (有)国本組 22.10 23.03

平成22年度（国）１３６号緊急生活支援道路事業工事（斜
面対策工）

静岡県 賀茂郡西伊豆町仁科地内

27
3029

中日本ハイウェイ・メンテナン
ス東名㈱

㈱アキヤマ 24.9 24.12
東名高速道路他  浜松管内維持修繕業務 (落石防止
工ー１）

静岡県 浜松市北区引佐町

28
3072

中日本ハイウェイ・メンテナン
ス東名㈱

㈱アキヤマ 25.1 25.3
東名高速道路他  浜松管内維持修繕業務 (落石防止
工ー３）

静岡県 掛川市西郷地内

29
3163 静岡県加茂農林事務所 長田建設工業㈱ 25.12 26.3 平成２５年度治山（予防）九条工事に伴う、岩接着工 静岡県 下田市九条地内

30
3168 静岡県中遠農林事務所 大沼建設㈱ 26.1 26.6 平成25年度治山（予防）庵山工事　岩接着工1式 静岡県 周智郡森町森地内

31
3169 静岡県静岡土木事務所 ㈱宇佐美組 26.1 26.3 平成25年度東町県単急傾斜地崩壊対策工事 静岡県 静岡市

32
3219

国交省中部地方整備局沼津
河川国道事務所

土屋建設㈱ 26.6 27.3 平成26年度　狩野川放水路トンネル補修工事 静岡県 沼津市口野地内

33
3228

静岡県浜松市天竜土木事務
所

龍川建設㈱ 26.7 26.12
平成25年度防災・安全交付金（災害防除）事業（国）152号
道路防災工事（釜沢No.2)

静岡県 浜松市天竜区龍山町瀬尻地内

34
3289 静岡県函南町町長 (有)順建設 27.5 27.5 汚水3067枝線その2工事 静岡県 田方郡函南町柏谷地内（950-7）

35
3339 静岡県下田土木事務所 河津建設㈱ 27.10 28.2

平成27年度（国）136号防災・安全交付金（国道橋梁補修）
工事（黒浜桟道橋伸縮装置補修工）

静岡県 賀茂郡西伊豆町

36
3342

浜松市役所土木部 天竜土木
整備事務所

㈱神谷土木 27.10 27.10
平成27年度市単独過疎対策道路整備事業（市）龍山西川
落合線道路防災工事

静岡県 浜松市天竜区龍山町大嶺地内

37
3424 静岡県熱海土木事務所 ㈱日吉建設 28.9 29.1

平成28年度八幡野向町急傾斜地崩壊対策（一般一その
他）　【防災・安全交付金】工事

静岡県 伊東市八幡野町

38
3428

国土交通省中部地方整備局
沼津河川国道事務所

河津建設㈱ 28.10 28.10 平成27年度　河津下田道路　Bランプ橋下部工事 静岡県 賀茂郡河津町梨本小鍋地区

39
3433 静岡県熱海土木事務所 ㈱日吉建設 28.10 29.3

平成28年度（国）135号安心緊急道路対策事業（災害防
除）工事

静岡県 伊東市八幡野町

40
3437 静岡県富士宮市 ㈱成和建設 28.11 29.3 平成28年度　人穴富士講遺跡史跡整備　工事 静岡県 富士宮市　人穴　地内



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績（静岡）
2019年5月まで 45件

No 実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

41
3450 静岡県富士宮市 ㈱成和建設 29.1 29.3 平成28年度　白糸の滝左岸階段下り口斜面工事 静岡県 富士宮市　上井出　地内

42
3453 静岡県富士宮市 ㈱大栄建設 29.2 29.3 平成28年度　人穴富士講遺跡史跡整備　工事その2 静岡県 富士宮市　人穴　地内

43
3498 静岡県下田土木事務所 森田土木㈱ 29.10 29.10

平成29年度[第29-D5110-01号](国)135号「安全・快適の
道」緊急対策H(交通安全)工事（落石対策工）（11-01）

静岡県 伊東市

44
3520 静岡県下田土木事務所 西伊豆貨物自動車㈱ 30.2 30.2

（主）下田松崎線「安全・快適の道」緊急対策H（災害防除）
工事（法面工）（11-01）

静岡県 賀茂郡松崎町

45 3614
静岡県熱海土木事務所 ㈱伊豆急ハウジング

31.1 31.3

平成30年度八幡野向町急傾斜地崩壊対策(一般一その
他【防災・安全交付金】工事（法面工）

静岡県 伊東市八幡野



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績（愛知）
2019年5月まで　36件

No 実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

1 245 中部電力株式会社 中電工事㈱ 60.12 61.05 幡豆(変)治山崩落対策 愛知県 幡豆郡幡豆変電所

2 561 愛知県岡崎土木事務所 大伸建設㈱ 3.12 愛知こどもの国入道岩落石防止工事 愛知県 幡豆郡幡豆町東幡豆

3 1100 愛知県豊田土木事務所 ㈱安藤組 9.12 道路橋梁維持管理事業道路災害防止工事 愛知県 北設楽郡稲武町大野瀬

4 1105 愛知県豊田土木事務所 開発工事㈱ 10.01 道路災害防止工事３号工 愛知県 北設楽郡稲武町大野瀬

5 1147 愛知県豊田市 ㈲西川工務店 10.03 10.08 豊南地区その２道路修繕工事 愛知県 豊田市水源町

6 1841 愛知県尾張事務所 ㈱飛鳥 14.06 15.01 平成14年度国有林野内補助治山事業第1号工事 愛知県 瀬戸市鹿乗

7 2114 愛知県尾張建設事務所 みらい建設工業㈱ 16.02 16.07 道路災害防除（臨交）（その２）工事 愛知県 瀬戸市定光寺

8 2193 愛知県尾張建設事務所 みらい建設工業㈱ 16.11 17.03 災害防除工事（臨交）道路災害防除　合併工事 愛知県 瀬戸市定光寺

9 2210
国土交通省名古屋国道事務
所

昭和土木㈱ 17.01 17.02 平成１６年度１５３号　豊田出張所管内防災工事 愛知県 東加茂郡稻武町地内

10 2347 国交省名古屋国道事務所 昭和土木㈱ 17.06 18.02 平成16年度153号豊田出張所管内防災工事 愛知県 北設楽郡稲武町大野瀬地先

11 2371 国交省名古屋国道事務所 昭和土木㈱ 18.06 19.03 平成17度153号豊田地区防災工事 愛知県 豊田市大野瀬町地内

12 2446
愛知県新城設楽農林水産事
務所

東愛テック㈱ 19.02 19.03 小規模治山事業第36号工事 愛知県 新城市門谷鳳来寺地内

13 2521
中部森林管理局　愛知森林管
理事務所

㈱安藤組 19.10 20.03 本城山（崩れ谷）復旧治山工事 愛知県 豊田市本城山国有林

14 2576 愛知県豊田加茂建設事務所 豊緑化技研㈱ 19.12 20.05 道路災害防止工事 愛知県 豊田市北篠平町地内

15 2806 愛知県豊田加茂建設事務所 ㈱安藤組 22.07 22.09
一般国道257号　視距改良工事（交付金）の内岩塊固定
工・岩接着工事

愛知県 豊田市稲武町地内

16 2809
愛知県新城設楽農林水産事
務所

東京戸張㈱ 22.07 23.02 水源地域整備事業第3-2号 愛知県 北設楽郡設楽町峯他地内

17 2861
愛知県新城設楽農林水産事
務所

東京戸張㈱ 22.11 23.03 復旧治山事業第12号 愛知県
北設楽郡東栄町大字奈根字中在
家地内

18 2867 愛知県豊田市 スロープガード㈱ 23.01 23.02 香嵐渓園地落石対策工事 愛知県 豊田市足助町

19 2894
愛知県新城設楽農林水産事
務所

東京戸張㈱ 23.02 23.10 水源地域整備事業第3-6号工事 愛知県 北設楽郡設楽町田峯他地内

20 2961 愛知県豊田市 スロープガード㈱ 23.12 24.03 王滝湖散策道落石防止工事 愛知県 豊田市豊松町地内

21 2968 愛知県豊田市 ㈱小松 24.01 24.03 香嵐渓園地落石対策工事 愛知県 豊田市足助町

22 3023
愛知県西三河農林水産事務
所

東京戸張㈱ 24.9 24.12 予防治山事業第4号工事 愛知県 岡崎市桜形町中嶋地内

23 3068 愛知県豊田市 ㈱小松 25.1 25.3 香嵐渓園地落石対策工事 愛知県 豊田市足助町

24 3160 愛知県豊田加茂農林事務所 豊緑化技研㈱ 25.12 26.3 道路災害防止工事 愛知県 豊田市上中町

25 3201 愛知県新城設楽農林事務所 寺部安全施設㈱ 26.4 26.9 国庫債務負担行為　復旧治山事業第5号工事 愛知県 新城市四谷字弓立他　地内



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績（愛知）
2019年5月まで　36件

No 実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

26 3254 愛知県尾張農林水産事務所 東京戸張㈱ 26.10 27.1 予防治山事業第1号工事 愛知県 瀬戸市岩屋町

27 3319 愛知県豊田市 羽布建設㈱ 27.8 27.11 北ノ平線林道改良工事 愛知県 豊田市阿蔵町

28 3321 愛知県豊田市 豊緑化技研㈱ 27.8 28.2 市道川原川見ほか道路防災対策工事 愛知県 豊田市川見町ほか

29 3368 愛知県豊田市 羽布建設㈱ 28.1 28.3
平成27年度小水力発電施設整備事業羽布ダム地区その
4工事

愛知県 豊田市羽布町

30 3387 愛知県新城設楽農林事務所 東京戸張㈱ 28.4 28.7 道路災害防除工事（防災・安全） 愛知県 新城市井代地内

31 3411 愛知県豊田市 馬瀬建設㈱ 28.8 28.9 北ノ平線林道改良工事 愛知県 豊田市阿蔵町

32
3542

愛知県新城設楽建設事務所 東京戸張㈱
30.5 30.10

道路改築工事（D17）（2号工） 愛知県 北設楽郡設楽町東納庫地内

33
3578

愛知県豊田市 羽布建設㈱
30.8 30.10

北ノ平林道改良工事 愛知県 豊田市阿蔵町地内

34
3584

愛知県農林水産部　豊田可茂
農林水産事務所

豊緑化技研㈱
30.9 31.2

3-880緊急小規模治山対策事業第5号工事 愛知県 豊田市野林町西ノ洞

35
3596

愛知県可茂農林事務所 丸ス産業㈱
30.11 31.1

可治工第3003号　公共緊急予防治山事業炭竃工事 愛知県 加茂郡白川町水戸野字炭竃地内

36
3613

愛知県豊田市 豊緑化技研㈱
31.1 31.3

市道小原簗平榑俣線ほか道路防災対策事業工事 愛知県 豊田市日面町ほか地内大平町



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績（三重）
2019年5月まで　33件

No 実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

1
1113 三重県上野土木事務所 ㈱水谷工務店 10.01 10.07

主要地方道名張曽爾線（道維）緊急地方道路整備（災害
防除）工事

三重県 名張市中知山

2
1115 三重県熊野土木事務所 ㈱ウシロ商会 10.02 10.07

主要地方道御浜北山線県単災害防除施設（札立トンネ
ル）工事

三重県 南牟婁郡御浜町神木

3
1118 水資源開発公団

佐藤工業・日本国土開
発JV

10.02 10.03 比奈知ダム上流右岸岩接着工事 三重県 名張市上比名知

4 1275 建設省紀勢国道工事事務所 青木産業㈱ 11.01 11.05 平成10年度42号大宮地区法面防災工事 三重県 度会郡大宮町阿曽

5 1315 三重県紀北県民局建設部 大徳建設 11.04 11.05 県単災害防除施設工事 三重県 北牟婁郡海山町引本浦

6 1351 三重県北勢県民局生活環境 国土防災技術㈱ 11.06 11.08 平成10年度予防治山（一般）第１－２号 三重県 三重郡菰野町菰野字湯ノ山

7 1378 三重県松阪地方県民局建設 ㈱西組 11.08 12.03 第３－分１号国補災害防除施設工事 三重県 多気郡宮村滝谷

8 1491 三重県紀南県民局 ㈱平成建設 12.03 予防治山事業第16号 三重県 熊野市井戸町伊豆明神

9 1594 三重県北勢県民局生活環境 国土防災技術㈱ 12.11 13.01 平成12年度予防治山事業（一般）第１号 三重県 三重郡菰野町菰野字湯ノ山

10 1595 三重県紀勢県民局 ㈲井上建設 12.11 13.03 地防6080分３号地域防災対策総合治山 三重県 北牟婁郡海山町引本浦

11 1611 建設省北勢国道工事事務所 ㈱セルフ舎建設 12.12 13.01 平成11年度42号南浦地区防災 三重県 尾鷲市南浦

12 1663
国土交通省紀勢国道工事事
務所

㈱塩谷組 13.01 13.11 平成12年度海山地区法面防災 三重県 北牟婁郡海山町相賀

13 1738
国土交通省紀勢国道工事事
務所

㈱岡本組 13.10 14.03 平成13年度42号尾鷲法面防災工事 三重県 尾鷲市矢ノ川

14
1822 三重県紀北県民局 ㈱塩谷組 14.03 15.01

平成13年度水総第6090－分１5号水源森林総合整備第3
－2号

三重県 北牟婁郡海山町便ノ山中津

15 1945 三重県 ユーテック㈱ 15.02 矢渕地区県単急傾斜地災害防除対策工事 三重県 南牟婁郡鵜殿村矢渕

16 2014
三重県北勢県民局四日市建
設部

東亜グラウト工業㈱ 15.08 16.03
平成15年度〔道維〕緊道災防　平成1-11分1号　緊急地方
道路整備（災害防除）

三重県 三重郡菰野町菰野湯の山地内

17
2056

三重県紀北県民局建設部整
備①グループ

㈱橋本組 15.11 16.01 一般国道311号県単道路改良(落石対策)工事 三重県 尾鷲市梶賀町R-311

18 2171 三重県北勢県民局 ㈱三和工務店 16.10 17.03 第１０２０-分１号予防治山事業（一般）工事 三重県 三重郡菰野町菰野湯の山地内

19 2182 三重県紀南振興局 ㈱ユウテック 16.11 16.12 道路災害復旧工事 三重県 南牟婁郡紀宝町浅里

20
2200 三重県紀北県民局建設部 ㈱橋本組 16.12 16.12

平成16年度県単道改第2-1分1号一般国道311号県単道
路改良（落石対策）工事

三重県 尾鷲市梶賀町地内

21 2240 日本道路公団
西松・三井住友・東洋共
同企業体

15.06 17.02 第二名神高速道路鈴鹿トンネル上り線（その２）工事 三重県
亀山市安坂山錐ケ滝～滋賀県甲
賀郡土山町笹路地内

22
2244 三重県紀北県民局 ㈱橋本組 17.02 17.11

平成16年度沿岸第6330-分2号　沿岸地域林地崩壊防止
等緊急対策事業第尾-2号

三重県 尾鷲市九鬼町宮谷地内

23 2475 国交省紀勢国道事務所 青葉工業㈱ 19.03 20.03 平成18年度42号荷坂地区法面防災工事 三重県 北牟婁郡紀伊長島区東長島地内



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績（三重）
2019年5月まで　33件

No 実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

24
2913 三重県伊賀建設事務所 ㈱三和工務店 23.06 23.09

平成22年度国補災防・推進第1-分0001号　主要地方道
名張曽爾線災害対策推進（落対策）工事

三重県 名張市中知地内

25
3018 三重県伊賀建設事務所 ㈱三和工務店 24.8 24.9

平成23年度国補災防・推進第1-分0002号主要地方道名
張曽爾線災害対策推進（落石対策）工事

三重県 名張市中知地内

26
3224

国交省中部地方整備局紀勢
国道事務所

ユウテック㈱ 26.7 27.1 平成25年度　42号熊野尾鷲管内防災工事 三重県
三重県北牟婁郡紀北町紀伊長島
区～南牟婁郡紀宝町成川

27
3277

国交省中部地方整備局紀勢
国道事務所

ユウテック㈱ 27.1 27.3 平成26年度　42号熊野管内法面防災工事 三重県 三重県熊野市大泊町

28
3278

国交省中部地方整備局紀勢
国道事務所

東建興業㈱ 27.2 27.3 平成26年度　42号賀田地区整備工事 三重県 三重県尾鷲市賀田町

29
3315

国交省中部地方整備局紀勢
国道事務所

濱田建設㈱ 27.7 27.11 平成26年度42号尾鷲管内法面防災工事 三重県 尾鷲市三木里町

30
3337 三重県熊野建設事務所 ㈱宇城組 27.10 27.12

平成27年度　予防治山事業（農山漁村地域整備交付金）
第7号工事（宮ノ脇ほか）

三重県 熊野市遊木町字宮ノ脇

31 3399
国交省中部地方整備局紀勢
国道事務所

ユウテック㈱
28.6 28.6

平成27年度42号熊野管内法面防災工事 三重県
熊野市飛鳥町大又～熊野市大泊
町

32 3483
国交省中部地方整備局紀勢
国道事務所

ユウテック㈱
29.7 30.3

平成28年度　42号尾鷲管内法面防災工事 三重県 尾鷲市賀田地内

33 3591
三重県松阪建設事務所 ㈱フォーレスト

30.10 31.1

平成29年度防災安全・地第17A1-20分0003号　主要地方
道松阪青山線災害防除施設工事

三重県 松阪市嬉野小原町



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績（新潟）
2019年5月まで　60件

No 実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

1
294 建設省高田工事事務所 猪又建設㈱ 61.09 61.10 勝山海岸擁壁工事 新潟県 西頸城郡青海町勝山

2
715 新潟県糸魚川土木事務所 田辺建設㈱ 6.05 6.06 地方特定道路整備(災害防除)工事 新潟県 西頸城郡青海町

3
740 新潟県糸魚川土木事務所 田辺建設㈱ 6.09 6.11 地方特定道路整備(災害防除)工事 新潟県 西頸城郡青海町

4
777 建設省新潟国道工事事務所 第二建設㈱ 7.04 7.06 (R49)谷花落石災害対策工事 新潟県 東蒲原郡三川村谷花

5
790 建設省新潟国道工事事務所 第二建設㈱ 7.07 7.12 (R49)谷花落石災害対策その2工事 新潟県 東蒲原郡三川村谷花

6
901 建設省長岡国道工事事務所 小柳建設㈱ 8.10 8.11 289号線工事用道路その17 新潟県 南蒲原郡下田村塩野渕

7
911 新潟県相川土木事務所 ㈱シビル 8.11 （主）佐渡一周線県単道路改修(道路) 新潟県 佐渡郡小木町沢崎

8
915 新潟県小木町 ㈱シビル 8.11 小木半島巡環線トンネル坑口落石防止岩接着 新潟県 佐渡郡小木町沢崎

9
923 新潟県村上土木事務所 第二建設㈱ 8.12 9.03 日345号一般国道改築（岩接集落石予防工）工事 新潟県 岩船郡山北町鵜泊

10
967 新潟県村上土木事務所 第二建設㈱ 9.03 9.09 日345号一般国道改築（国債）（岩接着落石予防工）工事 新潟県 岩船郡山北町鵜泊

11
973 建設省新潟国道工事事務所 ㈱小林組 9.04 9.10 谷花防災その８工事 新潟県 東蒲原郡津川町

12
981 建設省新潟国道工事事務所 丸運建設㈱ 9.05 9.09 本尊岩トンネル補強外１件工事 新潟県 東蒲原郡津川町

13
1004 建設省長岡国道工事事務所 ㈱文明屋 9.07 国道17号線八木沢トンネル落石防止工事 新潟県 南魚沼郡湯沢町

14
1154 建設省長岡国道工事事務所 ㈱文明屋 10.04 10.11 三俣外防災緊急工事 新潟県 南魚沼郡湯沢町三俣

15
1155 建設省長岡国道工事事務所 ㈱森下組 10.04 10.11 三俣防災緊急工事 新潟県 南魚沼郡湯沢町三俣

16
1167 建設省新潟国道工事事務所 ㈱小林組 10.03 10.11 本尊岩防災工事 新潟県 東蒲原郡三川村谷花

17
1214 建設省新潟国道工事事務所 ㈱渡辺組 10.09 11.03 関川緊急防災工事 新潟県 岩船郡関川村片貝地先

18
1215 新潟県巻土木事務所 ㈱シビル 10.09 10.12 日402号県単弥彦山七浦道路維持管理工事 新潟県 西蒲原郡岩室村間瀬

19
1242 建設省新潟国道工事事務所 ㈱加藤組 10.11 11.03 山北防災その１工事 新潟県 岩船郡山北町中浜地先

20
1333 建設省長岡国道工事事務所 ㈱文明屋 11.03 11.11 三俣防災その１工事 新潟県 南魚沼郡湯沢町三俣

21
1340 新潟県村上土木事務所 ㈱シビル 11.05 11.06 日345号一般国道改築道路改良工事 新潟県 岩船郡山北町鵜泊



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績（新潟）
2019年5月まで　60件

No 実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

22
1387 建設省新潟国道工事事務所 東亜道路工事㈱ 11.09 11.11 新発田管内維持工事（岩接着工） 新潟県 岩船郡関川村大内渕

23
1417 新潟県新津市 ㈱小川組 11.10 12.03 白玉の滝歩道落石防止工事 新潟県 新津市金津

24
1674

国土交通省新潟国道工事事
務所

丸運建設㈱ 13.05 13.08 水原管内維持工事（落石対策工・谷花） 新潟県 東蒲原郡三川村谷花

25
1868 新潟県佐渡地域振興局 ㈱堂谷組 14.09 15.03 平成14年度離島予防治山工事 新潟県 両津市北鵜島地内

26
1897 国土交通省長岡国道事務所 ㈱文明屋 14.10 14.11 三国外防災工事 新潟県 南魚沼郡湯沢町大字三国地内

27
2038 国土交通省長岡国道事務所 ㈱文明屋 15.10 15.12 平成15年度湯沢管内維持工事 新潟県 南魚沼郡湯沢町元橋

28
2112 新潟県小出地域振興局 ㈱興和 16.04 16.06 平成16年度国252号県単道路防災工事 新潟県 北魚沼郡入広瀬村大字七曲地内

29
2162 新潟県新潟林業事務所 グリーン産業㈱ 16.10 16.12 平成１６年度復第５－１号　復旧治山工事 新潟県 北蒲原郡黒川村赤谷（胎内観音）

30
2177 新潟県上越地域振興局 第二建設㈱ 16.11 16.11

道維管　第1501-00-14-00号(主）妙高高原公園線県単道
路維持管理工事

新潟県 中頸城郡妙高村関山地内

31
2228 新潟県佐渡地域振興局 中部川崎㈱ 17.03 17.03

平成１６年度離県災防第３－２号　・白雲台乙和池相川線
(県道防災）

新潟県 佐渡市下相川地内（佐渡金山）

32
2236 新潟県佐渡地域振興局 ㈱興和 17.04 17.05 平成１６年度離島予防治山工事 新潟県 佐渡市北鵜島地内

33
2238 新潟県新潟林業事務所 グリーン産業㈱ 17.04 17.06 平成１６年度復第２３号　復旧治山工事 新潟県 北蒲原郡黒川村赤谷（胎内観音）

34
2295 新潟県上越地域振興局 第二建設㈱ 17.10 17.11

道維管　第1501-00-27-00号　(主)妙高高原公園線県単
道路維持管理工事

新潟県 妙高市大字関山

35
2298 国交省長岡国道事務所 ㈱文明屋 17.10 17.12 湯沢管内維持工事八木沢工区岩接着工 新潟県

南魚沼郡湯沢町大字三俣字八木
沢地先

36
2318 新潟県柏崎市役所 グリーン産業㈱ 18.01 18.03 小規模急傾斜地崩壊防止（笠島地区）工事 新潟県 柏崎市笠島

37
2319 新潟県糸魚川市役所 グリーン産業㈱ 18.01 18.03 市道能生中央線道路改良工事 新潟県 糸魚川市能生

38
2477

国交省北陸地方整備局長岡
国道事務所

㈱文明屋 19.04 19.08 湯沢管内防災工事 新潟県 湯沢町三俣・八木沢

39
2490 新潟県佐渡地域振興局 東興建設㈱ 19.08 19.11

平成１８年度　佐渡一周線　離島地域関連（県道防災）工
事

新潟県 佐渡市北鵜島

40
2514 新潟県村上地域振興局 グリーン産業㈱ 19.10 19.11 予第１号　予防治山工事 新潟県 岩船郡山北町大字勝木

41
2536 新潟県村上地域振興局 グリーン産業㈱ 19.11 19.12

一般県道　山熊田府屋（停）線　県単道路維持管理（落石
防止対策）工事

新潟県 岩船郡山北町大字塔下

42
2627

国交省北陸地整高田河川国
道事務所

伊藤・高村建設ＪＶ 20.10 20.11 子不知地区法面防災工事 新潟県 糸魚川市青海歌地先



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績（新潟）
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No 実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

43
2639 新潟県佐渡地域振興局 ㈱興和 20.11 21.02

離県災防 001-02-00-01号　主要地方道佐渡一周線離島
地域連携（県道災防）工事

新潟県 佐渡市大字北鵜島地内

44
2799 新潟市西部地域土木事務所 小柳建設㈱ 22.06 22.06 西土第149号　一般国道402号　法面対策その２工事 新潟県 新潟市西蒲区間瀬地内

45
2920

新潟県上越地域振興局地域
整備部

日特建設㈱ 23.07 23.12
平成22年度　緊地災防　第2109-00-00-00号　（主）妙高
高原公園線　社会資本整備交付金（災害防除）落石対策
工事

新潟県 妙高市　関山　地内

46
2991 新潟県湯沢町 ㈱森下組 24.4 24.4 湯沢町町道落石対策工事（維持工事） 新潟県 南魚沼郡湯沢町三俣地内

47
3007 新潟県上越振興局 ㈱興和 24.6 24.11

戦災防第212-00-00-03号　主妙高高原公園線地域自主
戦略（災防）落石対策工事

新潟県 妙高市大字関山地内

48
3109

国交省北陸地方整備局湯沢
砂防事務所

伊米ヶ崎建設㈱ 25.6 25.10 高石上流第２号砂防堰堤工事 新潟県 南魚沼市荒山地先

49
3116

国交省北陸地方整備局高田
河川国道事務所

㈱笠原建設 25.7 25.8 国道8号（糸魚川地区）維持工事 新潟県 糸魚川市外波

50
3122 新潟県上越地域振興局 ㈱興和 25.8 25.12

防交災防15－20－00－00号　H25 主要地方道　妙高高
原公園線　防災安全（災防）落石対策工事

新潟県 妙高市大字関山　地内

51 3401
新潟県上越地域振興局地域
整備部

㈱興和
28.6 28.11

防交災公第1501-20-01-01号　平成27年度防災安全（公
共災防）岩盤接着工事

新潟県 妙高市

52 3406
新潟県糸魚川地域振興局 ㈱興和

28.7 28.9
単災緊地第1601-00-00-01号 落石対策工事 新潟県 糸魚川市

53 3432
新潟県糸魚川地域振興局 ㈱興和

28.10 29.2
防交災防　第1601-10-1号　（-）148号防災安全（災防）法
面対策　工事

新潟県 糸魚川市大字山之防

54 3481
新潟県上越地域振興局 ㈱ダイチ 29.6 29.8

主要地方道妙高高原公園線防災安全（公共防災）　岩盤
接着工事

新潟県 新潟県妙高市

55 3489
新潟県上越地域振興局 ㈱興和 29.8 29.11

（主）妙高高原公園線防災安全（公共災防）
岩盤接着工事

新潟県 新潟県妙高市

56 3527
新潟県佐渡地域振興局 中部川崎㈱ 30.3 30.5

道維管　第1701-00-30-00号（主）佐渡一周線　落石対策
工事

新潟県 新潟県佐渡市

57 3535
新潟県糸魚川地域振興局 ㈱笠原建設

30.4 30.6
緊予第４号　緊急予防治山工事 新潟県 糸魚川市

58 3537
新潟県佐渡地域振興局 ㈱興和

30.4 30.7
平成29年離復第1-1号　離島復旧治山工事 新潟県 佐渡市

59 3548
新潟県上越地域振興局 ㈱興和

30.5 30.11

補防災公第1501-20-00-00　主要地方道妙高高原公園
線防災安全（公共災防・補正）岩盤接着工事

新潟県 妙高市

60 3622
新潟県糸魚川地域振興局 ㈱笠原建設

31.3 31.4
緊予第４号　緊急予防治山工事 新潟県 糸魚川市能生小泊地内



佐渡市下相川地内

新　潟　県　施　工　実　績
発 注 者 ： 佐渡地域振興局地域整備部
施 工 年 度 ： 平成29年度
施 工 場 所 ：
工 事 名 ： 平成29年離復第1-1号　離島復旧治山工事
施 工 実 績 表 No. ： 3537

施工後 施工後

写真貼り付け 写真貼り付け



新　潟　県　施　工　実　績
発 注 者 ： 新潟県糸魚川地域振興局
施 工 年 度 ： 平成30年度
施 工 場 所 ： 糸魚川市能生小泊地内
工 事 名 ： 緊予第４号　緊急予防治山工事
施 工 実 績 表 No. ： 3622

施工前 施工後

写真貼り付け 写真貼り付け



新　潟　県　施　工　実　績
発 注 者 ： 上越地域振興局地域整備部
施 工 年 度 ： 平成30年度
施 工 場 所 ： 妙高市関山地内
工 事 名 ： 補防災公第1501-20-00-00主要地方道妙高高原公園線防災安全（公共災防・補正）岩
施 工 実 績 表 No. ： 3548

施工前 施工後

写真貼り付け 写真貼り付け



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績（富山）
2019年5月まで　61件

No 実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

1
675 富山県福野土木事務所 木村建設㈱ 5.09 5.10 一般国道156号災害防除落石予防工 富山県 東砺波郡庄川町小牧

2
810 富山県福野土木事務所 ㈱松本建設 7.10 7.12 一般国道156号災害防除ロックシェッド小牧2落石予防工 富山県 東砺波郡庄川町小牧

3
834 富山県遺族会 木村建設㈱ 7.12 英霊碑補修工事 富山県 東栃波郡庄川町

4
895 富山県福野土木事務所 上坂建設 8.09 8.12

主要地方道福光上平線臨時道路交付金A(災害防除)落
石予防工事

富山県 西栃波郡福光町刀利

5
903 立山黒部観光株式全社 前田建設工業㈱ 8.10 大観峰駅舎背面落石防止工事 富山県 中新川郡立山町立山

6
1030 富山県福野土木事務所 庄川興業 9.09 9.11

一般国道156号県単道路災害防除（小牧５ロックシェッド）
ロープネット工

富山県 東砺波郡庄川町小牧

7
1049 富山県道路公社 ㈱富山ボーリング 9.09 9.10

立山有料道路細谷２ロックシェッド落石対策岩接着工
（ロックボルト）

富山県 中新川郡立山町芦山弁寺

8
1052 立山黒部貫光株式会社 前田建設工業㈱ 9.09 9.10 大観峰駅舎背面落石防止工事 富山県 中新川郡立山町立山

9
1068 富山県富山土木事務所 イビデン工業㈱ 9.10 9.11 一般国道360号道路改築落石対策工事 富山県 婦負郡細入村加賀沢

10
1129 富山県立山土木事務所 ショーボンド建設㈱ 10.03 10.06 災害防除岩盤接着工工事 富山県 下新川郡上市町中村

11
1294 富山県福野土木事務所 木村建設㈱ 11.02 11.09 一般県道471号県単道路災害防除法面防護工事 富山県 東砺波郡庄川町二ツ屋

12
1321 立山開発鉄道㈱ 丸新志鷹建設㈱ 11.05 11.06 立山ケーブルカー沿線落石対策工事 富山県 中新川郡立山町千寿ケ原

13
1388 建設省立山砂防工事事務所 水口建設㈱ 11.09 12.12 工事専用軌道落石対策工事 富山県 中新川郡立山町あしくらじ

14
1506 建設省立山砂防工事事務所 水口建設産業㈱ 11.10 11.12 砂防専用軌道落石防護工事 富山県 中新川郡立山町芦峅寺

15
1527 建設省立山砂防工事事務所 水口建設産業㈱ 12.06 12.10 砂防専用軌道落石防護対策その３工事 富山県 中新川郡立山町芦峅寺

16
1529 建設省立山砂防工事事務所 新栄建設㈱ 12.06 12.09 砂防専用軌道落石防護対策（その５）工事 富山県 中新川郡立山町芦峅寺

17
1585 富山県高岡市 三光工業㈱ 12.10 13.03 雨晴海岸女岩景観保全工事 富山県 高岡市雨晴東部

18
1599 富山県高岡市 ㈱飯山造園 12.11 高岡古城公園朝陽橋補修工事 富山県 高岡市古城

19
1716

国土交通省立山砂防工事事
務所

新栄建設㈱ 13.09 13.10 砂防専用軌道落石防護対策 富山県 中新川郡立山町芦峅寺

20
1802 富山県高岡市 ㈱万葉園 14.03 ＤＫﾎﾞﾝﾄﾞ岩接着工(石垣補修）工事 富山県 高岡市古城公園

21
1847 富山県富山土木事務所 ㈱柳瀬工業 14.07 14.08 一般県道東猪谷富山線県単独災害防除工事 富山県 大沢野伏木
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22
1862

国土交通省立山砂防工事事
務所

水口建設産業㈱ 14.08 14.10 砂防専用軌道落石対策（その２）工事 富山県 中新川郡立山町芦峅寺地内

23
1869 関西電力㈱ 前田建設工業㈱ 14.10 15.03 黒部専用鉄道下部No.30T出口部法面落石源対策工事 富山県 下新川郡宇奈月町猫又～鐘釣間

24
1960 関西電力㈱ 前田建設工業㈱ 15.04

黒部専用鉄道下部No.30T出口部法面落石源対策工事
(二次）

富山県
下新川郡宇奈月町黒部奥山鐘釣
間

25
1967 関西電力㈱ 大高建設㈱ 14.09 14.11 黒部専用鉄道下部No.30T出口上部法面落石源対策工事 富山県 下新川郡宇奈月町鐘釣

26
1969 富山県富山土木センター 宮口建設㈱ 14.10 15.10

一般県道東猪谷富山線地方特定道路災害防除落石防護
工

富山県 大沢野町薄皮地内

27
1986 関西電力㈱ 大高建設㈱ 15.05 15.06 黒部専用鉄道下部No.30T法面落石源対策工事(二次） 富山県 下新川郡宇奈月町鐘釣

28
2008 富山県魚津農地林務事務所 大高建設㈱ 15.08 15.10 自然公園等整備欅平園地整備工事 富山県 下新川郡宇奈月町欅平

29
2017 国土交通省立山砂防事務所 ㈱干場建設 15.09 15.10 砂防専用軌道落石対策その２工事 富山県 中新川郡立山町芦峅寺地先

30
2127

国土交通省
立山砂防事務所

㈱高田組 16.06 16.11 砂防軌道落石対策（その２）工事 富山県 中新川郡立山町芦峅寺地先

31
2242 富山県魚津農地林務事務所 大高建設㈱ 16.10 17.10 自然公園等整備欅平園地整備工事 富山県

黒部市宇奈月町黒部奥山国有林
欅平地内

32
2255 富山県高岡市 第二建設㈱ 17.07 17.07 義経岩　岩亀裂部　落石防止岩接着工 富山県 高岡市太田地内　雨晴海岸

33
2261 富山県魚津農地林務事務所 大高建設㈱ 17.07 17.11 自然公園等整備「欅平」園地整備工事 富山県

黒部市宇奈月町黒部奥山国有林
欅平地内

34
2365 富山県魚津農林事務所 大高建設㈱ 18.05 18.11 県単独　自然公園等整備欅平園地改修工事 富山県 黒部市宇奈月町欅平地内

35
2367 富山県黒部市建設課 大高建設㈱ 18.06 18.07 平成18年度　大原台災害防除工事 富山県 黒部市宇奈月町宇奈月温泉地内

36
2368 富山県黒部市建設課 大高建設㈱ 18.06 18.08 平成18年度　下立1号災害防除工事 富山県 黒部市宇奈月町下立地内

37
2386 国交省黒部河川事務所 大高建設㈱ 18.08 18.10 祖母谷資材運搬道路補修工事 富山県

黒部市宇奈月町黒部奥山国有林
祖母谷

38
2418 富山県黒部市 大高建設㈱ 18.11 18.11 鐘釣岩風呂岩接着工事 富山県

黒部市宇奈月町黒部奥山国有林
鐘釣

39
2509

国土交通省　北陸地方整備局
富山河川国道事務所

神下組・北陸ハイウェイ
建設JV

19.09 20.06 小牧防災　工事 富山県 砺波市　庄川町　小牧

40
2510 関西電力（株） 大高建設㈱ 19.10 19.11 黒部専用鉄道下部№30T出口上部法面落石対策工事 富山県 黒部市大字黒部奥山

41
2511 富山県魚津農地林務事務所 大高建設㈱ 19.10 19.11 県単独自然公園等整備　欅平・鐘釣園地改修工事 富山県 黒部市宇奈月町欅平地内

42
2572 関西電力㈱ 大高建設㈱ 19.06 20.09 黒部第三発電所　ダム管理上部岩塊対策工事 富山県 黒部市
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43
2591 富山県伏木港事務所 早木工業㈱ 20.06 20.07 伏木富山港海岸（雨晴地区）侵食対策義経岩保全　工事 富山県 高岡市太田雨晴

44
2594

国交省北陸地方整備局立山
砂防事務所

木村建設㈱ 20.06 20.08 砂防軌道落石対策　（津之浦工区外１件）工事 富山県 立山市

45
2614

国交省北陸地方整備局立山
砂防事務所

ダイチ㈱ 20.09 20.10 砂防軌道落石対策（千寿ヶ原工区外1件）工事 富山県 中新川郡立山町

46
2638

国交省北陸地方整備局富山
河川国道事務所

笹嶋工業㈱ 20.11 21.01 小牧防災その２　工事 富山県 砺波市庄川町小牧

47
2721 富山県新川農林振興センター 大高建設㈱ 21.08 21.09 平成２１年度県単自然公園整備「欅平」歩道修繕工事 富山県 黒部市　宇奈月町

48
2772 関西電力株式会社 大高建設㈱ 21.12 22.12 黒部川第4発電所　人見合宿山側法面落石防護工事 富山県 黒部市宇奈月町

49
2915

富山県農林水産部富山農林
振興センター

丸新志鷹建設㈱ 23.06 23.10 平成２２年度　共生保安林整備（称名）山腹　工事 富山県 中新川郡立山町芦峅寺大日地内

50
2927 富山農林振興センター 高尾建設㈱ 23.08 23.12 山のみち交付金林道有峰線第2工区（大谷）開設工事 富山県

富山県富山市有峰村川谷割　地
内

51
3014

富山県農林水産部富山農林
振興センター

丸新志鷹建設㈱ 24.8 25.7 平成24年度共生保安林整備（称名）山腹工事 富山県 中新川郡立山町芦峅寺大日地内

52
3105 富山県富山農林振興センター 丸新志鷹建設㈱ 25.6 25.11 平成24年度　共生保安林整備（称名）山腹その2工事 富山県 中新川郡立山町

53
3195

富山県　新川農林振興セン
ター

大高建設㈱ 26.3 26.11 環境省直轄　欅平園地（猿飛峡遊歩道）整備工事 富山県 黒部市　宇奈月町

54
3206

国交省　北陸地方整備局　立
山砂防事務所

大高建設㈱ 26.5 26.12 平成26年度　鬼ヶ城他斜面対策工事 富山県 中新川郡　立山町　芦峅寺

55
3227 富山県富山農林振興センター 丸新志鷹建設㈱ 26.7 26.10 平成26年度　共生保安林整備（称名）山腹工事 富山県 中新川郡立山町

56
3308 富山県新川農林振興センター 大高建設㈱ 27.5 27.9 環境省直轄　欅平園地（猿飛遊歩道）整備工事 富山県 黒部市宇奈月町

57
3351 関西電力㈱ 大高建設㈱ 27.11 27.12 黒部川第三発電所　ダム管理所上部法面点検補修工事 富山県 黒部市宇奈月町黒部

58 3413
関西電力㈱ 大高建設㈱

28.8 28.12
黒部川第三発電所　ダム管理所上部法面他修繕工事 富山県

黒部市宇奈月町黒部奥山国有林
内

59 3427
国土交通省　北陸地方整備局
黒部河川国道事務所

大高建設㈱
28.9 28.12

小摺戸地区及び音沢地区堤防強化他工事 富山県 黒部市宇奈月町音沢地先

60 3471

富山県　砺波農林振興セン
ター

野原工業㈱
29.5 29.5

県単独治山　大豆谷　谷止修繕工事の内　谷止工修繕工
工事

富山県 南砺市利賀村

61 3561
富山県新川農林振興センター 大高建設㈱

30.6 30.10
環境省直轄　欅平園地（猿飛峡遊歩道）整備工事 富山県

黒部市宇奈月黒部　黒部奥山　地
内
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1 283 石川県林業公社 ㈱慶伊組 61.08 61.09 白山林道整備事業 石川県 石川郡吉野谷村中宮

2 608 石川県道路公社 和興建設㈱ 4.08 4.09 白山林道交通安全緊急対策事業 石川県 石川郡吉野谷村中宮

3 643 石川県金沢土木事務所 和興建設㈱ 5.05 常盤町緑のアメニティ空間整備工事(1工区) 石川県 金沢市常盤町

4 644 石川県吉野谷村 和興建設㈱ 5.05 河川敷流末処理工事 石川県 石川郡吉野谷村字吉野

5 674 石川県鶴来土木事務所 ㈱佐藤組 5.08 5.12 一般国道360号道路災害防除工事 石川県 石川郡尾口村東荒谷

6 710 石川県鶴来土木事務所 ㈱佐藤組 6.03 6.06 一般国道360号道路災害防除工事(2工区） 石川県 石川郡尾口村東荒谷

7 804 石川県鶴来土木事務所 山崎商事㈱ 7.09 8.03 道路災害防除工事 石川県 石川郡尾口村尾添(岩間)

8 864 石川県金沢市公営企業局 和興建設㈱ 8.07 8.11 上寺津ダム法面保護第一期工事 石川県 金沢市寺津町

9
970 石川県輪島土木事務所

リターングリーン，刀祢
特別建設企業体

9.03 9.04 道路災害防除工事（八世乃洞門工区） 石川県 輪島市町野町曽々木

10
1059

石川県鶴来土木事務所白峰
出張所

㈱風組 9.10 10.09 緊急地方道路整備（災害防除Ａ）工事 石川県 石川郡白峰村白峰（大正橋）

11
1135

石川県羽咋土木事務所富来
出張所

寺井建設㈱ 10.03 10.08 緊急地方道路整備（災害防除Ａ）工事 石川県 羽咋郡富来町東小室

12
1136

石川県鶴来土木事務所白峰
出張所

㈱風組 10.03 10.09 県単道路災害防除（地方特定）工事 石川県 石川郡白峰村白峰（黒壁）

13
1139

石川県鶴来土木事務所白峰
出張所

永井建設㈱ 10.03 10.04 県単道路災害防除（地方特定）工事その２ 石川県 石川郡白峰村白峰（赤岩）

14
1296 石川県鶴来土木事務所 永井建設㈱ 11.03 11.06

平成10年度主要地方道白山公園線道路災害防除・岩接
着・ロープネット工事

石川県 石川郡白峰村白峰（三ツ谷）

15 1297 石川県鶴来土木事務所 西山産業㈱ 11.03 11.06 緊急地方道路整備工事（災害防除Ａ） 石川県 石川郡白峰村白峰（大正橋）

16 1298 石川県鶴来土木事務所 ㈱文吉組 11.03 11.06 主要地方道白山公園線道路災害防除工事 石川県 石川郡白峰村白峰（赤岩）

17 1324 石川県鶴来土木事務所 ㈱岡組 10.11 11.12 緊急地方道路整備（災害防除Ａ）工事 石川県 石川郡白峰村白峰

18 1530 石川県鶴来土木事務所 永井建設㈱ 12.06 12.08 主要地方道白山公園線道路災害防除工事 石川県 石川郡白峰村三ツ谷

19 1548 石川県鶴来土木事務所 ㈱風組 12.08 12.11 主要地方道白山公園線緊急地方道路整備工事 石川県 石川郡白峰村白峰

20 1549 石川県羽咋土木事務所 石川防災㈱ 12.08 12.09 一般国道249号線道路災害防除工事 石川県 羽咋郡富来町深谷

21
1783 石川県鶴来土木事務所 永井建設㈱ 13.06 13.10

主要地方道白山公園線緊急地方道路整備(災害防除A)
工事

石川県 石川郡白峰村三ツ谷

22 1903 石川県辰口町 緑産業㈱ 14.11 15.03 林道鍋谷和佐谷線法面保全工事 石川県 能美郡辰口町和佐谷

23 1904 石川県鶴来土木事務所 丸石建設㈱ 14.11 15.03 一般県道木滑釜清水線緊急道路災害対策工事 石川県 石川郡鳥越村下吉谷

24 1927 石川県輪島土木事務所 ㈱サンテック 14.12 15.03 主要地方道能都内浦線道路災害防除工事 石川県 鳳至郡能都町真脇

25 2006 石川県門前町 和興建設㈱ 15.08 15.09 琴ヶ浜落石防止工事 石川県 鳳至郡門前町琴ヶ浜地内

26 2113 石川県石川総合事務所 ㈱山崎組 16.05 16.05
主要地方道岩間一里野線緊急地方道路整備(災害防除
A)工事

石川県 石川郡尾口村字尾添地内

27 2121 石川県石川土木総合事務所 ㈱山崎組 16.05 16.06 主要地方道岩間‐里野線緊急地方道路(災害防除Ａ）工事 石川県 石川郡尾口村字尾添地内



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績（石川）
2019年5月まで　49件

No 実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

28 2132
石川県奥能登土木総合事務
所

五大工業㈱ 16.07 16.12 主要地方道輪島富来線緊急地方道路(災害防除）工事 石川県 輪島市別所谷町地内

29
2143

石川県南加賀土木総合事務
所

はくさん緑化工業㈱ 16.09 16.09
主要地方道 小松鳥越鶴来線災害に強い道路整備(道路
災害防除工事）

石川県 小松市丸山地内

30 2336 石川県輪島市役所 和興建設㈱ 18.03 18.03 町道猿山線落石根固工事 石川県 輪島市門前町深見地内

31 2503 石川農林総合事務所 前多産業㈱ 19.09 19.12 平成19年度特定流域総合治山事業大コロ地区山腹工事 石川県 白山市中宮地内

32
2723 石川県石川農林総合事務所 前多産業㈱ 21.08 21.11

平成２１年度　特定流域総合治山事業大コロ地区　山腹
工事

石川県 白山市中宮

33
2735

石川県奥能登土木総合事務
所珠洲土木事務所

㈱のとさく 21.09 22.03
主要地方道珠洲穴水線　地域活力基盤創造交付金(災害
防除）工事（法面工）

石川県 珠洲市宝立町柏原

34 2818 石川県石川土木総合事務所 ㈱風組 22.08 22.11 災害に強い道路整備工事（岩接着工その１） 石川県 白山市白峰（大正橋）地内

35 2819 石川県石川土木総合事務所 ㈱西山産業 22.08 22.11 災害に強い道路整備工事（岩接着工その２） 石川県 白山市白峰（大正橋）地内

36 2820 石川県石川土木総合事務所 竹腰永井建設㈱ 22.08 22.11 災害に強い道路整備工事（岩接着工その３） 石川県 白山市白峰（大正橋）地内

37
2880

石川県奥能登土木総合事務
所

㈱のとさく 23.03 23.04 一般国道２４９号　道路災害防除　工事（法面2工区） 石川県 珠洲市

38 2892 石川県奥能登土木事務所 (有)中塚組 23.01 23.05 主要地方道珠洲穴水線　道路災害防除工事（その２） 石川県
石川県　珠洲市　宝立町　柏原地
内

39 2949 石川県石川農林総合事務所 ㈱堀建設 23.10 24.07 平成23年度　予防治山事業　神社山地区　山腹工事 石川県 白山市三ツ屋野町

40
2950 石川県石川農林総合事務所 ㈱佐藤組 23.10 24.08

平成23年度　奥地保安林保全緊急対策事業赤清水地区
山腹工事

石川県 白山市女原地区

41 3042 石川県石川農林事務所 みのり建設㈱ 24.10 25.5 平成２４年度予防治山事業　吉野壁山地区山腹工事 石川県 白山市吉野

42 3130 石川県石川農林総合事務所 ㈱中田組 25.9 26.1 平成24年度予防治山事業瀬戸野地区山腹工事 石川県 白山市瀬戸

43 3232 石川県石川農林総合事務所 前多産業㈱ 26.8 26.8 平成25年度　予防治山事業　ゴンゴ地区　山腹工事 石川県 白山市瀬波

44 3243 石川県石川農林総合事務所 ㈱中田組 26.9 26.10 平成25年度　予防治山事業　瀬戸野地区　山腹工事 石川県 白山市瀬戸

45 3320 石川県石川農林総合事務所 ㈱中田組 27.8 27.12 平成27年度　予防治山事業　瀬戸野地区　山腹工事 石川県 白山市瀬戸野

46
3364

北陸農政局 手取川流域農業
水利事業所

㈱吉光組 27.12 28.1 手取川流域農業水利事業　白山発電所水路付帯工事 石川県 白山市白山町

47 3416 石川県石川農林総合事務所 ㈱中田組 28.8 28.12 平成28年度　予防治山事業　瀬戸野地区　山腹工事 石川県 白山市瀬戸野

48 3439
石川県白山市産業部農林水
産課

㈱ロードマネージメント
28.11 28.12

林道犀各線　法面修繕（その1）（その2） 石川県 白山市白山町地

49 3569
石川県県央土木総合事務所 ㈱ロードマネージメント

30.7 31.1
一般県道倉谷土清水線　道路災害防除工事
（浮石除去工その2）

石川県 金沢市　寺津町地内



石　川　県　施　工　実　績
発 注 者 ： 石川県県央土木総合事務所
施 工 年 度 ： 平成30年度
施 工 場 所 ： 金沢市　寺津町地内
工 事 名 ： 一般県道倉谷土清水線　道路災害防除工事（浮石除去工その2）
施 工 実 績 表 No. ： 3569

施工前 施工後



石　川　県　施　工　実　績
発 注 者 ： 石川県県央土木総合事務所
施 工 年 度 ： 平成30年度
施 工 場 所 ： 金沢市　寺津町地内
工 事 名 ： 一般県道倉谷土清水線　道路災害防除工事（浮石除去工その2）
施 工 実 績 表 No. ： 3569

施工前 施工後



石　川　県　施　工　実　績
発 注 者 ： 石川県県央土木総合事務所
施 工 年 度 ： 平成30年度
施 工 場 所 ： 金沢市　寺津町地内
工 事 名 ： 一般県道倉谷土清水線　道路災害防除工事（浮石除去工その2）
施 工 実 績 表 No. ： 3569

施工前 施工後



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績（福井）
2019年5月まで　58件

No 実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

1
491 建設省福井工事事務所 第二建設㈱ 2.12 3.03 8号杉津地区落石防止工事 福井県 敦賀市杉津地先

2
1012 福井県大野土木事務所 ㈱兼井組 9.03 9.08 道路災害防除工事その１工事 福井県 大野市下若生子

3
1277 福井県丹生林業事務所 日光産業㈱ 11.01 11.06 平成10年度地域防災対策総合治山工事 福井県 丹生郡越前町茂原（滝の畑その２）

4
1295 福井県丹生林業事務所 開発産業㈱ 11.03 11.06 平成10年度県単林道改良工事（六呂師線） 福井県 丹生郡越前町六呂師

5
1411 福井県丹生林業事務所 日光産業㈱ 11.10 12.01 平成11年度治山予防事業 福井県 丹生郡越前町厨

6
1412 福井県福井土木事務所 開発産業㈱ 11.10 12.03 地すべり対策工事 福井県 福井市大丹生町

7
1462 福井県武生土木事務所 ㈱高野組 12.01 12.03 元比田地内岩接着工 福井県 敦賀市元比田

8
1481 福井県武生土木事務所 山形工業㈱ 12.02 12.03 元比田地内岩接着工 福井県 敦賀市元比田

9
1488 福井県丹生林業事務所 山形工業㈱ 12.03 12.07 平成11年度復旧治山下大長谷その１ 福井県 丹生郡越前町米１

10
1507 福井県武生土木事務所 ㈱高野組 11.11 12.03 県単道路防災対策工事 福井県 南条郡河野村大谷

11
1586 福井県南越林業事務所 岬建設㈱、㈱村上組ＪＶ 12.10 12.11 復旧治山工事 福井県 丹生郡越前町厨

12
1631 福井県福井土木事務所 ハクマ工業㈱ 13.02 13.05 急傾斜地崩壊対策工事　その１ 福井県 福井市西木田４丁目

13
1632 福井県福井土木事務所 東興建設㈱ 13.02 13.05 急傾斜地崩壊対策工事　その２ 福井県 福井市西木田４丁目

14
1633 福井県福井土木事務所 サン工業㈱ 13.02 13.05 急傾斜地崩壊対策工事　その３ 福井県 福井市西木田４丁目

15
1634 福井県福井土木事務所 ㈱北陸建機 13.02 13.05 急傾斜地崩壊対策工事　その４ 福井県 福井市西木田４丁目

16
1692

福井県丹生農林総合整備事
務所

(有)矢部興業 13.07 13.12 復旧治山工事 福井県 丹生郡越前町厨

17
1706 福井県福井土木事務所 ㈱福井ライン 13.08 14.03 急傾斜地崩壊対策工事その１ 福井県 福井市西木田4丁目

18
1707 福井県福井土木事務所 若越緑化㈱ 13.08 14.03 急傾斜地崩壊対策工事その２ 福井県 福井市西木田4丁目

19
1708 福井県福井土木事務所 ㈱福井ライン 13.08 14.02 急傾斜地崩壊対策工事その３ 福井県 福井市西木田4丁目

20
1818

福井県丹生農林総合整備事
務所

シタムラ建設㈱ 13.07 13.09 災害緊急治山工事 福井県 丹生郡越前町梅浦

21
1821

福井県丹生農林総合整備事
務所

シタムラ建設㈱ 14.02 14.07 復旧治山事業 福井県 丹生郡越前町梅浦



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績（福井）
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No 実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

22
1840

福井県丹生農林総合整備事
務所

オタ建設㈱ 14.06 14.08 予防治山事業 福井県 丹生郡越前町牛房ケ平

23
1891

福井県丹生農林総合整備事
務所

㈱山本工務店 14.10 14.11 予防治山事業 福井県 丹生郡越前田米ノ

24
1905

福井県丹生農林総合整備事
務所

㈱堀建設 14.11 15.03 予防治山事業 福井県 丹生郡越前町城有

25
1990 福井県丹生農村整備事務所 山形工業㈱ 15.06 15.07 平成15年度　予防治山工事 福井県 丹生郡越前町厨

26
1991 福井県丹生農村整備事務所 ㈱山木工務店 15.06 15.08 平成1４年度　予防治山工事 福井県 丹生郡越前町米ノ

27
2019 福井県大野土木事務所 西尾建設工業㈱ 15.09 15.10 （県単）道路防災対策工事その２工事 福井県 大野市東勝原

28
2022 福井県丹生農村整備事務所 ㈱協立商事 15.09 15.11 平成15年度　予防治山工事 福井県 丹生郡越前村城有

29
2029 福井県丹生農村整備事務所 山中建設㈱ 15.09 16.01 平成１５年度　予防治山工事（ゼロ国債） 福井県 丹生郡越前町厨

30
2195 福井県南越農林総合事務所 (有)柳原工業 16.11 17.03 平成１６年度　民有林補助治山事業 福井県 南条郡今庄町稲荷

31
2249 福井県南越農林総合事務所 ㈱高野組 17.05 17.06 平成16年度復旧治山工事 福井県 南条郡河野村糠（八幡壁）

32
2297 福井県南越農林総合事務所 中日本土木㈱ 17.10 17.11 災害関連緊急治山工事 福井県 南条郡河野村糠（上ノ浜）

33
2328 福井県南越農林総合事務所 明和工業㈱ 18.02 18.03 平成17年度復旧治山工事 福井県 南条郡南越前町糠（八幡壁）

34
2389 福井県福井農林総合事務所 ㈱西村組 18.08 18.12 平成18年度　地域防災対策総合治山工事（境山） 福井県 吉田郡永平寺町志比地係

35
2585 福井県福井土木事務所 山形工業㈱ 20.04 20.07 (県単)急傾斜地崩壊防止施設改修工事 福井県 福井市西木田

36
2598 福井県丹南土木事務所 岬建設㈱ 20.07 20.11 急傾斜地崩壊対策工事 福井県 丹生郡越前町玉川

37
2622 福井県丹南農林総合事務所 ㈱高野組 20.09 21.03 平成20年度　復旧治山工事 福井県 南条郡南越前町糠(八幡壁)

38
2623 福井県敦賀土木事務所 フクハラ産業㈱ 20.09 21.03 自然環境整備交付金工事 福井県 三方上中郡若狭町世久見

39
2660 福井県奥越土木事務所 国土防災技術㈱ 20.12 21.05 (県単)道路維持修繕工事(ゼロ県債） 福井県 大野市下若子

40
2707 福井県奥越農林総合事務所 坪内建設㈱ 21.06 21.09 平成２１年度　復旧治山工事 福井県 勝山市遅羽町比島（浅谷）

41
2710 福井県丹南農林総合事務所 中日本土木㈱ 21.06 21.11 平成２１年度　復旧治山工事 福井県 南条郡南越前町糠(八幡壁)

42
2728 福井県南越前町役場 ㈱福井ライン 21.09 21.10 北前船船主　右近邸法面保護工事 福井県 南条郡南越前町河野
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43
2803 福井県奥越農林総合事務所 横井建設㈱ 22.06 22.12 復旧治山工事（通常）（ゼロ国債） 福井県 勝山市遅羽町比島

44
2827 福井県丹南土木事務所 山田土木㈱ 22.08 23.02 道路防災対策工事（社会資本整備総合交付金） 福井県 南条郡南越前町甲楽城

45
2836 福井県福井土木事務所 明和工業㈱ 22.09 23.03 （県単）道路防災対策工事（きめ細かな交付金） 福井県 福井市東河原

46
2837 福井県福井土木事務所 ㈱小澤工務店 22.09 23.03 （県単）道路防災対策工事 福井県 福井市国山

47
2849 福井県丹南土木事務所 オタ建設㈱ 22.10 23.03

（県単）道路防災対策工事（きめ細かな交付金）その２工
事

福井県 丹生郡越前町梅浦

48
2896 福井県奥越農林総合事務所 ㈱坪内建設 23.03 23.08 平成２２年度　復旧治山工事（通常）（ゼロ国債） 福井県 勝山市遅羽町比島

49
2963 福井県奥越土木事務所 ㈱森尾組

24.01.1
1

24.09.2
8

道路防災対策工事（地域自主戦略交付金）その1工事 福井県 大野市下山

50
3011 福井県丹南農林総合事務所 ㈱ミユキ建設 24.8 25.1 平成２４年度　予防治山工事 福井県 丹生郡越前町高佐

51
3096 福井県奥越農林総合事務所 ㈱土本組 25.4 25.9 平成24年度　予防治山工事 （火山） （補正） 福井県 大野市

52
3112 福井県奥越土木事務所 ㈱長崎組 25.7 25.8 道路防災対策工事（地域自主戦略交付金）その2工事 福井県 一般国道158号大野市下打波

53
3236 福井県敦賀土木事務所 オタ建設㈱ 26.8 27.3

原子力災害制圧道路等整備工事　（斜面対策）160・170
26-5

福井県 三方郡　美浜町　菅浜

54
3251 福井県坂井農林総合事務所 山形工業㈱ 26.9 27.3 平成26年度　予防治山工事 福井県 坂井市　丸岡町　山竹田

55
3297 福井県嶺南振興局 ㈱高野組 27.3 27.12 平成26年度　予防治山工事（補正） 福井県 敦賀市　立石（蛭子坂）

56
3323 福井県坂井農林総合事務所 ㈲小政興業 27.8 28.3 平成27年度　予防治山工事 福井県

坂井市　丸岡町　山竹田（柳谷大
幡）

57
3360 福井県越前町役場 ㈲オタ商事 27.12 28.3

平成27年度　三崎地区老朽危険空き家解体跡地整備工
事

福井県 丹生郡　越前町　三崎

58 3425
福井県坂井農林総合事務所 (有)オクシマ

28.9 29.3
平成28年度　予防治山工事 福井県 坂井市丸岡町山竹田（柳谷大幡）



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績（滋賀）
2019年5月まで

No 実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

1
1345 滋賀県大津土木事務所 近畿産業㈱ 11.06 11.08 大津信楽線道路災害防除工事 滋賀県 大津市上田上牧町

2
1434 滋賀県今津土木事務所 西部総合㈱ 11.11 12.03 国道303号他道路補修工事 滋賀県 高島郡今津町杉山

3
1492 滋賀県水口土木事務所 杉本建設㈱ 12.03 甲南阿山線道路改築工事 滋賀県 甲賀郡甲南町杉谷

4
1641 滋賀県信楽町 ㈱三東工業社 13.02 13.03 江田地区石積補修工事 滋賀県 甲賀郡信楽町江田

5
1739 滋賀県大津土木事務所 (有)安井 13.10 14.01 大津信楽線単独災害防除工事 滋賀県 大津市上田上大鳥居町

6
1740 滋賀県大津土木事務所 ㈱京滋装薗 13.10 14.01 栗東信楽線他単独災害防除工事 滋賀県 大津市上田上大鳥居町

7
1741 滋賀県大津土木事務所 ㈱八光 13.10 14.01 麻生古屋梅ノ木線単独災害防除工事 滋賀県 大津市かつら川梅ノ木町

8
1852 滋賀県大津土木事務所 ㈱八光 14.07 14.09 麻生古屋梅ノ木線単独道路災害防除工事 滋賀県 大津市かつら川梅ノ木町

9
1853 滋賀県大津土木事務所 ㈱光信 14.07 14.10 栗東信楽線災害防除工事 滋賀県 大津市上田上大鳥居町

10
2026 滋賀県大津土木 ㈱安井 15.09 15.12 第6号　平成15年度比良山線道路補修工事 滋賀県 滋賀郡志賀町大字北比良

11
2159 滋賀県湖南地域振興局 (有)竹沢工業 16.10 16.10 野洲町三上落石防止工事 滋賀県 野洲郡野洲町三上

12
2419 滋賀県東近江振興局 ㈱京滋装園 18.11 18.12

平成18年度　第401-2.45-5号　相谷原杣線災害防除(単
独）工事.道路維持修繕工事

滋賀県 東近江市永源寺高野町

13
2495

滋賀県南部振興局環境森林
整備課

㈱沢井建設 19.08 20.02 平成19年度　第１－１号　自然環境保全治山工事 滋賀県 野洲市小堤

14
2498 滋賀県東近江振興局 藤川緑建㈱ 19.09 19.10

平成19年度　第401-2号　相谷原杣線災害防除(単独）工
事

滋賀県 東近江市永源寺高野町

15
2526 滋賀県湖東振興局 藤川緑建㈱ 19.10 20.03 奥地保安林保全緊急対策工事 滋賀県 犬上郡多賀町萱原

16
2558 南部振興局甲賀県事務所 (有)グリン 20.01 20.03 平成19年度　第１号　予防治山工事 滋賀県 甲賀市甲南町杉谷（岩尾）地内

17
2571

滋賀県湖東振興局環境農政
部森林整備課

杉本工業㈱ 18.10 19.03 平成18年度　第2号　予防治山工事 滋賀県 犬上郡多賀町萱原

18 3408
庚申山廣徳寺 大輪建設㈱

28.7 28.7
庚申山廣徳寺の本堂建設工事 滋賀県 甲賀市水口町山上988番地



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績（京都）
2019年5月まで　60件

No 実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

1 39 京都府南山城村 ㈱ひのり商会 54.03 道路突角改良工事 京都府 相楽郡南山城村

2 85 京都府宮津地方振興局 森上工業 56.05 予防治山事業 京都府 与謝郡伊根町

3 92 京都府園部地方振興局 ㈱渡辺工務店 56.10 予防治山事業 京都府 船井郡和知町

4 95 京都府宮津地方振興局 宋徳建設㈱ 56.11 丹后縦貫林道改良事業 京都府 宮津市成谷

5 106 京都府宮津地方振興局 田中工務店 57.02 丹後縦貫林道維持管理事業 京都府 宮津市浅谷

6 112 京都府宮津地方振興局 宋徳建設 56.11 57.03 予防治山事業 京都府 与謝郡伊根町

7 140 京都府宮津地方振興局 田中工務店 57.11 57.12 成相線民有林道改良事業 京都府 宮津市浅谷

8 142 京都府伊根町 宋徳建設㈱ 57.08 57.10 林道改良事業 京都府 与謝郡伊根町野村

9 143 京都府京北町 沢田組 57.11 58.02 林道改良事業 京都府 北桑旧郡京北町井戸

10 144 京都府宮津地方振興局 宋徳建設㈱ 57.10 58.03 予防治山事業 京都府 与謝郡伊根町亀島

11 146 京都府綾部地方振興局 青松建設㈱ 57.09 57.12 復旧治山事業 京都府 綾部市五津合町鏡谷

12 155 京都府丹波町 和久田組 58.03 58.03 林地崩壊防止事業 京都府 船井郡丹波町高岡

13 167 京都府伊根町 宋徳建設㈱ 58.01 58.11 笠山線林道改良工事 京都府 与謝郡伊根町野村

14 179 京都府京北町 日本防災㈱ 58.11 59.03 府単費農林水産振興事業中地平小規模治山工事 京都府 北桑田郡京北町中地

15 184 京都府宮津地方振興局 宋徳建設㈱ 58.10 59.03 予防治山事業 京都府 与謝郡伊根町亀島

16 185 京都府宮津地方振興局 宋徳建設㈱ 58.10 59.03 予防治山事業 京都府 与謝郡伊根町東平田

17 186 京都府日吉町 吉田建設 58.11 59.02 小規模治山復旧工事 京都府 船井郡日吉町字木住

18 188 京都府園部地方振興局 ㈱小林建設 59.02 59.03 災害関連緊急治山事業 京都府 丹波町上野山

19 212 京都府宮津地方振興局 宋徳建設㈱ 59.06 59.08 施設災害防止治山事業 京都府 与謝郡伊根町亀島

20 226 京都府伊根町 宋徳建設㈱ 59.09 59.12 笠山線林道改良事業 京都府 与謝郡伊根町野村

21 228 京都府宮津地方振興局 宋徳建設㈱ 59.09 60.03 治山事業(予防治山) 京都府 与謝郡伊根町亀島

22 231 京都府京北町 ㈱今西建設 59.11 60.03 一ノ谷線府単林道改良事業 京都府 北桑田郡京北町灰屋

23 304 京都府和知町 高山土建㈱ 62.01 62.03 林道災害復旧事業林道後谷線 京都府 船井郡和知町仏主

24 305 京都府舞鶴市 堀口建設㈱ 61.11 62.03 第2工区林道開設事業 京都府 舞鶴市三浜

25 336 京都府舞鶴市 堀口建設㈱ 62.04 62.05 62年度林道開設事業 京都府 舞鶴市三浜

26 353 京都府舞鶴市 ㈱安東建設 62.12 林道開設事業 京都府 舞鶴市三浜

27 359 京都府和知町 ㈱金本組 63.03 集落道角・広瀬線開設事業 京都府 船井郡和知町角

28 405 京都府峰山振興局 山中組 元.01 治山事業 京都府 竹野郡丹後町大田

29 407 京都府舞鶴市 中村土建 元.03 林道地域総合整備事業 京都府 舞鶴市野原

30 408 京都府和知町 第二建設㈱ 元.03 町道角広瀬線法面保護工 京都府 船井郡和知町広瀬



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績（京都）
2019年5月まで　60件

No 実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

31 409 京都府宮津振興局 日置建設㈱ 元.03 予防治山事業 京都府 与謝郡伊根町平田

32 410 京都府丹波林道建設事務所 玉山工業㈱ 元.03 広域基幹林道丹波・美山線開設事業 京都府 北桑田郡美山町原

33 463 京都府峰山振興局 松村産業㈱ 元.07 元10 治山事業(予防治山) 京都府 中郡峰山町矢田

34 469 京都府舞鶴市 堀口建設㈱ 2.01 2.03 林道災害復旧事業 京都府 舞鶴市瀬崎

35 504 京都府和知町 日本防災㈱ 2.06 法面保護工事 京都府 船井郡和知町出野

36 509 京都府京都林務事務所 ㈱益田組 2.10 自然災害防止事業 京都府 京都市山科区四宮子金塚

37 516 京都府京都林務事務所 日本防災㈱ 3.03 自然災害防止事業 京都府 京都市北区中川西山

38 525 京都府林務事務所 西村工務店㈱ 3.11 4.03 予防治山事業 京都府 京都市北区中川

39 526 京都府林務事務所 ㈱益田組 3.11 4.03 復旧治山事業 京都府 京都市山科区四宮

40 532 京都府和知町 日本防災㈱ 4.03 町道角広瀬線法面保護工事 京都府 船井郡和知町

41 582 京都府京北地方振興局 日本防災㈱ 4.08 4.10 平成4年度治山事業設計第1号 京都府 北桑田郡美山町泉堂ケ迫

42 590 京都府宮津振興局 ㈱和田組 4.10 5.03 予防治山事業 京都府 与謝郡伊根町蒲入

43 660 京都府林務事務所 昭和土木㈱ 6.02 6.03 国有林野内補助治山事業 京都府 京都市左京区鞍馬貴船

44 921 京都府舞鶴市 浜総産業㈱ 8.12 林道三浜空山線改良工事 京都府 舞鶴市小橋

45 1128 京都府伊根町 金下建設㈱ 10.03 亀島本庄線災害防止工事 京都府 与謝郡伊根町津母

46 1311 京都府宮津土木事務所 ㈱タナカ工務店 11.03 亀島本庄線緊急地方道路整備事Ａ（府代行）工事 京都府 与謝郡伊根町字泊

47 1750 京都府宮津市 北都建設㈱ 13.11 14.03 山腹法面保護対策工事 京都府 宮津市小田宿野

48 1793 京都府林務事務所 ㈱山崎組 14.02 14.03 平成13年度治山事業(環境防災林整備） 京都府 京都市右京区嵯峨清滝

49 1888 京都府林務事務所 太田建工㈱ 14.10 15.02 治山事業（無利子貸付金）（環境防災林整備） 京都府 京都市右京区嵯峨清滝

50 2122 京都府京都市役所 ㈱奥村組 16.05 16.07 災害防除工事落合工区 京都府 京都市右京区嵐山

51 2313 京都府中丹広域振興局 吉村興産㈱ 17.12 18.03 平成17年度治山事業(共生保安林整備） 京都府 舞鶴市神崎地内

52
2462 京都府京都市

イビデングリーンテック
㈱

19.05 19.05 災害防除工事 京都府 京都市右京区京北灰屋地内

53
2499 京都府中丹西土木事務所 第二建設㈱ 19.09 19.11

綾部大江宮津線臨時生活関連施設整備工事　中西１９臨
生第９号の１の１

京都府 福知山市大江町佛性寺地内

54 2600 京都市建設局 ｲﾋﾞﾃﾞﾝｸﾞﾘｰﾝﾃｯｸ㈱ 20.08 20.09 平成20年度　一般府道上黒田貴船線　災害防除工事 京都府 京都市右京区

55 2714 京都府中丹広域振興局 国土防災技術㈱ 21.07 21.08
綾部大江宮津線　地域防災対策総合治山事業（孤立解
消）工事

京都府 福知山市大江町佛性寺

56 3249 京都府南丹広域振興局 共立工業㈱ 26.9 26.11 平成25年度治山事業（予防治山）設計第17号 京都府 船井郡京丹波町鎌谷奥地内

57 3525 京都府山城南土木事務所
イビデングリーンテッ
ク㈱ 30.3 30.6

笠置山添線道路災害防除工事　山南29災防第4号
の1の2

京都府 相楽郡笠置町笠置地内

58 3536
京都府南丹広域振興局農
林商工部

㈱西村工務店
30.4 30.8

平成２９年度治山事業（予防治山）　設計第5号 京都府 船井郡京丹波町八田地内



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績（京都）
2019年5月まで　60件

No 実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

59 3563
京都府京都林務事務所 ㈱三和工務店

30.6 30.8
平成29年度治山事業（緊急予防治山）（国庫債務負
担行為）

京都府 京都市左京区鞍馬本町地内

60 3570
京都府山城南土木事務所 ㈱松井組

30.7 30.10
笠置山添線道路災害防除工事 京都府 相楽郡笠置町笠置地内



施工前 施工後

施 工 場 所 ： 京都市左京区鞍馬本町地内
工 事 名 ： 治山事業（緊急予防治山）（国庫債務負担行為）
施 工 実 績 表 No. ： 3563

京　都　府　施　工　実　績
発 注 者 ： 京都府京都林務事務所
施 工 年 度 ： 平成29年度



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績（大阪）
2019年5月まで

No 実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

1 1258 大阪府大東市 国土防災技術㈱ 10.12 11.03 飯盛山ハイキングコース展望台下崩落修復工事 大阪府 大東市野崎

2
1448

大阪府農とみどり環境の整備
公社

リコー建設㈱ 11.12 12.03 府民の森落石防止工事 大阪府 交野市私部

3 1610 大阪府北部公園事務所 ㈱ティーワイケイ 12.12 13.03 箕面公園滝正面崖落石防止工事 大阪府 箕面市箕面公園

4
2426

大阪府泉州農と緑の総合事
務所

㈱森口組 18.11 19.02 犬鳴山園地整備(18)工事 大阪府 泉佐野市大木

5
3129 大阪府交野市倉治区 川中島建設㈱ 25.9 26.3 交野市倉治区源氏の滝整備工事 大阪府 交野市

6 3528
大阪府都市整備部池田土
木事務所

㈱三大建設
30.4 30.4

主要地方道　茨木能勢線　道路防災工事（その2） 大阪府 箕面市粟生間谷地内

7 3627

大阪府都市整備部茨木土
木事務所

㈱喜栄建設
31.4 31.5

一般府道　余野茨木線　道路防災工事 大阪府 茨木市大字佐保地内



施工後 施工後

施 工 場 所 ： 茨木市大字佐保地内
工 事 名 ： 一般府道　余野茨木線　道路防災工事
施 工 実 績 表 No. ： 3627

大　阪　府　施　工　実　績
発 注 者 ： 大阪府都市整備部茨木土木事務所
施 工 年 度 ： 平成30年度



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績（兵庫）
2019年5月まで　326件

No 実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

1 2
兵庫県但馬高原林道建設事
務所

第二建設㈱ 51.08 法面緑化工事(試験施工） 兵庫県 美方郡村岡町

2 6 兵庫県但馬高原林道事務所 株本建設㈱ 52.04 林道改良事業 兵庫県 美方郡村岡町

3 9 兵庫県但馬高原林道事務所 明生建設㈱ 52.08 広域基幹林道改設 兵庫県 養父郡関宮町

4 10 兵庫県但馬高原林道事務所 浜村組 52.09 広域基幹林道改良工事 兵庫県 美方郡村岡町

5 14 兵庫県但馬高原林道事務所 上垣建設 52.10 復旧治山事業 兵庫県 養父郡大家町

6 21 兵庫県但馬高原林道事務所 西山工務店 53.04 広域基幹林道改良 兵庫県 城崎郡香住町

7 22 兵庫県但馬高原林道事務所 浜村組 53.05 広域基幹林道改良 兵庫県 養父郡関宮町

8 28 兵庫県但馬高原林道事務所 浜村組 53.07 広域基幹林道改良 兵庫県 養父郡関宮町

9 34 兵庫県但馬高原林道事務所 浜村組 53.11 林道改良工事 兵庫県 養父郡関宮町

10 37 兵庫県生野町 長谷川建設 54.03 宅地防災工事 兵庫県 朝来郡生野町

11 38 兵庫県赤穂市 香山建設㈱ 54.03 災害防除工事 兵庫県 赤穂市

12 44 兵庫県但馬高原林道事務所 浜村組 54.06 広域基幹林道改良 兵庫県 養父郡関宮町

13 45 兵庫県但馬高原林道事務所 西山工務店 54.07 広域基幹林道改良 兵庫県 城崎郡香住町

14 48 兵庫県八鹿町 大谷土建 54.09 法面緑化工事 兵庫県 養父郡八鹿町妙見

15 49 兵庫県生野町 長谷川建設 54.10 宅地防災工事 兵庫県 朝来郡生野町

16
52

JR西日本旅客株式会社姫路
保線区（旧国鉄）

阪神建設㈱ 54.12 徳久隆道修繕工事 兵庫県 姫新線三日月～徳久間

17 55 兵庫県赤穂市 川西建設 55.02 宅地法面緑化工事 兵庫県 赤穂市

18 61 兵庫県一の宮町 田中建設 55.07 民有林道改良事業 兵庫県 宍粟郡一の宮町

19 62 兵庫県但馬高原林道事務所 浜村組 55.09 林道改良工事 兵庫県 養父郡関宮町

20 67 兵庫県山崎町 中藤建設 55.10 法面緑化工事 兵庫県 宍粟郡山崎町

21 71 兵庫県八鹿町 安井工務店 55.12 民有林道改良事業 兵庫県 養父郡八鹿町妙見

22
76

JR西日本旅客株式会社姫路
保線区（旧国鉄）

㈱神崎組 56.01 丸山トンネル修繕工事 兵庫県 姫新線丸山隧道

23 80 兵庫県大家町 池田建設 56.04 自治振興事業 兵庫県 養父郡大家町

24 82 兵庫県山崎町 下江建設 56.05 林道整備工事 兵庫県 宍粟郡山崎町

25 90
兵庫県但馬高原林道建設事
務所

中尾組 56.07 道路改良工事 兵庫県 養父郡関宮町

26 94 兵庫県一の宮町 岡田組 56.09 民有林道開設事業 兵庫県 宍粟郡一の宮町

27
105

兵庫県但馬高原林道建設事
務所

浜村組 56.12 林道管理事業 兵庫県 美方郡村岡町

28 107 兵庫県八鹿町 南但土木 56.12 57.03 民有林道改良事業 兵庫県 養父郡八鹿町妙見
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29 109 兵庫県竜野農林事務所 深口組 57.01 57.03 復旧治山事業 兵庫県 宍粟郡千種町河呂

30 110 兵庫県六甲治山事務所 西家建設 57.01 57.02 予防治山事業 兵庫県 神戸市灘区六甲山町

31 113 兵庫県八鹿町 第二建設㈱ 57.02 57.03 三谷畜産団地法面保護工事 兵庫県 養父郡八鹿町三谷

32 121 兵庫県一宮町 田中建設 57.07 57.09 林道雪彦-峰山線改良工事 兵庫県 宍粟郡一宮町東河内

33 122 兵庫県八鹿町 南但土木建築㈱ 57.09 妙見蘇武線民有林林道改良工事 兵庫県 養父郡八鹿町石原

34
123

兵庫県但馬高原林道建設事
務所

浜村組 57.09 57.11 広域基幹林道管理事業 兵庫県 美方郡村岡町大笹

35 141 兵庫県太子町 田中建設㈱ 57.08 山復崩壌復旧工事 兵庫県 揖保郡太子町東保

36 145
兵庫県但馬高原林道建設事
務所

中尾組 57.07 57.11 清予川～氷の山線広域基幹林道改良事業 兵庫県 養父郡関宮町丹戸

37 147 兵庫県山崎町 きぬがさ造園工務店 57.12 58.02 県単独補助治山事業 兵庫県 宍粟郡山崎町塩山

38
149

JR西日本旅客鉄道株式会社
大阪鉄道管理局姫路保線区
（旧国鉄）

大阪施設工業㈱ 58.03 58.03 相生、有年、山の下第1Ba修繕工事 兵庫県 相生市

39 156 兵庫県六甲治山事務所 ㈱藤満工務店 58.03 58.03 復旧治山事業 兵庫県 神戸市灘区本山町

40 159 兵庫県一宮町 田中建設 58.07 58.09 林道雪彦一峯山線改良工事 兵庫県 宍粟郡一宮町東河内

41 160 兵庫県八鹿町 南但土木建築㈱ 58.07 58.09 妙見蘇武線民有林林道改良事業 兵庫県 養父郡八鹿町石原

42 166 兵庫県波賀町 ㈱松本工務店 58.07 58.10 民有林道改良工事 兵庫県 宍粟郡波賀町引原

43 175 兵庫県山崎町 松下綜業 58.10 58.11 県単独補助治山事業 兵庫県 宍粟郡山崎町元山崎

44
176

兵庫県但馬高原林道建設事
務所

㈱大崎組 58.07 58.08 広域基幹林道管理事業雪彦－峯山線 兵庫県 神崎郡大河内町上小田

45 178 鉢伏開発観光㈱ 第二建設㈱ 58.10 58.11 第三リフトコース法面保護工事 兵庫県 美方郡村岡町大笹

46 183 兵庫県社農林事務所 三協建設㈱ 58.08 59.03 復旧治山事業 兵庫県 加西市西長

47 187 兵庫県上郡農林事務所 ㈱安岡建設 59.02 59.03 県単県営治山事業 兵庫県 赤穂市大津

48 211 兵庫県西紀町 前政建設 59.06 59.08 林地崩壊防止事業 兵庫県 多紀郡西紀町栗柄

49 213 兵庫県六甲治山事務所 相互建設工業㈱ 59.06 60.03 復旧治山事業 兵庫県 西宮市越永社家郷ノ山

50 214 兵庫県千種町 土平工務店 59.07 59.08 鍋ヶ谷線民有林林道改良事業 兵庫県 宍栗郡千種町西河内

51 215 兵庫県千種町 森元建設 59.07 59.09 峰山線民有林林道改良事業 兵庫県 宍粟郡千種町黒土

52 216 兵庫県八鹿町 ㈱谷垣組 59.07 59.09 妙見一蘇武線民有林林道改良事業 兵庫県 養父郡八鹿町石原

53 217 兵庫県上郡農林事務所 日本防災㈱ 59.07 59.09 県単独県営治山事業 兵庫県 佐用郡南光町林崎

54 218 兵庫県波賀町 ㈱松本工務店 59.07 59.09 引原－奥山線民有林林道改良事業 兵庫県 宍粟郡波賀町引原

55
219

兵庫県但馬高原林道建設事
務所

浜村組 59.07 59.11 瀞川－氷ノ山広域基幹林道改良事業 兵庫県 美方郡村岡町高井

56
220 兵庫県姫路農林事務所 松田土木工業㈱ 59.07 60.01 落石防止工事 兵庫県 姫路市広畑区才
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57 221 兵庫県一宮町 丸山組 59.07 60.03 雪彦－峰山線林業地域総合整備事業 兵庫県 宍粟郡一宮町東河内

58
222

兵庫県但馬高原林道建設事
務所

越知谷運輸建設㈱ 59.08 59.10 雪彦－峰山線林道改良事業 兵庫県 神崎郡大河内町上小田

59 223 兵庫県市島町 日本防災㈱ 59.08 59.10 林道大谷線災害復旧工事 兵庫県 氷上郡市島町徳尾

60 224 兵庫県龍野農林事務所 ㈱松本工務店 59.08 60.03 災害関連緊急治山事業 兵庫県 宍粟郡波賀町引原

61 225 兵庫県波賀町 もみ木建設 59.10 県単独補助治山事業 兵庫県 宍粟郡波賀町安賀

62 227 兵庫県一宮町 橋口建設 59.09 60.03 林道滝ノ内線林業地域総合整備事業 兵庫県 宍粟郡一宮町伊和

63 229 兵庫県六甲治山事務所 大橋組 59.10 59.11 復旧治山事業 兵庫県 神戸市北区有馬町六甲山

64 230 兵庫県上郡農林事務所 ㈱古川組 59.11 59.12 復旧治山事業 兵庫県 佐用郡三日月町末広

65 232 兵庫県洲本市 淡路土建㈱ 59.12 林道改良事業 兵庫県 洲本市千種

66 233 兵庫県千種町 ㈱妙見組 59.12 60.02 県単独補助治山事業 兵庫県 宍粟郡千種町黒土

67 234 兵庫県干種町 内海建設㈱ 59.12 60.03 県単独補助治山事業 兵庫県 宍粟郡千種町岩野辺

68 235 兵庫県加古川市 ㈱田中組 60.01 県単独補肋治山事業 兵庫県 加古川市志方町西飯坂

69
236

兵庫県労働者住宅生活協同
組合

山手造園土木㈱ 60.02 北須磨団地友が丘造成工事 兵庫県 神戸市須磨区友が丘8丁目

70 237 兵庫県八千代町 日本防災㈱ 60.03 県単独補助治山工事 兵庫県 多可郡八千代町下村

71
238 日本道路公団大阪建設局

矢作建設工業㈱・ｵﾘｴﾝ
ﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ㈱JV

60.03 60.07 近畿白動車道武庫川橋工事の内落石防止工 兵庫県 多紀郡丹南町大字草野宮ノ下

72
255 兵庫県姫路農林事務所 ㈱加藤工務店 60.08 61.02 予防治山事業(Y-16号) 兵庫県 姫路市広畑区才

73
256 兵庫県神崎町 ㈱後藤建設 60.06 61.03 予防治山事業(Y-17号) 兵庫県 神崎郡神崎町大畑

74
257 兵庫県赤穂市 香山建設㈱ 61.02 61.03 八軒家古池線道路改良工事 兵庫県 赤穂市福浦

75
258 山陽電気鉄道株式全社 ㈱三木組 60.12 61.01 大塩的形間浜側法面防護工事 兵庫県 姫路市的形町的形

76 259 兵庫県波賀町 中尾組 60.07 60.09 民有林林道改良工事 兵庫県 宍粟郡波賀町引原

77 260 兵庫県中町 長谷川建材建工 60.10 60.12 県単独補助治山事業 兵庫県 多可郡中町東安田

78 261 兵庫県丹南町 上田組 60.10 60.12 県単独補助治山事業 兵庫県 多紀郡丹南町

79 262 兵庫県篠山町 野村建設 60.10 60.12 県単独補助治山事業 兵庫県 多紀郡篠山町幡路

80 263 兵庫県八千代町 共立建設㈱ 60.09 60.12 県単独補助治山事業 兵庫県 多可郡八千代町

81 264 兵庫県社農林事務所 山田開発㈱ 60.09 60.12 予防治山事業(Y-15号) 兵庫県 加西市北条町東南

82 265 兵庫県上郡農林事務所 浦本建設 60.09 61.02 災害関連緊急治山事業 兵庫県 赤穂市福浦

83 266 兵庫県西紀町 ㈱上見組 60.12 61.01 県単独補助治山事業 兵庫県 多紀郡西紀町黒田
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84 267 兵庫県朝来町 丸一建設 61.01 61.03 県単独補助治山事業 兵庫県 朝来郡朝来町

85 268 兵庫県神崎町 ㈱三共 60.10 61.03 山村林道構造改善事業 兵庫県 神崎郡神埼町

86 269 兵庫県和田山町 後藤建設㈱ 60.09 60.12 県単独補助治山事業 兵庫県 朝来郡和田山町

87 270 兵庫県上郡農林事務所 高見組 61.01 61.03 県単独治山事業 兵庫県 佐用郡上月町久崎

88 271 兵庫県一宮町 橋口建設 60.12 61.03 林業地域総合整備事業 兵庫県 宍粟郡一宮町

89 272 兵庫県神崎町 越知谷運輸建設 60.06 60.12 民有林林道開設事業 兵庫県 神崎郡神崎町越知

90 273 兵庫県上郡土木事務所 ㈱古川組 60.12 61.03 地方道路整備 兵庫県 佐用郡三日月町乃井野

91 274 兵庫県西紀町 ㈱前中組 60.02 61.03 生活環境保全林道整備事業 兵庫県 多気郡西紀町小坂

92 275 兵庫県加美町 ㈲今中組 61.02 61.03 民有林林道開設事業 兵庫県 多可郡加美町市原

93 276 神戸市都市整備公社 日本植生㈱ 61.05 61.06 六甲山頂駅付近法面保護工事 兵庫県 神戸市灘区六甲山

94 296 兵庫県姫路農林事務所 日本機動建設㈱ 61.06 62.03 予防治山事業(第－13号) 兵庫県 姫路市広畑区才

95 297 兵庫県姫路農林事務所 ㈱藤後建設 61.07 61.10 予防治山事業(第－14号） 兵庫県 神崎郡神崎町大畑

96 298 兵庫県波賀町 中尾組 61.07 61.10 民有林林道改良事業 兵庫県 宍粟郡波賀町引原

97 299 兵庫凪村岡町 今後建設 61.07 62.03 農免林道整備事業 兵庫県 美方郡村岡町長瀬

98 300 兵庫県加美町 ㈲今中組 62.01 62.03 民有林林道改良事業 兵庫県 多可郡加美町市原

99 301 兵庫県竜野農林事務所 ㈱松本工務店 61.12 62.03 復旧治山事業(K-24号) 兵庫県 宍粟郡波賀町戸倉

100 302 兵庫県波賀町 椴木建設 62.01 62.03 県単独補助治山事業 兵庫県 宍粟郡波賀町斎木

101 303 兵庫県安富町 宮脇建設 62.01 62.03 民有林林道開設事業 兵庫県 宍粟郡安富町瀬川

102 306 兵庫県但馬高原林道事務所 越知谷運輸建設㈱ 62.01 62.03 緊急治山事業県単独県営治山事業 兵庫県 神崎郡大河内町上小田

103 307 兵庫県神戸市 重入組 62.01 62.03 自然災害防止事業再度山山腹水路工 兵庫県 神戸市北区

104 308 兵庫県和田山農林事務所 南農土木㈱ 62.01 62.03 生活環境保全林整備事業 兵庫県 朝来郡和田山町

105
335 関西電力株式会社 大本・森・白石・福吉JV 62.10 62.12 大河内ダム建設工事 兵庫県 神崎郡大河内町川上

106 337 兵庫県加美町 ㈲今中組 62.07 62.09 民有林林道改良事業 兵庫県 多可郡加美町市原

107 338 兵庫県城崎町 但馬土建工業㈱ 62.07 62.09 民有林林道改良事業 兵庫県 城崎郡城崎町来日

108 339 兵庫県赤穂市 宮崎土木 62.08 62.09 道路改良工事 兵庫県 赤穂市福浦

109
340

兵庫県但馬高原林道建設事
務所

越知谷運輸建設㈱ 62.08 62.09 広域林道開設事業 兵庫県 神崎郡大河内町南小田

110
341 日本道路公団大阪建設局

前田建設工業・森本組
JV

62.08 62.12 山陽自動車道転石処理工事 兵庫県 姫路市西脇

111 342 兵庫県山崎町 藤岡工業 62.08 県単独補助治山事業 兵庫県 宍粟郡山崎町東大野
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112
343

兵庫県但馬高原林道建設事
務所

㈱島田組 62.09 62.11 広域基幹林道改良事業 兵庫県 養父郡関宮町丹戸

113
344 兵庫県豊岡農林事務所 山村工務店 62.09 62.10 予防治山事業Y25 兵庫県 美方郡温泉町海上

114
345

兵庫県但馬高原林道建設事
務所

明生建設㈱ 62.09 62.11 広域基幹林道開設事業 兵庫県 養父郡関宮町出含

115
346

兵庫県但馬高原林道建設事
務所

㈱西家建設 62.09 62.11 広域基幹林道開設事業 兵庫県 宍粟郡一宮町東河内

116 347 兵庫県山崎町 山栄建設 62.09 県単独補助治山事業 兵庫県 宍粟郡山崎町青木

117 348 兵庫県丹南町 植野建設 62.10 県単独補助治山事業 兵庫県 多紀郡丹南町大沢

118 349 兵庫県上郡町 山一土木 62.10 県単独補助治山事業 兵庫県 赤穂郡上郡町山野里

119 350 兵庫県加美町 ㈲今中組 62.11 63.02 林道改良事業 兵庫県 多可郡加美町市原

120 351 兵庫県三日月町 ㈲新光建設 62.11 県単独補助治山事業 兵庫県 佐用郡三日月町三日月

121 352 兵庫県柏原農林事務所 ㈱前中組 62.12 63.03 県単独補助治山事業 兵庫県 多紀郡西紀町小坂

122 354 兵庫県関宮町 雲田工務店 63.03 民有林林道開設事業 兵庫県 養父郡関宮町轟

123 355 兵庫県姫路農林事務所 国土防災㈱ 63.03 地すべり防止事業 兵庫県 飾磨郡夢前町山ノ内

124 356 兵庫県養父町 福井建設㈱ 63.03 県単独補助治山事業 兵庫県 養父郡養父町長野

125 357 兵庫県西脇市 ㈲武部建設 63.03 県単独補助治山事業 兵庫県 西脇市中畑町

126 358 兵庫県社農林事務所 山田開発㈱ 63.03 県単独県営治山事業 兵庫県 加西市東南

127 360 兵庫県八鹿町 田村土建 63.03 県単独補助治山事業 兵庫県 養父郡八鹿町大江

128 361 藤和不動産㈱ ㈱大林組 63.04 藤和ライフタウン新築工事 兵庫県 姫路市新在家

129 362 兵庫県但馬高原林道事務所 明生建設㈱ 63.05 広域基幹林道開設事業 兵庫県 養父郡関宮町出合

130
366 兵庫県上郡土木事務所

清水建設,竹中土木,神
崎組JV

63.03 63.04 河川総合開発事業安室ダム建設工事 兵庫県 赤穂郡上郡町行頭

131
367 兵庫県赤穂市 香山建設㈱ 63.06 63.08 市道八軒屋古池線道路改良工事 兵庫県 赤穂市福浦

132
368 兵庫県加美町 ㈱今中組 63.06 63.11 民有林林道改良事業 兵庫県 多可郡加美町市原

133
371 兵庫県上郡土木事務所

清水建設,竹中土木,神
崎組JV

63.07 河川総合開発事業安室ダム建設工事 兵庫県 赤穂郡上郡町行頭

134
398 兵庫県柏原農林事務所 森長建設㈱ 63.09 地域活性対策緊急治山事業 兵庫県 氷上郡山南町阿草

135
399 兵庫県八鹿町 南但土木建築㈱ 63.09 63.12 民有林林道改良事業 兵庫県 養父郡八鹿町石原

136
400 関西電力株式全社

銭高,大日本,大豊,吉田
J.V

63.09 大河内ダム県道福知生野線付替工事 兵庫県 神崎郡大河内町辰谷
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137
401 兵庫県八鹿町 田村土建 63.11 県単独補助治山事業 兵庫県 養父郡八鹿町大江

138
402 鉢伏観光協会 明生建設㈱ 63.11 鉢北スキー場ゲレンデ整備工事 兵庫県 美方郡村岡町大笹

139
403 兵庫県播磨林道建設事業所 赤松組 63.12 広域基幹林道笠形線開設事業 兵庫県 多可郡八千代町大屋

140
404 兵庫県上郡土木事務所 第二建設㈱ 63.11 元.03 250号線道路防災事業 兵庫県 赤穂市高野

141
406 兵庫県姫路農林水産事務所 国土防災技術㈱ 元.03 地域活性対策緊急整備(地すべり防止)事業 兵庫県 飾磨郡夢前町山之内

142
411 兵庫県柏原農林事務所 大西建設 元.03 地域活性対策緊急治山事業 兵庫県 多紀郡篠山町佐賀谷

143
412 兵庫県但馬林道建設事務所 南但土木建築㈱ 元.03 民有林林道妙見蘇武線開設事業 兵庫県 美方郡村岡町

144
413 兵庫県竜野農林水産事務所 ㈱森下工務店 元.03 水源地域緊急整備事業 兵庫県 宍粟郡波賀町道谷

145 414 兵庫県山崎町 為国建設 元.03 県単独補助治山事業 兵庫県 宍粟郡山崎町北沢

146 415 兵庫県姫路市 菱芳磯産㈱ 元.04 白鳥311号線保面保護工事 兵庫県 姫路市青山

147 416 兵庫県赤穂市 第二建設㈱ 元.07 元.09 市道八軒家古池線道路改良工事 兵庫県 赤穂市福浦

148 417 兵庫県八鹿町 南但土木建築㈱ 元.07 元.11 民有林林道改良事業 兵庫県 養父郡八鹿町石原

149 418 兵庫県八鹿町 谷垣組 元.07 元.09 八鹿小学校落石対策工事 兵庫県 養父郡八鹿町八鹿

150 419 兵庫県但馬道建設事務所 南但土木建築㈱ 元.07 元.08 民有林林道開設事業 兵庫県 美方郡村岡町空山

151 420 兵庫県加美町 ㈲今中組 元.07 元.12 民有林林道開設事業 兵庫県 多可郡加美町市原

152 421 兵庫県柏原農林事務所 ㈱谷川土建 元.07 元.11 地域活性対策緊急整備治山事業 兵庫県 氷上郡青垣町遠坂

153
427 関西電力株式会社 竹中土木・曽根組JV 元.08 大河内水力発電所建設工事 兵庫県 神崎郡大河内町

154
437 関西電力株式会社

飛島・間・前田・浅沼・不
動JV

元.11 元12 大河内水力発電所新設工事(第3工区) 兵庫県 神崎郡大河内町長谷

155
460 関西電力株式会社

飛島・間・前田・浅沼・不
動JV

2.03 2.04 大河内水力発電所新設工事 兵庫県 神崎郡大河内町長谷

156
464 兵庫県竜野農林事務所 ㈱森下工務店 元.09 2.03 水源地域緊急治山事業 兵庫県 宍粟郡波賀町

157
465 兵庫県播磨林道建設事業所 ㈱正和 元.09 2.03 広域基幹林道開設事業 兵庫県 宍粟郡一宮町福知

158
466 兵庫県豊岡農林事務所 ㈲小谷工務店 元.10 2.03 重点地区総合治山事業 兵庫県 城崎郡香住町上計

159
467 兵庫県但馬林道建設事務所 南但土木建築㈱ 元.10 2.03 広域基幹林道開設事業 兵庫県 美方郡村岡町空山
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160
468 兵庫県洲本農林事務所 東淡建設㈱ 2.01 2.03 予防治山事業 兵庫県 洲本市小路谷

161
470 関西電力株式会社 ㈱吉田組 元.12 2.03 上野発電所沈砂池補修工事 兵庫県 宍粟郡波賀町上野

162
503 兵庫県柏原農林事務所 ㈱谷川土建 2.03 緊急整備治山事業 兵庫県 氷上郡青垣町遠坂

163
505 兵庫県姫路市 日本防災㈱ 2.07 四郷幼稚園裏山補修工事 兵庫県 姫路市四郷町

164
506

兵庫県但馬高原林道建設事
務所

㈲本田組 2.07 2.11 瀞川氷ノ山線整備事業 兵庫県 養父郡大屋町横行

165
507

兵庫県但馬高原林道建設事
務所

㈲中尾組 2.07 2.11 瀞川氷ノ山線整備事業 兵庫県 養父郡関宮町出合

166
508 兵庫県養父町 本城根組 2.09 伊豆地区治山工事 兵庫県 養父郡養父町伊豆

167
510 兵庫県八鹿町 南但土木建築㈱ 2.11 林道改良工事 兵庫県 養父郡八鹿町石原

168
511 兵庫県豊岡農林事務所 ㈲小谷工務店 2.12 重点地区総合治山事業 兵庫県 城崎郡香住町上計

169
512

兵庫県但馬高原林道建設事
務所

㈱西村風晃園 2.12 瀞川氷ノ線整備事業 兵庫県 美方郡村岡町大笹

170
513 兵庫県洲本農林事務所 東淡建設㈱ 3.01 予防治山事業Y-11号 兵庫県 洲本市小路谷

171
514 兵庫県八鹿町 余根田建設 3.02 県単補助治山事業 兵庫県 養父郡八鹿町高柳

172
515 兵庫県加美町 ㈲今中組 3.03 林道西ノ山線改良事業 兵庫県 多可郡加美町市原

173
517 兵庫県大屋町 ㈲中尾工務店 2.11 3.03 林道施設災害復旧事業 兵庫県 養父郡大屋町

174
518 関西電力株式会社 栗原工業㈱ 3.03 有馬道線ケーブル立上り箇所修繕工事 兵庫県 神戸市兵庫区

175
519 兵庫県加美町 ㈲今中組 3.07 3.09 林道西山線改良事業 兵庫県 多可郡加美町

176
520 石川島播磨重工株式全社 石川島興業㈱ 3.08 3.11 構内防災工事 兵庫県 相生市

177
521 兵庫県但馬高原林道事務所 ㈲本田組 3.08 3.11 瀞川永ノ山線整備事業 兵庫県 美方郡村岡町

178
522 兵庫県但馬高原林道事務所 ㈲中尾組 3.08 3.11 瀞川永ノ山線整備事業 兵庫県 美方郡村岡町

179
523 兵庫県但馬高原林道事務所 石井建材㈱ 3.08 3.11 瀞川永ノ山線整備事業 兵庫県 美方郡村岡町

180
524 兵庫県赤穂市 日本防災㈱ 3.09 4.02 道路改良工事 兵庫県 赤穂市福浦
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181
527 兵庫県上郡土木事務所 大谷建設㈱ 4.02 道路改良工事 兵庫県 赤穂郡上郡町大枝

182
528 兵庫県六甲治山事務所 松栄建設㈱ 3.10 4.03 地域活性化対策緊急整備プロジェクト 兵庫県 芦屋市奥山

183
529 兵庫県播磨林道事務所 ㈱山田開発 4.02 4.03 広域基幹林道開設 兵庫県 多可郡加美町

184
530 兵庫県播磨林道事務所 五友建設㈱ 3.07 3.10 林道施設災害復旧事業 兵庫県 飾磨郡夢前町

185
531 兵庫県姫路市 ㈱竹村建設 3.12 県単補助治山 兵庫県 姫路市西中島

186
578 兵庫県加美町多田区長 日本防災㈱ 4.06 4.07 作業道復旧工事 兵庫県 多可郡加美町多田

187
579

兵庫県但焉高原林道建設事
務所

㈲本田組 4.07 4.11 瀞川・永ノ山線整備事業工事 兵庫県 養父郡大屋町

188
580

兵庫県但馬高原林道建設事
務所

㈲中尾組 4.07 4.11 瀞川・永ノ山線整備事業工事 兵庫県 養父郡関宮町

189
584 兵庫県西脇市 ㈲西村 4.08 4.10 県単独補助治山事業 兵庫県 西脇市西脇

190
585 兵庫県赤穂市 日本防災㈱ 4.10 5.02 八軒家古池線道路改良工事 兵庫県 赤穂市福浦

191
586 兵庫県安富町 槙本組 4.09 4.12 林道開設事業 兵庫県 宍粟郡安冨町安富

192
587 兵庫県三日月町 ㈱新田組 4.12 林道三日月本郷線開設事業 兵庫県 佐用郡三日月町三日月

193
588 兵庫県龍野農林事務所 豊友事業協合組合 4.10 5.02 集落防災対策総合治山事業 兵庫県 宍粟郡山崎町田井

194
589 兵庫県神崎町 ㈲三共 4.12 5.03 民有林林道改築事業 兵庫県 神崎郡神崎町猪篠

195
591 兵庫県播磨林道建設事業所 ㈱清水組 5.01 5.03 広域基幹林道開設事業 兵庫県 多可郡加美町奥荒田

196
592 兵庫県朝来町 ㈱松本工務店 4.09 5.03 民有林林道開設事業 兵庫県 朝来郡朝来町山ノ内

197
593 兵庫県六甲治山事務所 松栄建設㈱ 5.02 5.04 復旧治山事業 兵庫県 芦屋市奥山

198
649 兵庫県神崎町 ㈲三共 5.08 5.12 林業改良事業 兵庫県 神崎郡神崎町猪篠

199
650 兵庫県朝来町 ㈱松本工務店 5.07 5.08 民有林林道開設事業 兵庫県 朝来郡朝来町山ノ内

200
651 兵庫県播磨林道建設事業所 越智谷運輸建設㈱ 5.07 5.09 広域基幹林道開設事業 兵庫県 飾磨郡夢前町山之内

201
652 兵庫県豊岡農林事務所 ㈲野村建設 5.01 5.11 県単独県営治山事業 兵庫県 美方郡村岡町入江
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202
653 兵庫県赤穂市 日本防災㈱ 5.11 6.02 原柏原線道路修繕工事 兵庫県 赤穂市有年原

203
654 兵庫県八鹿土木事務所 ㈱西村風晃園 5.11 道路防災事業 兵庫県 養父郡関宮町出合

204
655 兵庫県播磨林道建設事業所 ㈱山田開発 6.03 6.04 県単独林道整備事業(促進型) 兵庫県 多可郡加芙町奥荒田

205
656 兵庫県播磨林道建設事業所 ㈲今中組 6.03 6.04 広域基幹林道開設事業 兵庫県 多可郡加美町寺内

206
657 兵庫県播磨林道建設事業所 ㈲今中組 6.03 6.04 民有林林道施設災害復旧事業 兵庫県 多可郡八千代町大屋

207
658 兵庫県赤穂市 日本防災㈱ 6.01 6.03 八軒家古池線道路改良工事 兵庫県 赤穂市福浦

208
659 兵庫県竜野農林事務所 国土防災技術㈱ 6.01 林道法師ヶ谷線災害復旧工事 兵庫県 宍粟郡山崎町生谷

209
661 兵庫県柏原農林事務所 谷川土建 6.03 保安林管理道整備事業 兵庫県 氷上郡青垣町西芦田

210
662 兵庫県但馬林道建設事務所 日本土地山林㈱ 6.03 6.05 広域基幹林道開設事業 兵庫県 朝来郡朝来町左嚢

211
663 兵庫県和田山農林事務所 ㈲能見建設 6.04 新林業構造改善事業 兵庫県 朝来郡生野町菖蒲沢

212
664 兵庫県和田山農林事務所 ㈲島垣工務店 6.04 生活環境保全林整備事業 兵庫県 養父郡大屋町加保

213
665 兵庫県和田山農林事務所 ㈱安井工務店 6.04 地域防災対策治山事業 兵庫県 養父郡大屋町宮本

214
724 兵庫県赤穂市 日本防災㈱ 6.05 6.08 原棉原線道路修繕工事 兵庫県 赤穂市有年原

215
729 兵庫県六甲治山事務所 松栄建設㈱ 6.08 7.03 復旧治山事業 兵庫県 芦屋市奥山

216
730 兵庫県但馬林道建設事務所 日本土地山林㈱ 6.08 7.02 県単独治山事業 兵庫県 朝来郡朝未町佐嚢

217
731 兵庫県但馬林道建設事務所 ㈱昇産業 6.08 7.03 広域基幹林道開設事業 兵庫県 飾磨郡夢前町山之内

218
732 兵庫県赤穂市 ㈲石中工業 6.09 7.01 八軒家古池線道路改良工事 兵庫県 赤穂市福浦

219
774 兵庫県道路公社 ㈱徳山工務店 7.03 但馬第二但馬海岸有料道路道路維持修繕工事 兵庫県 城崎郡香住町訓谷豊岡市瀬戸

220
779 射場裕司 日本防災㈱ 7.05 射場邸石積修繕工事 兵庫県 神戸市灘区本山町

221
827 兵庫県六甲治山事務所 ㈱水谷建設 7.12 復旧治山事業 兵庫県 神戸市北区山田町下谷上

222
831 林渓寺 上田建設 7.12 8.01 林渓寺石積補強工事 兵庫県 神戸市北区有馬町
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223
835 兵庫県赤穂市 ㈲宮崎土木 8.01 八軒家古池線道路改良工事 兵庫県 赤穂市福浦

224
840 兵庫県洲本農林事務所 ㈱中央建設 8.03 8.07 予防治山事業 兵庫県 洲本市小路谷

225
843 兵庫県六甲治山事務所 ㈱福吉組 8.04 8.07 7地防第1-15号地域防災対策総合治山事業 兵庫県 神戸市灘区六甲山町字一が谷

226
846 兵庫県神戸土木事務所 ㈱村居組 8.02 8.03 西舞子（３）地区急傾斜崩壊対策砂防事業 兵庫県 神戸市垂水区西舞子

227
869 兵庫県北摂整備局 小向建設㈱ 8.08 8.09 曾地中三田線道路改良工事 兵庫県 三田市上青野

228
870 兵庫県赤穂市 ㈱三美 8.08 8.12 八軒家古池線道路改良工事 兵庫県 赤穂市福浦

229
874 兵庫県社農林事務所 ㈱マスモト 8.08 9.02 予防治山事業 兵庫県 西脇市八坂

230
877 兵庫県但馬林道建設事務所 明生建設㈱ 8.08 8.12 県単独林道整備事業 兵庫県 宍粟郡一宮町東河内

231
883 兵庫県六甲治山事務所 吉野建設㈱ 8.09 8.10 広域防災対策総合治山事業 兵庫県 神戸市須磨区西須磨鉄拐

232
904 関西電力株式会社 ㈱愛工社 8.10 8.11 播磨西線新設工事 兵庫県 神崎郡大河内町長谷

233
919 兵庫県六甲治山事務所 ㈱大崎組 8.12 地域防災対策総合治山事業 兵庫県 神戸市灘区摩耶長

234
935 兵庫県山崎町 日本防災㈱ 8.12 9.03 林道細野白口線法面改良工事 兵庫県 宍粟郡山崎町上ノ

235
946 兵庫県六甲治山事務所 寿建設㈱ 9.01 9.02 予防治山事業 兵庫県 神戸市北区有馬町六甲山

236
947 兵庫県洲本農林水産事務所 中央建設㈱ 9.01 9.03 予防治山事業 兵庫県 洲本市小路谷

237
962 兵庫県赤穂市 日本防災㈱ 9.03 八軒家古池線道路改良（その２）工事 兵庫県 赤穂市福浦

238
963 山崎建設株式会社 日本防災㈱ 9.03 9.04 堤体補修工事 兵庫県 姫路市飾東町

239
982 兵庫県赤穂市 日本防災㈱ 9.05 9.08 八軒家古池線道路改良工事 兵庫県 赤穂市福浦

240
990 兵庫県山崎町 日本防災㈱ 9.06 9.10 林道細野白口線法面改良工事 兵庫県 宍粟郡山崎町上ノ

241
1009 兵庫県山東町 但南建設㈱ 9.08 9.09 林道山東朝来線開設工事 兵庫県 朝来郡朝来町与布土

242
1010 兵庫県神崎町 越知谷運輸建設㈱ 9.08 9.09 越知ケ峰線林道改良工事 兵庫県 神崎郡神崎町越知

243
1011

日本道路公団姫路管理事務
所

㈱東亜製作所 9.01 9.03 姫路管内法面防災工事 兵庫県 姫路市太市
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244
1022 三越健康保険組合 日本防災㈱ 9.08 9.09 六甲山荘落石対策工事 兵庫県 神戸市北区六甲山町

245
1088

日本道路公団福知山管理事
務所

浅巻建設㈱ 9.12 舞鶴自動車道三田西ＩＣ～福知山ＩＣ間法面防災対策工事 兵庫県 氷上郡春日町日ケ奥

246
1106 兵庫県洲本農林水産事務所 上田建設㈱ 10.01 10.03 予防治山事業 兵庫県 洲本市小路谷

247
1107 兵庫県豊岡農林水産事務所 田内工務店 10.01 10.03 予防治山事業 兵庫県 城崎郡城崎町今津

248
1172 建設省豊岡工事事務所 ㈱島田組 10.06 10.08 ９号村岡地区防災工事 兵庫県 美方郡村岡町

249
1185 兵庫県洲本農林水産事務所 ㈱上田建設 10.07 11.01 予防治山事業 兵庫県 洲本市小路谷

250
1186 兵庫県六甲治山事務所 ㈱大石組 10.08 11.01 地域防災対策総合治山事業 兵庫県 神戸市北区有野町鼓山（鼓ケ滝）

251
1207 兵庫県上郡土木事務所 石川島興業㈱ 10.09 11.03 250号道路防災工事 兵庫県 相生市相生

252
1241 兵庫県市川町 ㈲本田建設 10.11 10.12 地域改善対策事業（水路改修工事） 兵庫県 神崎郡市川町沢

253
1273 兵庫県六甲治山事務所 ㈱橋本組 11.01 11.02 地域防災対策総合治山事業 兵庫県 西宮市越水字社家郷山

254
1305 兵庫県上月町 ㈱上野組 11.03 県単独補助治山事業 兵庫県 佐用郡上月町櫛田

255
1312 兵庫県六甲治山事務所 明生建設㈱ 11.03 地域防災対策総合治山事業 兵庫県 神戸市長田区一里山町

256
1313 兵庫県神戸土木事務所 本多・春名・紺谷 JV 11.03 石井ダム工事用道路⑤及び市道付替橋梁下部工事 兵庫県 神戸市北区鈴蘭台

257
1314 兵庫県市川町 大林道路㈱ 10.04 10.09 ふるさと林道緊急整備事業林道開設工事 兵庫県 神崎郡市川町下牛尾

258
1362 兵庫県山東町 梁瀬工業㈱ 11.07 11.11 県単独補助治山事業 兵庫県 朝来郡山東町矢名瀬

259
1390 兵庫県豊岡農林事務所 ㈱田内工務店 11.09 11.11 予防治山事業 兵庫県 城崎郡城崎町今津

260
1408 兵庫県上郡土木事務所 ㈲深口建設 11.10 急傾斜地崩壊対策工事 兵庫県 佐用郡佐用町秀谷

261
1449 兵庫県赤穂市 ㈱宮崎土木 11.12 12.03 八軒家古池線外道路防災工事 兵庫県 赤穂市福浦外

262
1489 兵庫県上郡土木事務所 日本防災㈱ 12.03 12.10 （国）373号道路災害防除工事 兵庫県 赤穂郡上郡町大枝

263
1490 兵庫県上郡土木事務所 日特建設㈱ 12.03 12.10 （国）373号道路災害防除工事 兵庫県 赤穂郡上郡町大枝

264
1519 兵庫県上郡土木事務所 ㈲深口建設 12.05 12.07 秀谷（3）地区急傾斜地崩壊対策工事 兵庫県 佐用郡佐用町秀谷
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265
1543 兵庫県洲本農林水産事務所 ㈱谷安総業 12.07 12.12 地域防災対策総合治山事業 兵庫県 洲本市小路谷

266
1799 兵庫県市川町 ㈱ﾌｨｰﾙﾄﾞｴﾝｼﾞﾆｱ 14.03 用水路補修工事 兵庫県 神崎郡市川町上田中区

267
1800 兵庫県市川町 ㈱ﾌｨｰﾙﾄﾞｴﾝｼﾞﾆｱ 14.03 用水路補修工事 兵庫県 神崎郡市川町上田神崎区

268
1801 兵庫県赤穂市 桑原造園土木 14.03 原柏原線道路防災工事 兵庫県 赤穂市西有年

269
1935 兵庫県市川町 ㈱ﾌｨｰﾙﾄﾞｴﾝｼﾞﾆｱ 15.01 用水路補修工事 兵庫県 神崎郡市川町神崎

270
1940 兵庫県市川町 ㈱ﾌｨｰﾙﾄﾞｴﾝｼﾞﾆｱ 15.02 用水路補修工事 兵庫県 神崎郡市川町美佐

271
1941 兵庫県市川町 ㈱ﾌｨｰﾙﾄﾞｴﾝｼﾞﾆｱ 15.02 用水路補修工事 兵庫県 神崎郡市川町

272
1942 兵庫県市川町 ㈱ﾌｨｰﾙﾄﾞｴﾝｼﾞﾆｱ 15.02 用水路補修工事 兵庫県 神崎郡市川町神崎

273
1947

兵庫県上郡農林水産振興事
務所

㈱中村建設 15.03 15.09 環境防災林整備事業 兵庫県 赤穂市加里屋

274
1958 兵庫県市川町 ㈱ﾌｨｰﾙﾄﾞｴﾝｼﾞﾆｱ 15.04 用水路補修工事 兵庫県 神崎郡市川町

275
2035

兵庫県姫路農林水産振興事
務所

㈱扇土建 15.09 16.05 環境防災林整備事業 兵庫県 姫路市山吹

276
2042 兵庫県八鹿土木事務所 但南建設㈱ 15.10 16.03 (国)429号道路災害防除工事 兵庫県 朝来郡生野町上生野

277
2069 関西電力㈱ 関電興業㈱ 15.12 16.01 モルタルピット修繕工事 兵庫県 神崎郡大河内町大河内

278
2071 兵庫県上郡農林振興事務所 高田建設㈱ 15.12 16.02 環境防災林整備事業 兵庫県 揖保郡新宮町新宮

279
2082 兵庫県豊岡農林振興事務所 ㈱堀江工務店 15.12 16.06 予防治山事業 兵庫県 出石郡但東町平田

280
2086 兵庫県市川町役場 ㈱ﾌｨｰﾙﾄﾞｴﾝｼﾞﾆｱ 16.01 16.03 用水路補修工事 兵庫県 神崎郡市川町鶴居

281
2087 兵庫県龍野農林振興局 ㈱ﾌｨｰﾙﾄﾞｴﾝｼﾞﾆｱ 16.01 16.03 平成15年度環境第４－２号環境防災林整備事業 兵庫県 揖保郡新宮町新宮

282
2091 兵庫県豊岡農林振興局 ㈱ﾌｨｰﾙﾄﾞｴﾝｼﾞﾆｱ 16.01 16.07 平成15年度予防治山事業15Y第10号 兵庫県 出石郡但東町大字平田地内

283
2118 兵庫県市川町役場 ㈱ﾌｨｰﾙﾄﾞｴﾝｼﾞﾆｱ 16.04 16.04 鶴居地区水路補修工事 兵庫県 神崎郡市川町鶴居

284
2138 兵庫県豊岡農林水産事務所 ㈱谷垣組 16.08 16.11 １６Ｙ第1３号　予防治山事業 兵庫県 出石郡但東町平田

285
2150 兵庫県豊岡農林水産事務所 (有)中川組 16.09 16.12 １６Ｙ第17号　予防治山事業 兵庫県 城崎郡香住町下浜
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286
2157 兵庫県姫路農林水産事務所 ㈱扇土建 16.09 17.03 環境防災林整備事業 兵庫県 姫路市山吹2丁目地内

287
2163 兵庫県龍野農林事務所 高田昭夫建設㈱ 16.10 17.02 環境防災林整備事業 兵庫県 揖保郡新宮町新宮

288
2303 日本道路公団 寺西建設 17.10 18.03 山陽自動車道法面補強工事 兵庫県 姫路市山陽自動車道大釜地区

289
2312 兵庫県姫路農林水産事務所 ㈱扇土建 17.12 18.03 平成17年度共生保安林整備事業 兵庫県 姫路市山吹２丁目

290
2333 兵庫県龍野農林振興事務所 ㈱前田建設工業 18.02 18.06 災害関連緊急治山事業 兵庫県 宍粟市一宮町安積

291
2373 兵庫県赤穂市 ㈱ﾌｨｰﾙﾄﾞｴﾝｼﾞﾆｱ 18.07 18.07 市道八軒家古池線道路防災（その２）工事 兵庫県 赤穂市福浦地内

292
2391 兵庫県社農林事務所 ㈱シミズ 18.08 19.02 平成18年度　予防治山事業 兵庫県 多可郡多可町八千代区大和

293
2442 兵庫県西脇市 (有)ニシムラ 19.01 19.03 堀町岩崩防止工事 兵庫県 西脇市堀町

294
2525 兵庫県神戸市 河本建設㈱ 19.10 20.03 明石神戸宝塚線道路防災工事 兵庫県 神戸市灘区六甲山町北六甲

295
2527 兵庫県六甲治山事務所 大本建設㈱ 19.10 20.03 平成19年度　復旧治山事業 兵庫県

神戸市北区有馬町六甲山（後鉢
巻）

296
2531 （社）兵庫みどり公社 ㈱ﾌｨｰﾙﾄﾞｴﾝｼﾞﾆｱ 19.11 19.11

平成19年度「なか・やちよの森公園」落石防止工事　委託
業務

兵庫県
多可郡多可町八千代区俵田字竹
谷山78-27

297
2543 兵庫県神戸市水道局 松本伊㈱ 19.11 20.03 千苅貯水池管理通路　法面補修工事 兵庫県 神戸市北区道場町生野

298
2559 兵庫県豊岡土木事務所 (有)一景 20.01 20.03 （主）香美久美浜線　道路防災工事 兵庫県 豊岡市気比

299
2565 兵庫県宍粟市 播備㈱ 20.02 20.03 市道有賀ｶﾝｶｹ線道路防災工事 兵庫県 宍粟市波賀町有賀

300
2570 兵庫県光都農林振興事務所 国土防災技術㈱ 20.04 20.05 １９Y第9号予防治山事業 兵庫県 宍粟市千種町下河野

301
2647 兵庫県みどり公社 篠山市森林組合 20.12 21.02 里山防災林整備 整備造成業務 兵庫県 篠山市幡路字丈ケ尾

302
2654 兵庫県洲本土木事務所 国土防災技術㈱ 20.12 21.03 （主）佐野・仁井・岩屋線 道路防災工事 兵庫県 淡路市佐野神原

303
2655 兵庫県神戸市 国土防災技術㈱ 20.12 21.03 御影鴨子ヶ原線防災対策工事 兵庫県 神戸市東灘区住吉山手四丁目

304
2656 兵庫県神戸市 ㈱越智工務店 20.12 21.03 神戸六甲線防災対策工事 兵庫県

神戸市灘区水車新田・六甲山町東
山ノ内

305
2678 兵庫県神戸市 ㈱ 植信 21.03 21.05 神戸六甲線防災対策工事(その2) 兵庫県 神戸市灘区六甲山東山ノ内

306
2774 兵庫県宍粟市 福泉興業㈱ 22.01 22.03 市道河東線道路防災工事 兵庫県 宍粟市波賀町谷地内



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績（兵庫）
2019年5月まで　326件

No 実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

307
2787 兵庫県六甲治山事務所 ㈱神鉄ｺﾐｭﾆﾃｨｻｰﾋﾞｽ 22.04 22.09 ２１K 第３号 復旧治山事業 兵庫県

神戸市北区有馬町字六甲山
(後鉢巻)

308
2851 兵庫県朝来農林振興事務所

トーコーテクノ㈱大阪支
店

22.10 23.03 21Y第18号ほか　平成21年度予防治山事業 兵庫県 朝来(あさご)市生野町真弓

309
2912 兵庫県朝来農林振興事務所 ㈱扇土建 23.06 23.08

22債奥第3号　平成22年度　奥地保安林保全緊急対策事
業

兵庫県 朝来市生野町真弓

310
2922

兵庫県姫路農林水産振興事
務所

護興業 23.08 23.09 22奥第10号　奥地保安林保全緊急対策事業 兵庫県 神崎郡神河町岩屋地内

311
2945 兵庫県六甲治山事務所 北浦建設㈱ 23.10 23.12 22K第18号　平成22年度　復旧治山事業 兵庫県

神戸市北区有馬町字六甲山(後鉢
巻）地内

312
2979 国交省姫路国道事務所 ㈱神崎組 24.02 24.05 国道29号　宍粟市内防災工事 兵庫県 宍粟市波賀町原～引原地先

313
2983

神戸市建設局東部建設事務
所

安場建設㈱ 24.04 24.04 神戸六甲線防災対策工事（その1） 兵庫県 神戸市灘区六甲山町東山ノ内

314
2985

神戸市建設局東部建設事務
所

八雲建設㈱ 24.04 24.05 奥摩耶六甲線防災対策工事 兵庫県 神戸市灘区摩耶山町

315
3064 神戸市建設局 ㈱ゴショー 25.1 25.3 平成24年度神戸六甲線防災対策工事（その１） 兵庫県 神戸市灘区水車新田

316
3182 兵庫県姫路港管理事務所 家島建設㈱ 26.4 26.5 小浦の辻地区急傾斜地崩壊防止工事 兵庫県 姫路市家島町真浦

317
3208

国交省近畿地方整備局姫路
河川国道事務所

㈱交邦 26.5 27.1 姫路管内防災工事（原地区） 兵庫県 宍粟市波賀町原地内

318 3409
国交省近畿地方整備局姫路
河川国道事務所

㈱交邦
28.7 28.8

国道29号　宍粟地区防災工事 兵庫県 宍粟市波賀町小野地先

319 3455
兵庫県西播磨県民局 ㈱グリーン興産

29.2 29.3
（重）揖保川流域　揖保川　環境防災林整備事業（28環境
第1号）

兵庫県 たつの市新宮町新宮

320 3456
兵庫県朝来市 ㈱榧谷建設（かやたに）

29.2 29.3
（市）新多々良木線　法面防災工事 兵庫県 朝来市多々良木

321 3470
兵庫県姫路土木事務所 藤澤工業㈱

29.4 30.1
（急）長谷(1)地区　急傾斜地崩壊対策工事（その1） 兵庫県 神崎郡神河町長谷

322 3506
兵庫県阪神北県民局 金山建設工業㈱

29.11 30.7
温泉地区河川改修工事（その4） 兵庫県

西宮市塩瀬町名塩（宝塚市玉
瀬武田尾）

323 3538
兵庫県中播磨県民局 ㈱タテイワ

30.4 30.12
長谷地区急傾斜地崩壊対策工事（その2） 兵庫県 神崎郡神河町

324 3552

兵庫県但馬県民局朝来農
林振興事務所

能見建設㈱
30.6 30.7

緊急予防治山事業（29緊Y第3号） 兵庫県 朝来市生野町栃原

325 3571

国交省近畿地方整備局姫路
河川国道事務所

㈱大給組
30.8 31.3

国道29号日見谷地区防災工事 兵庫県
宍粟市波賀町日見谷地先～小
野地先
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326 3583
兵庫県神戸市教育委員会 （株）ゴショー

30.9 30.9
御影北小学校石積補修工事 兵庫県

神戸市東灘区御影山手1丁目
御影北小学校



兵　庫　県　施　工　実　績
発 注 者 ： 国交省近畿地方整備局姫路河川国道事務所
施 工 年 度 ：
施 工 場 所 ： 宍粟市波賀町日見谷地先～小野地先
工 事 名 ： 国道29号日見谷地区防災工事
施 工 実 績 表 No. ： 3571

施工後 施工後



兵　庫　県　施　工　実　績
発 注 者 ： 兵庫県中播磨県民局
施 工 年 度 ： 平成29年度
施 工 場 所 ： 神崎郡神河町
工 事 名 ： 長谷地区急傾斜地崩壊対策工事（その2）
施 工 実 績 表 No. ： 3538

施工前 施工後



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績（奈良）
2019年5月まで　30件

No 実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

1 11 関西電力㈱ 北村土建㈱ 52.01 落石防止兼緑化工事 奈良県 吉野郡十津川村

2 24 関西電力㈱ 大成建設㈱・㈱奥村組 53.06 道路防災工事 奈良県 吉野郡十津川村旭

3 26 関西電力㈱ ㈱間組 53.06 道路防災工事 奈良県 吉野郡十津川村旭

4 29 関西電力㈱ 北村土建㈱ 53.07 道路防災工事 奈良県 吉野郡十津川村

5 35 関西電力㈱ 北村土建㈱ 53.11 道路防災工事 奈良県 吉野郡十津川村

6
1306 奈良県吉野土木事務所 ㈱山和組 11.03 11.04 災害防除（国道）工事 奈良県 吉野郡下北山村浦向

7
1457 奈良県南部農林振興事務所

竹本・松井建工特定建
設工事ＪＶ

11.12 12.04 林道開設事業（１工区） 奈良県 吉野郡西吉野村川股

8 1458 奈良県吉野土木事務所 吉野組 12.01 12.03 道路災害復旧工事 奈良県 吉野郡上北山村西原

9 1471 奈良県農林部治山課 ㈱大隈組 12.02 12.03 生活環境保全林整備事業 奈良県 吉野郡黒滝村粟飯谷

10 1475 奈良県室生村 第二建設㈱ 12.02 12.07 道路改築事業災害防除工事 奈良県 宇陀郡室生村大野

11 1642 奈良県室生村 ㈱新井組 13.03 13.04 道路改築事業災害防除工事 奈良県 宇陀郡室生村大野

12 2257 奈良県南部農林振興事務所 菊川建設工業㈱ 17.07 17.08 平成16年度復旧治山事業 奈良県 吉野郡天川村洞川地内

13 2283 奈良県南部農林振興事務所 ㈱眞佑建設 17.09 17.10 平成17年度　予防治山工事 奈良県 吉野郡下市町大字西山

14 2309 奈良県天川村(洞川財産区） 第二建設㈱ 17.12 18.02 洞財第17-7号　面不動鍾乳洞内落石防止工事 奈良県 吉野郡天川村大字洞川地内

15 2315 奈良県東部農林振興事務所 ㈱伯龍組 17.12 18.05 平成17年度復旧治山事業 奈良県 宇陀郡室生村大字滝谷

16 2396 奈良県南部農林振興事務所 車谷建設㈱ 18.09 18.12 第4号　平成18年度　復旧治山事業 奈良県 吉野郡天川村洞川地内

17 2440 奈良県吉野土木事務所 イヌ井建材㈱ 19.01 19.03 604-1 道路自然災害防止事業 奈良県 吉野郡吉野町南大野

18 2465 奈良県東部農林振興事務所 椿本建設㈱ 19.01 19.05 平成18年度地域防災対策治山事業第1号 奈良県 宇陀市室生区向渕

19 2551 奈良県南部農林振興事務所 ㈱成建設 19.12 20.03 第３号　平成１９年度　予防治山事業 奈良県 吉野郡吉野町大字六田

20
2607 奈良県吉野土木事務所 ㈱ワイ・ビー建設 20.08 21.01 第601-1号　道路自然災害防止事業工事 奈良県 吉野郡吉野町南大野地内

21
2667 奈良県東部農林振興事務所

奈良県緑化土木協同組
合

21.01 21.03 平成20年度 予防治山事業 奈良県 山辺郡山添村

22 2669 奈良県南部農林振興事務所 ㈱ダイテック 21.01 21.03 第３号　平成20年度復旧治山事業 奈良県 吉野郡東吉野村大字小

23 2709 奈良県南部農林振興事務所 井前建設㈱ 21.06 21.09 第3-2号　平成２０年度　復旧治山事業 奈良県 吉野郡東吉野村大字小地内

24 2759 奈良県南部農林振興事務所 ㈱近倉建設 21.11 22.03 平成２１年度　予防治山事業 奈良県 五条市　西吉野町

25 2782 奈良県南部農林振興事務所 ㈱ダイテック 22.02 22.03 平成２１年度　第2号　復旧治山事業 奈良県 吉野郡東吉野村大字小地内

26 3003 奈良県南部農林振興事務所 ㈱ウエキ 24.5 24.7 第6号　平成23年度　予防治山事業 奈良県 吉野郡天川村大字和田地内

27
3026 奈良県五條土木事務所 山一建設㈱ 24.9 25.8 一般国道168号　道路災害復旧事業 奈良県 吉野郡十津川村大字桑畑地内

28
3233 奈良県御杖村役場 ㈱山田土木 26.8 26.11

平成26年度　防災・安全交付金事業　村道高見線災害防
除工事

奈良県 宇陀郡御杖村桃俣地内



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績（奈良）
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No 実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

29
3381

奈良県くらし創造部景観・自然
保護課

㈱植田土建 28.3 28.5 近畿自然歩道線道路整備工事 奈良県
吉野郡天川村洞川地内吉野熊野
国立公園内

30 3477

近畿農政局南近畿土地改良
調査管理事務所

㈱城内組 29.5 29.6
平成28年度　十津川紀の川直轄管理事業
大迫ダム法面等整備事業

奈良県 奈良県吉野郡川上村



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績（和歌山）
2019年5月まで　48件

No 実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

1 431 和歌山県新宮土木事務所 熊野川開発 元.09 元.10 国道169号道路災害防除工事 和歌山県 東牟婁郡熊野川町玉置口

2 551 和歌山県串本土木事務所 杉尾建設 3.07 3.12 県道周参見七川古座線災害防除工事 和歌山県 東牟婁郡古座川町宇津木

3 581 関西電力㈱ 前田建設工業㈱ 4.07 4.10 殿山ダム右岸崩壊部修繕工事 和歌山県 西牟婁郡大塔村

4 583 和歌山県新宮市 ㈱大畑建設 4.09 4.10 林道高田線法面補強工事 和歌山県 新宮市高田

5 607 和歌山県串本土木事務所 杉尾建設 4.09 5.02 県道周参見七川古座線緊急地方道整備工事 和歌山県 東牟婁郡古座川町宇津木

6 622 和歌山県新宮土木事務所 中岸組 4.12 5.02 国道168号道路改良工事 和歌山県 東牟婁郡本宮町大津荷

7 632 和歌山県串本土木事務所 大屋組 4.12 5.03 県道周参見七川古座線災害防除工事 和歌山県 東牟婁郡古座川町宇津木

8 671 和歌山県新宮土木事務所 第二建設㈱ 5.07 5.09 大日山谷川砂防修繕工事 和歌山県 東牟婁郡本宮町本宮

9 677 和歌山県串本土木事務所 ㈲勝恵組 5.06 5.12 県道すさみ古座線災害防除工事 和歌山県 東牟婁郡古座川町宇津木

10 754 和歌山県田辺土木事務所 ㈱丸山組 6.12 7.03 県道田辺龍神線災害防除工事 和歌山県 田辺市上秋津

11 819 和歌山県本宮町 第二建設㈱ 7.11 8.03 町道小津荷高山線転石接着工事 和歌山県 東牟婁郡本宮町小津荷

12 852 和歌山県本宮町 第二建設㈱ 8.05 8.07 町道備崎高山線小津荷高山線転石接着工事 和歌山県 東牟婁郡本宮町高山小津荷

13 873 和歌山県串本土木事務所 ㈲松本建設 8.08 9.01 城すさみ線道路維持修繕工事 和歌山県 西牟婁郡すさみ町太間川

14 974 和歌山県串本土木事務所 鵬工務店 9.04 9.05 明神地区急傾斜地崩壊対策工事 和歌山県 東牟婁郡古座川町明神

15 1127 和歌山県日高県事務所 ㈱駒場工務店 10.03 予防治山事業 和歌山県 日高郡中津村

16 1159 和歌山県串本土木事務所 ㈱平野組 10.06 10.08 すさみ古座線道路災害防除工事 和歌山県 東牟婁郡古座川町月野瀬

17 1160 和歌山県新宮土木事務所 ㈲川合組 10.06 10.08 国道168号線道路災害防除工事 和歌山県 東牟婁郡熊野川町田長

18 1233 建設省紀南工事事務所 ショーボンド建設㈱ 10.10 11.01 42号橋杭岩防災工事 和歌山県 東牟婁郡古座町姫

19 1234 和歌山県日高振興局 ㈱永井組 10.10 10.12 平成10年度予防治山事業 和歌山県 日高郡南部川村市井川

20 1240 和歌山県西牟婁振興局 ㈱丸山組 10.11 10.12 田辺龍神線災害防除工事 和歌山県 田辺市秋津川

21 1259 和歌山県日高振興局 ㈱駒場工務店 10.12 11.02 平成10年度予防治山事業 和歌山県 日高郡中津村田尻

22 1272 和歌山県西牟婁振興局 向井建設 11.01 11.02 日置大塔村線災害防除工事 和歌山県 西牟婁郡大塔村合川

23 1289 和歌山県東牟婁振興局 中上建設㈱ 11.02 11.03 168号道路災害防除工事 和歌山県 新宮市高田

24 1360 和歌山県西牟婁振興局 丸山組 11.07 11.08 田辺龍神線災害防除工事 和歌山県 田辺市秋津川

25 1361 和歌山県東牟婁振興局 上地組 11.07 11.08 月野瀬地区急傾斜地崩壊対策工事 和歌山県 東牟婁郡古座川町月野瀬

26 1391 和歌山県西牟婁振興局 木下組 11.09 11.11 予防治山事業 和歌山県 西牟婁郡中辺路町大川野々尻

27
1459

和歌山県海草振興局海南事
務所

ショーボンド建設㈱ 12.01 12.02 国道370号道路維持修繕工事 和歌山県 海草郡美里町中

28 1577 和歌山県西牟婁振興局 日本防災㈱ 12.10 13.03 御坊由良線緊急地方道整備工事 和歌山県 日高郡由良町大引

29 1605 和歌山県東牟婁振興局 南方建設 12.12 13.03 西敷屋地区急傾斜地崩壊対策工事 和歌山県 東牟婁郡熊野川町西敷屋
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30 1606 和歌山県西牟婁振興局 林建設 12.12 13.02 地域防災対策治山事業 和歌山県 日高郡中辺路町大川

31 1776 和歌山県日高振興局 ㈱東原組 13.12 予防治山事業 和歌山県 日高郡美山村

32 1839 和歌山県日高振興局 杉本組 14.06 15.01 地域防災対策総合治山事業 和歌山県 日高郡美山村

33 1890 和歌山県有田振興局 中岡組 14.10 15.03 予防第5号－1予防治山事業 和歌山県 有田郡金屋町字井苔

34 2024 和歌山県日高振興局 ㈱杉山組 15.09 15.12 防災対策総合治山事業 和歌山県 和歌山県日高郡美山村皆瀬

35 2166 和歌山県東牟婁振興局 菊本建設 16.10 17.03 近畿自然歩道整備工事 和歌山県 東牟婁郡太地町大字太地

36 2167 和歌山県東牟婁振興局 勝浦建設㈱ 16.10 17.03 近畿自然歩道整備工事 和歌山県 東牟婁郡太地町大字太地

37 2168 和歌山県東牟婁振興局 (有)紀洋建設 16.10 17.03 近畿自然歩道整備工事 和歌山県 東牟婁郡太地町大字太地

38 2169 和歌山県東牟婁振興局 ㈱洞口組 16.10 17.03 近畿自然歩道整備工事 和歌山県 東牟婁郡太地町大字太地

39 2188 和歌山県海草振興局 栩中建設 16.11 17.03 平成１６年度予防治山事業 和歌山県 海草郡下津町大字小原

40 2321 和歌山県東牟婁振興局 ㈱英進工業 18.01 18.03 近畿自然歩道（鷲の巣崎遊歩道）整備工事 和歌山県 東牟婁郡太地町太地

41 2411 和歌山県東牟婁郡振興局 (有)松本建設 18.10 18.12 林道松根小森川線（松根地）開設工事 和歌山県 東牟婁郡古座川町小森川地内

42
2748 和歌山県東牟婁振興局 ㈱淺川組 21.10 22.03 平成２１年度 地域防災対策総合事業 和歌山県

新宮市熊野川町相須字宮ノ上外
地内

43
2845

国土交通省近畿地方整備局
紀南河川国道事務所

大和緑化㈱ 22.10 23.02 国道42号串本管内防災工事 和歌山県 東牟婁郡串本町鬮野川地先地

44
2874 和歌山県東牟婁振興局 ㈱夏山組 23.02 23.03

平成２２年度　地防　第２号-１　地域防災対策総合　治山
事業

和歌山県 新宮市

45
3046 和歌山県有田振興局建設部 中平建設㈱ 24.11 24.3

平成23年度　道保交金　第401-2号-5他　国道480号交付
金道路保全外合併工事

和歌山県 有田郡有田川町境川地内

46
3053 和歌山県東牟婁振興局 井筒建設㈱ 24.11 25.2

平成24年度　国直　第2号－2　太地園地遊歩道法面その
2工事

和歌山県 東牟婁郡太地町

47
3054 和歌山県那智勝浦町役場 井筒建設㈱ 24.11 25.2 平成23年度　王子浦避難路整備工事 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町

48
3136 和歌山県環境生活総務課 井筒建設㈱ 25.9 26.3

平成24年度　国直　第2-4号　太地園地遊歩道法面その3
工事

和歌山県 東牟婁郡太地町
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1
16 鉄道建設公団大阪支社 清水建設㈱ 52.12 智頭線落石防止工事 鳥取県 八頭郡智頭町

2
33 鳥取県郡家土木出張所 郡家建設㈱ 53.11 道路改良工事 鳥取県 八頭郡若桜町諸鹿

3
43 鳥取県郡家土木出張所 三宝土建㈱ 54.05 道路災害防除工事 鳥取県 八頭郡河原町

4
50 烏取県企業局 ㈲石橋組 54.11 幡郷発電所導水路修繕 鳥取県 日野郡溝口町

5
56 鳥取県郡家土木出張所 村上工業㈱ 55.02 道路災害防除工事 鳥取県 八頭郡河原町

6
57 鳥取県企業局 ㈲石橋組 55.04 幡郷発電所導水路修繕 鳥取県 日野郡溝口町

7
70 鳥取県郡家土木出張所 郡家建設㈱ 55.12 道路改良工事 鳥取県 八頭郡若桜町諸鹿

8
89 鳥取県郡家土木出張所 徳田土木㈲ 56.07 道路改良工事 鳥取県 八頭郡河原町北村

9
97 鳥取県企業局 ㈲石橋組 56.11 幡郷発電所導水路修繕工事 鳥取県 日野郡溝口町

10
98 烏取県米子土木出張所 ㈱南部建設 56.11 国道180号線改良工事の内緑化工 鳥取県 西伯郡西伯町

11
99 鳥取県倉吉土木出張所 ㈲笠田組 56.11 道路防災工事 鳥取県 東伯郡関金町

12
116 鳥取県米子土木出張所 関建設 57.07 57.08 西伯根雨線道路改良工事の内D.K.ボンド緑化工事 鳥取県 西伯郡西伯町中

13
117 鳥取県米子土木出張所 美保土建 57.07 58.09 国道180号線道路改良工事 鳥取県 西伯郡西伯町笹畑

14
124 鳥取県郡家土木出張所 共栄建設 57.09 道路災害防除工事 鳥取県 八頭郡用瀬町江波

15
127 鳥取県企業局 池田建設 57.10 57.11 春米発電所調圧水槽修繕工事 鳥取県 八頭郡若桜町

16
129 鳥取県郡家土木出張所 協和建設 57.01 道路災害防除工事 鳥取県 八頭郡若桜町諾鹿

17
137 鳥取県日南町 今田組 57.12 町道佐木谷虫尾線道路改良工事 鳥取県 日野郡日南町

18
152 鳥取県米子土木出張所 福万建設㈲ 58.01 58.03 一般県道溝口伯太線道路改良工事 鳥取県 西伯郡会見町鶴田

19
158 鳥取県米子土木出張所 今田組 58.07 58.07 町道佐木谷虫尾線改良工事 鳥取県 日野郡日南町佐木谷

20
190 鳥取県溝口町 ㈲谷口工務店 59.03 町道三部線道路改良工事 鳥取県 日野郡溝口町

21
192 鳥取県日南町 今田組 59.01 町道佐木谷～虫尾線道賂改良工事 鳥取県 日野郡日南町佐木谷
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22
198 鳥取県企業局 中一建設㈱ 59.01 春米発電所水路構作物(3号取水支線)修繕工事 鳥取県 八頭郡若桜町根安

23
243 烏取県用瀬町農協 同和工営㈱ 60.10 導水路漏水防止ライニングエ事 鳥取県 八頭郡用瀬町

24
292 烏取県企業局 ㈱鴻池組 62.03 新幡郷発電所建設工事(第4工区) 鳥取県 西伯郡岸本町大殿

25
309 鳥取県企業局 鹿島建設㈱ 62.04 新幡郷発電所建設工事(第3工区) 鳥取県 西伯郡岸本町小野門田

26
315 鳥取県用瀬町農協 第二建設㈱ 62.08 62.09 大村発電所導水路補修工事 鳥取県 八頭郡用瀬町

27
316 烏取県郡家土木事務所 ㈲山田建設 62.09 62.10 江府・中和・用瀬線道路災害防除工事 鳥取県 八頭郡佐治村加瀬木

28
370 鳥取県企業局 第二建設㈱ 63.06 63.07 佐治発電所ヒヨ谷水路橋下部工修繕工事 鳥取県 八頭郡佐治村尾際

29
372 鳥取県企業局 第二建設㈱ 63.07 63.08 小鹿第一発電所サイフォン管下部工修繕工事 鳥取県 東伯郡三朝町中津

30
385 烏取地方農林振興局 江山建設㈱ 63.11 岩接着落石防止工事 鳥取県 岩美郡国府町荒舟

31
386 烏取県企業局 ㈲宮本組 63.11 63.12 春米発電所水路工作物修繕工事 鳥取県 八頭郡若桜町根安

32
387 鳥取県郡家土木事務所 ㈱寺谷組 63.11 元.03 一般国道373号特殊改良1種工事 鳥取県 八頭郡智頭町尾見

33
424 鳥取県用瀬町農協 第二建設㈱ 元.08 大村発電所導水路補修工事 鳥取県 八頭郡用瀬町

34
451 鳥取県根雨土木事務所 大宮建設㈲ 2.01 2.03 一般国道180号特殊改良一種工事(2工区) 鳥取県 日野郡日南町菅沢

35
489 鳥取県郡家土木事務所 ㈲塚川建設 2.11 道路改良工事 鳥取県 八頭郡用瀬町安蔵

36
541 鳥取県烏取土木事務所 第二建設㈱ 3.07 3.08 烏取国府岩美線道路修繕工事 鳥取県 岩美郡国府町神垣

37
550 鳥取県日野地方農林局 美保土建㈱ 3.11 3.12 金持地区復旧治山工事 鳥取県 日野郡日野町金持

38
562 鳥取県郡家土木事務所 中央建設㈱ 3.11 3.12 千狩渡一木線舗装補修及び道路災害防除合併工事 鳥取県 八頭郡河原町和奈見

39
575 鳥取県企業局 ㈲宮本組 3.11 4.03 春米発電所水圧鉄管路周辺補償工事 鳥取県 八頭郡若桜町大炊

40
603 鳥取県日野地方農林局 美保土建㈱ 4.08 4.10 金持地区復旧治山工事 鳥取県 日野郡日野町金持

41
647 烏取県日野地方農林局 美保土建㈱ 5.06 5.08 金持地区復旧治山工事 鳥取県 日野郡日野町金持

42
681 烏取県郡家土木事務所 第二建設㈱ 5.10 5.12 一般国道482号道路災害防除工事 鳥取県 八頭郡佐治村栃原
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43
682 鳥取県鳥取土木事務所 第二建設㈱ 5.10 5.12 主要地方道網代港線道路修繕工事 鳥取県 岩美郡岩美町岩本

44
739 鳥取県郡家土木事務所 西村建設㈱ 6.09 6.10 一般国道482号道路災害防除工事(1工区) 鳥取県 八頭郡佐治村高山

45
744 鳥取県根雨土木事務所 ㈲山田建設 6.10 7.03 一般国道181号道路災害復旧工事(応急) 鳥取県 日野郡溝口町根雨原

46
781 鳥取県根雨土木事務所 大宮建設㈲ 7.05 7.10 一般国道180号特殊改良一種工事 鳥取県 日野郡日南町菅沢

47
1038 鳥取県根雨土木事務所 美保土建㈱ 9.09 9.12 Ｒ181道路災害防除工事 鳥取県 日野郡江府町江尾

48
1182 鳥取県根雨土木事務所 ㈲川端組 10.07 10.08 一般国道181号道路災害防除工事（１工区） 鳥取県 日野郡日野町金持

49
1183 鳥取県根雨土木事務所 ㈲浜本組 10.07 10.08 一般県道上徳山俣野江府線道路災害防除工事 鳥取県 日野郡江府町武庫

50
1193 鳥取県米子地方農林振興局 美保土建㈱ 10.08 10.11 県営西伯地区広域農道（溝口付帯工１工区）工事 鳥取県 日野郡溝口町宇代

51
1301 鳥取県郡家土木事務所 ㈱松田組 11.03 11.10 一般国道482号道路災害防除工事（３工区） 鳥取県 八頭郡佐治村余戸

52
1302 鳥取県郡家土木事務所 ㈱山陰建設 11.03 11.10 一般国道482号道路災害防除工事（４工区） 鳥取県 八頭郡佐治村余戸

53
1357 鳥取県郡家土木事務所 ㈲中村建設 11.07 11.08 一般国道482号道路災害防除工事 鳥取県 八頭郡若桜町渕見

54
1404 鳥取県郡家土木事務所 塚川建設㈱ 11.10 一般国道373号道路災害防除工事 鳥取県 八頭郡智頭町福原

55
1405 鳥取県郡家土木事務所 こおげ建設㈱ 11.10 11.11 一般国道482号道路災害防除工事 鳥取県 八頭郡若桜町渕見

56
1427 鳥取県郡家土木事務所 八千代建設㈱ 11.11 12.01 下ノ谷川荒廃砂防工事（２工区） 鳥取県 八頭郡船岡町大江

57
1468 鳥取県根雨土木事務所 ㈲松金組 12.01 12.03 一般国道180号道路災害防除工事 鳥取県 日野郡日野町小河内

58
1540 鳥取県郡家土木事務所 中央建設㈱ 12.07 13.01 一般国道482号道路災害防除工事 鳥取県 八頭郡佐治村余戸

59
1591 鳥取県郡家土木事務所 ㈱仲市 12.11 12.12 一般県道本鹿高福線道路災害防除工事 鳥取県 八頭郡河原町高福

60
1654 鳥取県郡家土木事務所 岡島建設㈲ 13.05 13.07 一般国道482号道路災害防除工事（栃原地区） 鳥取県 八頭郡佐治村栃原

61
2405 鳥取県ＪＡ鳥取中央 ㈱三協商会 18.10 18.10 ＪＡ鳥取中央小河内発電所災害復旧工事 鳥取県 東伯郡三朝町小河内(おごち)地内

62
2450

鳥取県鳥取県西部総合事務
所

中央ロード工業㈱ 19.02 19.03 国道180号道路災害防除工事（補助防災）（３工区） 鳥取県 西伯郡南部町上中谷

63
2472 鳥取県中部総合事務所 (有)若建設工業 19.03 19.1 県道大谷曹源寺線法面工事（地方特定） 鳥取県 東伯郡三朝町下畑～座性寺
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64
2479

鳥取県東部総合事務所県土
整備局

㈱竹内組 19.06 19.06 県道智頭用瀬線地方道路交付金工事(維持赤波工区） 鳥取県 鳥取市用瀬町赤波

65
2484

鳥取県中部総合事務所県土
整備局

第二建設㈱ 19.07 19.11 橋津地区急傾斜地崩壊対策工事（３工区） 鳥取県 東伯郡湯梨浜町橋津

66
2486 鳥取県日野総合事務所 (有)みどり建設 19.07 19.12 高尾地区復旧治山工事に伴う、岩接着落石防止工 鳥取県 日野郡日野町高尾

67
2762 国交省日野川河川事務所 山陰緑化建設㈱ 21.11 22.03 菅沢ダム法面落石対策外工事 鳥取県 日野郡日南町菅沢地内

68
2777 鳥取県東部総合事務所 北村屋木材㈱ 22.01 22.04 浦富海岸自然歩道安全対策工事 鳥取県 岩美郡岩美町田後

69
2800 鳥取県八頭総合事務所 吉田建設㈱ 22.06 22.07 平成21年度林道篭山線(安蔵工区)開設工事 鳥取県 鳥取市用瀬町屋住（やずみ）地区

70
2831

鳥取県八頭総合事務所県土
整備局

山陰建設㈱ 22.09 23.01
県道津山智頭八東線改良工事（法面工）（交付金改良）岩
接着落石予防工

鳥取県 八頭郡八頭町島

71
2841 鳥取県八頭総合事務所 岡島建設(有) 22.10 22.12 国道482号　道路災害防除工事（淵見1工区） 鳥取県 八頭郡若桜町淵見地内

72
2858 鳥取県中部総合事務所 (有)山建運輸 22.11 23.02

県道大谷曹源寺線災害防除工事（上西谷工区）（緊急経
済対策）

鳥取県 東伯郡三朝町上西谷

73
2865

近畿中国森林管理局鳥取森
林管理署

㈱藤原組 22.12 23.02 旧城山山腹補修工事 鳥取県 鳥取市丸山町

74
2882 鳥取県東部総合事務所 (有)中村建設 23.03 23.09 北村地区減災対策治山工事 鳥取県 鳥取市河原町中北村

75
2902

中国地方整備局鳥取河川国
道事務所

山陰建設㈱ 23.04 23.11 国道29号若桜地区防災工事 鳥取県 八頭郡若桜町落折地内

76
2914 鳥取県中部総合事務所 福井土建㈱ 23.06 23.09 三徳地区環境防災林整備工事 鳥取県 東伯郡三朝町三徳

77
2967

鳥取県八頭総合事務所県土
整備局

中一建設㈱ 24.01 24.02 竹市地区復旧治山工事（岩接着落石防止工） 鳥取県 八頭郡八頭町徳丸

78
3017

鳥取県中部総合事務所県土
整備局

(有)東亜土木 24.8 24.12 三徳1地区環境防災林整備工事　岩盤接着工 鳥取県 東伯郡三朝町三徳

79
3019

国交省中国地整鳥取河川国
道事務所

山陰建設㈱ 24.8 25.2 志戸坂峠道路外防災工事 鳥取県 鳥取県八頭郡智頭町福原

80
3036

鳥取県西部総合事務所県土
整備局

美保テクノス㈱ 24.10 25.2 彦名地区環境防災林整備工事 鳥取県 米子市彦名町

81
3048

鳥取県八頭総合事務所県土
整備局

中一建設㈱ 24.11 25.2 竹市地区復旧治山工事（2工区） 鳥取県 八頭郡八頭町徳丸

82
3082

鳥取県日野総合事務所県土
整備局

（有）原明建設 25.4 25.5
県道新見日南線（下石見工区）災害防除工事（交付金防
災）

鳥取県 日野郡日南町下石見

83
3104

鳥取県八頭総合事務所県土
整備局

こおげ建設㈱ 25.6 26.1 竹市地区治山工事（復旧治山）（経済対策） 鳥取県 八頭郡八頭町徳丸地内

84
3114

鳥取県生活環境部ゆたかな
自然課

㈱東部林業 25.7 26.3 近畿自然歩道落石対策工事 鳥取県 岩美郡岩美町田後（たじり）
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85
3139

鳥取県八頭総合事務所整備
局

（有）中田組 25.10 25.10
清徳地区（復旧治山工事）（林地荒廃防止）（1工区）（経済
対策）

鳥取県 八頭郡八頭町清徳

86
3147

鳥取県八頭総合事務所整備
局

中一建設㈱ 25.10 25.11 清徳地区（復旧治山工事）（林地荒廃防止）（２工区） 鳥取県 八頭郡八頭町清徳

87
3184 鳥取県東部生活環境事務所 ㈱東部林業 26.5 26.5 近畿自然歩道鴨ケ磯落石対策工事（修繕） 鳥取県 岩美郡岩美町田後地内

88
3216

国交省中国地方整備局鳥取
河川国道事務所

㈱武晃建設 26.6 26.7 国道29号岩屋堂地区外防災工事 鳥取県 八頭町若桜町落折・須澄

89
3274

鳥取県八頭総合事務所県土
整備局

こおげ建設㈱ 27.1 27.3
国道373号道路災害防除工事（駒帰AO12工区）（交付金
防災）

鳥取県 八頭郡智頭町駒帰

90
3285

鳥取県八頭総合事務所県土
整備局

㈱寺谷組 27.5 27.9
国道373号道路災害防除工事（駒帰A012-2工区）（交付金
防災）

鳥取県 八頭郡智頭町駒帰

91
3287 鳥取県東部生活環境事務所 ㈱東部林業 27.5 27.7 近畿自然歩道（鴨が磯）落石対策工事（修繕） 鳥取県 岩美郡岩美町

92
3309

鳥取県中部総合事務所県土
整備局

(有)沢田組 27.6 27.6 三朝地区治山工事（2工区）（経済対策） 鳥取県 東伯郡三朝町三朝

93
3335

鳥取県東部総合事務所県土
整備局

正田工業(有) 27.9 27.10
県道鳥取国府岩美線（十王峠工区）落石防止網設置工事
（交付金改良）の内　岩接着工

鳥取県 岩美郡岩美町洗井

94
3336 鳥取県若桜町 中一建設㈱ 27.9 27.10 町道屋堂羅1号線法面改良工事 鳥取県 八頭郡若桜町大字屋堂羅

95
3355

鳥取県西部総合事務所日野
振興センター日野県土整備局

㈱コーセン 27.11 28.1 荒田川砂防堰堤工事（工事用道路） 鳥取県 日野郡江府町大字荒田

96
3374

鳥取県中部総合事務所県土
整備局

福井土建㈱ 28.1 28.1
県道三朝温泉木地山線外（柿谷工区）道路災害防除工事
（交付金）

鳥取県 東伯郡三朝町柿谷外

97
3438

鳥取県西部総合事務所日野
振興センター

サワタ建設㈱ 28.11 29.3 荒田川砂防堰堤工事（管理用道路） 鳥取県 日野郡江府町荒田

98
3451 鳥取県日南町 ㈱かわばた 29.1 29.7 町道日南病院線落石対策工事 鳥取県 日野郡日南町生山

99
3474

国交省中国地整鳥取河川国
道

㈱藤原組 29.5 29.11 国道29号落折地区外防災工事の内岩接着落石防止工 鳥取県 八頭郡若桜町落折～小船地内

100
3478 鳥取県東部生活環境事務所 ㈱髙木建設 29.6 29.7 近畿自然歩道（鴨ケ磯）路肩復旧工事 鳥取県 岩美郡岩美町田後

101
3500

国交省中国地方整備局鳥取
河川国道事務所

中一建設㈱ 29.10 30.2 国道29号落折地区防災工事 鳥取県 八頭郡若桜町落折地内

102 3558 鳥取県日野郡日南町役場 日南振興㈱ 30.6 30.7 町道宮田飛時原線落石対策工事（2工区） 鳥取県 日野郡日南町神福地内

103 3601 鳥取県日野郡日南町役場 ㈲今松工務店 30.11 30.12 町道宮田飛時原線落石対策工事（3工区） 鳥取県 日野郡日南町神福地内
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1
12 電々公社中国電気通信局 ㈱青木組 52.11 広域緑化種子吹付け 島根県 邇摩郡仁摩町

2
64 出雲大社 ㈱森本組 55.09 大杜造成地法面処理工事 島根県 簸川郡大杜町

3
69 島根県大田土木事務所 東和商事㈱ 55.12 R375特一改良工事のうちD.Kボンド落石防止工 島根県 大田市川合町忍原

4
83 島根県出雲土木建築事務所 今岡工業㈱ 56.05 道路改良工事のうちDKボンド落石防止工事 島根県 簸川郡佐田町

5
84 島根県出雲土木建築事務所 第二建設㈱ 56.06 落石防止工事 島根県 平田市塩津

6
101 島根県津和野土木事務所 開盛建設㈱ 56.12 57.02 道路改良工事 島根県 鹿足郡日原町左鐙

7
104 島根県大田土木事務所 東和商事㈱ 56.12 57.01 国道375号線特一改良工事 島根県 大田市川合町忍原

8
119 島根県津和野土木事務所 開盛建設㈱ 57.07 58.03 国道187号線道路改良工事 島根県 鹿足郡日原町左鐙

9
128 島根県出雲土木建築事務所 宮茂建設 57.10 砂防災害復旧工事 島根県 出雲市上島町

10
157 島根県美都町 第二建設㈱ 58.06 58.06 町道葛篭金谷線落石防止工事 島根県 美濃郡美都町

11
200 島根県出雲土木建築事務所 第二建設㈱ 59.11 60.01 道路災害防除工事 島根県 平田市塩津町

12
280 島根県仁多土木事務所 ㈱芦尾建設 61.07 61.08 国道314号道路改良工事 島根県 仁多郡仁多町三成

13
321 中国電力株式会社 ㈲若槻建設 62.09 62.12 湯村(発)水槽巡視路修繕工事 島根県 大原郡木次町湯村

14
327 島根県津和野土木事務所 ㈲山田土木 63.01 63.02 下千原地区急傾斜地崩壊対策事業 島根県 鹿足郡津和野町寺田

15
329 島根県川本農林事務所 大社建設㈲ 63.02 63.03 災害関連緊急治山事業 島根県 邑智郡邑智町港

16
363 島根県津和野土木事務所 飛島建設,三浦土木JV 63.03 63.04 福川川荒廃砂防工事 島根県 鹿足郡柿木村椛谷

17
364 島根県川本土木建築事務所 大成建設,今井産業JV 63.04 63.05 国道261号道路改良工事(新断魚トンネル) 島根県 邑智郡石見町井原

18
392 島根県広瀬町 ㈱近藤建設 63.12 元.03 町道宇波尻線道路改良工事 島根県 能義郡広瀬町菅原

19
396 島根県津和野土木事務所 飛島建設,三浦土木JV. 元.02 元.03 福川川荒廃砂防工事 島根県 鹿足郡柿木村椛谷

20
397 島根県川本土木建築事務所 第二建設㈱ 元.03 道路災害防除工事 島根県 邑智郡石見町井原

21
436

島根県御部・大長見ダム建設
事務所

山陽国策産業㈱ 元.11 付替林道安養寺線法面保護工事 島根県 那賀郡三隅町
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22
448 島根県川本土木建築事務所 第二建設㈱ 元.12 2.03 道路災害防除工事 島根県 邑智郡石見町井原

23
458 島根県益田土木建築事務所 東急建設・大畑建設JV 2.03 2.05 緊急地方道路整備事業(和又トンネル) 島根県 美濃郡匹見町広瀬

24
620 島根県川本土木建築事務所 第二建設㈱ 4.11 5.03 別府川本線災害防除工事 島根県 邑智郡川本町多田

25
621 島根県川本土木建築事務所 第二建設㈱ 4.11 5.02 川本波多線災害防除工事 島根県 邑智郡川本町川下

26
629 島根県川本土木建築事務所 第二建設㈱ 4.12 5.03 川本赤来線災害防除工事 島根県 邑智郡大和村長藤

27
683 島根県仁多土木事務所 日特建設㈱ 5.10 6.01 一般国道432号下阿井拡幅改築(改良)工事 島根県 仁多郡仁多町下阿井

28
707 島根県川本土木建築事務所 西村土木 6.03 国道375号緊急地方道路整備事業 島根県 邑智郡大和村上野

29
719 島根県木次土木建築事務所 第二建設㈱ 6.06 6.10 国道184号外1線道路災害防除工事 島根県 頓原町八神飯石郡赤来町畑田

30
726 島根県広瀬土木事務所 ㈲足立組 6.07 6.08 国道432号布部工区災害防除工事 島根県 能義郡広瀬町布部

31
727 島根県川本土木建築事務所 ㈲大和興産 6.07 国道375号線災害防除工事 島根県 邑智郡大和村上野

32
733 島根県川本土木建築事務所 ㈲新田組 6.08 6.10 浜田作木線雪田工区特別県単(改良)第2期 島根県 邑智郡羽須美村雪田

33
743 島根県浜田農林事務所 今井産業㈱ 6.10 復旧治山事業(矢上屋) 島根県 那賀郡旭町都川

34
753 島根県大田土木事務所 第二建設㈱ 6.11 7.03 湯里地区急傾斜地崩壊対策工事 島根県 邇摩郡温泉津町湯里

35
767 島根県川本土木建築事務所 今岡工業㈱ 7.02 7.05 浜田作木線伏谷1工区交A第1期工事 島根県 邑智郡瑞穂町伏谷

36
776 島根県松江土木建築事務所 日特建設㈱ 7.04 松江鹿島美保関線交A(災害防除)第1期工事 島根県 八束郡鹿島町御津

37
782 島根県出雲土木建築事務所 今岡工業㈱ 7.06 7.08 湖陵掛合線宮内工区特別県単(改良)工事 島根県 簸川郡佐田町宮内

38
783 建設省松江国道工事事務所 ㈱中筋組 7.06 7.08 (R9)温泉津第2防災工事（福光工区) 島根県 邇摩郡温泉津町福光

39
789 建設省浜田国道工事事務所 東急建設㈱ 7.06 7.07 笹倉トンネル工事 島根県 美濃郡美都町笹倉

40
792 島根県木次土木建築事務所 第二建設㈱ 7.07 7.11 国道148号災害防除工事 島根県 飯石郡頓原町八神

41
799 島根県松江土木建築事務所 ㈲プラックス・コタニ 7.08 7.10 松江鹿島美保関線御津工区交A(災害防除)(第二期)工事 島根県 八束郡鹿島町御津

42
800 島根県大田土木事務所 第二建設㈱ 7.08 7.12 湯里地区急傾斜地崩壊対策工事 島根県 邇摩郡温泉津町湯里
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43
806 島根県大田土木事務所 第二建設㈱ 7.09 8.01 福波地区急傾斜地崩壊対策(第2期)工事 島根県 邇摩郡温泉津町福波

44
807 島根県川本土木建築事務所 第二建設㈱ 7.09 8.01 （主）瑞穂赤来線災害防除工事 島根県 邑智郡大和村長藤

45
816 島根県松江農林振興センター ㈱大谷商工 7.11 平成7年度予防治山事業 島根県 八束郡八雲村熊野

46
829 島根県益田土木建築事務所 日特建設㈱ 7.12 8.03 一般国道488号道路災害復旧工事（第2期） 島根県 益田市猪木谷

47
854 島根県益田土木建築事務所 大河建設㈱ 8.05 8.08 国道488号道路維持修繕工事 島根県 益田市長沢町

48
858 島根県温泉津町 第二建設㈱ 8.07 湯里保育所内岩接着落石防止工事 島根県 邇摩郡温泉津町湯里

49
861 島根県木次土木建築事務所 第二建設㈱ 8.07 8.10 瑞穂赤来線畑田工区特別県単(改良)工事(第1期) 島根県 飯石郡赤来町畑田

50
863 島根県益田土木建築事務所 第二建設㈱ 8.07 8.11

国道488号白岩拡幅改築(改良)法面安定処理(岩接着)工
事(第2期)

島根県 益田市白岩町

51
878 島根県益田土木建築事務所 広栄建設㈱ 8.08 8.11 国道488号災害防除(岩接着)工事 島根県 益田市長沢

52
929 島根県出雲農林振興センター 丸福建設 8.11 9.01 平成８年度県営県単治山施工管理事業 島根県 平田市塩津町

53
948 島根県益田土木建築事務所

㈱山陰ブルドーザー工
事

9.01 9.07 益田澄川線交Ａ（災害防除）工事 島根県 益田市西長沢

54
955 島根県益田土木建築事務所 第二建設㈱ 9.02 9.03 白岩拡幅改築（改良）工事第３期工事法面安定処理工事 島根県 益田市白岩

55
957 島根県出雲市 朝山技研㈲ 9.03 9.08 朝山91号線災害防除工事 島根県 出雲市朝山町

56
964 島根県川本農林振興センター ㈲吉村建設 9.03 9.10 平成８年度（翌債）環境保全総合治山事業（三好谷） 島根県 邑智郡大和村長藤

57
975 島根県津和野土木事務所 第二建設㈱ 9.05 9.08 主萩津和野線白井工区特別県単（改良）工事法面対策 島根県 鹿足郡津和野町白井

58
1001 島根県木次土木建築事務所 第二建設㈱ 9.07 9.12 国道184号災害防除工事 島根県 飯石郡頓原町八神

59
1048 島根県木次農林振興センター ㈱渡部特殊土木 9.09 10.02 予防治山事業（漆仁）山腹工事 島根県 大原郡木次町湯村

60
1064 島根県木次土木建築事務所 ㈱渡部特殊土木 9.10 10.02 国道314号災害防除工事 島根県 大原郡木次町西日登

61
1091 島根県川本土木建築事務所 ㈱日高組 9.12 10.03 環境保全総合治山事業（三好谷） 島根県 邑智郡大和村長藤

62
1124 島根県松江土木建築事務所 ㈱大谷商工 10.02 松江鹿島美保関線（観音崎トンネル）災害防除工事 島根県 八束郡美保関町北浦

63
1173 島根県木次土木建築事務所 第二建設㈱ 10.06 10.10 184号八神工区災害防除工事 島根県 飯石郡頓原町八神
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64
1192 島根県仁多土木事務所 ㈲内田工務店 10.08 10.09 国道314号道路防災緊急対策（災害防除）工事 島根県 仁多郡仁多町三沢

65
1209 島根県津和野土木事務所 ㈲山田土木 10.09 高峰工区特別県単（改良）０県債第二期工事 島根県 鹿足郡津和野町高峰

66
1221 島根県出雲農林振興センター ㈲三原組 10.10 11.03 予防治山事業（福田屋） 島根県 簸川郡佐田町大呂

67
1222 島根県益田土木建築事務所 大河建設㈱ 10.10 10.12 県道三隅美都線道路災害防除工事 島根県 美濃郡美都町宇津川

68
1238 島根県津和野土木事務所 安野産業㈱ 10.11 11.01 夜打原地区急傾斜地崩壊対策工事（第２期） 島根県 鹿足郡柿木村柿木

69
1239 島根県木次土木建築事務所 第二建設㈱ 10.11 11.03 松江木次線道路防災緊急対策工事 島根県 大原郡大東町中湯石

70
1255 島根県川本農林振興センター ㈱日高組 10.12 11.03 自然環境保全治山事業（三好谷） 島根県 邑智郡大和村長藤

71
1256 島根県川本農林振興センター 和田建設 10.12 11.02 復旧治山事業自然環境保全治山（悪谷） 島根県 邑智郡大和村長藤

72
1299 島根県木次土木建築事務所 日特建設㈱ 11.03 国道314号災害防除工事 島根県 大原郡木次町西日登

73
1300 島根県津和野土木事務所 第二建設㈱ 11.03 11.07 白井地区急傾斜地崩壊対策工事（第２期） 島根県 鹿足郡津和野町名賀

74
1393 島根県広瀬土木事務所 第二建設㈱ 11.09 12.03 （主）安来伯太日南線維持修繕工事 島根県 能義郡伯太町上十年畑

75
1394 島根県大田土木事務所 第二建設㈱ 11.09 11.12 森分地区砂防修繕工事 島根県 邇摩郡温泉津町福光

76
1407 島根県川本農林振興センター 日高工務店 11.10 12.02 平成11年度予防治山事業（川渕上） 島根県 邑智郡羽須美村雪田

77
1428 島根県出雲農林振興センター ㈱山下工務所 11.11 平成11年度予防治山事業（山郡） 島根県 簸川郡多伎町神原

78
1429 島根県大田土木事務所 ㈱中筋組 11.11 12.03 森分１地区急傾斜地崩壊対策工事 島根県 邇摩郡温泉津町福波

79
1430 島根県川本農林振興センター 磯野組 11.11 12.03 平成11年度自然環境保全治山事業（石見下） 島根県 邑智郡邑智町滝原

80
1445 島根県出雲農林振興センター 大福工業㈱ 11.12 12.03 地域防災対策総合治山事業（北山その２） 島根県 出雲市日下

81
1446 島根県川本農林振興センター ㈱日高組 11.12 12.02

平成10年度（翌債）自然環境保全治山事業（三好谷その
２）

島根県 邑智郡大和村長藤

82
1469 島根県浜田農林振興センター 伸和建設㈱ 12.01 12.03 平成１１年度　予防治山事業（伊木） 島根県 那賀郡金城町伊木

83
1476 島根県浜田土木建築事務所 広栄建設㈱ 12.02 12.03 浜田八重可部線道路災害防除工事 島根県 那賀郡旭町都川

84
1495 島根県木次農林振興センター ㈱渡部特殊土木 12.03 12.08 平成11年度（ゼロ国債分）予防治山事業（添仁） 島根県 大原郡木次町湯村
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85
1503 島根県川本農林振興センター ㈱日高組 12.06 13.01 平成12年度自然環境保全治山事業（三好谷） 島根県 邑智郡大和村長藤

86
1541 島根県大田土木事務所 第二建設㈱ 12.07 12.11 西町１地区急傾斜地崩壊対策（第１期）工事 島根県 邇摩郡温泉津町西町

87
1553 島根県出雲土木建築事務所 第二建設㈱ 12.08 13.01 （主）斐川－畑大社線県単道路（災害防除）工事 島根県 簸川郡大社町鷺浦

88
1554 島根県大田土木事務所 ㈱中筋組 12.08 12.11 森分１地区急傾斜地崩壊対策（第１期）工事 島根県 邇摩郡温泉津町福波

89
1555 島根県益田農林振興センター イワミ工業㈱ 12.08 12.10 平成12年度予防治山事業（立の原） 島根県 美濃郡匹見町匹見

90
1563 島根県木次土木建築事務所 ㈱中筋組 12.09 12.11 国道314号線道路防災緊急対策工事 島根県 大原郡木次町西日登

91
1575 島根県出雲農林振興センター 今岡工業㈱ 12.10 13.02 予防治山事業（福田屋） 島根県 簸川郡佐田町大呂

92
1592 島根県益田農林振興センター 大河建設㈱ 12.11 13.03 地域防災対策治山事業（四ツ山） 島根県 美濃郡美都町朝倉

93
1593 島根県浜田土木建築事務所 広栄建設㈱ 12.11 13.03 （主）旭戸河内線単県道路（災害防除）工事 島根県 那賀郡旭町市木

94
1624 島根県益田土木建築事務所 第二建設㈱ 13.01 13.03 仙道郷地区急傾斜地崩壊対策（第１期）工事 島根県 美濃郡美都町仙道

95
1625 島根県益田土木建築事務所 第二建設㈱ 13.01 13.04 仙道郷地区急傾斜地崩壊対策（第２期）工事 島根県 美濃郡美都町仙道

96
1656 島根県出雲農林振興センター 今岡工業㈱ 13.06 平成13年度予防治山事業（福田屋） 島根県 簸川郡佐田町大呂

97
1684 島根県益田農林振興センター 大河建設 13.06 13.10 地域防災対策総合治山事業（四ツ山） 島根県 美濃郡美都町朝倉

98
1688 島根県川本農林振興センター ㈱日高組 13.07 14.02 自然環境保全治山邑東地区（三好谷）山腹工 島根県 邑智郡大和村長藤

99
1721 島根県大田土木事務所 ㈱中筋組 13.09 仁摩瑞穂線道路防災緊急対策工事 島根県 大田市大森町

100
1729 島根県木次土木建築事務所 (有)山根建設 13.09 松江木次線交A（災害防除）工事（A-3工区） 島根県 大原郡大東町中湯石

101
1749 島根県木次土木建築事務所 サンヨー緑化産業㈱ 13.11 14.03 湯神社地区災害関連急傾斜地崩壊対策工事 島根県 大原郡大東町中湯石

102
1751 島根県大田土木事務所 ㈱日西テクノプラン 13.11 13.12 西町１地区急傾斜地崩壊対策（第1期）工事 島根県 邇摩郡温泉津町西町

103
1752 島根県隠岐支庁 (有)日野土建 13.11 蔵見地区急傾斜地崩壊対策工事 島根県 隠岐郡西郷町上西

104
1762 島根県川本農林振興センター (有)住江建設 13.11 復旧治山伊藤地区山腹工工事 島根県 邑智郡桜江町谷住郷

105
1781 島根県木次農林振興センター (有)植田建設 13.12 14.03 予防治山生山地区山腹工事 島根県 大原郡大東町上久野
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106
1782 島根県津和野土木事務所 ㈱三友 13.12 14.02 （一）日原須佐線交A（災害防除)工事 島根県 鹿足郡日原町渓村

107
1804 島根県川本農林振興センター (有)森商建設 14.03 一般農道整備事業円の板地区14号道路工事 島根県 邑智郡瑞穂町高見

108
1851 島根県出雲農林振興センター 吉田建設工業㈱ 14.07 14.08 県単自然災害防止事業（姉山） 島根県 出雲市所原町

109
1877 島根県川本土木建築事務所 ㈱江ノ川開発 14.09 14.12 （主）仁摩瑞穂線多田工区新世紀道路（改良）工事第1期 島根県 邑智郡川本町大字多田

110
1878 島根県益田農林振興センター 大河建設㈱ 14.09 15.03 地域防災対策総合治山事業（左鐙1工区） 島根県 鹿足郡日原町左鐙

111
1879 島根県益田農林振興センター ㈱野田工業 14.09 14.12 地域防災対策総合整備事業（左鐙３工区） 島根県 鹿足郡日原町左鐙

112
1884 緑資源公団 今岡工業㈱ 14.09 15.03 金城三隅線第2工区開設工事 島根県 那賀郡金城町波佐池

113
1885 島根県津和野土木事務所 安野産業㈱ 14.10 14.11 小規模地区急傾斜地崩壊対策工事（第2期） 島根県 鹿足郡日原町富田

114
1886 島根県益田農林振興センター ㈱三友 14.10 15.03 林地荒廃防止事業千日地区工事 島根県 那賀郡旭町千日

115
1908 島根県津和野土木事務所 広栄建設㈱ 14.11 15.03 日原須佐線渓村工区交A（災害防除）工事 島根県 鹿足郡日原町渓村

116
1918 島根県出雲農林振興センター ㈱中筋組 14.12 林地荒廃防止事業（本郷東） 島根県 簸川郡大社町修理免

117
1921 島根県川本農林振興センター (有)石橋工務所 14.12 15.02 林地荒廃防止事業（宇谷）工事 島根県 邇摩郡仁摩町大国町

118
1936 島根県川本農林振興センター (有)磯野組 15.01 15.02 自然環境保全治山事業邑東地区（石見下）工事 島根県 邑智郡邑智町滝原

119
1943 島根県益田土木建築事務所 大河建設㈱ 15.02 15.03 国道488号単県道路防災緊急対策工事 島根県 益田市長沢町

120
1944 島根県仁多土木事務所 (有)糸賀工務店 15.02 斐伊川三成工区広域一般河川改修工事 島根県 仁多郡仁多町三成

121
1961 島根県松江土木建築事務所 (有)プラックスコタニ 15.05 15.07 別所2工区急傾斜地崩壊対策工事第2期（岩盤接着工） 島根県 八束郡島根町加賀

122
1997 島根県出雲農林振興センター 今岡工業㈱ 15.07 15.08 平成15年度林地荒廃防止事業<朝山中） 島根県 出雲市朝山町

123
2016 島根県川本農林振興センター 安野産業㈱ 15.09 15.09 平成15年度林地荒廃防止事業（和田） 島根県 邇摩郡仁摩町大字大国町地内

124
2025 島根県川本土木建築事務所 ㈱日高組 15.09 15.12 平成15年度都賀行地区急傾斜地崩壊対策工事 島根県 邑智郡大和村都賀行

125
2049 島根県川本農林振興センター イワミ工業㈱ 15.11 15.11 平成15年度林地荒廃防止事業（本谷） 島根県 邑智郡桜江町大字市山

126
2084 島根県川本農林振興センター ㈱日高組 16.01 16.02 自然環境保全治山事業邑東地区(下前） 島根県 邑智郡大和村大字上野
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127
2088 島根県松江農林振興センター モリタ工業 16.01 16.03 平成15年度地域防災対策総合治山事業上山佐第１工区 島根県 能義郡広瀬町上山佐地内

128
2089 島根県津和野土木 野田工業㈱ 16.01 16.03

国道187号左鐙工区県単道路（災害防除）第2期工事31-
51-2

島根県 鹿足郡日原町大字左鐙

129
2093 島根県津和野土木事務所 安野産業㈱ 16.02 16.03 扇町地区県単急傾斜地崩壊対策工事 島根県 鹿足郡日原町大字日原

130
2096 島根県浜田土木建築事務所 大河建設㈱ 16.02 16.03 都川工区緊急地方道路（災害防除）第1期 島根県 那賀郡旭町大字都川

131
2109 島根県浜田土木建築事務所

㈱山陰ブルドーザー工
事

16.03 16.12 都川工区緊急地方道路（災害防除）第3期 島根県 那賀郡旭町大字都川

132
2124 島根県益田土木建築事務所 ㈱野田工業 16.06 16.07 国道187号左鐙工区県単道路（災害防除）工事 島根県 鹿足郡日原町大字左鐙

133
2141 島根県出雲農林振興センター ㈱中筋組 16.09 16.09 平成16年度林地荒廃防止事業（本郷東） 島根県 簸川郡大社町大字修理免

134
2145 島根県出雲農林振興センター 今岡工業㈱ 16.09 16.10 平成16年度林地荒廃防止事業（朝山中） 島根県 出雲市朝山町（朝山中）

135
2146 島根県木次土木建築事務所 ㈱渡部特殊土木 16.09 16.10 川本波多線3工区地方道路交付金（災害防除）工事第2期 島根県 飯石郡掛合町大字波多地内

136
2158 島根県浜田農林振興センター (有)沖野組 16.10 16.10 平成16年度予防治山事業和木地区 島根県 浜田市長浜町和木

137
2160 島根県平田市 (有)丸共工務所 16.10 16.11

地方特定道路整備事業　市道十六島線(寄浦）災害防除
工事

島根県 平田市釜浦町

138
2181 島根県八雲村 モリタ工業㈱ 16.11 16.11 平成16年度施行　田園ひよし落石防止対策工事 島根県 八束郡八雲村大字日吉

139
2186 島根県川本農林振興センター ㈱堀工務店 16.11 16.12 平成16年度林地荒廃防止事業(高原） 島根県 大田市富山町

140
2199 島根県松江農林振興センター (有)布部組 16.12 16.12 平成16年度地域防災総合治山事業上山佐１６工区 島根県 安来市広瀬町上山佐地内

141
2208 島根県木次土木建築事務所 (有)東土建 17.01 17.01

（主）安来・木次線寺領工区地方道路交付金（災害防除）
工事第2期

島根県 雲南市木次町寺領

142
2211 島根県松江農林振興センター ㈱大谷商工 17.01 17.02 平成16年度地すべり防止事業魚瀬地区その２工事 島根県 松江市魚瀬町

143
2231 島根県旭町 ㈱島根三友 17.03 17.05 平成16年度町道八ツ木線災害防除工事 島根県 那賀郡旭町大字坂本

144
2252 島根県川本農林振興センター (有)石橋工務所 17.06 17.07 平成17年度林地荒廃防止事業（和田宇谷） 島根県 邇摩郡仁摩町大字大国町地内

145
2258 島根県出雲農林振興センター ㈱中筋組 17.07 17.09 平成１７年度林地荒廃防止事業（真名井）工事 島根県 出雲市大社町杵築東地内

146
2285 島根県浜田農林振興センター 今井産業㈱ 17.09 17.11 平成17年度　復旧治山事業来尾地区工事 島根県 那賀郡旭町大字来尾

147
2294 島根県多久神社 カナツ技建工業㈱ 17.10 17.11 多久神社整備工事 島根県 松江市鹿島町南講武
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148
2345 島根県木次土木建築事務所 ㈱渡部特殊土木 17.05 17.06 （一）木次横田線地方道路交付金（災害防除）工事 島根県 雲南市木次町寺領

149
2425 島根県県央県土整備事務所 平成建設(有) 18.11 19.02 平成18年度林地荒廃防止事業（三俣）工事 島根県 邑智郡川本町三俣地内

150
2451

島根県出雲県土整備事務所
治山林道G

㈱安井組 19.02 19.03
平成１８年度林道開設事業（森林管理道）宮本聖谷線第１
工区工事

島根県 出雲市多伎町小田

151
2459 島根県隠岐支庁

金田建設・徳畑建設特
別共同企業体

19.03 19.04
一般県道中村津戸港線中村下工区改築（改良）鮎返しト
ンネル

島根県 隠岐郡隠岐の島町中村

152
2535 島根県県央県土整備事務所 平成建設(有) 19.11 19.12 平成19年度　林地荒廃防止事業（三俣）工事 島根県 邑智郡川本町三俣

153
2545 島根県県央県土整備事務所 ㈱中筋組 19.11 20.04 国道３７５号忍原拡幅改築（改良）工事第１期 島根県 大田市川合町忍原

154
2547

出雲県土整備事務所治山林
道ｸﾞﾙｰﾌﾟ

㈱安井組 19.12 20.01
平成１９年度林道開設事業（森林管理道）宮本聖谷線第１
工区道路工事

島根県 出雲市多伎町小田地内

155
2553 島根県松江県土整備事務所 モリタ工業㈱ 19.12 20.03 境美保関線美保8工区地方道路交付金（災害防除）工事 島根県 松江市美保関町地内

156
2595 島根県雲南県土整備事務所 ㈱渡部特殊土木 20.06 20.12 国道３１４号　災害防除工事 島根県 雲南市木次町西日登地内

157
2630

国交省中国地方整備局松江
国道事務所

東興建設㈱ 20.10 20.12 国道５４号頓原管内防災工事 島根県 雲南市掛合町地内

158
2659 島根県出雲県土整備事務所 ㈱中筋組 20.12 21.03 阿式谷川通常砂防工事 島根県 出雲市大社町遙堪地内

159
2661 島根県大田市役所 石見銀山建設㈱ 20.12 21.06 平成20年度　道路災害防除事業銀山線 島根県 大田市大森町地内

160
2674 島根県大田市 昭和開発工業㈱ 21.02 21.03 平成20年度　坑道等整備活用工事 島根県 大田市大森町地内

161
2682 島根県出雲県土整備事務所 ㈱三原組 21.05 21.08 平成21年度　林地荒廃防止事業（反辺）山腹工事 島根県 出雲市佐田町反辺地内

162
2683 島根県浜田県土整備事務所 ㈱オーサン 21.05 21.10

平成20年度（ゼロ国債）林地荒廃防止事業城山地区その
２工事

島根県 浜田市旭町都川

163
2704 島根県出雲県土整備事務所 ㈱三原組 21.05 21.08 平成21年度　林地荒廃防止事業（反辺）山腹工事 島根県 出雲市佐田町反辺地内

164
2745 島根県県央県土整備事務所 ㈱オーサン 21.10 21.12

（主）仁摩邑南線長原工区地域活力基盤創造交付金（災
害防除）工事第2期

島根県 邑智郡川本町川本　地内

165
2753 島根県美郷町 安野産業㈱ 21.10 22.06 平成２１年度　町道笹目線　道路改良工事 島根県 邑智郡美郷町笹目地内

166
2766 島根県隠岐支庁 (有)花岡組 21.12 22.02

平成２０年度　県単漁業局部改良事業中村漁協　落石対
策工事

島根県 隠岐郡隠岐の島町湊

167
2767 島根県出雲県土整備事務所 吉田建設工業㈱ 21.12 22.02

平成２１年度　山地災害総合減災対策治山事業（木村）治
山ダム・山腹工事

島根県 出雲市所原町木村地内

168
2776 島根県雲南県土整備事務所 ㈱中澤建設 22.01 22.04

平成２１年度　基幹農道整備事業　萱野根波地区道路工
事（その３）

島根県 雲南市掛谷町多根
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169
2786 島根県益田県土整備事務所 日発建設(有) 22.04 22.05

国道１８７号　大野原工区災害防除工事　岩接着落石防
止工

島根県 鹿足郡吉賀町柿木村大野原地内

170
2789 島根県浜田県土整備事務所 石見銀山建設㈱ 22.05 22.07

（主）旭戸河内線市木工区地域活力基盤創造交付金（災
害防除）工事

島根県 浜田市旭町市木地内

171
2804 出雲県土整備事務所 ㈱安井組 22.07 22.07

平成２１年度林道開設事業（森林管理道）宮本聖谷線第１
工区道路工事

島根県 出雲市多伎町小田

172
2844 島根県松江市 (有)アイテックいとがわ 22.10 23.01 来待ストーン不安定岩塊撤去工事 島根県 松江市宍道町地内

173
2852 島根県浜田県土整備事務所 平成建設(有) 22.10 23.05

（主）旭戸河内線　市木工区社会資本整備総合交付金
（災害防除）工事

島根県 浜田市旭町市木

174
2860 島根県出雲県土整備事務所 ㈱中筋組 22.11 23.02 (主)大社日御碕線中山工区県単道路（交通安全）工事 島根県 出雲市大社町日御碕

175
2872 島根県県央県土整備事務所 ㈱オーサン 23.01 23.03 平成22年度復旧治山事業外阿須那地区法面工事 島根県 邑智郡邑南町大字阿須那地内

176
2873 島根県出雲県土整備事務所 山本工業㈱ 23.01 23.03

(一）佐田小田（停）線小田工区社会資本整備総合交付金
（改良）工事

島根県 出雲市多伎町

177
2877 島根県雲南県土整備事務所 (有)植田建設 23.02 23.04 平成22年度　県単自然災害防止事業大向地区山腹工事 島根県 雲南市掛合町掛合

178
2878 島根県益田県土整備事務所 ㈱野田工業 23.02 23.05

国道488号　長沢バイパス社会資本整備総合交付金（改
良）工事（第3期）

島根県 益田市長沢町地内

179
2884 島根県出雲県土整備事務所 ㈱淞南ダイア 23.04 23.06

平成22年度山地災害総合減災対策治山事業（木村2工
区）山腹工事

島根県 出雲市所原

180
2907 島根県出雲県土整備事務所 山本工業㈱ 23.05 23.08

(一）佐田小田（停）線小田工区社会資本整備総合交付金
（改良）工事第2期

島根県 出雲市多伎町小田　地内

181
2910 島根県出雲県土整備事務所 ㈱中筋組 23.06 23.07

（主）大社日御碕線日御碕工区地方道路災害防除工事
（経済対策）その２

島根県 出雲市大社町地内

182
2917 島根県雲南県土整備事務所 ㈱渡部特殊土木 23.07 23.09 平岩地区外　県単砂防修繕（落石対策）工事 島根県 雲南市掛合町掛合地内

183
2919 島根県出雲県土整備事務所 ㈱神田工業 23.07 23.11

大社地区県単砂防修繕（急傾斜：落石対策）工事（第２
期）

島根県 出雲市大社町杵築北

184
2923 島根県県央県土整備事務所 イワミ工業㈱ 23.08 23.09

平成22年度（補正分）復旧治山事業外　阿須那地区法面
工事

島根県 邑智郡邑南町阿須那地内

185
2926 島根県出雲県土整備事務所 ㈱フクダ 23.08 23.11 地すべり対策事業出雲地区落石対策（段工区） 島根県 出雲市見々久町

186
2941 島根県奥出雲町 （有）福間工務店 23.10 23.11 町道湯ノ原線道路（落石予防）工事 島根県 仁多郡奥出雲町三成

187
2953 島根県出雲県土整備事務所 ㈱中筋組 23.11 23.12

鵜峠地区外５地区　県単砂防修繕（急傾斜：落石対策）工
事

島根県 出雲市大社町鵜峠地内外

188
2954 島根県出雲県土整備事務所 ㈱中筋組 23.11 23.12 花摘地区県単砂防修繕（急傾斜：落石対策）工事 島根県 出雲市大社町遥堪

189
2955 島根県出雲県土整備事務所 今岡工業㈱ 23.11 24.01 原川地区県単砂防修繕工事 島根県 出雲市佐田町一窪田地内
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190
2957 島根県益田市 ㈱大谷商工 23.11 24.02 双川峡落石対策工事 島根県 益田市美都町板井川地内

191
2966 島根県松江県土整備事務所 松近土木㈱ 24.01 24.02 六坊地区総合交付金（地すべり）工事 島根県 松江市秋鹿町六坊地内

192
2977 島根県浜田県土整備事務所 ㈱山本組 24.02 24.03

平成23年度　林地荒廃防止事業　十通り地区工事（岩接
着工）

島根県 浜田市旭町来尾地内

193
2984 島根県浜田県土整備事務所 共栄建設(有) 24.04 24.04

（主）三隅美都線外６線  道路維持管理業務委託（三隅工
区）工事

島根県 浜田市三隅町黒沢

194
3001 島根県浜田県土整備事務所 今井産業㈱ 24.5 24.7

平成２３年度ふるさと農道整備事業大邑地区法面保護
（その５）工事

島根県 江津市桜江町谷住郷

195
3008 島根県県央県土整備事務所 ㈱オーサン 24.7 24.8

平成23年度（ゼロ国債外）復旧治山事業外阿須那地区法
面工事

島根県 邑智郡邑南町阿須那地内

196
3025 島根県雲南県土整備事務所 (有)植田建設 24.9 24.12

国道432号　湯の原工区　国庫交付金道路（災害防除）工
事

島根県 仁多郡奥出雲町三成

197
3047 島根県浜田市 ㈱島根三友 24.11 24.12 市道大石谷線災害防除工事 島根県 浜田市旭町市木

198
3067 島根県松江県土整備事務所 ㈱ノリコー 25.1 25.2 六坊地区　県単地すべり対策工事 島根県 松江市秋鹿町地内

199
3069 島根県松江県土整備事務所 (有)石橋工務所 25.1 25.2

大野魚瀬恵曇線（六坊工区）原発立地地域共生交付金
（災害防除）工事第3期

島根県 松江市秋鹿町

200
3075 島根県益田県土整備事務所 (有)石橋工務所 25.2 25.3

国道４８８号　猪木谷工区国庫交付金道路(災害防除)工
事

島根県 島根県益田市猪木谷町

201
3077 島根県益田県土整備事務所 ㈱大谷商工 25.2 25.3

（主）浜田美都線板井川工区国庫交付金道路（災害防除）
工事

島根県 益田市美都町板井川地内

202
3083 島根県出雲県土整備事務所 今岡工業㈱ 25.5 25.7

（一）三刀屋佐田線大呂工区　国庫交付金道路（災害防
除）工事

島根県 出雲市佐田町大呂地内

203
3084 島根県県央県土整備事務所 ㈱オーサン 25.5 25.10 平成24年度復旧治山事業　福光3・5工区法面工事 島根県 大田市温泉津町

204
3085 島根県益田市 ㈱大谷商工 25.5 25.7 双川峡落石対策工事（落石防止工） 島根県 益田市美都町板井川地内

205
3086 島根県浜田市 ㈱島根三友 25.6 25.7 市道大石谷線災害防除工事 島根県 浜田市旭町市木

206
3107 島根県雲南県土整備事務所 ㈱渡部特殊土木 25.6 25.7

平成24年度県単災害関連施工地管理事業（漆仁地区）山
腹工事

島根県 雲南市木次町湯村

207
3123 島根県雲南市 ㈱渡部特殊土木 25.8 25.9 雲南市道路維持修繕工事（その6） 島根県 雲南市掛合町松笠地内

208
3128 島根県雲南市 ㈱常松土建 25.9 25.10 平成25年度　市道竜宮線落石対策工事 島根県 雲南市吉田町吉田

209
3137 島根県県央県土整備事務所 (有)森脇組 25.10 25.12

（主）浜田作木線雪田工区　防災安全交付金（改良）工事
（2月補正経済対策）第2期

島根県 邑智郡邑南町伏谷

210
3142 島根県松江県土整備事務所 ㈱庭の川島 25.10 25.12 林地荒廃防止事業　佐波地区工事 島根県 松江市島根町加賀地内（客神社）



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績（島根）
2019年5月まで　269件

No 実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

211
3145

国交省中国地方整備局松江
国道事務所

日特建設㈱ 25.10 26.3 国道9号　大田防災工事 島根県
大田市仁摩町馬路～大田市温泉
津町小浜

212
3148 島根県益田県土整備事務所 広栄建設㈱ 25.10 26.1

国道488号広瀬2工区国庫交付金道路（災害防除）工事第
3期

島根県 益田市匹見町広瀬地内

213
3155 島根県浜田県土整備事務所 今井産業㈱ 25.11 26.3 平成25年度　復旧治山事業　妙ケ谷地区落石予防工事 島根県 江津市桜江町大貫地内

214
3156 島根県益田県土整備事務所 ㈱大谷商工 25.11 25.12

（一）波佐匹見線崎田3工区（全国防災）総合交付金（修
繕）工事第3期

島根県 益田市匹見町

215
3157 島根県県央県土整備事務所 ㈱オーサン 25.11 26.1

（主）浜田作木線　雪田工区　社会資本整備総合交付金
（改良）工事第4期

島根県 邑智郡邑南町雪田地内

216
3159 島根県松江県土整備事務所 （有）石橋工務所 25.12 26.1

（一）大野魚瀬恵曇線（六坊工区）防災安全交付金（災害
防除）工事

島根県 松江市秋鹿町六坊地内

217
3164 島根県出雲県土整備事務所 (有)間壁組 25.12 26.3 平成24年度林地荒廃防止事業（谷山上）山腹工事 島根県 出雲市大社町遙堪

218
3167 島根県出雲県土整備事務所 ㈱淞南ダイア 26.1 26.3 平成24年度　予防治山事業（川北2工区）山腹工事 島根県 出雲市佐田町

219
3174 島根県出雲県土整備事務所 ㈱中筋組 26.2 26.5

（主）大社日御碕線　日御碕工区防災安全交付金（災害
防除）工事

島根県 出雲市大社町日御碕

220
3177 島根県松江県土整備事務所 ㈱増原産業建設 26.3 26.3

（一）大野魚瀬恵曇線（六坊工区）防災安全交付金（災害
防除）工事第二期

島根県 松江市秋鹿町六坊地内

221
3178 島根県県央県土整備事務所 （有）大田技建工業 26.3 26.3

平成25年度　林地荒廃防止事業村之郷上地区　山腹工
事

島根県 邑智郡美郷町村之郷

222
3180 島根県益田県土整備事務所 ㈱大谷商工 26.3 26.5

（一）美都澄川線山本工区防災安全交付金（災害防除）工
事（岩接着工）

島根県 益田市美都町山本地内

223
3202 島根県県央県土整備事務所 ㈱大田粘土企業 26.5 26.6 平成25年度　復旧治山事業　福光5-2工区　山腹工事 島根県 大田市温泉津町福光

224
3203 島根県県央県土整備事務所 石見銀山建設㈱ 26.5 26.7

平成25年度（ゼロ国債）　復旧治山事業福光4工区山腹工
事

島根県 大田市温泉津町福光

225
3245 島根県出雲県土整備事務所 ㈱安井組 26.9 26.11

平成25年度林道開設事業（森林管理道）宮本聖谷線第1
工区道路工事

島根県 出雲市多伎町小田

226
3252 島根県益田県土整備事務所 堀建設㈱ 26.10 26.11 国道488号　広瀬工区防災安全交付金（災害防除）工事 島根県 益田市匹見町広瀬

227
3264 島根県益田県土整備事務所 寺戸工業㈱ 26.11 26.12

（主）益田澄川線外2線　無名橋外2橋　防災安全交付金
（橋梁修繕）工事（その2）

島根県 益田市匹見町澄川外

228
3275 島根県県央県土整備事務所 坂之上建設㈱ 27.1 27.3

（主）浜田作木線雪田工区防災安全交付金（改築）工事第
3期

島根県 邑智郡邑南町伏谷

229
3332 島根県浜田県土整備事務所 ㈱川村工務所 27.9 27.9

平成26年度　森林基幹開設事業　足尾線第1工区その2
道路工事

島根県 浜田市旭町都川地内

230
3343 島根県益田県土整備事務所 ㈱島根三友 27.10 27.10

国道488号澄川～匹見工区防災安全交付金（災害防除）
工事

島根県 益田市匹見町広瀬

231
3348 島根県県央県土整備事務所 ㈱オーサン 27.10 27.11

国道375号（美郷1工区）防災安全交付金（災害防除）工事
第1期

島根県 邑智郡美郷町長藤地内
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232
3379 島根県出雲県土整備事務所 今岡工業㈱ 28.3 28.3 (一)佐田八神線反辺工区防災安全交付金(改築)工事 島根県 出雲市佐田町反辺

233 3383 島根県出雲県土整備事務所 (有)柳樂工業 28.5 28.5
(一)鰐淵寺線　別所工区　防災安全交付金　(改築)工事
(２月補正) 島根県 出雲市別所町

234 3391
島根県出雲県土整備事務所 ㈱中筋組

28.4 28.9
（主）斐川一畑大社線　猪目工区県単緊急道路災害防除
工事

島根県 出雲市猪目町

235 3400
島根県松江県土整備事務所 ㈱ノリコー

28.6 28.7
(一）枕木山線　枕木工区　防災安全交付金（災害防除）工
事　その2（2月補正）

島根県 松江市枕木町

236 3440
島根県県央県土整備事務所 安野産業㈱

28.11 29.1
平成28年度　防災林造成事業　安楽寺地区1工区山腹工
事

島根県 大田市温泉津町小浜地内

237 3449
島根県益田県土整備事務所 高橋建設㈱

29.1 29.2
国道191号外6線　道路維持管理業務（匹見）28-2 島根県 益田市匹見町一円

238 3458
島根県出雲県土整備事務所 ㈱三原組

29.2 29.4
（一）佐田八神線大呂工区　防災安全交付金（災害防除）
工事

島根県 出雲市佐田町大呂

239 3459
島根県出雲市 ㈱三原組

29.3 29.3
町高西線（1工区）災害防除工事 島根県 出雲市佐田町反邊

240 3463
島根県雲南県土整備事務所 ㈱渡部特殊土木

29.4 29.6
国道314号平田工区防災安全交付金（災害防除）工事（経
済対策）

島根県 雲南市木次町平田

241 3464
島根県県央県土整備事務所 安野産業㈱

29.5 29.6
（主）旭戸河内線来尾工区防災安全交付金（災害防除）工
事（経済対策）その2

島根県 浜田市旭町来尾

242 3476
島根県益田県土整備事務所 日発建設(有)

29.5 29.8
（一）柿木山口線（椛谷工区）県単緊急道路災害防除工事 島根県 鹿足郡吉賀町柿木村椛谷

243 3484
島根県雲南県土整備事務所 ㈱渡部特殊土木

29.7 29.8

出雲三刀屋線外　道路維持管理業務委託　第1期　吉田
奥出雲線　指示書第47号

島根県 雲南市吉田町吉田地内

244 3491
島根県県央県土整備事務所 ㈱オーサン

29.9 29.10
平成２９年度林地荒廃防止事業大原地区山腹工事 島根県 邑智郡邑南町上田所

245 3497
島根県出雲市 ㈱井口組

29.10 29.11
日の出1号線（3工区）災害防除工事 島根県 出雲市佐田町下橋波地内

246 3503
島根県出雲市 (有)山根建設

29.11 29.11
相代釜浦線災害防除工事 島根県 出雲市釜浦町

247 3505
島根県出雲県土整備事務所 ㈱中筋組

29.11 30.3
（主）大社日御碕線　日御碕工区　防災安全交付金（災害
防除）工事　1710121-000

島根県 出雲市大社町日御碕

248 3511
島根県松江県土整備事務所 (有)門脇土建

29.12 29.12

草野横田線（草野工区）県単緊急道路災害防除工事【安
来伯太日南線（六呂坂工区）防災安全交付金（改築）工
事】

島根県
安来市伯太町草野地内、広瀬町
上山佐地内

249 3514
島根県県央県土整備事務所 平成建設(有)

30.1 30.2
平成29年度　緊急予防治山事業　正覚寺地区　山腹工事 島根県 邑智郡川本町

250 3517
島根県浜田県土整備事務所 今井産業㈱

30.1 30.3
国道186号相生工区（災害防除）工事【落石対策】 島根県 浜田市相生町地内

251 3518
島根県浜田県土整備事務所 ㈱島根三友

30.2 30.3
（一）波佐芸北線　波佐工区　県単道路（災害防除）工事
【落石対策】

島根県 浜田市金城町波佐
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252 3524
島根県浜田県土整備事務所 広栄建設㈱

30.2 30.3

平成29年度県単県営地すべり対策事業　浜田第三期地
区落石対策工事

島根県 浜田市内田町

253 3529
島根県益田県土整備事務所 堀建設㈱

30.5 30.10

国道488号猪木谷工区防災安全交付金（災害防除）工事2
月補正

島根県 益田市猪木谷

254 3545
島根県益田県土整備事務所 ㈱大谷商工

30.5 30.8

平成29年度（ゼロ国債）防災林造成事業　大井谷下地区
工事

島根県 鹿足郡吉賀町柿木村白谷地内

255 3549
島根県浜田県土整備事務所 ㈱島根三友

30.5 30.8

（主）浜田美都線　内村工区防災安全交付金（災害防除）
工事

島根県 浜田市内村町地内

256 3555
島根県浜田市役所 ㈱オーサン

30.6 30.7
宅地自然災害防止工事 島根県 浜田市高佐町

257 3556
島根県雲南県土整備事務所 ㈱植田建設

30.6 30.8

松江木次線北村工区防災安全交付金（災害防除）工事（2
月補正）

島根県 雲南市大東町北村

258 3566

国交省中国地方整備局浜田
河川国道事務所

東興ジオテック㈱
30.7 30.9

国道9号　津和野防災工事 島根県 鹿足郡津和野町直地

259 3568
島根県益田県土整備事務所 堀建設㈱

30.7 30.10

国道187号（大野原工区）防災安全交付金（交通安全）工
事（2月補正）（岩接着落石防止工）

島根県 鹿足郡吉賀町柿木村大野原地内

260 3586
島根県益田県土整備事務所 ㈱大谷商工

30.9 30.10

（一）美都匹見線（道谷上3工区）防災安全交付金（改築）
工事第1期（2月補正）

島根県 益田市匹見町落合地内

261 3587
島根県益田県土整備事務所 堀建設㈱

30.9 30.12

国道488号（猪木谷工区）防災安全交付金（災害防除）工
事（2月補正）

島根県 益田市猪木谷

262 3597
島根県益田市 日新建設㈱

30.11 30.12
市道新澄川線　法面対策工事（その2） 島根県 益田市匹見町澄川知内

263 3598

国交省中国地方整備局松江
国道事務所

東興ジオテック㈱
30.11 30.12

国道9号宅野地区外防災工事 島根県 出雲市多伎町～大田市温泉津町

264 3602
島根県出雲県土整備事務所 ㈱ノリコー淞南ダイア

30.11 31.3
淀西地区　県単地すべり防止工事（落石対策） 島根県 出雲市佐田町反辺

265 3604
JR西日本米子支社 広成建設㈱

30.11 30.12

浜鉄土木修繕他温泉津石見福光440.100ロープネット工
新設

島根県 大田市温泉津町福光

266 3606
島根県出雲市 ㈱三原組

30.12 31.2
町高西線災害防除落石予防工事 島根県 出雲市佐田町反邊

267 3607
島根県浜田県土整備事務所 今井産業㈱

30.12 31.3

（主）桜江金城線市山３工区防災安全交付金（改築）工事
（その３）

島根県 江津市桜江町市山地内
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268 3616
島根県出雲県土整備事務所 昭和開発工業㈱

31.1 31.3

（主）斐川一畑大社線猪目工区防災安全交付金（改良）工
事第1期

島根県 出雲市猪目町地内

269 3621
島根県邑南町 羽須美建設㈱

31.2 31.3
平成30年度軍原キャンプ場遊歩道落石対策工事 島根県 邑智郡邑南町阿須那



施工前 施工後

施 工 場 所 ： 益田市匹見町落合地内
工 事 名 ： （一）美都匹見線（道谷上3工区）防災安全交付金（改築）工事第1期（2月補正）
施 工 実 績 表 No. ： 3586

島　根　県　施　工　実　績
発 注 者 ： 島根県益田県土整備事務所
施 工 年 度 ： 平成30年度



施工前 施工後

施 工 場 所 ： 益田市猪木谷
工 事 名 ： 国道488号（猪木谷工区）防災安全交付金（災害防除）工事（2月補正）
施 工 実 績 表 No. ： 3587

島　根　県　施　工　実　績
発 注 者 ： 島根県益田県土整備事務所
施 工 年 度 ： 平成30年度



工 事 名 ： 淀西地区　県単地すべり防止工事（落石対策）
施 工 実 績 表 No. ： 3602

施工前 施工後

発 注 者 ： 島根県出雲県土整備事務所
施 工 年 度 ： 平成30年度
施 工 場 所 ： 出雲市佐田町反辺

島　根　県　施　工　実　績
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1
1 興ロカントリークラブ 第二建設㈱ 51.05 法面緑化工事 岡山県 久米郡棚原町

2
3 岡山県勝英地方振興局 第二建設㈱ 51.09 道路災害防除工事 岡山県 英田郡美作町三倉田

3
4 岡山県津山地方振興局 第二建設㈱ 51.11 道路防災工事 岡山県 苫田郡加茂町物見

4
5 岡山県勝英地方振興局 第二建設㈱ 52.02 道路防災工事 岡山県 英田郡美作町三倉田

5
7 個人 ㈱松本組 52.06 法面緑化工事 岡山県 邑久郡牛窓町前島

6
8 岡山県津山地方振興局 第二建設㈱ 52.08 道路災害関連工事 岡山県 苫田郡加茂町物見

7
13 岡山県津山地方振興局 第二建設㈱ 52.11 広域基幹林道改良工事 岡山県 苫田郡上斉原村人形峠

8
15 岡山県玉野建設事務所 第二建設㈱ 52.11 道路災害防除工事 岡山県 児島郡東児町

9
17 岡山県真庭地方振興局 ㈱川西工務店 53.01 道路防災工事 岡山県 真庭郡久世町

10
18 岡山県津山地方振興局 第二建設㈱ 53.02 道路防災工事 岡山県 苫田郡加茂町戸賀

11
19 岡山県津山地方振興局 第二建設㈱ 53.03 道路災害防除工事 岡山県 苫田郡加茂町知和

12
20 岡山県加茂町 日進建設㈲ 53.06 林道片間田線改良 岡山県 苫田郡加茂町

13
23 岡山県加茂町 奥田工業㈱ 53.05 林地災害防止工事 岡山県 苫田郡加茂町

14
25 岡山県加茂町 平井組 53.06 林道馬ヶ原線整備事業 岡山県 苫田郡加茂町

15
27 岡山県勝英地方振興局 第二建設㈱ 53.08 道路防災工事 岡山県 英田郡美作町入田

16
30 岡山県岡山地方振興局 熱田組 53.08 予防治山事業 岡山県 岡山市宿

17
31 林繁夫 第二建設㈱ 53.08 法面防護工事 岡山県 苫田郡加茂町

18
32 岡山県勝英地方振興局 第二建設㈱ 53.09 河川修繕工事 岡山県 英田郡英田町

19
36 岡山県岡山市 ㈱元川組 54.01 墓地造成法面緑化 岡山県 岡山市草ヶ部

20
40 岡山県井笠地方振興局 アマノ企業㈱ 54.03 道路防災工事 岡山県 後月郡芳井町

21
41 岡山県津山地方振興局 第二建設㈱ 54.03 道路防災工事 岡山県 津山市上横野
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22
42 岡山県倉敷地方振興局 第二建設㈱ 54.04 道路防災工事 岡山県 総社市作原

23
46 岡山県勝英地方振興局 第二建設㈱ 54.07 55.02 道路災害防除工事 岡山県 英田郡美作町入田

24
47 岡山県津山地方振興局 第二建設㈱ 54.09 林道改良事業 岡山県 苫田郡鏡野町越畑

25
51 岡山県津山地方振興局 第二建設㈱ 54.12 道路改築工事 岡山県 津山市大篠

26
53 岡山県津山地方振興局 オゴー開発㈱ 55.01 急傾斜地崩壊対策 岡山県 津山市林田

27
54 岡山県勝英地方振興局 坂田組 55.03 予防治山事業 岡山県 英田郡美作町三倉田

28
58 岡山県建部建設事務所 第二建設㈱ 55.03 道路災害防除工事 岡山県 御津郡加茂川町細田

29
59 岡山県加茂町 美北建設㈱ 55.04 林道法面改良3件 岡山県 苫田郡加茂町毎見他

30
60 岡山県津山地方振興局 日本緑研㈱ 55.04 道路災害防除工事 岡山県 苫田郡加茂町下津川

31
63 岡山県建部建設事務所 大森土建㈱ 55.09 道路災害防除工事 岡山県 御津郡加茂川町細田

32
65 岡山県建部建設事務所 第二建設㈱ 55.10 56.02 道路災害防除工事 岡山県 御津郡加茂川町小森

33
66 岡山県高梁地方振興局 第二建設㈱ 55.10 道路災害防除工事(測量・調査に変更) 岡山県 川上郡成羽町羽山

34
68 岡山県津山地方振興局 日本縁研㈱ 55.11 広域基幹林道改良事業 岡山県 苫田郡加茂町青柳

35
72 岡山県西粟倉村 中島建設 55.12 林道木地山線改良工事 岡山県 英田郡西粟倉村

36
73 岡山県勝英地方振興局 日本植生㈱ 55.12 道賂防災工事 岡山県 英田郡美作町和田

37
74 岡山県美甘村 川西工務店 55.12 法面緑化工事 岡山県 真庭郡美甘村

38
75 建設省岡山維持出張所 ㈱松本組 55.12 岡山南部第2維持工事 岡山県 岡山市笹ヶ瀬

39
77 岡山県建部建設事務所 第二建設㈱ 56.02 道路災害防除工事 岡山県 御津郡加茂川町小森

40
78 岡山県勝英地方振興局 第二建設㈱ 56.03 道路災害防除工事 岡山県 英田郡大原町

41
79 岡山県岡山地方振興局 日特建設㈱ 56.04 単県道路防災工事 岡山県 岡山市牟佐

42
81 岡山県勝英地方振興局 第二建設㈱ 56.06 道路災害防除工事 岡山県 英田郡美作町位田
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43
86 岡山県津山地方振興局 第二建設㈱ 56.07 林道改良工事 岡山県 苫田郡奥津町奥津

44
87 岡山県加茂町 ㈲内田組 56.07 林道新設工事 岡山県 苫田郡加茂町

45
88 岡山県津山地方振興局 第二建設㈱ 56.08 林道改良工事美作北線 岡山県 苫田郡加茂町知和

46
91 岡山県岡山地方振興局 須々木組 56.08 道路改良工事 岡山県 岡山市畑鮎

47
93 岡山県高梁地方振興局 オゴー開発㈱ 56.09 道路改良工事 岡山県 上房郡賀陽町

48
96 岡山県建部建設事務所 第二建設㈱ 56.10 57.01 道路災害防除工事 岡山県 御津郡加茂川町下加茂

49
100 岡山県真庭地方振興局 岡田建設 56.12 復旧治山事業 岡山県 真庭郡勝山町神代

50
102 岡山県建部建設事務所 第二建設㈱ 56.11 57.03 道路災害防除工事 岡山県 御津郡建部町鶴田

51
103 岡山県真庭地方振興局 ㈱岡真土建 57.01 復旧治山事業 岡山県 真庭郡勝山町勝山

52
108 中国電力株式会社 ㈱熊谷組 56.09 56.11 俣野川土木工事の内雑工事 岡山県 真庭郡新庄村中河原

53
111 岡山県勝英地方振興局 谷本組 57.04 57.04 単県道路災害防除工事 岡山県 英田郡美作町大原

54
114 岡山県美甘村 原建設工業所 57.07 林地災害防止工事 岡山県 真庭郡美甘村

55
115 岡山県加茂町 第二建設㈱ 57.07 57.08 町道陀阿線維持修繕工事 岡山県 苫田郡加茂町

56
118 岡山県津山地方振興局 日本緑研 57.08 57.09 広域基幹林道美作北線改良工事 岡山県 苫田郡加茂町知和

57
125 岡山県湯原町 第二建設㈱ 57.09 57.12 (75)豊栄林地災害防止工事 岡山県 真庭郡湯原町豊栄

58
126 岡山県真庭地方振興局 ㈲岡田建設工業所 57.10 57.12 予防治山事業の内D.K.ボンド緑化工 岡山県 真庭郡勝山町神代

59
130 岡山県勝田町 山陽ロードエ業㈱ 57.1 57.12 小規模林道整備事業 岡山県 勝田郡勝田町木地山

60
131 岡山県建部建設事務所 富田建設㈱ 57.11 58.03 道路災害防除工事 岡山県 御津郡建部町鶴田

61
132 岡山県建部建設事務所 山田建設 57.11 58.03 道路災害防除工事 岡山県 御津郡建部町鶴田

62
133 岡山県建部建設事務所 第二建設㈱ 57.11 58.03 道路災害防除工事 岡山県 御津郡建部町鶴田

63
135 岡山県津山地方振興局 第二建設㈱ 57.11 57.12 美作北2号線維持補修工事 岡山県 苫田郡上斉原村新古屋
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64
136 岡山県阿新地方振興局 中村建設工業 57.12 水槽防水工事 岡山県 新見市豊永

65
138 岡山県津山地方振興局 第二建設㈱ 57.12 58.03 堀坂勝北線単県道路改築工事 岡山県 津山市堀坂

66
139 岡山県勝央地方振興局 谷本建設 57.12 橋りょう改築工事のうち法面保護工事 岡山県 英田郡芙作町万善

67
148 岡山県津山地方振興局 第二建設㈱ 58.03 58.03 単県急傾斜地崩壊対策工事 岡山県 津山市林田

68
150 岡山県勝英地方振興局 ㈱田村工務店 58.02 58.03 一般県道位田飯岡線道路災害防除工事 岡山県 英田郡美作町位田

69
151 岡山県成羽町 興成開発㈱ 58.02 58.03 小規模農道整備事業 岡山県 川上郡成羽町布寄

70
153 岡山県勝英地方振興局 塚田工務店 58.02 58.03 道路特殊改良第一種75号工事 岡山県 英田郡美作町入田

71
154 岡山県勝英地方振興局 谷本組 58.02 58.03 一般県道万善美作線法面処理工事 岡山県 英田郡美作町大原

72
164 岡山県勝田町 第二建設㈱ 58.09 58.12 幹線林道改良工事 岡山県 勝田郡勝田町右手

73
169 岡山県勝山町 ㈲今井工業所 58.10 58.12 林地災害防止事業 岡山県 真庭郡勝山町荒田

74
170 岡山県御津町 鈴木組 58.11 59.02 林地災害防止事業 岡山県 御津郡御津町紙工

75
171 岡山県井笠地方振興局 ㈱三好組 58.12 59.01 松くい虫被害緊急対策治山事業の内落石防止工 岡山県 小田郡矢掛町小田

76
172 岡山県建部建設事務所 アサヒ防災工事㈱ 58.12 59.02 道路改良工事の内D.Kボンド落石防止工 岡山県 御津郡加茂川町上田西

77
173 岡山県勝英地方振興局 津山グリン建設工事 58.12 59.03 吉ヶ原美作線単県道路改築工事 岡山県 英田郡美作町入田

78
174 岡山県勝英地方振興局 第二建設㈱ 58.12 59.02 一般国道374号線単県道路災害防除工事 岡山県 英田郡英田町尾谷

79
177 岡山県津山地方振興局 第二建設㈱ 59.01 59.03 単県道路災害防除工事 岡山県 久米郡棚原町塚角

80
180 岡山県玉野建設事務所 オゴー開発㈱ 59.03 道路災害防除工事 岡山県 玉野市渋川

81
181 岡山県加茂町 ㈱平井組 59.03 町道尾路線改良工事 岡山県 苫田郡加茂町

82
182 岡山県岡山地方振興局 長崎建設㈱ 59.01 59.03 治山施設維持管理工事 岡山県 玉野市槌ヶ原

83
189 岡山県湯原町 ㈱ウエモト組 59.03 林地災害防止事業 岡山県 真庭郡湯原町仲問

84
196 岡山県上斉原村 第二建設㈱ 59.09 59.11 林道蜷渕線林道改良事業 岡山県 苫田郡上斉原村蜷渕
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85
197 岡山県備中町 第二建設㈱ 59.09 59.10 富家小学校裏落石防災工事 岡山県 備中町布瀬

86
199 岡山県英田町 第二建設㈱ 59.11 60.01 林道作備線法面改良工事 岡山県 英田郡英田町奥

87
201 岡山県岡山地方振興局 山陽建設工業㈱ 59.11 60.02 予防治山事業 岡山県 玉野市築港

88
203 岡山県東備地方振興局 第二建設㈱ 5912 60.03 河川総合開発工事 岡山県 和気郡吉氷町大又

89
204 岡山県岡山地方振興局 氏家建設㈱ 60.01 60.03 重点保全地区総合治山事業 岡山県 玉野市日比

90
205 新見営林署 第二建設㈱ 60.01 60.03 臥牛山国有林山復工事 岡山県 高梁市内山下

91
207 岡山県英田町 第二建設㈱ 60.02 60.03 町道小　線維持補修工事 岡山県 英田郡英田町中川

92
208 日蓮宗妙法寺 第二建設㈱ 60.04 記念碑補修工事 岡山県 津山市西寺町

93
209 岡山県奈義町 ㈲中島建設 60.05 60.06 林道改良工事 岡山県 勝田郡奈義町高円

94
210

岡山県高梁川用水土地改良
区

中村建設工業㈱ 60.05 60.06 小坂部ダム落石防止工事 岡山県 新見市唐松

95
239 岡山県英田町 ㈱田村工務店 60.07 60.09 林道作備線法面改良工事 岡山県 英田郡英田町奥

96
240 岡山県倉敷市 第二建設㈱ 60.09 60.12 鷲羽山山頂周辺落石防止工事 岡山県 倉敷市下津井田之浦

97
241 岡山県阿新地方振興局 第二建設㈱ 60.10 60.11 河川総合開発工事第4号 岡山県 新見市千屋実

98
242 岡山県阿新地方振興局 第二建設㈱ 60.10 61.01 河川総合開発工事第5号 岡山県 新見市千屋実

99
246 岡山県岡山地方振興局 日特建設㈱ 61.01 61.03 重点保全地区総合治山事業 岡山県 玉野市日比、和田

100
247 岡山県津山地方振興局 第二建設㈱ 61.02 61.03 単県道路災害防除工事 岡山県 久米郡棚原町久木

101
248 新見営林署 ㈱佐々木組 61.03 御山国有林山腹工事 岡山県 新見市草間

102
249 岡山県英田町 第二建設㈱ 61.04 61.05 上山環状線維持補修工事 岡山県 英田郡英田町上山

103
250 岡山県岡山市 ㈲上道建設 61.06 上道墓園内擁壁補修工事 岡山県 岡山市草ヶ部

104
251 岡山県玉野建設事務所 第二建設㈱ 61.05 61.06 道路修繕工事 岡山県 玉野市上山坂

105
252 岡山県吉井町 吉井総業 61.05 61.06 林地災害復旧工事 岡山県 赤磐郡吉井町仁堀
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106
277 新見営林署 ㈱佐々木組 61.06 61.09 御山国有林山腹工事 岡山県 新見市草間

107
278 本州四国連絡橋公団

清水、アイサワ、トーア、
姫野JV

61.07 61.08 一般国道30号柳田工事 岡山県 倉敷市児島柳田

108
285 岡山県英田町 第二建設㈱ 61.09 61.11 林道作備線法面改良工事 岡山県 央田郡英田町上山

109
286 新見営林署 杉岡建設㈱ 61.09 62.01 佐与谷国有林山腹工事 岡山県 高梁市津川町佐与谷

110
287 岡山県千尾ダム建設事務所 第二建設㈱ 61.10 62.01 河川総合開発道路改良合併工事 岡山県 新見市菅生～千屋実

111
289 岡山県岡山市 第二建設㈱ 61.12 62.03 野崎公園改修工事 岡山県 岡山市西辛西

112
291 岡山県備前市 太陽建設㈱ 62.01 62.03 林道伊佐線改良工事 岡山県 備前市浦伊部

113
310 岡山県英田町 第二建設㈱ 62.04 上山環状線維持補修工事 岡山県 英田郡英田町上山

114
311 岡山県英田町 第二建設㈱ 62.04 町道奥上山線維持補修工事 岡山県 英田郡英田町上山

115
314 岡山県東備地方振興局 樫本建設工業㈱ 62.06 62.10 予防治山工事 岡山県 備前市蕃山

116
317 岡山県倉敷市 伸前組 62.08 62.11 板池久保線法面保護工事 岡山県 倉敷市児島稗田町

117
318 岡山県阿新地方振興局 杉岡建設㈱ 62.08 大佐ダム発電所建設工事 岡山県 阿哲郡大佐町

118
319 岡山県備前市 第二建設㈱ 62.09 62.11 小規模林道整備事業林道伊佐線改良工事 岡山県 備前市浦伊部

119
324 岡山県東備地方振興局 大成建設㈱ 63.01 河川総合開発工事 岡山県 和気郡吉永町高田

120
326 岡山県岡山市 ㈲八谷工務店 62.12 63.02 市道小串6号線道路改良工事 岡山県 岡山市小串

121
328 岡山県東備地方振興局 第二建設㈱ 63.01 63.03 落石対策治山事業 岡山県 和気郡佐伯町岩戸

122
330 岡山県阿新地方振興局 第二建設㈱ 63.02 63.03 単県道路災害防除工事 岡山県 新見市菅生

123
369 岡山県建部建設事務所 第二建設㈱ 63.06 63.09 単県道路災害防除工事 岡山県 御津郡建部町建部上

124
379 岡山県新見市 第二建設㈱ 63.09 市道長尾線道路修繕工事 岡山県 新見市長屋

125
380 岡山県備前市 大林道路㈱ 63.10 林道佐那高下線舗装工事 岡山県 備前市佐那高下

126
381 岡山県備前市 第二建設㈱ 63.09 63.12 小規模林道整備事業 岡山県 備前市浦伊部
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127
382 岡山県高梁市 第二建設㈱ 63.10 63.12 林地災害防止事業 岡山県 高梁市原田南町

128
389 岡山県東備地方振興局 第二建設㈱ 63.11 元.03 落石対策治山事業 岡山県 和気郡佐伯町岩戸

129
395

岡山県高梁川用水土地改良
区

中村建設工業㈱ 元.02 小坂部ダム落石防止工事 岡山県 親見市唐松地内

130
430 岡山県井笠地方振興局 ㈱高橋組 元.08 2.02 予防治山事業 岡山県 浅口郡鴨方町小坂東

131
435 岡山県倉敷市 第二建設㈱ 元.11 2.01 鷲羽山岩接着落石防止工事 岡山県 倉敷市下津井田之浦

132
438 岡山県勝英地方振興局 第二建設㈱ 元.11 2.03 落石対策治山事業 岡山県 英田郡美作町栄町

133
439 岡山県建部建設事務所 第二建設㈱ 元.11 2.03 単県道路災害防除工事 岡山県 久米郡旭町西川上

134
440 岡山県東備地方振興局 第二建設㈱ 元.11 2.03 落石対策治山事業 岡山県 和気郡佐伯町岩戸

135
441 岡山県勝英地方振興局 第二建設㈱ 元.11 2.01 単県道路災害防除工事 岡山県 英田郡美作町栄町

136
442 岡山県高梁地方振興局 第二建設㈱ 元.11 2.02 落石対策治山事業 岡山県 高梁市津川町

137
445 岡山県勝英地方振興局 ㈱鈴木建設 元.10 元.12 治山施設維持管理事業 岡山県 英田郡大原町古町

138
447 岡山県建部建設事務所 オゴー開発㈱ 元.11 2.01 道路災害防除工事 岡山県 御津郡建部町角石谷

139
450 岡山県高梁市 ㈱奥田組 2.02 2.03 災害防除工事 岡山県 高梁市落合町井谷

140
452 中国電力株式全社 中村建設工業㈱ 2.02 2.03 小坂部川ダム堰堤左岸法面工事 岡山県 新見市唐松

141
456 岡山県阿新地方振興局 第二建設㈱ 2.03 公共道路災害防除工事 岡山県 新見市長屋

142
461 岡山県勝英地方振興局 第二建設㈱ 2.04 2.07 落石対策治山事業 岡山県 英田郡美作町三倉田

143
474 岡山県阿新地方振興局 第二建設㈱ 2.07 2.12 公共道路災害防除工事 岡山県 新見市長屋

144
481 岡山県阿新地方振興局 第二建設㈱ 2.08 2.09 公共河川総合開発(防災) 岡山県 新見市菅生

145
486 岡山県勝英地方振興局 第二建設㈱ 2.11 3.02 落石対策治山事業 岡山県 英田郡美作町林野

146
487 岡山県東備地方振興局 第二建設㈱ 2.11 3.02 落石対策治山事業 岡山県 和気郡佐伯町岩戸

147
493 建設省岡山国道工事事務所 浮田建設㈱ 2.11 3.03 草生第4防災工事 岡山県 御津郡御津町草生
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148
498 岡山県高梁地方振興局 第二建設㈱ 2.12 3.03 落石対策治山事業 岡山県 高梁市高倉町田井

149
499 JR西日本旅客鉄道株式会社 広成建設㈱ 2.12 3.03 新倉敷・福山間707K附近浮石防止工事 岡山県 浅口郡金光町

150
533

岡山県高梁川用水土地改良
区

中村建設工業㈱ 3.03 小坂部川ダム堰提左岸法面工事 岡山県 新見市唐松

151
542 岡山県阿新地方振興局

大林組・鹿島建設・大本
組JV

3.07 千屋ダム本体建設工事 岡山県 新見市千屋

152
546 建設省岡山国道工事事務所 岡山通信土木㈱ 3.07 3.12 湛井防災工事 岡山県 総社市湛井

153
548 建設省岡山国道工事事務所 ㈱東山工務店 3.07 3.11 草生防災工事 岡山県 御津郡御津町草生

154
549 岡山県阿新地方振興局 第二建設㈱ 3.07 3.10 河川総合開発工事 岡山県 新見市菅生

155
556 南方勧善会 第二建設㈱ 3.09 神社本殿基礎修繕工事 岡山県 岡山市南方3丁目

156
573 岡山県東備地方振興局 ㈲畠中建設 3.12 4.02 福本和気線道路修繕工事 岡山県 和気郡和気町保曽

157
576 岡山県勝山町 第二建設㈱ 4.02 4.03 林道柴原向線落石防止工事 岡山県 真庭郡勝山町柴原

158
577 日本道路公団広島建設局 アイサワ・梅林JV 4.03 山陽自動車道塩納工事 岡山県 赤磐郡瀬戸町塩納

159
594 岡山県英田町 第二建設㈱ 4.04 4.06 落石防止工事 岡山県 英田郡英田町中川

160
595 岡山県阿新地方振興局 第二建設㈱ 4.05 4.09 公共道路災害防除工事 岡山県 新見市長屋

161
600 岡山県真庭地方振興局 第二建設㈱ 4.07 4.08 単県道路災害防除道路修繕合併工事 岡山県 真庭郡勝山町月田本

162
610 岡山県勝英地方振興局 ㈱田村工務店 4.09 4.12 福本和気線道路改築工事 岡山県 英田郡英田町真神

163
634 岡山県真庭地方振興局 第二建設㈱ 5.01 5.03 単県道路災害防除工事 岡山県 真庭郡勝山町見尾

164
635 岡山県東備地方振興局 第二建設㈱ 5.03 5.07 (O県債)単県道路災害防除工事 岡山県 和気郡佐伯町岩戸

165
636 建設省岡山国道工事事務所 笹岡工業㈱ 5.03 津山維持工事 岡山県 御津郡御津町金川

166
639 岡山県勝山町 第二建設㈱ 5.04 5.05 林道星山線落石防止工事 岡山県 真庭郡勝山町竹原

167
640 岡山県大原町 ㈱岩江建設 5.04 町道大原谷線改良工事 岡山県 英田郡大原町川上

168
700 岡山県井笠地方振興局 ㈱高橋組 6.01 6.03 平成5年度予防治山事業第20-1 岡山県 浅口郡鴨方町小坂東
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169
705 岡山県真庭地方振興局 第二建設㈱ 6.02 6.03 道路改築工事 岡山県 真庭郡勝山町柴原

170
706 岡山県日生町 第二建設㈱ 6.03

大多府漁村型リゾート整備事業自然研究路整備(落
石防止)工事

岡山県 和気郡日生町大多府

171
722 岡山県井笠地方振興局 ㈱高橋組 6.05 6.08 予防治山事業第20-2号 岡山県 浅口郡鴨方町小坂東

172
736 岡山県高梁地方振興局 ㈱岩本建設 6.08 6.09 地域防災対策事業総合治山 岡山県 高梁市中井町西方

173
741 建設省岡山国道工事事務所 目黒建設㈱ 6.09 7.02 (R30)玉野防災工事 岡山県 玉野市宇野

174
742 岡山県倉敷市 第二建設㈱ 6.10 落石防止工事 岡山県 倉敷市屋敷

175
747 岡山県高梁地方振興局 ㈱奥田組 6.10 7.03 予防治山事業 岡山県 高梁市落合町阿部

176
765 岡山県総社市 第二建設㈱ 7.02 7.03 石造美術磨崖仏整備(石保存)工事 岡山県 総社市下原

177
766 建設省岡山国道工事事務所 中央建設㈱ 7.02 7.05 (R180)日羽防災工事 岡山県 総社市日羽

178
771 岡山県総社市 第二建設㈱ 7.02 7.03 石造美術磨崖仏整備(2工区) 岡山県 総社市下原

179
778 岡山県東備地方振興局 第二建設㈱ 7.05 7.08 岡山赤穂線単県道路災害防除工事 岡山県 和気郡和気町曽根

180
780 岡山県東備地方振興局 第二建設㈱ 7.05 7.09 和気吉井線単県道路災害防除工事 岡山県 和気郡佐伯町小原

181
805 岡山県東備地方振興局 寺見建設㈱式会社 7.09 8.03 長浜地内復旧治山11-2 岡山県 備前市長浜

182
817 岡山県倉敷地方振興局 第二建設㈱ 7.11 8.03 第7-2号復旧治山事業 岡山県 倉敷市児島唐琴町

183
830 岡山県井笠地方振興局 第二建設㈱ 7.12 8.03 第30号予防治山事業 岡山県 笠岡市笠岡

184
832 岡山県岡山地方振興局 第二建設㈱ 7.12 8.03 第6-3号復旧治山事業 岡山県 玉野市渋川4丁目

185
836 岡山県岡山地方振興局 第二建設㈱ 8.01 8.07 第6号災害関連緊急治山事業 岡山県 玉野市日比

186
837 岡山県倉敷地方振興局 第二建設㈱ 8.01 8.07 第1号復旧治山(前金付国債)岩接着工工事 岡山県 倉敷市児島唐琴町

187
841 岡山県勝山町 第二建設㈱ 8.04 林道星山線落石防止工事 岡山県 真庭郡勝山町竹原

188
842 岡山県高梁地方振興局 ㈱岩本建設 8.04 8.09 地域防災対策総合治山工事 岡山県 高梁市中井町西方

189
853 岡山県井笠地方振興局 山陽道路㈱ 8.06 8.09 畑地帯総合土地改良事業支線道路法面保護工事 岡山県 浅口郡寄島町青佐
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190
855 株式会社中国銀行 ㈱藤木工務店 8.06 8.08 中銀青楓荘落石防止工事 岡山県 苫田郡奥津町

191
856 岡山県勝英地方振興局 第二建設㈱ 8.06 8.10 第1-1-1号単県道路災害防除工事 岡山県 英田郡大原町下庄町

192
859 岡山県岡山地方振興局 第二建設㈱ 8.07 9.01 第12号復旧治山事業 岡山県 玉野市渋川4丁目

193
872 岡山県井笠地方振興局 ㈱北木建設 8.08 8.09 第1-2号予防治山事業 岡山県 笠岡市飛島

194
876 岡山県岡山地方振興局 第二建設㈱ 8.08 9.03 第14号復旧治山事業 岡山県 玉野市日比

195
889 岡山県井笠地方振興局 山陽道路㈱ 8.09 8.10 道路災害防除工事 岡山県 小田郡矢掛町上高末

196
890 岡山県阿新地方振興局 片岡工業㈱ 8.09 9.03 第22号予防治山事業 岡山県 新見市新見

197
892 岡山県倉敷地方振興局 第二建設㈱ 8.09 9.03 第9-3号復旧治山事業岩接着工工事 岡山県 倉敷市児島唐琴町(嶽山)

198
898 岡山県道路公社 第二建設㈱ 8.10 9.02 道路修繕(法面補修工) 岡山県 備前市鶴海

199
899 岡山県新見市 第二建設㈱ 8.10 9.02 林地荒廃防止事業 岡山県 新見市上熊谷

200
922 岡山県高梁地方振興局 ㈱赤木組 8.12 9.02 平成8年度予防治山事業 岡山県 高梁市落合町福地

201
924 岡山県総社市 山陽道路㈱ 8.12 9.03 滝の端草田本線道路防災工事 岡山県 総社市秦

202
930 岡山県高梁地方振興局 第二建設㈱ 8.12 9.03 第７－１－２号公共道路災害防除工事 岡山県 川上郡成羽町羽山

203
959 岡山県建部建設事務所 アサヒ防災工事㈱ 9.03 9.04 県単道路災害防除工事 岡山県 久米郡旭町西垪和

204
960 岡山県倉敷地方振興局 第二建設㈱ 9.03 9.11 第１号復旧治山事業岩接着工工事（ゼロ国債） 岡山県 倉敷市児島唐琴町（獄山）

205
983 岡山県阿新地方振興局 第二建設㈱ 9.05 9.12 第14号予防治山事業 岡山県 新見市新見

206
985 岡山県高梁市 ㈱岩本建設 9.06 林地荒廃防止事業 岡山県 高梁市中井町西方

207
996 岡山県高梁地方振興局 第二建設㈱ 9.07 9.11 第２－２号単県道路災害防除工事 岡山県 川上郡成羽町羽山

208
1002 岡山県高梁市 第二建設㈱ 9.07 9.08 市道中曽花田線道路修繕工事 岡山県 高梁市津川町花田

209
1005 岡山県岡山地方振興局 第二建設㈱ 9.07 10.01 第14号復旧治山事業 岡山県 玉野市日比６丁目

210
1006 岡山県御津町 第二建設㈱ 9.07 9.10 岩接着落石防止工事 岡山県 御津郡御津町矢原
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211
1007 岡山県勝英地方振興局 ㈱田村工務店 9.07 9.12 第２号予防治山事業 岡山県 英田郡英田町青野

212
1031 岡山県岡山地方振興局 ㈱橋本工業 9.09 10.02 復旧治山工事第15号 岡山県 玉野市和田３丁目

213
1036 岡山県高梁地方振興局 佐藤建設工業㈱ 9.09 10.02 地域防災対策総合治山事業 岡山県 高梁市玉川町玉

214
1037 岡山県岡山地方振興局 第二建設㈱ 9.09 10.03 復旧治山事業第11号 岡山県 玉野市渋川４丁目

215
1065 岡山県建部町 第二建設㈱ 9.10 10.01 林地災害防止事業落石防止工事 岡山県 御津郡建部町角石谷

216
1066 岡山県井笠地方振興局 第二建設㈱ 9.10 10.02 予防治山事業第18－２号 岡山県 小田郡矢掛町小田

217
1069 岡山県建部建設事務所 第二建設㈱ 9.10 10.02 公共道路改築国道（通常）№６－３－８ 岡山県 御津郡加茂川町小森

218
1070 岡山県高梁市 ㈱岩本建設 9.10 10.03 中井町上野地区林地荒廃防止事業 岡山県 高梁市中井町西方

219
1071 岡山県総社市 山陽道路㈱ 9.10 10.03 滝の端草田本線道路防災工事 岡山県 総社市秦

220
1082 岡山県建部建設事務所 村上建設㈱ 9.10 10.03 公共道路災害防除工事（交付金Ａ） 岡山県 久米郡旭町西垪和

221
1085 岡山県井笠地方振興局 第二建設㈱ 9.11 10.03 予防治山事業第24－２号 岡山県 笠岡市笠岡

222
1114 岡山県岡山市 池尻建設㈱ 10.01 10.03 市道畑鮎26号線道路防災工事 岡山県 岡山市畑鮎

223
1122 岡山県笠岡市 ㈱北木建設 10.02 北木島林地災害防止工事 岡山県 笠岡市北木島町

224
1130 岡山県岡山地方振興局 第二建設㈱ 10.03 10.09 復旧治山事業（０国債）第１号 岡山県 玉野市渋川４丁目（矢出）

225
1131 岡山県井笠地方振興局 ㈱北木建設 10.03 第１－２予防治山事業 岡山県 笠岡市飛島

226
1132 岡山県倉敷地方振興局 ㈱三宅組 10.03

公共道路災害防除国道〈通常〉単県道路災害防除合
併工事

岡山県 倉敷市児島唐琴町

227
1138 岡山県岡山市 池尻建設㈱ 10.03 畑鮎地内道路修繕工事 岡山県 岡山市畑鮎

228
1152 岡山県御津町 第二建設㈱ 10.04 10.09 岩接着落石防止工事 岡山県 御津郡御津町矢原

229
1179 岡山県岡山地方振興局 第二建設㈱ 10.07 11.01 復旧治山事業第10号 岡山県 玉野市日比６丁目

230
1180 岡山県高梁市 第二建設㈱ 10.07 10.08 市道野瀬広瀬線道路改良工事 岡山県 高梁市川面町広瀬

231
1181 岡山県阿新地方振興局 第二建設㈱ 10.07 10.12 予防治山事業第14号 岡山県 新見市新見
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232
1195 岡山県岡山地方振興局 第二建設㈱ 10.08 11.03 復旧治山事業第17号 岡山県 玉野市渋川４丁目（矢出）

233
1196 岡山県倉敷地方振興局 第二建設㈱ 10.08 11.05 復旧治山（岩接着工）事業 岡山県

倉敷市児島唐琴町土佐清水市貝
ノ川

234
1201 岡山県井笠地方振興局 ㈱山本組 10.09 10.12 予防治山（離島）事業 岡山県 笠岡市白石島

235
1203 岡山県勝英地方振興局 ㈱田村工務店 10.09 10.10 緊急地方道路整備（交付金）特殊改良一種工事 岡山県 勝田郡勝田町久賀

236
1208 岡山県道路公社 第二建設㈱ 10.09 11.01 道路修繕（法面補修工）工事 岡山県 備前市鶴海

237
1232 岡山県倉敷地方振興局 第二建設㈱ 10.10 11.01 復旧治山（岩接着工）事業第13号 岡山県 倉敷市児島唐琴町

238
1246 岡山県高梁地方振興局 ㈱岩本建設 10.11 地域防災対策総合治山事業 岡山県 高梁市中井町西方

239
1257 岡山県岡山市 芳賀土木 10.12 11.01 市道金山寺玉柏線道路防災工事 岡山県 岡山市畑鮎

240
1263 岡山県井笠地方振興局 ㈱北木建設 10.12 11.02 予防治山事業第２－２号 岡山県 笠岡市北木島町大浦

241
1280 岡山県高梁地方振興局 ㈱岩本建設 11.01 11.03 予防治山事業 岡山県 高梁市中井町西方井戸

242
1303 岡山県玉野建設事務所 津国興産 11.03 急傾斜地崩壊対策工事 岡山県 玉野市宇野８丁目

243
1343 岡山県高梁市 第二建設㈱ 11.06 市道鳴戸市場線防災工事 岡山県 高梁市川面町

244
1355 岡山県倉敷地方振興局 第二建設㈱ 11.07 12.01 復旧治山事業（岩接着工）工事 岡山県 倉敷市児島唐琴町

245
1356 岡山県岡山地方振興局 第二建設㈱ 11.07 11.12 復旧治山事業第16－２ 岡山県 玉野市渋川４丁目（矢出）

246
1375 建設省岡山国道工事事務所 蜂谷工業㈱ 11.08 11.09 国道53号草生他防災工事 岡山県 御津郡建部町吉田

247
1376 岡山県阿新地方振興局 第二建設㈱ 11.08 12.02 予防治山事業第27号 岡山県 新見市新見（龍頭）

248
1377 岡山県建部建設事務所 日特建設㈱ 11.08 11.11 公共道路災害防除工事 岡山県 久米郡旭町西川

249
1392 岡山県井笠地方振興局 ㈱北木建設 11.09 11.12 平成11年度予防治山工事 岡山県 笠岡市北木島町大浦

250
1395 岡山県御津町 第二建設㈱ 11.09 11.12 町道日朝線落石防止（岩接着）工事 岡山県 御津郡御津町矢原

251
1403 岡山県里庄町 第二建設㈱ 11.10 11.11 林地災害防止事業 岡山県 浅口郡里庄町新庄

252
1406 岡山県真庭地方振興局 松尾工業㈱ 11.10 12.03 道路災害防除（交付金Ａ）工事 岡山県 真庭郡落合町関
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253
1431 岡山県高梁市 第二建設㈱ 11.11 11.12 市道井ノ木石浦線道路改良工事（落石防止） 岡山県 高梁市高倉町飯部

254
1443 岡山県道路公社 第二建設㈱ 11.12 12.03 道路修繕工事（道路防災工） 岡山県 備前市鶴海

255
1447 岡山県高梁地方振興局 日特建設㈱ 11.12 12.03 広域営農団地農道整備事業（備中中部地区） 岡山県 川上郡成羽町中野

256
1466 岡山県真庭地方振興局 第二建設㈱ 12.01 12.03

単県道路災害防除事業調整費（道路災害防除）合併
工事

岡山県 真庭郡勝山町柴原

257
1467 岡山県岡山地方振興局 日本植生㈱ 12.01 12.09 復旧治山事業第16－３号 岡山県 玉野市渋川４丁目

258
1470 岡山県倉敷地方振興局 第二建設㈱ 12.02 12.08 復旧治山事業（岩接着工）第15－２号 岡山県 倉敷市児島唐琴町

259
1472 岡山県新見市 千崎建設㈱ 12.02

公共下水道事業公共単市合併管渠埋設工事（第２工
区）

岡山県 新見市新見

260
1473 岡山県真庭地方振興局 第二建設㈱ 12.02 12.05

単県道路災害防除事業調整費（道路災害防除）合併
工事

岡山県 真庭郡勝山町柴原

261
1474 岡山県真庭地方振興局 第二建設㈱ 12.02 12.03 岩盤接着工事№1.2.3.6.7号 岡山県 真庭郡勝山町神代

262
1493 岡山県建部建設事務所 日特建設㈱ 12.03 12.08 単県地方特定道路整備工事（道路防災） 岡山県 久米郡旭町西垪和

263
1494 建設省岡山国道工事事務所 楠建設工業㈱ 12.03 国道53号津山管内災害普及工事 岡山県 津山市福田

264
1501 日本道路公団中国支社 洋林建設㈱ 12.05 中国横断自動車道打井畑トンネル工事 岡山県 真庭郡久世町樫西

265
1502 岡山県真庭地方振興局 第二建設㈱ 12.05 12.11 第２－１－３単県道路災害防除工事 岡山県 真庭郡勝山町柴原

266
1535 岡山県高梁地方振興局 第二建設㈱ 12.07 12.08 道路防災工事（岩盤接着工） 岡山県 高梁市段町

267
1536 岡山県岡山地方振興局 第二建設㈱ 12.07 13.01 平成12年度復旧治山事業渋川４丁目地区山腹工 岡山県 玉野市渋川４丁目

268
1537 岡山県真庭地方振興局 第二建設㈱ 12.07 13.01 単県地方振興事業調整費道路災害防除工事 岡山県 真庭郡勝山町柴原

269
1538 岡山県御津町 第二建設㈱ 12.07 12.10 町道日朝線道路改良工事 岡山県 御津郡御津町矢原

270
1539 岡山県中和村 松尾工業㈱ 12.07 12.09 山乗渓谷落石処理工事 岡山県 真庭郡中和村下和

271
1552 岡山県井笠地方振興局 東興建設㈱ 12.08 上高末法面工事 岡山県 小田郡矢掛町上高末

272
1559 岡山県井笠地方振興局 ㈱北木建設 12.09 12.11 予防治山離島事業 岡山県 笠岡市北木島町大浦

273
1560 岡山県御津町 第二建設㈱ 12.09 12.10 町道日朝線落石防止（岩接着）工事 岡山県 御津郡御津町矢原
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274
1566 岡山県倉敷地方振興局 第二建設㈱ 12.09 13.02 復旧治山事業児島唐琴町（嶽山）地区岩接着工 岡山県 倉敷市児島唐琴町

275
1567 岡山県倉敷地方振興局 第二建設㈱ 12.09 13.02 復旧治山事業下津井田之浦地区落石予防工事 岡山県 倉敷市下津井田之浦

276
1573 岡山県真庭地方振興局 松尾工業㈱ 12.10 13.03 緊急地方道路整備（交付金Ａ）道路災害防除工事 岡山県 真庭郡落合町関

277
1574 岡山県建部建設事務所 日特建設㈱ 12.10 12.11 公共道路災害防除工事 岡山県 久米郡旭町西川

278
1590 岡山県高梁市 第二建設㈱ 12.10 13.01 市道井ノ木石浦線道路改良工事 岡山県 高梁市高倉町飯部

279
1598 岡山県阿新地方振興局 第二建設㈱ 12.11 13.03 単県道路災害防除工事　第１－15号 岡山県 新見市金谷

280
1600

日本道路公団津山工事事務
所

㈱浅沼組・大末建設㈱Ｊ
Ｖ

12.11 13.01 道公芦谷高架橋その他工事 岡山県 真庭郡久世町樫西

281
1601 岡山県高梁地方振興局 第二建設㈱ 12.11 13.03 単県地方特定道路整備工事（道路防災） 岡山県 川上郡備中町西山

282
1607 岡山県倉敷地方振興局 第二建設㈱ 12.12 13.03 復旧治山事業児島唐琴（獄山）地区岩接着工工事 岡山県 倉敷市児島唐琴町

283
1608 岡山県高梁地方振興局 中村建設㈱ 12.12 13.01 復旧治山事業松山（油尾渓南平）地区山腹工 岡山県 高梁市松山

284
1618 岡山県真庭地方振興局 第二建設㈱ 13.01 13.08

公共平成12年度発生道路災害復旧工事（第２回施
工）

岡山県 真庭郡勝山町神代

285
1619 岡山県真庭地方振興局 第二建設㈱ 13.01 13.03 一般国道313号単県道路災害防除工事 岡山県 真庭郡勝山町柴原

286
1620 岡山県高梁市 第二建設㈱ 13.01 13.03

単市道路改良工事市道玉川成羽線岩接着落石防止
工事

岡山県 高梁市玉川町下切

287
1621 岡山県岡山地方振興局 第二建設㈱ 13.01 13.07

復旧治山事業渋川４丁目補正地区固定工（岩接着）
工事

岡山県 玉野市渋川４丁目

288
1622 岡山県建部建設事務所 日特建設㈱ 13.01 13.03 公共道路災害防除工事 岡山県 久米郡旭町西川

289
1623 岡山県高梁市 花崎建設㈱ 13.01 13.08 備中松山城跡石垣崩落防止工事接着工 岡山県 高梁市内山下

290
1635 岡山県津山地方振興局 ㈲作陽工営 13.02 13.03 平成12年度予防治山事業 岡山県 久米郡旭町中（大谷）

291
1636 岡山県高梁地方振興局 中村建設㈱ 13.02 13.03 復旧治山事業松山（油尾渓南平補正）地区山腹工 岡山県 高梁市松山

292
1637 岡山県高梁市 第二建設㈱ 13.02 13.03 林地災害防止事業岩接着工事（近似） 岡山県 高梁市落合町近似

293
1643 岡山県倉敷地方振興局 第二建設㈱ 13.03 13.08

復旧治山事業下津井（田之浦）ゼロ国債地区落石予
防工事

岡山県 倉敷市下津井田之浦

294
1644 岡山県東備地方振興局 松尾工業㈱ 13.03 落石防止工事 岡山県 和気郡吉永町下畑
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295
1645 岡山県建部建設事務所 杉本建設㈱ 13.03

公共河川総合開発（河平ダム）左岸付替町道４－12
号

岡山県 御津郡加茂川町下加茂

296
1651 千崎孝徳 第二建設㈱ 13.04 千崎邸基礎補修工事 岡山県 新見市高尾

297
1658

日本道路公団津山工事事務
所

㈱浅沼組，大末建設㈱Ｊ
Ｖ

13.06 13.08 中国横断自動車道芦谷高架橋（下部工）工事 岡山県 真庭郡久世町樫谷

298
1683 岡山県阿新地方振興局 第二建設㈱ 13.06 13.12 単県道路災害防除工事第1-1号 岡山県 新見市金谷

299
1687 岡山県真庭地方振興局 日本緑研㈱ 13.07 13.10 国道313号道路災害防除2-1-2工事 岡山県 真庭郡勝山町見尾

300
1689 岡山県高梁地方振興局 大槻興業㈱ 13.07 13.08 道路災害防除工事 岡山県 上房郡賀陽町上竹

301
1699 岡山県高梁地方振興局 佐藤建設工業㈱ 13.08 13.09 地域防災対策総合治山工事 岡山県 高梁市玉川町玉川

302
1718 岡山県阿新地方振興局 第二建設㈱ 13.09 14.03 予防治山事業足立（足立ノ内）地区本工事 岡山県 新見市足立（足立ノ内）

303
1719 岡山県岡山地方振興局 第二建設㈱ 13.09 14.03 復旧治山事業渋川4丁目地区山腹工 岡山県 玉野市渋川4丁目

304
1720 岡山県井笠地方振興局 第二建設㈱ 13.09 14.03 予防治山事業山村（梅日向）地区山腹工第36-2号 岡山県 後月郡芳井町山村

305
1742 岡山県倉敷市 小松建設工業㈱ 13.10 連島東小学校(1工区）造成工事 岡山県 倉敷市連島町連島

306
1743 岡山県新見市 第二建設㈱ 13.10 満奇洞入り口落石防止工事 岡山県 新見市豊永赤馬

307
1753 岡山県高梁地方振興局 第二建設㈱ 13.11 14.03 公共急傾斜地崩壊対策工事（岩接着工法） 岡山県 上房郡北房町下中津井

308
1763 岡山県高梁地方振興局 ㈱岩本建設 13.11 地域防災対策総合治山中井町西方（鍛冶屋） 岡山県 高梁市中井町西方

309
1764 岡山県高梁地方振興局 ㈱森産業 13.11 地域防災対策総合治山中井町西方（舟迫） 岡山県 高梁市中井町西方

310
1777 岡山県倉敷地方振興局 第二建設㈱ 13.12 14.03 復旧治山事業児島唐琴地区岩接着工工事第15-3号 岡山県 倉敷市児島唐琴町

311
1778

日本道路公団津山工事事務
所

㈱浅沼組・大末建設㈱
JV

13.12 14.04 中国横断自動車道芦谷高架橋工事 岡山県 真庭郡久世町樫西

312
1807 岡山県倉敷地方振興局 第二建設㈱ 14.03 14.07 単県道路災害防除工事第1-1-7号 岡山県 倉敷市下津井田之浦

313
1808 岡山県総社市 アイサワ工業㈱ 14.03 鬼ノ城整備工事 岡山県 総社市鬼ノ城

314
1809

日本道路公団津山工事事務
所

鉄建建設㈱ 14.03 14.05 中国横断自動車道山生工事 岡山県 真庭郡久世町

315
1812 岡山県高梁市 第二建設㈱ 14.04 市道花田2号線道路改良工事 岡山県 高梁市津川町八川
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316
1813 岡山県岡山地方振興局 第二建設㈱ 14.04 14.11

23号平成13年度復旧治山事業渋川4丁目地区復旧
治山

岡山県 玉野市渋川4丁目

317
1815 岡山県岡山地方振興局 第二建設㈱ 14.05 14.11

平成14年度予防治山事業田井1丁目地区山腹工10-
1

岡山県 玉野市田井1丁目

318
1816 岡山県井笠地方振興局 第二建設㈱ 14.05 14.11 予防治山事業（梅日向）地区山腹工 岡山県 後月郡芳井町山村

319
1837 岡山県高梁地方振興局 第二建設㈱ 14.06 14.11 公共急傾斜地崩壊対策工事（岩盤接着工）3-2 岡山県 上房郡北房町下中津井

320
1838 岡山県高梁地方振興局 中村建設㈱ 14.06 15.01

地域防災対策総合治山事業中井町西方（鍛冶屋）山
腹工

岡山県 高梁市中井町西方

321
1850 岡山県真庭地方振興局 第二建設㈱ 14.07 14.11 単県事業調整費（道路災害防除） 岡山県 真庭郡美甘村延風

322
1854 岡山県勝山町 第二建設㈱ 14.07 14.09 谷山林地災害防止工事 岡山県 真庭郡勝山町江川

323
1860 岡山県倉敷地方振興局 第二建設㈱ 14.08 15.02

１３－１平成14年度復旧治山事業児島唐琴町地区落
石防止工事

岡山県 倉敷市児島唐琴町

324
1880 岡山県勝山町 第二建設㈱ 14.09 14.11 小規模林道整備事業林道星山線改良工事 岡山県 真庭郡勝山町勝山

325
1882 岡山県阿新地方振興局 第二建設㈱ 14.09 15.03

１５－２　平成14年度予防治山事業足立（足立ノ内）
地区本工事

岡山県 新見市足立（足立ノ内）

326
1883 岡山県倉敷地方振興局 第二建設㈱ 14.09 15.02

14号平成14年度復旧治山事業下津井田之浦地区落
石防止工事

岡山県 倉敷市下津井田之浦

327
1887 岡山県倉敷地方振興局 日特建設㈱ 14.10 14.11 復旧治山事業児島唐琴地区落石防止工事 岡山県 倉敷市児島唐琴町

328
1907 岡山県岡山地方振興局 第二建設㈱ 14.11 15.02

第23-2号　平成13年度復旧治山事業渋川4丁目地区
山腹工

岡山県 玉野市渋川4丁目

329
1916 JR西日本旅客鉄道株式会社 広成建設㈱ 14.12 伯備線４９．１K浮石整理 岡山県 伯備線方谷～広石

330
1917 岡山県真庭地方振興局 第二建設㈱ 14.12 15.01 単県道路災害防除工事国道 岡山県 真庭郡湯原町仲間～勝山町柴原

331
1920 岡山県高梁地方振興局 第二建設㈱ 14.12 15.03 3-5　公共　急傾斜地崩壊対策工事（岩盤接着工） 岡山県 上房郡北房町下中津井

332
1946 岡山県阿新地方振興局 日本植生㈱ 15.02 15.05 公共道路災害防除工事国道 岡山県 新見市石蟹

333
1949 岡山県真庭地方振興局 第二建設㈱ 15.03 15.07 ２－１－１　単県　道路災害防除工事 岡山県 真庭郡美甘村美甘

334
1950 岡山県高梁地方振興局 第二建設㈱ 15.03 15.07 ２－１　単県　道路災害防除工事 岡山県 川上郡成羽町羽山

335
1963 岡山県落合町 松尾工業㈱ 15.05 15.06 町道西原下見線落石防止工事 岡山県 真庭郡落合町法界寺

336
1964 岡山県倉敷地方振興局 第二建設㈱ 15.06 15.09 県単道路災害防除工事 岡山県 総社市槇谷
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337
1975 岡山県阿新地方振興局 日本植生㈱ 15.02 15.03 1-4号　公共　道路災害防除工事国道 岡山県 新見市石蟹

338
1987 岡山県岡山地方振興局 第二建設㈱ 15.05 15.09 １１号　平成15年度復旧治山事業渋川４丁目山腹工 岡山県 玉野市渋川4丁目

339
1988 岡山県倉敷地方振興局 第二建設㈱ 15.05 15.11 21平成14年度復旧治山事業下津井田之浦岩接着工 岡山県 倉敷市下津井田之浦

340
1989

岡山県岡山地方振興局建部
建設事務所

アサヒ防災工事㈱ 15.06 15.07 ８－２号　単県　道路維持修繕工事（国道429号） 岡山県 御津郡加茂川町小森

341
1992 岡山県倉敷地方振興局 第二建設㈱ 15.06 15.09 ２－２－７　単県道路災害防除工事 岡山県 総社市槇谷

342
2000 岡山県井笠地方振興局 第二建設㈱ 15.07 15.10

２８－２平成15年度予防治山事業吉浜（当摩）地区予
防治山事業

岡山県 笠岡市吉浜（当摩）

343
2001 岡山県湯原町 第二建設㈱ 15.07 15.10 第１7号　平成15年度湯本地区林地災害防止工事 岡山県 真庭郡湯原町湯本

344
2002 岡山県東備地方振興局 第二建設㈱ 15.07 15.12

第9号　平成15年度予防治山事業岩戸（天神山）地区
平成15年度予防治山工事

岡山県 和気郡佐伯町岩戸

345
2003 岡山県倉敷地方振興局 第二建設㈱ 15.07 16.01

12号平成15年度復旧治山事業児島唐琴町地区落石
防止工事

岡山県 倉敷市児島唐琴町

346
2028 岡山県津山地方振興局 第二建設㈱ 15.09 16.01

７-５-１　緊急地方道路整備(交付金Ｂ）道路改良　工
事

岡山県 苫田郡加茂町大字山下

347
2047 岡山県東備地方振興局 日本植生㈱ 15.11 15.11

第1-2号　平成15年度予防治山（離島）事業日生〈頭
島）地区平成15年度予防治山（離島）

岡山県 和気郡日生町大字日生

348
2057 岡山県勝山町 第二建設㈱ 15.11 16.02

平成15年度　小規模林道整備事業林道星山線改良
工事

岡山県 勝山町星山

349
2072 岡山県倉敷地方振興局 第二建設㈱ 15.12 16.02

21－2号　平成14年度　復旧治山事業下津井田之浦
岩接着工

岡山県 倉敷市下津井田之浦

350
2078 岡山県高梁地方振興局 第二建設㈱ 15.12 16.03

第２-３号　公共　急傾斜地崩壊対策工事（岩盤接着
工）

岡山県 上房郡北房町大字下中津井

351
2083 岡山県津山地方振興局 日植緑地㈱ 16.01 16.01

単県　道路整備特別対策工事　一般県道坪井下栃
原線

岡山県 久米郡久米町坪井上

352
2097 岡山県高梁地方振興局 第二建設㈱ 16.02 16.03 ２-４　公共急傾斜地崩壊対策工事（岩盤接着工） 岡山県 上房郡北房町大字下中津井

353
2098 岡山県倉敷地方振興局 第二建設㈱ 16.02 16.03 道路修繕工事 岡山県 倉敷市下津井田之浦

354
2103 岡山県大原町 (有)本田組 16.03 16.03 町道大西線改良工事 岡山県 英田郡大原町江ノ原地内

355
2104 岡山県加茂町教育委員会 (有)内田組 16.03 16.03 万燈山古墳修復工事 岡山県 苫田郡加茂町塔中

356
2108 岡山県倉敷地方振興局 第二建設㈱ 16.03 16.09

３号　平成15年度復旧治山事業（ゼロ国債）児島唐琴
町落石防止工事

岡山県 倉敷市児島唐琴町

357
2123 岡山県倉敷地方振興局 第二建設㈱ 16.05 16.07 １－１－１　単県　道路災害防除工事 岡山県 倉敷市下津井田之浦
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358
2125 岡山県東備地方振興局 第二建設㈱ 16.06 16.09

４　平成16年度予防治山事業岩戸（天神山）地区平
成16年度予防治山

岡山県 和気郡佐伯町岩戸

359
2128 岡山県倉敷地方振興局 オゴー開発㈱ 16.07 16.08 ２－２２－１　道路災害防除工事（交付金） 岡山県 総社市槇谷

360
2129 岡山県東備地方振興局 ㈱利守建設 16.07 16.09

13　平成16年度予防治山事業惣分(宮西）地区　平成
16年度予防治山

岡山県
赤磐郡赤坂町惣分(宮西）地区地
内

361
2130 岡山県倉敷地方振興局 第二建設㈱ 16.07 16.10

１０　平成16年度復旧治山事業下津井田之浦地区固
定工（岩接着）

岡山県 倉敷市下津井田之浦

362
2136 岡山県湯原町 第二建設㈱ 16.08 16.09 (29)林地災害防止工事（デュノカミ２） 岡山県 真庭郡湯原町大字湯本地内

363
2142 岡山県高梁地方振興局 備北土建(有) 16.09 16.09 ２-１公共急傾斜地崩壊対策工事 岡山県 北房町下中津井地区

364
2147 岡山県倉敷地方振興局 第二建設㈱ 16.09 16.10

４-　－　　１-１-３　単県　事業調整費(道路災害防
除）、　単県　道路災害防除合併工事

岡山県 倉敷市下津井田之浦

365
2148 岡山県勝英地方振興局 田村工務店 16.09 16.11 国道４-１公共　道路災害防除国道（373号）工事 岡山県 英田郡西粟倉村長尾地内

366
2165 岡山県倉敷地方振興局 第二建設㈱ 16.10 17.02

３０平成16年度地域防災対策総合治山事業児島唐
琴町固定工（岩接着工）

岡山県 倉敷市児島唐琴町

367
2175 岡山県倉敷地方振興局 第二建設㈱ 16.10 17.06 ２-２２-２　公共　道路災害防除（交付金） 岡山県 総社市槇谷

368
2176 岡山県倉敷地方振興局 第二建設㈱ 16.10 17.08 ２-２２-３　公共　道路災害防除（交付金） 岡山県 総社市槇谷

369
2180 岡山県阿新地方振興局 オゴー開発㈱ 16.11 16.11 公共　道路災害防除工事国道　１－２号 岡山県 新見市石蟹

370
2184 岡山県倉敷地方振興局 アマノ企業㈱ 16.11 16.12 １-１-４　単県道路災害防除工事 岡山県 倉敷市下津井田之浦

371
2185 岡山県真庭地方振興局 津山グリン建設工業 16.11 16.12 ３-２　公共道路災害防除工事 岡山県 真庭郡勝山町見尾

372
2194 岡山県倉敷地方振興局 オゴー開発㈱ 16.11 17.03 ２-２２-４　公共　道路災害防除（交付金） 岡山県 総社市槇谷

373
2197 岡山県倉敷地方振興局 山陽道路㈱ 16.12 16.12 1-1-2 単県　急傾斜地崩壊対策工事 岡山県 倉敷市大畠地内

374
2198 岡山県阿新地方振興局 第二建設㈱ 16.12 16.12 １-６　単県道路災害防除工事 岡山県 新見市千屋

375
2216 岡山県倉敷地方振興局 第二建設㈱ 17.01 17.03 ２-２２-５　公共　道路災害防除（交付金）工事 岡山県 総社市槙谷

376
2224 岡山県真庭地方振興局 津山グリン建設工業㈱ 17.02 17.04 ２－５　公共　道路災害防除工事　国道 岡山県 真庭郡勝山町大字神代

377
2225 岡山県倉敷地方振興局 第二建設㈱ 17.02 17.05 1-1-6　単県　道路災害防除工事 岡山県 倉敷市下津井田之浦

378
2227 岡山県倉敷地方振興局 第二建設㈱ 17.02 17.07 ２－２２－７　公共　道路災害防除（交付金） 岡山県 総社市槙谷
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379
2229 岡山県高梁地方振興局 第二建設㈱ 17.03 17.03 ２－３　公共　急傾斜地崩壊対策 岡山県 上房郡北房町大字下中津井

380
2230 JR西日本旅客鉄道株式会社 広成建設 17.03 17.03 岡土セ16第52号　津山線9.6K災害復旧工事 岡山県 岡山市玉柏

381
2248 岡山県備前県民局東備支局 第二建設㈱ 17.04 17.07 ５-２　公共道路災害防除工事 岡山県 和気郡佐伯町岩戸

382
2254 岡山県備前県民局 第二建設㈱ 17.07 17.07 ４－１－２　単県　道路工事（防災） 岡山県 御津郡建部町建部上

383
2256 岡山県備前県民局 第二建設㈱ 17.07 17.07 単県　道路修繕工事 岡山県 御津郡建部町建部上

384
2264 岡山県備中県民局 第二建設㈱ 17.07 17.12 １１-３　復旧治山事業児島唐琴地区落石防止工事 岡山県 倉敷市児島唐琴町

385
2265 岡山県備前県民局東備支局 第二建設㈱ 17.07 17.12 ２  予防治山事業岩戸（天神山）地区山腹工事 岡山県 和気郡佐伯町

386
2274 岡山県備前県民局 杉本建設㈱ 17.08 18.01 ５-１　県道　道路防災工事 岡山県 加賀郡吉備中央町豊岡下

387
2278 岡山県備中県民局 第二建設㈱ 17.08 18.03 ２-２２-３　公共道路工事 岡山県 総社市槙谷

388
2286 岡山県備中県民局 オゴー開発㈱ 17.09 17.12 ２-２２-６　公共道路工事 岡山県 総社市槙谷

389
2287 岡山県備中県民局 第二建設㈱ 17.09 17.12 ４　単県　道路防災工事 岡山県 倉敷市下津井田之浦

390
2289 岡山県備中県民局 第二建設㈱ 17.09 18.01

１６-３　予防治山事業　児島唐琴3丁目（小坂）地区
落石防止工事

岡山県 倉敷市児島唐琴３丁目

391
2296 岡山県新見市役所 (有)小川工務店 17.10 17.11

５-２　林地災害防止事業　高尾（本通）地区落石防止
工事

岡山県 新見市高尾

392
2299 岡山県美作県民局真庭支局 津山グリン建設工業㈱ 17.10 17.12 ４-１６　公共　道路防災工事 岡山県 真庭市仲間

393
2305 岡山県美作県民局 アサヒ防災工事㈱ 17.11 18.02 ２-１　単県　道路防災工事 岡山県 久米郡美咲町西垪和

394
2310 岡山県備中県民局新見支局 オゴー開発㈱ 17.12 18.03 １-６　公共　道路防災工事 岡山県 新見市井倉

395
2316 岡山県備前県民局 アサヒ防災工事㈱ 18.01 18.01 ４-３　単県　道路工事（地方特定） 岡山県 加賀郡吉備中央町加茂市場

396
2322 岡山県備前県民局 アサヒ防災工事㈱ 18.02 18.02 ５-１　公共道路防災工事 岡山県 加賀郡吉備中央町小森地内

397
2325 国交省岡山国道事務所 日特建設㈱ 18.02 18.03 国道５３号草生第１防災工事 岡山県 岡山市御津草生

398
2326 岡山県備中県民局新見支局 山陽道路㈱ 18.02 18.03 ７-１　公共道路防災工事（落石防止） 岡山県 新見市井倉

399
2327 岡山県備中県民局新見支局 第二建設㈱ 18.02 18.03 １４-８　単県　交通難所緊急対策工事 岡山県 新見市豊永佐伏
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400
2330 岡山県備中県民局新見支局 オゴー開発㈱ 18.02 18.04 ７-２　公共道路防災工事（落石防止） 岡山県 新見市井倉

401
2331 岡山県備中県民局 第二建設㈱ 18.02 18.05 １－１－５　単県道路防災工事 岡山県 倉敷市下津井田之浦

402
2337 岡山県備中県民局高梁支局 オゴー開発㈱ 18.03 18.03 ４-２３-２　公共　道路工事 岡山県 高梁市川上町領家

403
2340 岡山県美作県民局真庭支局 日本緑研㈱ 18.03 18.06 ４-１　公共　道路防災工事 岡山県 真庭市仲間

404
2341 岡山県備中県民局 第二建設㈱ 18.03 18.07

２-３　復旧治山事業ゼロ国債　児島唐琴地区　落石
防止工事

岡山県 倉敷市児島唐琴

405
2342 岡山県美作県民局真庭支局 中国防災工業㈱ 18.05 18.06 ４－３　公共　道路防災工事 岡山県 真庭市仲間

406
2343 岡山県美作県民局真庭支局 松尾工業㈱ 18.06 18.11 ４-８　公共　道路防災工事 岡山県 真庭市仲間

407
2344 岡山県美作県民局真庭支局 津山グリン建設工業㈱ 18.06 18.06 ４-４　公共　道路防災工事 岡山県 真庭市仲間

408
2346 中国銀行 山陽道路㈱ 17.05 17.06 中国銀行奥津青楓荘裏山落石防護工事 岡山県 苫田郡鏡野町奥津地内

409
2355 岡山県備中県民局農林 第二建設㈱ 18.03 18.08

２-３　復旧治山事業ゼロ国債　児島唐琴地区　落石
防止工事

岡山県 倉敷市児島唐琴町

410
2358

岡山県美作県民局真庭支局
建設部

日本緑研㈱ 18.03 18.10 ４-１　公共　道路防災工事 岡山県 真庭市仲間

411
2366 岡山県備中県民局高梁支局 ㈱佐野組 18.06 18.07 ３-９-１　単県　道路防災工事 岡山県 高梁市備中町西油野

412
2372 (有)TTM 山陽道路㈱ 18.07 18.07 泉邸落石防止工事 岡山県 玉野市田井

413
2374 岡山県備中県民局建設部 山陽道路㈱ 18.07 18.08 ７－１　公共道路防災工事（落石防止） 岡山県 新見市井倉

414
2379

岡山県美作県民局真庭支局
建設部

津山グリン建設工業㈱ 18.07 18.11 ４-４　公共　道路防災工事 岡山県 真庭市仲間

415
2382 岡山県美作県民局真庭支局 河部防災工業㈱ 18.08 18.08 ６-２３-１　公共　道路工事 岡山県 真庭市旦土

416
2393 岡山県備中県民局建設部 第二建設㈱ 18.08 19.03 ２-２２-４　公共　道路工事（防災） 岡山県 総社市槙谷

417
2397

岡山県備中県民局農林水産
事業部

第二建設㈱ 18.09 18.12
８-３　復旧治山事業　児島唐琴町地区　落石防止工
事

岡山県 倉敷市児島唐琴町

418
2406 岡山県備中県民局建設部 第二建設㈱ 18.09 19.08 ２－２２－５　２－２２－３　公共　道路工事（防災） 岡山県 総社市槙谷

419
2407 岡山県備中県民局高梁支局 ㈱シビル防災 18.10 18.10 平成18年度　公共　道路防災工事　３－３ 岡山県 高梁市川上町領家

420
2408 美作県民局真庭支局建設部 中国防災工業㈱ 18.10 18.10 国道313号　公共　道路防災工事 岡山県 真庭市仲間
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421
2410 岡山県備中県民局建設部 第二建設㈱ 18.10 18.12

１－１－１　１-１　単県　安全・安心おかやま地域防災
力強化事業

岡山県 倉敷市下津井田之浦

422
2412 岡山県備前県民局農林 第二建設㈱ 18.10 19.01 １－３　予防治山事業　岩戸（天神山）地区山腹工 岡山県 和気郡和気町岩戸

423
2431 岡山県美作県民局建設部 中国防災工業㈱ 18.12 19.02 (主）久世～中和線　公共　道路工事 岡山県 苫田郡鏡野町楠地内

424
2441 岡山県高梁市 ㈱森産業 19.01 19.03

平成18年度　道整備交付金事業　林道鈴木線道路
改良工事

岡山県 高梁市備中町西山地内

425
2445 岡山県備中県民局建設 第二建設㈱ 19.02 19.02

１－１－４　単県　安全・安心おかやま地域防災力強
化事業（道路防災）

岡山県 倉敷市下津井田之浦

426
2456

岡山県備中県民局井笠支局
建設部

山陽道路㈱ 19.03 19.03 ２－１－２　単県　道路防災工事 岡山県 井原市芳井町天神山

427
2458 岡山県美作県民局真庭支局 アサヒ防災工事防災㈱ 19.03 19.03 ９－２　単県　道路防災工事 岡山県 久米郡美咲町西垪和地内

428
2463 備前県民局東備支局農林 第二建設㈱ 19.04 19.09

１－３　予防治山事業　ゼロ国債岩戸（天神山）地区
山腹工

岡山県 和気郡和気町岩戸

429
2467 岡山県美作県民局建設部 神岡建設㈱ 19.03 19.06 県単　安全、安心おかやま地域防災力強化事業 岡山県 苫田郡鏡野町越畑

430
2470

国交省中国地方整備局岡山
国道事務所

東興建設㈱ 19.03 19.09 国道180号　井尻野他防災工事 岡山県 総社市井尻野

431
2471 岡山県備中県民局建設 村上建設㈱ 19.03 19.10 ４－１－６　単県　道路工事 岡山県 加賀郡吉備中央町下加茂

432
2480 岡山県湯原温泉油屋 第二建設㈱ 19.06 19.06 油屋裏山岩接着工 岡山県 真庭市湯原

433
2489

岡山県備中県民局農林水産
部

第二建設㈱ 19.08 19.11
１０－３－１　復旧治山事業　児島唐琴町地区　落石
防止工事

岡山県 倉敷市児島唐琴町

434
2496 岡山県備中県民局建設部 第二建設㈱ 19.08 20.02 ２－２２－２　公共　道路工事（防災） 岡山県 総社市槙谷

435
2500

岡山県備中県民局農林水産
部

第二建設㈱ 19.09 20.02
１１－３－１　復旧治山事業　黒崎（南浦）地区　落石
防止工事

岡山県 倉敷市玉島黒崎

436
2523 岡山県備中県民局建設部 オゴー開発㈱ 19.10 20.03 ２－２２－１　公共　道路工事（防災） 岡山県 総社市槙谷

437
2532 岡山県高梁市農林課 ㈱佐野組 19.11 19.11

平成19年度　道整備交付金事業　林道鈴木線道路
改良工事

岡山県 高梁市備中町西山地内

438
2533 岡山県高梁市農林課 佐藤建設工業㈱ 19.11 19.11 平成19年度　林地災害防止事業（藤倉地区） 岡山県

高梁市落合町阿部地内（藤倉地
区）

439
2539 岡山県美作県民局建設部 中国防災工業㈱ 19.11 20.02 県道倉見斎の谷線単県道路防災工事 岡山県 津山市加茂町黒木

440
2552 岡山県備中県民局高梁支局 第二建設㈱ 19.12 20.03 第１０４１－１－２４号　単県　道路防災工事 岡山県 高梁市津川町八川

441
2560 岡山県備中県民局建設部 オゴー開発㈱ 20.02 20.02 第１－３号　公共　道路防災工事 岡山県 新見市草間
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442
2563 岡山県美作県民局建設部 松尾工業㈱ 20.02 20.10 ４－１５号　公共　道路防災工事 岡山県 真庭市仲間

443
2589

岡山県備中県民局高梁支局
農林森林課

オゴー開発㈱ 20.05 20.08
第１号　復旧治山事業　ゼロ国債　松山（広瀬）地区
山腹工

岡山県 高梁市松山（広瀬）地区

444
2599

岡山県美作県民局建設部工
務第四課

津山グリン建設工業㈱ 20.07 20.12   １-１　公共　道路防災工事 岡山県 真庭市仲間

445
2611 岡山県備前市役所 ㈱日之出金網 20.08 21.03 平成１９年度　日生頭島線道路防災工事 岡山県 備前市日生地内

446
2612 岡山県備中県民局建設部 第二建設㈱ 20.08 21.03 ５-１-２　公共　道路工事（防災） 岡山県 総社市槙谷

447
2613 岡山県備中県民局建設部 第二建設㈱ 20.08 21.07 ５-１-４　公共　道路工事（防災） 岡山県 総社市槙谷

448
2617 岡山県高梁市農林課 ㈱佐野組 20.09 20.12

平成２０年度　道整備交付金事業　林道鈴木線道路
改良工事

岡山県 高梁市備中町西山地内

449
2618

岡山県備前県民局東備支局
地域農林水産室

和気相互建設(有) 20.09 20.12 ４-３　予防治山事業衣笠（平松）地区山腹工 岡山県 和気郡和気町衣笠（平松）地区

450
2624

岡山県備中県民局農林水産
事業部森林課治山林道班

第二建設㈱ 20.09 21.03 １１-１　復旧治山事業玉島黒崎（南浦）地区山腹工 岡山県 倉敷市玉島黒崎(南浦）地区

451
2626 岡山県美作県民局 松尾工業㈱ 20.10 20.10 １－３　５－１４－１　公共　道路工事 岡山県 真庭市仲間

452
2631

備前県民局東備支局地域農
林水産室

藤田興業㈱ 20.10 21.01 １-３　予防治山事業大内（東山）地区山腹工 岡山県 備前市大内

453
2635 岡山県備中県民局建設部 オゴー開発㈱ 20.10 21.03 ５-１-３　公共　道路工事（防災） 岡山県 総社市槙谷

454
2637

岡山県備中県民局井笠支局
地域振興室工務二課

㈱森産業 20.11 20.12
１-２　予防治山（離島）事業白石島（築出）地区山腹
工

岡山県 笠岡市白石島

455
2646

岡山県備中県民局農林水産
事業部森林課

目黒建設㈱ 20.12 21.01 １８－２　予防治山事業　赤浜地区　山腹工 岡山県 総社市赤浜

456
2679 岡山県備中県民局高梁支局 ㈱田村工務店 21.04 21.05 1066-1-60　緊急経済・雇用対策　道路防災工事 岡山県 高梁市津川町八川

457
2680

岡山県美作県民局真庭支局
建設

村上建設㈱ 21.04 21.08 １－１　公共　道路工事 岡山県 真庭市仲間

458
2699 岡山県備中県民局高梁支局 ㈱田村工務店 21.04 21.05 1066-1-60　緊急経済・雇用対策　道路防災工事 岡山県 高梁市津川町八川

459
2701

岡山県美作県民局真庭支局
建設

村上建設㈱ 21.04 21.08 １－１　公共　道路工事 岡山県 真庭市仲間

460
2724

岡山県備中県民局農林水産
事業部

第二建設㈱ 21.08 22.01 ９－１　復旧治山事業　児島唐琴町地区　山腹工 岡山県 倉敷市児島唐琴町

461
2731 岡山県高梁市産業経済部 ㈱佐野組 21.09 21.12

平成21年度　緊急道路改修事業　市道磐窟線道路
改良工事

岡山県 高梁市備中町布瀬

462
2741 岡山県備中県民局建設部 第二建設㈱ 21.09 22.03 ５－１－１　５－１－５　公共　道路工事（防災） 岡山県 総社市槇谷
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463
2743

岡山県備中県民局農林水産
事業部

オゴー開発㈱ 21.10 21.11
８－１　復旧治山事業　玉島黒崎（南浦）地区　山腹
工

岡山県 倉敷市玉島黒崎

464
2744 岡山県高梁市 ㈱佐野組 21.10 21.12

平成21年度　道整備交付金事業　林道鈴木線　道路
改良工事

岡山県 高梁市備中町西山地内

465
2752

岡山県備中県民局建設部新
見支局

第二建設㈱ 21.10 22.06
５－１１－１１　１１１－２４－３　公共　道路工事（道路
防災）

岡山県 新見市草間

466
2755

岡山県備中県民局農林水産
事業部

アサヒ防災工事㈱ 21.11 21.12
第１－１号　予防治山（離島）事業　白石島（築出）地
区　山腹工

岡山県 笠岡市白石島

467
2763

岡山県備中県民局建設部新
見支局

第二建設㈱ 21.11 22.06
５－１１－１４　１１１－２４－６　公共　道路工事（道路
防災）

岡山県 新見市草間

468
2764

岡山県備中県民局農林水産
事業部

㈱佐野組 21.12 22.01
第1-2号　林地荒廃防止事業　長屋（中ノ小屋）地区
山腹工

岡山県 高梁市備中町長屋

469
2770

岡山県備中県民局建設部新
見支局

オゴー開発㈱ 21.12 22.03 ２－２　１１１－２４－２　公共　道路工事（道路防災） 岡山県 新見市草間

470
2771 岡山県美作県民局建設部 アサヒ防災工事㈱ 21.12 22.04 第１－６号　公共　道路工事 岡山県 真庭市仲間

471
2780

岡山県備中県民局建設部新
見支局

日本植生㈱ 22.02 22.03 ２－３　１１１－２４－５　公共　道路工事（道路防災） 岡山県 新見市草間

472
2784

岡山県備中県民局農林水産
事業部

第二建設㈱ 22.03 22.08
２－１　復旧治山事業　ゼロ国債　玉島黒崎（南浦）地
区　山腹工

岡山県 倉敷市玉島黒崎

473
2790 岡山県真庭市 松尾工業㈱ 22.06 22.06 山乗渓谷岩接着工事 岡山県 真庭市蒜山下和地内

474
2823 岡山県備中県民局 山陽ロード工業㈱ 22.08 22.12 １－１　公共　道路防災工事 岡山県 新見市草間

475
2824 岡山県備中県民局 津山グリン建設工業㈱ 22.08 22.12 ７－１　復旧治山事業　児島唐琴地区　山腹工 岡山県 倉敷市児島唐琴町

476
2825 岡山県備前県民局 オゴー開発㈱ 22.08 22.12 ８－１－１　公共　急傾斜地崩壊対策工事（B工区） 岡山県 岡山市北区玉柏

477
2828 岡山県備前県民局 不二道路工業㈱ 22.09 22.11 ８－１－２　公共　急傾斜地崩壊対策工事（C工区） 岡山県 岡山市北区玉柏

478
2850 岡山県備中県民局 第二建設㈱ 22.10 23.03 ５－１－４　公共　道路工事（防災） 岡山県 総社市槙谷

479
2854

岡山県備中県民局建設部新
見地域事業推進室

杉岡建設㈱ 22.11 22.12 33-1　公共　平成22年発生道路災害復旧工事 岡山県 新見市上市

480
2857 岡山県備中県民局 津山グリン建設工業㈱ 22.11 23.02

１－１　林地荒廃防止事業　長屋（中ノ小屋）地区　1
工区　山腹工

岡山県 高梁市備中町長屋

481
2859

岡山県備中県民局新見地域
事務所

第二建設㈱ 22.11 23.02 ２－１８－８　公共　道路工事 岡山県 新見市哲多町宮河内

482
2871 岡山備中県民局 ㈱佐野組 23.01 23.03 2-6-3　公共　道路工事（道路防災） 岡山県 新見市上市

483
2885 岡山県備中県民局 第二建設㈱ 23.04 23.07 2-54-10　公共　道路工事（法面工） 岡山県 新見市哲多町宮河内
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484
2924 岡山県美作県民局建設部 中村建設㈱ 23.08 23.10 11-2　単県道路工事 岡山県 美作市位田

485
2928

岡山県備前県民局農林水産
事業部

第二建設（株） 23.08 23.12 18-2　予防治山事業和気（観音山）地区山腹工 岡山県 和気郡和気町和気

486
2933

近畿中国森林管理局岡山森
林管理署

中一建設㈱ 23.09 23.11 黒井山山腹工事 岡山県 瀬戸内市邑久町虫明地内

487
2935

岡山県備中県民局高梁地域
事務所

第二建設（株） 23.09 23.12 112-24-2　単県　道路工事（落石対策工） 岡山県 高梁市備中町長屋

488
2940 岡山県美作県民局 ㈱大森工務店 23.10 23.11

神庭の滝自然公園法面保護及び遊歩道（1工区）整
備工事

岡山県 真庭市神庭地内

489
2944 岡山県美作県民局建設部 日本植生㈱ 23.10 23.12 2-7-1　公共　道路工事（道路防災） 岡山県 真庭市荒田

490
2951

岡山県備中県民局農林水産
事業部

㈱佐野組 23.11 23.12
14-1　予防治山事業（地域自主戦略交付金）笠岡（田
頭）地区山腹工

岡山県 笠岡市笠岡

491
2952 岡山県備中県民局建設部 日本植生㈱ 23.11 23.12 2- 5- 6 公共　道路工事（防災） 岡山県 新見市草間

492
2960 岡山県真庭市役所 （株）三木工務店 23.12 24.01 平成23年度　山乗渓谷岩着工事 岡山県 真庭市蒜山下和地内

493
2969 岡山県備前県民局 日本緑研㈱ 24.01 24.07

3　予防治山事業（地域自主戦略交付金）和気（観音
山）地区山腹工

岡山県 和気郡和気町観音山

494
2975

岡山県備中県民局農林水産
事業部

日本緑研㈱ 24.01 24.04
10-2　復旧治山事業　哲多町花木（ドンドロ）地区山
腹工

岡山県 新見市哲多町花木

495
2980

岡山県備前県民局農林水産
事業部

第二建設（株） 24.02 24.05
1-2　災害関連緊急治山事業（現年災）　石島地区
山腹工

岡山県 玉野市石島

496
3004

岡山県真庭市役所蒜山振興
局

梶岡建設㈱ 24.6 24.7 平成24年度　山乗渓谷岩着工事 岡山県 真庭市蒜山下和地内

497
3022 岡山県備中県民局 第二建設（株） 24.8 25.2 2-5-15　2-12-9　111-24-3　公共　道路工事（防災） 岡山県 新見市草間

498
3030 岡山県備前県民局 藤田興業㈱ 24.9 25.3 2-1-4　2-2-1　公共　道路工事（落石防止工） 岡山県 玉野市渋川

499
3032 岡山県真庭市 梶岡建設㈱ 24.10 24.10

神庭の滝自然公園法面保護及び遊歩道（2工区）整
備工事

岡山県 真庭市竹原地内

500
3056 岡山県備中県民局建設部 ㈱佐野組 24.11 25.3 2-21-2　単県　道路工事（法面工） 岡山県 井原市美星町宇戸谷地内

501
3061

岡山県備前県民局農林水産
部

㈱森産業 24.12 25.2
予防治山事業（地域自主戦略交付金）和気(観音山）
地区　山腹工

岡山県 和気郡和気町和気

502
3063 岡山県備中県民局建設部 松尾工業㈱ 25.1 25.2 2-16-2　単県　道路工事（落石予防工） 岡山県 加賀郡吉備中央町岨谷

503
3074 岡山県美作県民局建設部 河井建設工業㈱ 25.2 25.3 2-21-1　2-21-5　公共　道路防災工事 岡山県 津山市加茂町山下

504
3078 岡山県美作県民局建設部 ㈱高元組 25.3 25.3 2-9-2　3-1-6　単県　道路防災工事 岡山県 津山市加茂町黒木
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505
3079 奨農土地㈱ ㈲ティー・ティー・エム 25.3 25.3 奨農土地株式会社防災工事 岡山県 倉敷市阿知

506
3131 岡山県備中県民局 ㈱佐野組 25.9 26.1 2-12-4　公共　道路工事（防災） 岡山県 新見市千屋実（ちやさね）

507
3152 岡山県備中県民局 ㈱佐野組 25.11 26.2 54-2　復旧治山事業児島唐琴町地区山腹工 岡山県 倉敷市児島唐琴町

508
3179 岡山県美作県民局 ㈱金平工務店 26.3 26.3 3-22-7　公共　道路工事（落石予防工） 岡山県 真庭市柴原地内

509
3183 岡山県美作県民局 松尾工業㈱ 26.5 26.5 国道181号美甘トンネル工事 岡山県 真庭市美甘地内

510
3211 岡山県真庭市蒜山振興局 松尾工業㈱ 26.6 26.6 山乗渓谷岩着緊急修繕工事 岡山県 真庭市蒜山下和

511
3222 岡山県美作県民局建設部 ㈱近藤組 26.6 26.11 2-18-1  単県　道路工事 岡山県 久米郡美咲町藤原

512
3235 岡山県鏡野町 ㈱田中建設工業所 26.8 26.10 町道井坂細田線法面保護工事 岡山県 苫田郡鏡野町奥津川西

513
3246 岡山県吉備中央町 山陽ロード工業㈱ 26.9 27.2

26-134　防災安全交付金事業　町道下土井尾原線
道路工事（法面）

岡山県
加賀郡吉備中央町富永・下土井地
内

514
3258 岡山県備中県民局 松尾工業㈱ 26.10 27.3 4-1　復旧治山事業　児島唐琴町地区　山腹工 岡山県 倉敷市児島唐琴

515
3259 岡山県備前県民局 藤田興業㈱ 26.10 27.3

1-2　予防治山事業（農山漁村地域整備交付金）高田
地区山腹工

岡山県 備前市吉永町高田

516
3263 岡山県備前県民局 第二建設（株） 26.11 27.3

8-5-17　道整備交付金（広域農道）　備前東部地区
和気第3-30工区　法面保護工事

岡山県 和気郡和気町大中山

517
3267 岡山県美作県民局 中村建設㈱ 26.12 27.1

5-2-21　予防治山事業（農山漁村地域整備交付金）
仲間（藤ガトロ）地区山腹工

岡山県 真庭市仲間

518
3269 岡山県備前県民局 ㈱河中建設 26.12 27.3

道整備交付金（広域農道）備前東部地区　和気第3-
27工区　法面保護工事

岡山県 和気郡和気町大中山

519
3291 岡山県赤磐市 ㈱西山組 27.6 27.6 平成27年度　単市土木事業　道路防災工事 岡山県 赤磐市暮田

520
3311 岡山県美作県民局建設部 ㈱河中建設 27.6 27.8 10-5-21　公共　道路工事（落石予防工） 岡山県 真庭市荒田　国道181号

521
3324

岡山県備前県民局農林水産
事業部

アサヒ防災工事㈱ 27.8 27.9
8-5-2　道整備交付金（広域農道）備前東部地区　和
気第３ー３１工区　法面保護工事

岡山県 和気郡和気町大中山

522
3328

岡山県備中県民局農林水産
事業部

佐藤建設工業㈱ 27.8 27.10
6- 1、 5- 1、 6- 1復旧治山事業児島唐琴町地区山
腹工

岡山県 倉敷市児島唐琴町

523
3341

林野庁近畿中国森林管理局
岡山森林管理署

杉岡建設㈱ 27.10 27.10 金平山腹工事 岡山県 高梁市備中町平川（金平国有林）

524
3349 岡山県備中県民局建設部 中村建設㈱ 27.10 27.11 公共　道路工事（落石予防工） 岡山県 高梁市高倉町田井

525
3350 岡山県美作県民局局建設部 ㈱松本建設 27.10 27.12 2-29-1　公共　道路工事 岡山県 久米郡美咲町栗子
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526
3354 岡山県備中県民局建設部 杉岡建設㈱ 27.11 27.12 2-11-4　公共　道路工事（防災） 岡山県 新見市上市地内（国道180号）

527
3357 岡山県新見市役所 宮本工業㈱ 27.11 27.11 高尾小学校　早乙女岩補修工事 岡山県 新見市高尾地内

528
3359 岡山県美作県民局 末沢建設㈱ 27.11 27.12 単県　道路工事（法面工） 岡山県 久米郡美咲町里

529
3363

岡山県備前県民局東備地域
事務所

日本緑研㈱ 27.12 28.1 2-1-3　2-3-　単県 道路工事（道路防災） 岡山県 赤磐市河原屋

530
3369 岡山県備中県民局建設部 不二道路工業㈱ 28.1 28.2 2-4-1　公共道路工事（道路防災） 岡山県 倉敷市児島唐琴町

531
3380 岡山県美作県民局 ㈱中西工業所 28.3 28.3 2-13-22　公共　道路工事（道路防災） 岡山県 真庭市横部

532 3382 岡山県備中県民局建設部 ㈱本多組 28.4 28.5 2-7-9　公共　道路工事（落石対策） 岡山県 高梁市高倉町田井

533 3396
岡山備前県民局建設部東備
地域工務課工務第一課

㈱下山建設
28.5 28.9

15-2-1  公共　道路工事（落石予防工） 岡山県 和気郡和気町清水（国道374号）

534 3398
近畿中国森林管理局岡山森
林管理署

㈱奥野組
28.6 29.1

平成27年度　金平山腹工事 岡山県 高梁市備中町平川（金平国有林）

535 3415
岡山県備中県民局農林水産
事業部

㈱高元組
28.8 28.12

2-1-21　復旧治山事業　児島唐琴町地区山腹工 岡山県 倉敷市児島唐琴町

536 3417
岡山市生活安全課 第二建設（株）

28.8 29.4
2016022005-40　岡山市笠井山霊園関連用地内防災
法面工事

岡山県 岡山市北区畑鮎地内

537 3421
岡山県美作県民局建設部 ㈱青山建設

28.9 28.12
15-7-2　公共　道路工事（道路防災） 岡山県 苫田郡鏡野町上齋原

538 3434
岡山県備中県民局 日本植生㈱

28.11 29.1
2-6-1　公共　道路工事（落石予防工） 岡山県 高梁市高倉町飯部

539 3443
岡山市建部支所産業建設課 幸輝興業㈱

28.12 29.5
51-14　県道落合建部線道路法面改修工事 岡山県 岡山市北区建部町鶴田地内

540 3444
岡山県備中県民局高梁地域
事務所

片岡工業㈱
28.12 29.2

2-3-2　単県　道路工事（落石予防工） 岡山県 高梁市備中町平川

541 3457
岡山県美作市 ㈱下山建設美作支店

29.2 29.3
市道真木山谷口線修繕工事 岡山県 美作市真神

542 3485
岡山県備中県民局農林水産
事業部

(有)東平建設
29.8 29.12

3-1-21　復旧治山事業　芳井町梶江地区山腹工 岡山県 井原市芳井町梶江

543 3486
岡山県美作県民局建設部 ㈱近藤組

29.8 29.12
2-19-2　単県　道路工事（法面工） 岡山県 苫田郡鏡野町上齋原

544 3487
岡山県美作県民局建設部 ㈱近藤組

29.8 30.1
2-19-1　単県　道路工事（法面工） 岡山県 苫田郡鏡野町上齋原

545 3494
岡山県美作県民局建設部 日本緑研㈱

29.9 30.1
2-15-4　公共　道路工事（法面工） 岡山県 苫田郡鏡野町上齋原
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546 3495
岡山市 第二建設（株）

29.9 29.12
金掘山墓地参道法面修繕 岡山県 岡山市中区円山地内

547 3513
岡山県備中県民局建設部高
梁地域事務所

不二道路工業㈱
29.12 30.3

2-7-5　公共　道路工事（落石対策工） 岡山県 高梁市高倉町飯部

548 3579
岡山県美作県民局建設部 ㈱中西工業所

30.9 30.11
52-18-52　2-18-1　公共道路工事（法面工） 岡山県 苫田郡鏡野町上齋原

549 3582
岡山県美作県民局建設部 ㈱山本工業

30.9 30.11
52-18-51　2-18-3　公共道路工事（法面工） 岡山県 苫田郡鏡野町上齋原

550 3588
岡山県備前県民局農林水産
事業部

第二建設（株）
30.9 31.2

2-3-21　緊急予防治山事業築港3丁目地区山腹工 岡山県 玉野市築港3丁目

551 3589
岡山県備中県民局高梁地域
事務所

㈱大宝建設
30.10 30.11

2-8-2　単県道路工事（落石対策工） 岡山県 高梁市川上町領家

552 3590
岡山市都市整備局道路部 土質工学㈱

30.10 31.1
県道岡山賀陽線道路防災工事（30-3） 岡山県 岡山市北区上高田地内

553 3610
岡山県美作県民局 ㈱高元組

30.12 30.12
単県　道路維持修繕工事 岡山県 美作市松脇

554 3624
岡山市中区役所 テシマ商工㈱

31.3 1.3
蓬莱橋石板補修工事 岡山県 岡山市北区後楽園地内（蓬莱橋）



岡　山　県　施　工　実　績
発 注 者 ： 岡山県美作県民局建設部
施 工 年 度 ： 平成30年度
施 工 場 所 ： 苫田郡鏡野町上齋原
工 事 名 ： 52-18-52　2-18-1　公共道路工事（法面工）
施 工 実 績 表 No. ： 3579

施工後 施工後

写真貼り付け 写真貼り付け



発 注 者 ： 岡山県美作県民局建設部
施 工 年 度 ： 平成30年度
施 工 場 所 ： 苫田郡鏡野町上齋原
工 事 名 ： 52-18-51　2-18-3　公共道路工事（法面工）
施 工 実 績 表 No. ： 3582

施工前 施工後

写真貼り付け 写真貼り付け

岡　山　県　施　工　実　績
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1 120 広島県福山土木建築事務所 サンヨー緑化産業 57.07 57.11 福山上下線道路災害防除工事 広島県 府中市行縢町行縢

2 134 広島県三原土木建築事務所 ㈱西日本ｸﾞﾘｰﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ 57.11 57.12 三原東城線道路災害防除工事 広島県 三原市八坂町

3 162 広島県尾道市 第二建設㈱ 58.08 58.10 蔵本谷小規模崩壊地復旧工事 広島県 尾道市向東町

4 163 広島県東広島農林事務所 ㈱西日本ｸﾞﾘｰﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ 58.08 58.11 県営予防治山事業山腹工事 広島県 賀茂郡河内町

5 165 広島県尾道農林事務所 大宝道路㈱ 58.10 59.02 重点保全地区総合治山事業山腹工事 広島県 尾道市土堂町

6 168 広島県尾道農林事務所 溝上建設㈱ 58.11 59.02 予防治山事業山腹工事 広島県 尾道市長江

7 191 広島県尾道農林事務所 ㈱大宝組 59.05 59.06 重点保全地区総合治山事業山腹工事 広島県 尾道市東土堂町

8 194 福山営林署 ㈱堀田組 59.08 59.09 浄土寺山国有林山腹工事 広島県 尾道市

9 195 広島県尾道農林事務所 大宝道路㈱ 59.08 60.01 重点保全地区総合治山事業山腹工事 広島県 尾道市東土堂町

10 206 広島県尾道農林事務所 大宝道路㈱ 60.02 60.03 予防治山事業山腹工事 広島県 尾道市栗原町

11 244 広島県福山農林事務所 高見建設㈲ 60.12 予防治山山腹工事の内岩接着工 広島県 深安郡神辺町

12 254 広島県尾道農林事務所 葉名組 61.02 61.03 浄土寺山国有林補助治山事業 広島県 尾道市東久保町

13 279 福山営林署 ㈱堀田組 61.07 61.09 浄土寺山国有林山腹工事 広島県 尾道市浄土寺山

14 284 広島県五日市農協 同和工営㈱ 61.09 沈砂池補修工事 広島県 佐伯郡湯来町

15 288 広島県可部農林事務所 第二建設㈱ 61.10 61.11 国定公園施設整備事業(三段峡) 広島県 山県郡戸河内町柴木

16 290 広島県竹原市 第二建設㈱ 61.12 62.02 小規模崩壊地復旧事業(寺山) 広島県 竹原市竹原町

17 295 広島県尾道農林事務所 ㈱葉名組 61.12 浄土寺山国有林補助治山事業 広島県 尾道市久保町

18 312 広島県竹原市 第二建設㈱ 62.06 62.07 小規模崩壊地復旧事業(寺山) 広島県 竹原市竹原町

19 313 浄土真宗照蓮寺 第二建設㈱ 62.07 照蓮寺池補修工事 広島県 竹原市竹原町

20 322 広島県可部農林事務所 第二建設㈱ 62.11 62.12 国定公園施設整備事業(三段峡) 広島県 山県郡戸河内町柴木

21 323 広島県竹原市 第二建設㈱ 62.11 63.01 小規模崩壊地復旧事業(仁賀) 広島県 竹原市仁賀町

22 325 福山営林署 ㈱堀田組 62.12 63.02 浄土寺山国有林山腹工事 広島県 尾道市浄土寺山

23 331 広島県尾道農林事務所 ㈱大宝組 62.07 予防治山事業山腹工事 広島県 尾道市栗原東1丁目

24 333 広島県尾道農林事務所 葉名組 62.12 浄土寺山国有林補助治山事業 広島県 尾道市東久保町

25 334 広島財務局 葉名組 62.12 かさ神神社落石防止工事 広島県 尾道市高須町

26 365 広島県五日市農協 中電コンサル㈱ 63.05 湯来発電所水路補修工事 広島県 佐伯郡湯来町

27 375 広島県東野町 シンタカ建設㈱ 63.07 63.08 町営白水浮桟橋修繕工事 広島県 豊田郡東野町白水

28 390 広島県尾道市 シンタカ建設㈱ 63.11 元.01 天狗松小規模崩壊地復旧工事 広島県 尾道市西土堂町

29 391 福山営林署 ㈱堀田組 元.01 元.03 浄土寺山国有林山腹工事 広島県 尾道市浄土寺山

30 423 広島県東野町 シンタカ建設㈱ 元.08 町営白水浮桟橋修繕工事 広島県 豊田郡東野町白水
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31 434 福山営林署 ㈱堀田組 元.11 2.02 浄土寺山国有林山腹工事 広島県 尾道市浄土寺山

32 471 福山営林署 ㈱堀田組 2.07 2.11 浄土寺山国有林山腹工事 広島県 尾道市浄土寺山

33 482 広島県三次農林事務所 ㈱西日本ｸﾞﾘｰﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ 2.09 3.02 予防治山事業山腹工事 広島県 双三郡吉舎町

34 490 広島県布野村 ㈱西日本ｸﾞﾘｰﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ 2.11 2.12 小規模崩壊地復旧工事 広島県 双三郡布野村横谷

35 543 福山営林署 ㈱堀田組 3.07 3.10 浄土寺山国有林山腹工事 広島県 尾道市浄土寺山

36 547 広島県三次農林事務所 ㈱西日本ｸﾞﾘｰﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ 3.07 3.12 予防治山事業 広島県 双三郡吉舎町

37 601 福山営林署 ㈱堀田組 4.07 4.11 浄土寺山国有林山腹工事 広島県 尾道市浄土寺山

38 606 広島県尾道市 松栄産業㈱ 4.07 4.11 天狗松3号小規模崩壊地復旧工事 広島県 尾道市西土堂

39 617
広島県廿日市土木建築事務
所

昇和工業㈱ 4.10 5.01 国道186号道路災害防除工事 広島県 佐伯郡佐伯町栗栖

40 648 広島県竹原土木事務所 伸和建設㈱ 5.06 5.07 小用G地区急傾斜地崩壊対策工事 広島県 豊田郡川尻町小用

41 668 広島県三次農林事務所 日本植生㈱ 5.06 5.07 治山施設維持修繕事業山腹工事 広島県 双三郡作木村岡三渕

42 670 広島県可部農林事務所 第二建設㈱ 5.07 5.09 公園施設整備事業三段峡安全対策工事 広島県 山県郡戸河内町向イ山

43
676

広島県東広島土木建築事務
所

伸和建設㈱ 5.09 5.12 国432号道路維持修繕道路防災工事 広島県 賀茂郡河内町小田猿岩トンネル上

44
689

広島県廿日市土木建築事務
所

昇和工業㈱ 5.10 6.03 国道186号道路災害防除工事 広島県 佐伯郡佐伯町栗栖

45 787 広島県庄原農林事務所 ㈱西日本ｸﾞﾘｰﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ 7.06 8.01 復旧治山事業山腹工事 広島県 庄原市本町

46 931 広島県庄原農林事務所 宮田工務店 8.12 9.03 地域生活基盤整備総合治山山腹工事 広島県 比婆郡東城町小如可

47 995 広島県上下土木事務所 ㈲神甲舗装 9.07 9.11 一般国道182号道路災害防除工事（第２工区） 広島県 神石郡油木町新免

48 1029 広島県庄原土木事務所 昇和工業㈱ 9.09 9.11 （国）182号道路災害防除工事 広島県 比婆郡東城町久代

49 1092 広島県廿日市土木事務所 ショーボンド建設㈱ 9.12 10.03 一般国道186号道路災害防除工事 広島県 大竹市後飯谷

50 1220 広島県廿日市土木事務所 ショーボンド建設㈱ 10.10 10.12 一般国道186号道路災害防除工事 広島県 大竹市後飯谷

51 1432 広島県尾道農林事務所 樫木建設㈱ 11.11 12.03 地域防災対策治山事業山腹工事（岩根地区） 広島県 御調郡御調町岩根

52 1444 広島県竹原土木事務所 ㈱西日本ｸﾞﾘｰﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ 11.12 12.03 大崎上島循環線道路維持修繕，道路災害防除工事 広島県 豊田郡木江町沖浦

53 1498 広島県吉田土木建築事務所 西日本土木工業 12.04 甲田作木線道路災害防除工事 広島県 高田郡高宮町房後

54 1542 広島県尾道農林事務所 樫木建設㈱ 12.07 12.09 復旧治山事業山腹№１工事 広島県 御調郡御調町貝ヶ原

55 1561 広島県庄原農林事務所 ㈱西日本ｸﾞﾘｰﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ 12.09 13.03 川西地区県営治山事業（地域防災対策総合治山事業） 広島県 比婆郡東城町川西

56 1609 広島県尾道農村事務所 伸和建設㈱ 12.12 13.02 予防治山事業山腹№11工事 広島県 三原市幸崎町能地

57 1629 広島県尾道農林事務所 三豊建設㈲ 13.01 13.03 予防治山事業山腹№13工事 広島県 三原市高坂町許山

58 1730 広島県三原土木事務所 国土技建㈱ 13.09 13.11 （主）三原東城線道路維持修繕（道路災害防除)工事 広島県 御調郡久井町坂井原石走

59 1731 広島県廿日市土木事務所 田中建設工業㈱ 13.10 14.03 一般国道186号道路改良工事（3工区） 広島県 大竹市安条
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60
1779 広島県尾道市 シンタカ建設㈱ 13.12 14.01 千光寺地区山腹工小規模崩壊地復旧工事 広島県 尾道市東土堂町

61
1780

広島県福山地域事務所農林
局

サンヨー緑化㈱ 13.12 14.02 予防治山事業山腹工事（No.17) 広島県 沼隈郡沼隈町常石字東山

62
1811 広島県芸備地域事務所 ㈱西日本ｸﾞﾘｰﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ 14.03 14.08 国立国定公園等整備事業三段峡歩道安全対策工事 広島県 山県郡戸河内町向イ山

63
1861 広島県福山地域事務所 サンヨー緑化産業㈱ 14.08 14.10 予防治山事業山腹工事（No.61) 広島県 沼隈郡沼隈町常石字東山

64
1909 広島県備北地域事務所 ㈱西日本ｸﾞﾘｰﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ 14.11 15.03

（主）新市七曲西城線緊急地方道路整備事業（道路改良）
交B工区

広島県 比婆郡西城町丑之河

65
1919 広島県東広島地域事務所 伸和建設㈱ 14.12 15.03 （国）432号道路維持修繕（道路災害防除）工事 広島県 賀茂郡河内町中河内

66
1957 広島県芸北地域事務所 ㈱西日本ｸﾞﾘｰﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ 15.04 15.07 国立国定公園等整備事業三段峡歩道安全対策工事 広島県 山県郡戸河内町向イ山

67
1965 広島県尾三地域事務所 ㈱西日本ｸﾞﾘｰﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ 15.06 16.02 地域防災対策総合治山事業山腹工事No.26 広島県 御調郡御調町岩根

68
2041

広島県東広島地域事務所建
設局

伸和建設 15.10 16.01 一般国道432号道路維持修繕(災害防除）工事 広島県 賀茂郡河内町下河内

69
2053

広島県広島地域事務所廿日
市支局

昇和工業㈱ 15.11 15.12 大竹市木野1丁目崩壊対策工事 広島県 大竹市木野1丁目

70
2055

広島県福山地域事務所農林
局

平賀建設㈱ 15.11 16.01 林地荒廃防止事業山腹工事No.11 広島県 深安郡神辺町上御領

71
2064

広島県福山地域事務所農林
局

国土技建㈱ 15.11 16.03 平成15年度公園施設整備事業帝釈峡歩道改良工事No.３ 広島県 神石郡神石町相渡

72
2070

広島県福山地域事務所農林
局

日本緑地開発㈱ 15.12 16.01 林地荒廃防止事業山腹工事No.9 広島県 府中市荒谷町立岩

73
2085 広島県尾三地域事務所 ㈱西日本ｸﾞﾘｰﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ 16.01 16.03 治山施設機能強化事業山腹工事（No.4） 広島県 御調郡御調町岩根

74
2106 広島県芸北地域事務所 エヌエル産業㈱ 16.03 16.09

平成15年度国立国定公園等整備事業三段峡歩道安全対
策工事

広島県 山県郡戸河内町向イ山

75
2111

環境省自然環境局山陽四国
地区自然保護事務所

第二建設㈱ 16.04 16.04 転石・浮石撤去工（仙酔島） 広島県 福山市鞆町大字後地

76
2137

広島県芸北地域事務所（農林
局）

エヌ・エル産業㈱ 16.08 16.09
平成15年度　国立国定公園等整備事業三段峡歩道安全
対策工事（その２）

広島県 山県郡戸河内町字向イ山

77
2202 広島県福山地域事務所 三島産業㈱ 16.12 17.01 平成16年度公園施設整備事業帝釈峡歩道改良工事No.１ 広島県 神石郡神石町大字相渡

78
2207 広島県芸北地域事務所 国土技建㈱ 16.12 17.09

国立・国定公園等整備事業三段峡歩道安全対策工事
No.1

広島県 山県郡安芸太田町大字向イ山

79
2215

広島県東広島地域事務所建
設局

国土技建㈱ 17.01 17.03 一般国道432号道路災害防除工事 広島県 賀茂郡河内町下河内

80
2221 広島県広島市安芸区役所 ㈱ヒノデ開発 17.02 17.02

安芸1区284号線道路防災工事岩接着落石防止（DKボン
ド工）

広島県 安芸区瀬野町
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81
2222

広島県尾三地域事務所建設
局

日本緑地開発㈱ 17.02 17.02
道路災害防除工事主要地方道本郷久井線岩接着落石防
止工事

広島県 三原市高坂町許山

82
2273

広島県福山地域事務所農林
局

ジーエム建設㈱ 17.08 17.12
平成17年度　国立国定公園等整備事業　帝釈峡歩道改
良工事No.１-１

広島県 神石郡神石高原町相渡

83
2276 広島県福山地域事務所 西日本グラウト工業㈱ 17.08 18.02 予防治山事業（山腹工事）No.1 広島県 神石郡神石高原町小野

84
2288

広島県芸北地域事務所農林
局

昇和工業㈱ 17.09 18.01
平成17年度　地域防災対策総合治山事業　山腹工事　Ｎ
ｏ．１３

広島県
山県郡安芸太田町大字加計字古
森地内

85
2300 広島県神石高原町 横山建設㈱ 17.10 18.02 町道小野西山線落石防止工事 広島県 神石郡神石高原町小野

86
2334

広島県芸北地域事務所農林
局

国土技建㈱ 18.02 18.12
平成1７年度　国立・国定公園等整備事業三段峡歩道安
全対策工事番号１号

広島県 山県郡安芸太田町大字向イ山

87
2424 広島県神石高原町 横山建設㈱ 18.11 19.02 小野西山地区落石防止工事 広島県 神石郡神石高原町小野

88
2438

広島県芸北地域事務所農林
局

㈱西日本ｸﾞﾘｰﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ 18.12 19.08
国立・国定公園等整備事業三段峡歩道安全対策工事
工事番号7号

広島県
山県郡安芸太田町大字柴木字向
イ山

89
2457

JR西日本旅客鉄道㈱米子支
社

邑三建設㈱ 19.03 19.03 長谷粟屋１０１Ｋ３００ｍ根固工 広島県 三次市作木町

90
2464

広島県芸北地域事務所農林
局自然保護課

㈱西日本ｸﾞﾘｰﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ 18.11 19.06
平成18年度　国立・国定公園等整備事業　三段峡歩道安
全対策工事　工事番号7号

広島県 山県郡安芸太田町

91
2482

広島県芸北地域事務所農林
局自然保護課

㈱竹下建設 19.06 19.08
平成19年度　国立・国定公園等整備事業　三段峡歩道安
全対策工事　工事番号1号

広島県 山県郡安芸太田町

92
2504

広島県芸北地域事務所農林
局自然保護課

㈱竹下建設 19.09 19.12
平成19年度　国定公園等整備事業　三段峡歩道安全対
策工事　工事番号3号

広島県 山県郡安芸太田町

93
2506

広島県福山地域事務所農林
局自然保護課

㈱西日本ｸﾞﾘｰﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ 19.09 20.01
平成19年度　国定公園等整備事業　帝釈峡歩道改良工
事No.1-2

広島県 神石高原町

94
2530

広島県芸北地域事務所農林
局自然保護課

㈱竹下建設 19.10 20.05
H.19年度　現年発生災害公園施設復旧事業三段峡歩道
復旧工事　工事番号6号

広島県 山県郡安芸太田町

95
2555

広島県芸北地域事務所建設
局道路維持課

アイワ産業 20.01 20.02 平成19年度　道路災害防除・単独（県）中筒賀下線 広島県 山県郡安芸太田町

96
2561

中国四国地方環境事務所国
立公園保全整備課

㈱アップル建設 20.02 20.02
平成19年度瀬戸内海国立公園大久野島園地歴史的遺産
関連施設整備工事

広島県 竹原市忠海町大久野島

97
2569

広島県芸北地域事務所建設
局道路維持課

廣濱建設㈱ 20.04 20.05 平成19年度　（国）１９１号線　道路災害防除・公共 広島県 山県郡安芸太田町

98
2596

広島県芸北地域事務所農林
局自然保護係

㈱西日本ｸﾞﾘｰﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ 20.06 20.12
平成20年度国定公園整備事業三段峡歩道安全対策工事
工事番号2号

広島県 山県郡安芸太田町

99
2604

広島県福山地域事務所農林
局自然保護係

㈱西日本ｸﾞﾘｰﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ 20.08 21.01
平成20年度　国定公園整備事業帝釈峡歩道改良工事
NO,1-2

広島県 神石高原町

100
2665

環境省中国四国地方環境事
務所

東洋建設㈱ 21.01 21.03
平成２０年度瀬戸内海国立公園仙酔島集団施設地区海
岸歩道復旧工事（Ａ工区）

広島県 福山市鞆町仙酔島

101
2666

広島県福山地域事務所農林
局

国土技建㈱ 21.01 21.03 林地荒廃防止事業（山腹工事）Ｎｏ．１０ 広島県 府中市阿字町
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102
2712

広島県芸北地域事務所農林
局

㈱西日本ｸﾞﾘｰﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ 21.06 21.12
平成２１年度　国定公園等整備事業三段峡歩道安全対策
工事　No.1

広島県 山県郡安芸太田町

103
2734

環境省中国四国地方環境事
務所

東洋建設㈱ 21.09 22.03
平成２１年度瀬戸内海国立公園仙酔島集団施設地区海
岸線歩道復旧（Ｂ工区）工事

広島県 福山市鞆町仙酔島

104
2749

広島県福山地域事務所農林
局

㈱西日本ｸﾞﾘｰﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ 21.10 22.03
平成２１年度　国定公園等整備事業帝釈峡歩道安全対策
工事　No.1

広島県 神石高原町

105
2769

近畿中国森林管理局広島森
林管理署

㈱日浦組 21.12 22.03 平成２１年度　峠山　山腹工事 広島県 安芸郡矢野町地内

106
2808 広島県西部農林水産事務所 ㈱西日本ｸﾞﾘｰﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ 22.07 22.12

国定公園等整備事業三段峡地区歩道安全対策工事Ｎ
Ｏ，1

広島県 山県郡安芸太田町横川横川北平

107
2810 広島県東部農林水産事務所 ㈱西日本ｸﾞﾘｰﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ 22.07 23.03 国定公園等整備事業帝釈峡歩道安全対策工事ＮＯ，1 広島県 神石郡神石高原町相渡

108
2816 広島県東部農林水産事務所 ㈱西日本ｸﾞﾘｰﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ 22.08 22.11 治山施設機能強化事業(山腹工事）ＮＯ，104 広島県 福山市蔵王町外

109
2855 広島県尾道市役所 シンタカ建設㈱ 22.11 23.01 堂ヶ迫地区山腹小規模崩壊地復旧工事 広島県 尾道市栗原町

110
2856

広島県東部建設事務所・三原
支所

アマノ企業㈱ 22.11 23.01 予防治山事業山腹工事Ｎｏ．４ 広島県 尾道市栗原町

111
2879

広島県西部建設事務所安芸
太田支所

国土技建㈱ 23.03 23.04 (国）191号道路災害防除工事 広島県 山県郡安芸太田町坪野

112
2931 広島県西部建設事務所 国土技建㈱ 23.08 24.03 国道191号　道路災害防除工事（1工区） 広島県 山県郡安芸太田町坪野

113
2947 広島県西部建設事務所 西日本ｸﾞﾗｳﾄ工業㈱ 23.10 24.02 国道191号　道路災害防除工事（2工区） 広島県 山県郡安芸太田町坪野

114
3015 広島県西部農林水産事務所 ㈱西日本ｸﾞﾘｰﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ 24.8 24.12 国定公園整備事業三段峡地区　歩道安全対策工事NO,1 広島県 山県郡安芸太田町横川

115
3021 広島県東部農林水産事務所 ㈱西日本ｸﾞﾘｰﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ 24.8 25.1 国定公園等整備事業帝釈峡歩道安全対策工事NO,1 広島県 神石郡神石高原町相渡

116
3035 広島県東部農林水産事務所 アマノ企業㈱ 24.10 25.3 予防治山事業　山腹工事No.6 広島県 尾道市久保町

117
3039

広島県北部建設事務所　庄原
支所

㈱西日本ｸﾞﾘｰﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ 24.10 25.3
主要地方道東城西城線外道路維持修繕工事（道路災害
防除）

広島県 庄原市東城町保田他

118
3044 広島県東部農林水産事務所 アマノ企業㈱ 24.11 25.2 国定公園等整備事業龍頭峡歩道安全対策工事No2 広島県 福山市山野町

119
3057

広島県西部建設事務所　安芸
太田支所

アマノ企業㈱ 24.12 25.5 一般国道191号道路災害防除工事(光石3工区） 広島県 山県郡安芸太田町坪野

120
3115 広島県西部農林水産事務所

㈱西日本グリーンメンテ
ナンス

25.7 25.12
国定公園等整備事業　西中国山地国定公園　三段峡歩
道安全対策工事NO,4

広島県 山県郡安芸太田町

121
3133 広島県西部建設事務所

㈱西日本グリーンメンテ
ナンス

25.9 26.3 一般国道191号道路災害防除工事 広島県 山県郡安芸太田町遊谷

122
3153 広島県東部建設事務所 アマノ企業㈱ 25.11 26.5 予防治山事業山腹工事No.4 広島県 尾道市東久保町



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績（広島）
2019年5月まで　149件

No 実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

123
3186

広島県西部建設事務所　安芸
太田支局

㈱西日本ｸﾞﾘｰﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ 25.11 26.9 一般国道191号道路災害防除工事　坪野工区 広島県 山県郡安芸太田町坪野

124
3209

広島県西部建設事務所　廿日
市支局

㈱三洋技建 26.5 27.1 一般国道186号道路改良工事　防鹿ﾄﾝﾈﾙ東側工区 広島県 大竹市防鹿

125
3220 広島県西部農林水産事務所 ㈱西日本ｸﾞﾘｰﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ 26.6 26.12 国定公園等整備事業三段峡歩道安全対策工事NO,1 広島県 山県郡安芸太田町横川

126
3231

広島県西部建設事務所　安芸
太田支局

㈱西日本ｸﾞﾘｰﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ 26.7 27.3 一般県道中筒賀下線道路災害防除工事　坪野工区 広島県 安芸太田町加計

127
3239 広島県東部建設事務所 ㈱ヒノデ開発 26.8 26.11 予防治山事業山腹工事Ｎｏ．3 広島県 尾道市

128
3270 広島県東部建設事務所 アマノ企業㈱ 26.12 27.2 主要地方道 府中上下線 道路災害防除工事 広島県 府中市河面町柳田地内

129
3284 広島市安芸区役所 ㈱義光建設 27.4 27.6 一般県道瀬野呉線道路防災工事（26-1） 広島県 広島市安芸区阿戸

130
3314 広島県西部農林水産事務所

㈱西日本グリーンメンテ
ナンス

27.7 27.12 国定公園等整備事業　三段峡歩道安全対策工事No,1 広島県 山県郡安芸太田町横川

131
3318 広島県東部建設事務所 アマノ企業㈱ 27.8 27.10 帝釈峡井関線道路災害防除工事 広島県 神石郡神石高原町永野

132
3325 広島県東部建設事務所 アマノ企業㈱ 27.8 27.11 府中上下線道路災害防除工事（その４） 広島県 府中市河面町

133
3333 広島県東部農林水産事務所 エヌエル産業㈱ 27.9 28.2 予防治山事業山腹工事Ｎｏ．７ 広島県 尾道市東土堂町

134
3377

国土交通省　中国地方整備局
太田川河川事務所

㈱大歳組 28.2 28.3 広島西部山系後山1号砂防堰堤工事 広島県 広島市安佐北区安佐町後山

135 3384
広島県東部農林水産事務所
尾道事業所

㈱西日本グリーンメンテ
ナンス 27.8 28.6

予防治山事業山腹工事NO,6 広島県 尾道市東久保町

136 3420
広島県西部建設事務所安芸
太田支所

サンヨー緑化産業㈱
28.9 28.10

一般国道191号道路災害防除工事 広島県 山県郡安芸太田町坪野

137 3452
広島県西部建設事務所廿日
市支所

アマノ企業㈱
29.2 29.6

一般国道186号道路災害防除工事（飯山1工区） 広島県 広島県廿日市市飯山

138 3466
西部建設事務所　安芸太田支
所

アマノ企業㈱
29.1 30.5

一般国道433号道路災害防除工事　(川戸工区） 広島県 山県郡北広島町川戸

139 3472
西部農林水産事務所 ㈱竹下建設

29.5 29.6
県営広域営農団地農道整備事業　芸北3期地区　道路工
事

広島県 山県郡北広島町今田

140 3473
西部建設事務所　安芸太田支
所

アイワ産業㈱
29.5 29.10

一般国道186号道路災害復旧工事（応急その2） 広島県 山県郡北広島町細見

141 3490
広島県東部農林水産事務所 ㈱ヒノデ開発

29.8 30.1
平成２９年度東久保地区予防治山事業山腹工事No.４ 広島県 尾道市久保町

142 3540
広島県西部建設事務所　廿日
市支所

アマノ企業㈱
30.5 30.8

一般国道186号道路災害防除工事（飯山3工区） 広島県 広島県廿日市市飯山

143 3551
国土交通省広島国道事務所 アマノ企業㈱

30.5 30.12
国道2号志和地区外防災工事 広島県 東広島市志和町外



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績（広島）
2019年5月まで　149件

No 実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

144 3559
広島県東部建設事務所 アマノ企業㈱

30.6 30.9
府中上下線　道路災害防除工事（淵原工区） 広島県 府中市河面町地内

145 3573
林野庁広島森林管理署 沼田建設㈱

30.8 30.12
川平山山腹工事 広島県 広島県山県郡北広島町地内

146 3574
広島県西部建設事務所　安芸
太田支所

アイワ産業㈱
30.8 31.3

一般県道上筒賀津浪線道路災害防除工事 広島県 安芸太田町中筒賀田之尻

147 3580
広島県西部建設事務所　安芸
太田支所

サンヨー緑化産業㈱
30.9 30.11

一般国道１９１号道路災害防除工事(坪野工区） 広島県 山県郡安芸太田町坪野

148 3593
広島県西部建設事務所　廿日
市支所

エヌエル産業㈱
30.10 30.12

一般国道186号道路災害防除工事（穂仁原2工区）外 広島県 大竹市穂仁原

149 3615
広島県西部建設事務所　呉支
所

㈱福美建設
31.1 31.3

主要地方道呉環状線道路災害防除工事 広島県 呉市警固屋8丁目地区



施工前 施工後

施 工 場 所 ： 府中市河面町地内
工 事 名 ： 府中上下線　道路災害防除工事（淵原工区）
施 工 実 績 表 No. ： 3559

広　島　県　施　工　実　績
発 注 者 ： 広島県東部建設事務所
施 工 年 度 ： 平成30年度



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績（山口）
2019年5月まで

No 実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

1 619 山口県阿東土木事務所 金子建設㈱ 4.12 5.01 一般県道萩長門峡線単独道路災害防除工事1工区 山口県 阿武郡阿東町篠目

2 797 山口県企業局 ㈲横正組 7.08 7.11 新阿武川発電所落石防止対策工事 山口県 阿武郡川上村案座原

3 2778 林野庁近畿中国森林管理局 ㈱ミヤベ 22.02 22.02 古屋山腹工事 山口県 岩国市守内古屋国有林地内

4
2781 林野庁近畿中国森林管理局 ㈱ミヤベ 22.02 22.03 城山山腹工事 山口県 岩国市横山3丁目城山国有林地内

5 3049 山口県岩国市 ㈱竹中 24.11 25.3 天然記念物岩屋観音窟落石防止工事 山口県 岩国市美川町根笠地内

6
3218

国交省中国地方整備局山口
河川工事事務所

㈱ミヤベ 26.6 26.12 岩国地区防災工事 山口県 岩国市多田～保木地内

7 3447

国土交通省中国地方整備局
山口河川国道事務所

勝井建設㈱
29.1 29.5

岩国管内防災工事 山口県 熊毛郡田布施町別府地内



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績（徳島）
2019年5月まで

No 実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

1 484 徳島県脇町土木事務所 平野産業㈱ 2.11 3.03 道路災害防除工事 徳島県 美馬郡穴吹町口山

2 492 徳島県相生土木事務所 ㈱谷下組 2.11 3.03 岩盤接着工事 徳島県 那賀郡上那賀町大戸

3 497 徳島県徳島土木事務所 平野産業㈱ 2.12 3.03 急傾斜地崩壊対策工事 徳島県 勝浦郡上勝町福原

4 555 徳島県徳島土木事務所 平野産業㈱ 3.08 3.12 急傾斜地崩壊対策工事 徳島県 勝浦郡上勝町福原

5 574 徳島県脇町土木事務所 平野産業㈱ 3.12 4.03 路側整備工事路肩復旧 徳島県 美馬郡貞光町端山

6 596 徳島県脇町土木事務所 平野産業㈱ 4.05 4.08 貞光剣山線路側整備工事落石 徳島県 美馬郡貞光町端山

7 633 建設省徳島工事事務所 ㈱西村建設 4.12 5.03 (R32号)山城防災第一工事 徳島県 三好郡山城町西宇

8 638 徳島県池田土木事務所 ㈲名頃建設 5.04 5.05 災害国補第143号(一部債務負担)道路工事 徳島県 三好郡東祖谷山村菅生

9 716 徳島県池田農林事務所 ㈲小林建設 6.01 6.03 平成5年度災害関連緊急治山事業 徳島県 三好郡西祖谷山村吾橋

10 902 徳島県上勝町 第二建設㈱ 8.10 剣山線災害復旧工事 徳島県 勝浦郡上勝町生実

11 944 徳島県徳島土木事務所 平野産業㈱ 9.01 9.03 石井神山線路側整備工事 徳島県 名西郡神山町阿野

12 945 徳島県徳島土木事務所 ㈱吉田建工 9.01 9.03 神山鮎喰線路側整備工事 徳島県 名西郡神山町阿野

13 951 徳島県池田土木事務所 ㈲向井建設 9.02 9.04 腕山宮石線路側整備工事 徳島県 三好郡池田町松尾山岡呂

14 952 建設省徳島工事事務所 応用地質㈱ 9.02 Ｒ32号下名洞門落石防止工事 徳島県 三好郡山城町下名

15 984 徳島県徳島土木事務所 ㈱トクダイ 9.05 9.07 神山鮎喰線路側整備工事 徳島県 名西郡神山町阿野

16 1013 徳島県相生土木事務所 平野産業㈱ 9.03 9.09 緊急地方道路整備工事（災害防除） 徳島県 那賀郡木沢村沢谷

17 1039 建設省徳島工事事務所 ㈱井上組 9.09 10.01 山城防災第２工事 徳島県 三好郡山城町76K530

18 1095 徳島県相生土木事務所 平谷建設㈱ 9.12 10.02 道路災害防除国道193号 徳島県 那賀郡上那賀町平谷

19 1126 徳島県脇町土木事務所 南部建設㈱ 10.02 10.09 一般国道492号道路災害防除工事 徳島県 美馬郡穴吹町恋人洞門

20 1153 徳島県日和佐土木事務所 阿波開発工業㈱ 10.04 10.09 道路改築工事（一部債務負担） 徳島県 海部郡海南町三ケ尻

21 1165 徳島県相生土木事務所 ㈱吉田建工 10.03 11.02 緊急地方道路整備工事（災害防除） 徳島県 那賀郡木沢村沢谷

22 1247 徳島営林署 丸浦工業㈱ 10.11 11.01 管生（50）復旧治山新設工事 徳島県 三好郡東祖谷山村管生

23 1437 徳島県阿南土木事務所 大岡建設 11.12 12.03 県単砂防工事 徳島県 阿南市加茂町不け

24 1769 徳島県相生土木事務所 (有)岸建設 13.12 道路局部改良工事 徳島県 那賀郡上那賀町

25 2090 徳島県川島土木事務所 坂東産業㈱ 16.01 16.03 道路局部改良工事（一般） 徳島県 麻植郡山川町



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績（香川）
2019年5月まで

No 実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

1 501 香川県観音寺土木事務所 開発コンクリート㈱ 3.02 3.03 丸亀託問豊浜線道路災害防除・道路維持合併工事 香川県 観音寺市室本町

2 602 香川県土庄土木事務所 第二建設㈱ 4.07 4.11 県道土庄神懸線道路災害防除工事 香川県 小豆郡土庄町

3 645 香川県観音寺土木事務所 第二建設㈱ 5.05 5.08 丸亀詫間豊浜線道路災害防除工事 香川県 三豊郡仁尾町

4 646 香川県土庄土木事務所 湯浅工業㈱ 5.05 5.08 県道土庄神懸線道路災害防除工事 香川県 小豆郡土庄町

5 717 香川県土庄土木事務所 第二建設㈱ 6.05 6.08 県道土庄神懸線道路災害防除工事 香川県 小豆郡土庄町

6
764 香川県土庄土木事務所 第二建設㈱ 7.02 7.03

地方道路整備臨時交付金県道土庄内海線緊急地方道路
整備(B)工事

香川県 小豆郡内海町吉田

7 791 香川県土庄土木事務所 第二建設㈱ 7.07 7.10 県道土庄神懸線道路災害防除工事 香川県 小豆郡土庄町銚子渓

8 875 香川県土庄土木事務所 第二建設㈱ 8.08 8.10 吉田川総合開発事業吉田ダム堤体左岸法面工事 香川県 小豆郡内海町

9 900 香川県土庄土木事務所 湯浅工業㈱ 8.10 9.01 県道土庄神懸線道路災害防除工事 香川県 小豆郡土庄町

10 958 香川県土庄土木事務所 第二建設㈱ 9.03 県道土庄内海線道路局部改修工事（法面工）（第５工区） 香川県 小豆郡内海町吉田

11 976 香川県土庄土木事務所 第二建設㈱ 9.05 9.08 県道土庄内海線道路局部改修工事（法面工）（第２工区） 香川県 小豆郡内海町吉田

12 1027 香川県土庄土木事務所 第二建設㈱ 9.09 9.12 県道土庄神懸線道路防災工事（岩盤接着） 香川県 小豆郡土庄町銚子渓

13 1212 香川県土庄土木事務所 第二建設㈱ 10.09 10.12 県道土庄内海線他１線道路局部改修工事（法面工） 香川県 小豆郡内海町吉田

14 1334 香川県土庄土木事務所 湯浅工業㈱ 11.03 11.08 第12号県道三都港平木線外１線道路防災工事 香川県 小豆郡池田町蒲野外

15 1341 香川県土庄土木事務所 湯浅工業㈱ 11.05 11.09 土防災第３号県道福田港神懸線道路防災対策工事 香川県 小豆郡内海町福田

16 1372 香川県土庄土木事務所 湯浅工業㈱ 11.08 11.12 工防災第８号県道土庄内海線道路防災工事 香川県 小豆郡内海町吉田

17 1401 香川県土庄土木事務所 湯浅工業㈱ 11.10 11.12 工改修第６号県道屋外崎小江渕崎道路改修工事 香川県 小豆郡土庄町

18 1496 香川県土庄土木事務所 湯浅工業㈱ 12.03 12.07 土局改第15号県道土庄内海線道路局部改修工事 香川県 小豆郡内海町

19 1526 香川県東部林業事務所 湯浅工業㈱ 12.06 13.01 №１－１環境防災林整備事業 香川県 小豆郡土庄町

20 1727 香川県高松土木事務所 ㈱須田土木 13.09 14.03 下中徳地区急傾斜地崩壊対策工事 香川県 香川郡塩江町

21 1768 香川県塩江町 尾形建設㈱ 13.12 14.03 平成13年度町道内場池西岸線道路災害防除工事 香川県 香川郡塩江町

22 1794 香川県高松市 湯浅工業㈱ 14.02 14.05 香西北町地区急傾斜地崩壊防止対策工事 香川県 高松市香西北町

23 1795 香川県東部林業事務所 湯浅工業㈱ 14.02 14.09 Ｎｏ．１５－１予防治山事業 香川県 小豆郡土庄町

24 1820 香川県小豆総合事務所 湯浅工業㈱ 14.02 15.01 No.15-1　予防治山事業 香川県 小豆郡土庄町

25 1855 香川県小豆総合事務所 湯浅工業㈱ 14.07 14.10 吉田ダム保全工事（その３） 香川県 小豆郡内海町

26 1858 香川県小豆総合事務所 湯浅工業㈱ 14.08 14.09 吉田ダム保全工事（その４） 香川県 小豆郡内海町

27 1915 香川県高松土木事務所 湯浅工業㈱ 14.12 15.02 下中徳地区急傾斜崩壊対策工事 香川県 香川郡塩江町

28 2100 香川県小豆総合事務所 湯浅工業㈱ 16.02 16.06 吉田ダム　ダム保全工事 香川県 小豆郡内海町吉田



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績（愛媛）
2019年5月まで　78件

No 実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

1 566 建設省松山工事事務所 ㈱加茂土建 3.12 (R33号)久万防災工事 愛媛県 上浮穴郡久万町落合

2 570 建設省松山工事事務所 泉建設㈱ 4.01 4.02 (R56号)中山歩道外1件工事 愛媛県 伊予郡中山町日南登～中山

3 571 建設省松山工事事務所 西条建設㈱ 4.01 4.02 (R11号)鞍瀬防災工事 愛媛県 周桑郡丹原町鞍瀬

4 611 建設省松山工事事務所 西条建設㈱ 4.09 5.02 (R11号)鞍瀬防災外1件工事 愛媛県 周桑郡丹原町鞍瀬

5 690 建設省松山工事事務所 ㈱新建設 5.12 6.03 平成5年度33号防災第2工事 愛媛県 上浮穴郡美川村地先

6 720 宗教法人石鎚神社 ㈲河野建設 6.06 石鎚山落石防止対策工事 愛媛県 西条市石鎚山二の鎖

7 723 愛媛県久万土木事務所 中居建設㈱ 6.06 6.12 急傾斜地崩壊対策工事 愛媛県 上浮穴郡柳谷村西谷

8 751 建設省松山工事事務所 拓明建設㈱ 6.11 7.01 33号防災第一工事 愛媛県 上浮穴郡美川村日野浦

9 773 愛媛県久万土木事務所 日特建設㈱ 7.03 高防災第4号の1道路災害防除工事 愛媛県 上浮穴郡小田町本川

10
818 愛媛県西条地方局 ㈱神野工務店 7.11 7.12

新防災第17号（主）新居浜別子山線道路防災緊急対策工
事

愛媛県 新居浜市大永山

11 826 建設省松山工事事務所 拓明建設㈱ 7.12 8.02 33号防災第2(岩盤接着)工事 愛媛県 上浮穴郡美川村日野浦

12 966 愛媛県久万土木事務所 日特建設㈱ 9.03 9.10 （一）東川上黒岩線トンネル坑口部緊急対策工事 愛媛県 上浮穴郡美川村上黒岩

13 1026 愛媛県松山地方局 ㈱二神組 9.09 9.11 上林トンネル建設工事 愛媛県 温泉郡重信町上林

14 1076 愛媛県面河村 第二建設㈱ 9.11 10.03 林道面河線トンネル坑口部等法面防災対策工事 愛媛県 上浮穴郡面河村面河山

15 1133 建設省松山工事事務所 東興建設㈱ 10.03 10.01 Ｒ33柳谷法面処理工事 愛媛県 上浮穴郡美川村日野浦

16
1163

愛媛県八幡浜地方局宇和土
木事務所

湯浅工業㈱ 10.01 10.10 （１）大茅辰ノ口線落石防止対策工事 愛媛県 東宇和郡城川町

17 1169 愛媛県松山市 飛島建設㈱ 10.05 10.06 市道久谷81号線待避所設置工事 愛媛県 松山市久谷町

18 1202 愛媛県西条地方局 アオノ建興㈱ 10.09 11.03 （主）新居浜別子山線落石防止対策工事 愛媛県 新居浜市立川山

19 1250 愛媛県松山地方局 国土防災技術㈱ 10.11 11.07 国有林野内補助治山工事 愛媛県 温泉郡重信町上林

20 1268 愛媛県松山地方局 黒田土建㈱ 11.01 11.03 松山東部環状線生活道路改良整備工事 愛媛県 松山市湯の山

21 1304 愛媛県面河村 第二建設㈱ 11.03 林道面河線トンネル防災対策追加工事 愛媛県 上浮穴郡面河村面河山

22
1325 愛媛県八幡浜地方局 湯浅工業㈱ 10.11 11.07

（主）八幡浜宇和線道路防災緊急対策工事高機能幹線道
路整備工事

愛媛県 八幡浜市若山

23 1326 愛媛県西条地方振興局 湯浅工業㈱ 11.01 11.06 新防災第３号（国）194号道路防災緊急対策工事 愛媛県 西条市千町

24
1344

愛媛県松山地方局久万土木
事務所

湯浅工業㈱ 11.06 11.10 （主）西条久万線生活道路改良整備工事 愛媛県 上浮穴郡久万町直瀬

25 1359 愛媛県西条地方振興局 湯浅工業㈱ 11.07 12.01 道路防災緊急対策工事 愛媛県 西条市千町

26 1397 愛媛県内子町 石岡建設㈱ 11.09 11.10 砂補第77号県単ガケ崩れ防災成屋地区対策工事 愛媛県 喜多郡内子町大瀬

27
1399

愛媛県松山地方局伊予土木
事務所

国土防災技術㈱ 11.09 12.03 （国）379号道路防災緊急対策工事 愛媛県 伊予郡砥部町万年



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績（愛媛）
2019年5月まで　78件

No 実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

28 1400 愛媛県松山地方局 国土防災技術㈱ 11.09 12.03 国有林野内補助治山工事 愛媛県 温泉郡重信町上林

29
1497

愛媛県松山地方局久万土木
事務所

湯浅工業㈱ 12.03 12.11 （主）西条久万線落石防止対策工事 愛媛県 上浮穴郡面河村

30
1517

愛媛県松山地方局久万土木
事務所

日本基礎技術㈱ 12.03 12.11 上事落第21号落石防止対策工事 愛媛県 上浮穴郡面河村大味川

31
1518

愛媛県松山地方局久万土木
事務所

伸和建設㈱ 12.03 12.11 上事落第21号の２落石防止対策工事 愛媛県 上浮穴郡面河村大味川

32
1525

愛媛県松山地方局久万土木
事務所

若山建設 12.06 12.11 上事落第23号落石防止対策工事 愛媛県 上浮穴郡面河村大味川

33 1565 愛媛県西条地方局建設部 湯浅工業㈱ 12.09 13.02 新防災第21号道路防災緊急対策工事 愛媛県 新居浜市大栄山

34
1603

愛媛県松山地方局久万土木
事務所

ライト工業㈱ 12.11 13.03 上事落第22号落石防止対策工事 愛媛県 上浮穴郡面河村大味川

35
1646

愛媛県松山地方局久万土木
事務所

湯浅工業㈱ 13.03 13.11 上事落第23号の２落石防止対策工事 愛媛県 上浮穴郡面河村大味川

36
1647

愛媛県松山地方局久万土木
事務所

湯浅工業㈱ 13.03 13.05 応上第１号災害復旧工事 愛媛県 上浮穴郡面河村大味川

37 1648 愛媛県松山地方局 国土防災技術㈱ 13.03 13.07 国有林野内補助治山工事 愛媛県 温泉郡重信町上林

38
1671

愛媛県松山地方局久万土木
事務所

ライト工業㈱ 13.03 13.12 上事落第22号西条久万線落石防止対策工事 愛媛県 上浮穴郡面河村

39 1685 愛媛県西条地方局建設部 湯浅工業㈱ 13.06 14.02 新防災第21号道路防災緊急対策工事 愛媛県 新居浜市立川山

40 1686
愛媛県松山地方局久万土木
事務所

㈱若山建設 13.07 13.09 応上第1号災害復旧工事 愛媛県 上浮穴郡面河村

41 1726 愛媛県八幡地方振興局 田中建設(有) 13.09 13.10
西防災西事落第301号鳥井喜木津線道路防災落石対策
工事

愛媛県 西宇和郡伊方町九町

42 1747 愛媛県西条地方局建設部 湯浅工業㈱ 13.10 14.03
新防災第21号の１新居浜別子山線道路防災緊急対策工
事

愛媛県 新居浜市立川山

43
1784

愛媛県松山地方局久万土木
事務所

日本基礎技術㈱ 13.12 14.03 上事落第22号西条久万線落石防止対策工事 愛媛県 上浮穴郡面河村

44 1785
愛媛県松山地方久万土木事
務所

湯浅工業㈱ 13.12 14.06 上事落第20号西条久万線落石防止対策工事 愛媛県 上浮穴郡面河村

45
1786 愛媛県西条地方局建設部 湯浅工業㈱ 13.12 14.05 新特道改第21号新居浜別子山線特定道路緊急整備工事 愛媛県 新居浜市立川山

46 1796
日本道路公団高松工事事務
所

西松建設㈱・㈱竹中土
木ＪＶ

14.02 14.03 高知自動車道(四車線化）大影トンネル（その２）工事 愛媛県 宇摩郡新宮村

47 1805 愛媛県西条地方局建設部 湯浅工業㈱ 14.03 14.09 新地域第21号の３新道改第21号の４ 愛媛県 新居浜市立川山

48 1849 愛媛県西条地方局建設部 平和コンクリート㈱ 14.07 14.10 道改第48号の４（主）新居浜別子山線道路改築工事 愛媛県 新居浜市立川山

49
1856

愛媛県松山地方局久万土木
事務所

湯浅工業㈱ 14.07 15.01 上事落第20号の1（主）西条久万線落石防止対策工事 愛媛県 上浮穴郡面河村



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績（愛媛）
2019年5月まで　78件

No 実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

50
1857 愛媛県西条地方局建設部 湯浅工業㈱ 14.07 15.03

新特道改第21号の１（主）新居浜別子山線特定道路緊急
整備工事

愛媛県 新居浜市立川山

51 1881 愛媛県西条地方局建設部 湯浅工業㈱ 14.09 15.03
新特道改第21号の2（主）新居浜別子山線特定道路緊急
整備工事

愛媛県 新居浜市立川山

52 1889
日本道路公団高松工事事務
所

西松建設・竹中土木ＪＶ 14.10 14.12 高知自動車道(四車線化）大影トンネル（その２）工事 愛媛県 宇摩郡新宮村

53
1913

環境省自然環境局山陽四国
地区自然保護事務所

第二建設㈱ 14.11 14.12 東予道路法面落石防止工事 愛媛県 今治市桜井

54
1914

愛媛県松山地方局久万土木
事務所

湯浅工業㈱ 14.12 15.06 上事落第21号の2（主）西条久万線落石防止対策工事 愛媛県 上浮穴郡面河村

55
1948

環境省自然環境局山陽四国
地区自然保護事務所

第二建設㈱ 15.03 東予第2工区道路法面落石防止工事 愛媛県 今治市桜井

56
2009 愛媛県西条地方局 湯浅工業㈱ 15.08 15.12

新防災第22号の1(主）新居浜別子山線道路防災緊急対
策工事

愛媛県 新居浜市立川山

57
2018

環境省自然環境局山陽四国
自然保護事務所

第二建設㈱ 15.09 15.10 平成15年度東予道路法面落石防止工事 愛媛県 今治市桜井

58 2073 愛媛県西条地方局 湯浅工業㈱ 15.12 16.03
新防災第22号の2(主）新居浜別子山線道路防災緊急対
策工事

愛媛県 新居浜市立川山

59
2095

環境省自然環境局山陽四国
自然保護事務所

第二建設㈱ 16.02 16.03 東予公園車道法面落石防止工事 愛媛県 今治市東予集団施設地区内

60 2105 愛媛県西条地方局 湯浅工業㈱ 16.03 16.05
新防災第23号の1(主）新居浜別子山線道路防災緊急対
策工事

愛媛県 新居浜市大永山

61 2156 愛媛県西条地方局 湯浅工業㈱ 16.09 17.03
新防災第34号の1(主）新居浜別子山線道路防災緊急対
策工事

愛媛県 新居浜市立川山町

62 2173 愛媛県久万土木事務所 湯浅工業㈱ 16.10 17.03 上事落第20号の1(主)西条久万線落石対策工事 愛媛県 上浮穴郡久万高原町大味川

63 2174
国土交通省松山河川国道事
務所

四国通建㈱ 16.10 17.03 平成１６年度鞍瀬防災工事 愛媛県 西条市丹原町鞍瀬

64 2246
愛媛県八幡浜地方局産業経
済部

湯浅工業㈱ 17.03 17.09 債第1号予防治山工事 愛媛県 大洲市春賀（和田）地内

65 2270 愛媛県久万高原土木事務所 湯浅工業㈱ 17.07 18.03 上事落第２0号の１（主）西条久万線落石防止対策工事 愛媛県 上浮穴郡久万高原町大味川

66 2275 愛媛県西条地方局建設部 湯浅工業㈱ 17.08 18.02
交道改第88号の１（主）新居浜別子山線地方道路交付金
工事

愛媛県 新居浜市立川町

67 2291 愛媛県西条地方局建設部 湯浅工業㈱ 17.09 18.03
新防災第32号の2（主）新居浜別子山線道路防災緊急対
策工事

愛媛県 新居浜市立川町

68 2323 愛媛県西条地方局建設部 湯浅工業㈱ 18.02 18.03
交道改第88号の6（主）新居浜別子山線地方道路交付金
工事

愛媛県 新居浜市立川町

69 2338 愛媛県西条地方局建設部 湯浅工業㈱ 18.03 18.05
交道改第88号の14（主）新居浜別子山線地方道路交付金
工事

愛媛県 新居浜市立川町

70 2339 国交省松山河川国道事務所 四国通建㈱ 18.03 18.05 平成17-18年度鞍瀬防災工事 愛媛県 西条市丹原町鞍瀬

71 2357
愛媛県八幡浜地方局産業経
済部

湯浅工業㈱ 18.03 18.09 債第1号　予防治山工事 愛媛県 大洲市春賀（和田）地内

72 2447 愛媛県久万高原土木事務所 湯浅工業㈱ 19.02 19.03 上事落第20号の2（主)西条久万線落石防止対策工事 愛媛県 上浮穴郡久万高原町大味川
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73 2473
愛媛県八幡浜地方局産業経
済部

湯浅工業㈱ 19.03 19.10 債第２号　予防治山工事 愛媛県 大洲市春賀

74
2562

国土交通省　四国地方整備局
松山河川国道事務所

㈱大旺 20.02 20.03 平成19年度　松一管内橋梁補強工事 愛媛県 上浮穴郡久万高原町

75
2906

愛媛県中予地方局久万高原
土木事務所

（株）二神組 23.05 23.08 道防災第２２号の１　（国）４４０号道路災害防除工事 愛媛県 上浮穴郡　久万高原町　西谷

76 2962 愛媛県松山市役所道路課 湯浅工業（株） 23.12 24.03 四十島（ターナー島）保全維持工事 愛媛県 松山市　高浜町

77
3181

愛媛県中予地方局久万高原
土木事務所

㈱坂本重機建設 26.4 26.5 25災国補第52号道路災害復旧工事 愛媛県 上浮穴郡久万高原町若山地内

78
3372 愛媛県大洲市役所 湯浅工業（株） 28.1 28.2 大建第119号　市道桝形久米川堤防線維持修繕工事 愛媛県 大洲市
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1 475 高知県安芸土木事務所 湯浅建設㈱ 2.07 2.09 県道安田東洋線道路防災工事 高知県 安芸郡北川村轟

2 535 建設省土佐国道工事事務所 西本興業㈱ 3.04 3.05 奈半利維持工事 高知県 安芸郡奈半利町中平

3 552 高知県南国土木事務所 新進建設㈱ 3.08 (R195号)国道195号道路災害復旧工事 高知県 香美郡土佐山田町杉田

4 572 建設省土佐国道工事事務所 ミタニ建設工業㈱ 4.02 (R32号)板木野のり面工事 高知県 長岡郡大豊町小川

5 618 高知県越知土木事務所 ㈱竹内建設 4.10 4.12 県道久万池川線道路災害防除工事 高知県 吾川郡池川町

6 624 高知県宿毛土木事務所 ㈱竹内建設 4.12 5.02 母島県単急傾斜地崩壊対策工事 高知県 宿毛市沖ノ島

7 666 建設省土佐国道工事事務所 ㈱竹内建設 4.10 6.01 (R33)二子野視距改良工事 高知県 吾川郡吾川村二子野

8 669 高知県伊野土木事務所 ㈱竹内建設 5.07 5.10 国道194号落石防止緊急対策工事 高知県 吾川郡伊野町出来地

9 699 高知県伊野林業事務所 ㈱竹内建設 5.09 6.02 高瀬復旧治山工事 高知県 高岡郡仁淀村高瀬

10
714

高知県農林水産部伊野林業
事務所

㈱竹内建設 6.04 6.11 程野復旧治山工事 高知県 吾川郡吾北村程野

11 737 高知県本山土木事務所 ㈱竹内建設 6.08 6.09 本道防第5-1号国道194号道路防災工事 高知県 土佐郡本川村戸中

12
756 高知県宿毛土木事務所 ㈱竹内建設 6.12 7.03

緊道整(A)第16-4-2県道沖の島循環線緊急地方道整備
工事

高知県 宿毛市沖の島弘瀬

13 762 高知県吾北村 ㈱竹内建設 7.02 平成6年度県単林道程野支線整備工事 高知県 吾川郡吾北村清水程野

14 763 高知県宿毛土木事務所 安本建設㈱ 7.02 急傾第56-2-11号母島急傾斜地崩壊対策工事 高知県 宿毛市沖の島母島

15
775

高知県農林水産部伊野林業
事務所

㈱竹内建設 7.03 7.11 第87号程野復旧治山工事 高知県 吾川郡吾北村程野

16 796 高知県伊野土木事務所 ㈱竹内建設 7.08 7.09 内野(東)急傾斜地崩壊対策工事 高知県 吾川郡伊野町内野

17 803 高知県伊野林業事務所 ㈱竹内建設 7.09 8.03 第140号実間予防治山工事 高知県 高岡郡仁淀村実間

18 811 高知県中央林業事務所 大豊開発㈱ 7.10 7.12 大豊水路補修工事 高知県 長岡郡大豊町

19 821 建設省中村工事事務所 ㈱間組 7.11 7.12 横浜トンネル(岩盤接着)工事 高知県 幡多郡佐賀町横浜

20 838 高知県安芸林業事務所 ㈱竹内建設 8.02 8.06 第143号坂本予防治山工事 高知県 室戸市坂本

21 845 建設省土佐国道工事事務所 ㈱西沢組 7.11 32号防災工事 高知県 長岡郡大豊町

22
850

建設省吉野川砂防工事事務
所

㈱竹内建設 8.04 8.05 吉野川源流地点整備工事 高知県 土佐郡本川村瓶ケ森

23 851 高知県中央林業事務所 ㈲手箱建設 8.05 8.07 寺川予防治山工事 高知県 土佐郡本川村寺川

24 865 高知県中央林業事務所 ㈱竹内建設 8.07 8.09 第107号橋川野予防治山工事 高知県 香美郡香北町橋川野

25 866 高知県伊野林業事務所 ㈱竹内建設 8.07 8.10 第43号程野復旧治山工事 高知県 吾川郡吾北村程野

26
867

高知市桂浜公園観光開発公
社

㈱竹内建設 8.07 8.09 桂浜公園龍王岬北斜面落石防止工事 高知県 高知市浦戸

27 882 高知県越知土木事務所 ㈱上岡工務店 8.09 8.11 越防緊第2号県道中津公園線落石防止緊急対策工事 高知県 吾川郡吾川村名野川

28 887 高知県伊野土木事務所 ㈱竹内建設 8.09 8.12 防災国第1-1-2号国道194号災害防除工事 高知県 吾川郡伊野町出来地
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29 888 高知県宿毛土木事務所 ㈱竹内建設 8.09 8.11 宿防災第1号国道321号道路防災工事 高知県 幡多郡大月町小才角

30
893 高知県宿毛土木事務所 ㈱竹内建設 8.09 8.11

宿防緊(特)第2-1号県道柏島ニッ石線落石防止緊急対策
工事

高知県 幡多郡大月町柏島

31
894 高知県宿毛土木事務所 ㈱竹内建設 8.09 8.11

宿防緊(特)第3-1号県道柏島ニツ石線落石防止緊急対策
工事

高知県 幡多郡大月町大堂

32 909 高知県伊野土木事務所 ㈱竹内建設 8.10 9.01 防災国第1-1-3号国道194号災害防除工事 高知県 吾川郡伊野町出来地

33 910 高知県越知土木事務所 ㈱上岡工務店 8.10 8.12 越防緊第4号県道中津公園線落石防止緊急対策工事 高知県 吾川郡吾川村名野川

34
913 高知県越知土木事務所 ㈲片岡組 8.11 9.02

緊道整(A)第12-4-1号県道伊野仁淀線緊急地方道路整
備工事

高知県 高岡郡越知町横島

35 914 高知県伊野土木事務所 ㈱竹内建設 8.11 9.01 伊防緊第1-1号国道194号落石防止緊急対策工事 高知県 吾川郡吾北村荷瀧

36 925 高知県伊野林業事務所 ㈲手箱建設 8.05 8.12 寺川№１予防治山工事 高知県 土佐郡本川村寺川

37 927 高知県伊野林業事務所 栄宝生建設㈱ 8.10 9.09 第47号橋ケ薮地域防災対策総合治山工事 高知県 吾川郡池川町橋ケ薮

38 934 建設省大渡ダム管理事務所 ㈱西森建設 8.12 9.03 平成８年度潰留地区落石防護工事 高知県 吾川郡吾川村潰留

39 939 大阪航空局 新谷建設㈱ 8.12 9.03 今の山管理用道路法面保護工事 高知県 土佐清水市今の山

40 949 高知県吾川村 ㈱上岡工務店 9.02 9.03 平成８年度林道大平線改良工事 高知県 吾川郡吾川村名野川

41 968 高知県安芸土木事務所 ㈱竹内建設 9.03 9.06 第12－２－２号県道安田東洋線緊急地方道整備工事 高知県 安芸郡北川村久木

42 969 高知県越知土木事務所 ㈱大一林組 9.03 9.10 第７－１－１号国道439号災害防除工事 高知県 吾川郡吾川村田村

43
971 建設省大渡ダム管理事務所 ㈱西森建設 9.03 平成９年度潰留地区落石防護（その２）工事 高知県 吾川郡吾川村潰留

44 972 高知県中村林業事務所 ㈱竹内建設 9.04 9.08 第139号大宮予防治山工事 高知県 幡多郡西土佐村大宮

45 978 高知県伊野土木事務所 ㈲森本建設 9.05 9.08 第 7 －１－11号加田急傾斜地崩壊対策工事 高知県 吾川郡伊野町加田

46 979 高知県吾北村 ㈱竹内建設 9.05 9.09 平成８年度幹線林道程野支線改良工事 高知県 吾川郡吾北村清水

47 997 高知県中村林業事務所 ㈱竹内建設 9.07 9.08 第９号古満目山地災害防止工事 高知県 幡多郡大月町古満目

48 998 JR四国旅客鉄道株式会社 ㈱竹内建設 9.07 9.08 知保工９第509号土讃線北川駅構内浮石整理工事 高知県 長岡郡大豊町北川

49 999 高知県物部村 ㈲西野建設 9.07 9.09 平成９年度林道大柳線２工区（トンネル落石防止工）工事 高知県 香美郡物部村別府

50 1000 高知県吾北村 ㈱竹内建設 9.07 10.01 平成９年度幹線林道程野支線改良工事 高知県 吾川郡吾北村清水

51 1020 高知県越知土木事務所 ㈲和泉工業 9.08 9.10 国道494号災害防除工事 高知県 吾川郡池川町舟形

52 1021 高知県伊野林業事務所 ㈱竹内建設 9.08 10.03 第35号程野復旧治山工事 高知県 吾川郡吾北村程野

53 1032 高知県本山土木事務所 ㈱竹内建設 9.09 10.01 大森急傾斜地崩壊対策工事 高知県 土佐郡大川村大森

54 1033 高知県中央林業事務所 国土防災技術㈱ 9.09 岩原工事 高知県 長岡郡大豊町

55 1034 高知県越知土木事務所 ㈱大一林組 9.09 10.02 国道439号災害防除工事 高知県 吾川郡吾川村田村
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56 1050 高知県宿毛土木事務所 ㈱竹内建設 9.09 9.10 県道宿毛津島線落石防止緊急対策工事 高知県 宿毛市橋上町楠山

57 1053 高知県中村林業事務所 ㈱竹内建設 9.09 10.01 第72号貝ノ川復旧治山工事 高知県 土佐清水市貝ノ川

58 1054 高知県吾川村 ㈱上岡工務店 9.09 10.02 林道大平線道路改良工事 高知県 吾川郡吾川村大平

59 1061 高知県越知土木事務所 ㈱高橋組 9.10 10.03 潰留落石防護工事 高知県 吾川郡吾川村潰留

60 1062 高知県伊野林業事務所 ㈱竹内建設 9.10 10.03 堂ヶ畝予防治山工事 高知県 吾川郡吾北村堂ケ畝

61 1063 高知県須崎林業事務所 ㈱竹内建設 9.10 10.03 大股予防治山工事 高知県 高岡郡大野見村大股

62 1077 高知県中央林業事務所 ㈲手箱建設 9.10 9.12 予防治山工事転石サポート工事 高知県 土佐郡本川村寺川

63 1079 高知県伊野林業事務所 ㈱竹内建設 9.11 10.03 名野川予防治山工事 高知県 吾川郡吾川村名野川

64 1089 高知県越知土木事務所 ㈱晃立 9.12 10.03 安居公園線落石防止対策工事 高知県 吾川郡池川町入江谷

65 1090 高知県須崎林業事務所 ㈱竹内建設 9.12 10.01 芳生野予防治山工事 高知県 高岡郡東津野村芳生野

66 1103 高知県安芸土木事務所 ㈱竹内建設 10.01 10.03 高田東・西県単急傾斜地崩壊対策工事 高知県 安芸郡田野町日野

67 1104 高知県越知土木事務所 ㈱上岡工務店 10.01 10.03 国道439号災害防除工事 高知県 高岡郡仁淀村森

68
1108 建設省大渡ダム管理事務所 ライト工業㈱ 10.01 10.03 大渡ダム災害復旧工事 高知県 高岡郡仁淀村潰留

69 1116 魚梁瀬営林署 ㈱竹内建設 10.02 10.03 安田川山林道改良工事 高知県 安芸郡馬路村馬路

70 1117 高知県伊野土木事務所 湯浅工業㈱ 10.02 10.03 県道南国伊野線緊急地方道路整備工事 高知県 吾川郡伊野町槙

71 1144 高知県安芸土木事務所 ㈱竹内建設 10.03 薬師（西）急傾斜地崩壊対策工事 高知県 安芸郡安田町薬師（西）

72 1145 高知県伊野土木事務所 ㈱竹内建設 10.03 県道南国伊野線緊急地方道路整備工事 高知県 吾川郡伊野町槙

73
1146 建設省土佐国道工事事務所 ㈱竹内建設 10.03 11.03 橘地区防災（その３）工事 高知県 吾川郡吾川村橘

74
1151 建設省土佐国道工事事務所 ㈱晃立 10.04 11.01 橘地区防災（その２）工事 高知県 吾川郡吾川村橘

75 1158 建設省中村工事事務所 ㈱土居建設 10.05 10.08 平成９年度横浜防災外１件工事 高知県 幡多郡佐賀町横浜

76 1175 高知県須崎林業事務所 ㈱竹内建設 10.07 11.03 芳生野予防治山工事 高知県 高岡郡東津野村芳生野

77 1176 高知県伊野林業事務所 ㈱竹内建設 10.07 10.11 名野川予防治山工事 高知県 吾川郡吾川村名野川

78 1177 高知県伊野林業事務所 ㈱竹内建設 10.07 11.03 程野復旧治山工事 高知県 吾川郡吾北村程野

79 1197 高知県中村林業事務所 ㈱竹内建設 10.09 11.01 貝ノ川復旧治山工事 高知県 土佐清水市貝ノ川

80 1198 高知県中村林業事務所 ㈱竹内建設 10.09 11.01 白浜環境防災林整備工事 高知県 幡多郡佐賀町白浜

81 1199 高知県伊野林業事務所 ㈱竹内建設 10.09 11.02 川又予防治山工事 高知県 吾川郡吾北村川又

82 1200 高知県須崎土木事務所 岩井建設㈱ 10.09 11.05 県道中平檮原線緊急地方道路整備工事 高知県 高岡郡檮原町仲久保

83 1218 高知県中央林業事務所 ㈲手箱建設 10.10 11.03 寺川№１予防治山工事転石サポート工事一式 高知県 土佐郡本川村寺川
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84 1219 高知県中村林業事務所 山本建設工業㈱ 10.10 11.02 大島予防治山工事 高知県 宿毛市大島

85 1225 高知県須崎土木事務所 湯浅工業㈱ 10.10 11.02 県道四国カルスト公園縦断線道路災害復旧工事 高知県 高岡郡檮原町五段城

86 1249 高知県本山土木事務所 ㈲岡本建設 10.11 11.03 県道高知伊予三島線緊急地方道路整備工事 高知県 土佐郡大川村大北川

87 1266 高知県須崎林業事務所 ㈱竹内建設 10.12 11.07 芳生野予防治山工事 高知県 高岡郡東津野村芳生野

88 1267 高知県安芸土木事務所 ㈱竹内建設 11.01 11.05 国道493号災害防除工事 高知県 安芸郡北川村崎山

89 1269 高知県安芸林業事務所 西本興業㈱ 11.01 11.09 下山復旧治山工事 高知県 安芸市下山

90 1293 建設省中村工事事務所 ㈱伊与田組 11.02 11.03 磯ノ川防災外３件工事 高知県 中村市磯ノ川

91
1307 建設省土佐国道工事事務所 ㈱竹内建設 11.03 11.10 平成10年度橘地区防災工事 高知県 吾川郡吾川村橘

92 1308 高知県安芸土木事務所 湯浅建設㈱ 11.03 11.11 県道安田東洋線災害防除工事 高知県 安芸郡北川村轟

93 1342 高知県越知町 ㈲片岡組 11.05 11.09 町道鎌井田桑薮線落石防護工事 高知県 高岡郡越知町鎌井田

94 1358 高知県室戸土木事務所 ㈱竹内建設 11.07 11.09 室港改第２号甲浦港県単改良工事 高知県 安芸郡東洋町甲浦

95 1373 高知県越知土木事務所 ㈱竹内建設 11.08 12.01 越道防（特）第４－１号県道中津公園線道路防災工事 高知県 吾川郡吾川村名野川

96
1374 高知県安芸土木事務所 ㈲北川興業 11.08 12.01

緊道整（Ａ）第１－７－２号県道安田東洋線緊急地方道路
整備工事

高知県 安芸郡北川村島

97 1396 高知県中村土木事務所 ㈱竹内建設 11.09 11.12 中道防第４－12号国道381号道路防災工事 高知県 幡多郡西土佐村半家

98 1398 高知県中村土木事務所 湯浅工業㈱ 11.09 11.11 国道441号道路防災工事 高知県 幡多郡西土佐村芽生

99
1402 建設省土佐国道工事事務所 ㈱竹内建設 11.10 12.06 平成11年度橘地区外１件防災工事 高知県 吾川郡吾川村橘

100 1433 高知県本山土木事務所 ㈱本川建設 11.11 交安国第10－７号国道194号交通安全施設等整備工事 高知県 土佐郡本川村桑瀬

101 1438 高知県中村林業事務所 ㈱竹内建設 11.12 12.03 第570号白浜環境防災林整備工事 高知県 幡多郡佐賀町白浜

102 1439 高知県中村林業事務所 ㈱竹内建設 11.12 12.03 第59号貝ノ川復旧治山工事 高知県 土佐清水市貝ノ川

103 1440 高知県伊野林業事務所 ㈱竹内建設 11.12 12.03 第115号川又予防治山工事 高知県 吾川郡吾北村川又

104 1441 高知県中村土木事務所 ㈱伊与田組 11.12 12.02 市野瀬防災外２件工事 高知県 幡多郡佐賀町市野瀬

105 1442 高知県北川村 ㈲浜渦工務店 11.12 12.01 村道東岸線落石対策工事 高知県 安芸郡北川村野友

106 1460 高知県大月町 ㈱竹内建設 12.01 12.03 平成11年度古満目山地災害防止事業 高知県 幡多郡大月町古満目

107 1461 高知県中村土木事務所 ㈲大宮建設 12.01 12.02 道改国第５－56号国道381号道路改築工事 高知県 幡多郡西土佐村半家

108 1544 高知県須崎林業事務所 ㈱竹内建設 12.07 13.03 川口№２予防治山工事 高知県 幡多郡十和村川口

109
1556 国土交通省中村工事事務所 ㈱土居建設 12.08 12.10 平成12年度市野瀬防災工事 高知県 幡多郡佐賀町市野瀬

110 1557 高知県高知土木事務所 ㈲新港建設工業 12.08 13.02 五台山東和地区急傾斜地崩壊対策工事 高知県 高知市五台山
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111
1564 高知県東津野村 ㈱竹内建設 12.09 12.10

平成12年度高知県山地災害防止事業新田地区山地災害
防止工事

高知県 高岡郡東津野村新田

112 1588 高知県伊野林業事務所 ㈱竹内建設 12.10 13.03 川又予防治山工事 高知県 吾川郡吾北村川又

113 1589 高知県室戸土木事務所 ㈱竹内建設 12.10 12.12 甲浦県単改良工事 高知県 安芸郡東洋町甲浦

114 1602 高知県北川村 ㈲森本建機 12.11 12.12 北村単第６号林道野川線落石対策工事 高知県 安芸郡北川村野川

115 1615 高知県中村林業事務所 ㈱竹内建設 12.12 13.03 大江予防治山工事 高知県 幡多郡西土佐村大江

116 1616 高知県伊野土木事務所 ㈱竹内建設 12.12 13.02 県道西津賀才日比原線緊急地方道路整備工事 高知県 吾川郡吾北村小川樅ノ木山

117 1626 高知県宿毛土木事務所 ㈱竹内建設 13.01 13.03 県道柏島二ツ石線道路防災工事 高知県 幡多郡大月町大堂

118 1627 高知県伊野林業事務所 ㈱竹内建設 13.01 13.03 代次山地災害防止工事 高知県 吾川郡吾北村代次

119 1628 高知県高知土木事務所 ㈱竹内建設 13.01 13.03 県道弘瀬高知線道路改良工事 高知県 土佐郡土佐山村弘瀬

120 1638 緑資源公団 四万十建設ＪＶ 13.02 平成11年度清水・東津野第１工区開設工事 高知県 幡多郡大正町田野々

121
1662

高知県農林水産部農業政策
課

㈱竹内建設・新谷建設
JV

12.10 14.03 ふるさと林道緊急整備事業平安トンネル工事 高知県 幡多郡大月町平山

122 1690 緑資源公団 土佐森林開発建設JV 13.07 14.03 平成13年度清水東津野線第4工区開設工事 高知県 土佐清水市上野

123 1691 高知県須崎林業事務所 ㈱竹内建設 13.07 14.05 芳生野災害関連緊急治山工事 高知県 高岡軍東津野村芳生野

124 1700 高知県本山土木事務所 ㈱竹内建設 13.08 14.02 県道本川大杉線道路災害復旧工事 高知県 土佐郡土佐町井尻

125 1701 高知県須崎林業事務所 ㈱竹内建設 13.08 14.03 ゆずりは予防治山工事 高知県 高岡郡中土佐町久札

126 1702 高知県高知土木事務所 ㈱武田組 13.08 14.03 五台山東和地区急傾斜地崩壊対策工事 高知県 高知市五台山

127 1725 高知県本山土木事務所 ㈱竹内建設 13.09 14.01 県道坂瀬吉野線道路防災工事 高知県 長岡郡本山町吉野

128
1728

国土交通省土佐国道工事事
務所

㈱上岡西山工務店 13.09 14.01 大尾外1件防災工事 高知県 吾川郡吾川村橘

129 1744 高知県安芸土木事務所 (有)ムクタ工業 13.10 13.11 県道安田東洋線緊急地方道路整備工事 高知県 安芸郡安田町瀬切

130
1745

国土交通省土佐国道工事事
務所

藤本建設㈱ 13.10 14.02 平成13年度羽根防災工事 高知県 室戸市羽根町

131 1746 高知県本山土木事務所 ㈱植村組 13.10 14.03 穴内二区急傾斜地崩壊対策工事 高知県 長岡郡大豊町穴内

132 1765 高知県中村林業事務所 ㈱竹内建設 13.11 14.03 柏島予防治山工事 高知県 幡多郡大月町柏島

133 1766 高知県本山土木事務所 ㈱本川建設 13.11 13.12 日ノ浦(上）急傾斜地崩壊対策工事 高知県 土佐郡本川村脇ノ山

134 1767 高知県北川村 (有)田所建設 13.12 14.03 北村単第0号林道落合栗ノ上線落石防止対策工事 高知県 安芸郡北川村木積

135 1787 高知県室戸土木事務所 ㈱竹内建設 14.01 14.03 野根漁港維持修繕工事 高知県 安芸郡東洋町野根

136 1797 高知県安芸土木事務所 湯浅工業㈱ 14.02 14.03 県道安田東洋線災害防除工事 高知県 安芸郡北川村久江ノ上

137 1798 高知県高知土木事務所 ㈱竹内建設 14.02 14.05 五台山東和地区急傾斜地崩壊対策工事 高知県 高知市五台山

138 1814 高知県安芸土木事務所 (有)興国建設 14.05 14.09 県道大久保伊尾木線緊急地方道路整備工事 高知県 安芸市大井
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139 1835 高知県北川村 (有)田所建設 14.06 14.10 林道落合宗ノ上線落石防止対策工事 高知県 安芸郡北川村宗ノ上

140 1836 高知県安芸林業事務所 (有)森安工業 14.06 別役ゼンミョウ谷復旧治山工事 高知県 安芸市別役

141 1859 緑資源公団 四万十JV 14.08 14.12 平成14年度清水東津野線第1工区開設工事 高知県 幡多郡大正町田野々

142 1910 高知県高知市 ㈱竹内建設 14.11 15.02 四ケ峰落石防止工事 高知県 高知市高見町

143 1956 高知県伊野土木事務所 田中建設㈱ 15.04 15.05 県道柳瀬越知線緊急地方道路整備工事 高知県 高岡郡日高村

144 2015 緑資源公団 土佐森林開発建設ＪＶ 15.08 16.03 平成15年度清水東津野線第４工区開設工事 高知県 土佐清水市上野

145 2020 高知県中村林業事務所 運平建設(有) 15.09 15.10 第932号藤縄予防治山工事 高知県 幡多郡佐賀町藤縄

146 2039 高知県須崎土木事務所 ㈱竹内建設 15.10 15.12 久礼港県単改良工事 高知県 高岡郡中土佐町久礼

147 2058 高知県宿毛土木事務所 ㈱竹内建設 15.11 16.02 大浦(西）急傾斜地崩壊対策工事 高知県 幡多郡大月町大浦

148
2101 高知県土佐清水土木事務所 ㈱竹内建設 16.02 16.07 国道321号災害防除工事 高知県 土佐清水市大津

149
2115 高知県魚さい公社

三菱レイヨンエンジニア
リング㈱

16.03 16.04 高知県魚さい加工公社移転新築工事 高知県 高知市

150 2206 高知県須崎土木事務所 ㈱竹内建設 16.12 17.03 須港改第６号　久札港県単改良工事 高知県 高岡郡中土佐町

151
2212

国土交通省
土佐国道事務所

㈱竹内建設 17.01 17.02 平成１５-１６年度　御崎災害復旧工事 高知県 安芸郡東洋町

152 2217 高知県いの土木事務所 (有)手箱建設 17.01 17.03 特－国第１-１号　国道１９４号特殊改良一種工事 高知県 吾川郡いの町戸中

153 2237 高知県須崎土木事務所 日東河川工業㈱ 17.04 17.05 港高潮第４-１号　須崎港海岸（高潮）工事 高知県 須崎市大峰

154 2443
高知県中央東土木事務所本
山事務所

㈱香川建設 19.01 19.03 道改国第４－１－８号　国道４３９号道路改築工事 高知県 長岡郡大豊町落合

155 2554 高知県須崎土木事務所 ㈱山興 20.01 20.01 須交安　第301号　国道194号交通安全施設整備工事 高知県 高岡郡梼原町

156 2557
国土交通省　四国地方整備局
中村河川国道事務所

西南経常建設ＪＶ 20.01 20.03 平成19年度　白浜歩道設置（その1）工事 高知県 幡多郡黒潮町

157 2615 高知県安芸土木事務所 サクセス工業㈱ 20.09 20.12 道交第45-004-2号県道安田東洋線道路交付金工事 高知県 安芸郡安田町

158 2670 高知県安芸土木事務所 ㈲木下建設 21.02 21.03 道交第48-103-6号国道493号地方道路交付金工事 高知県 安芸郡北川村

159 2725 高知県中央西林業事務所 ㈱ジオテク 21.08 22.01 緊急整備第６号　岩屋治山施設緊急整備工事 高知県 吾川郡仁淀川町岩屋

160 2727 高知県須崎土木事務所 入交道路施設㈱ 21.09 21.09 国道１９７号　交通安全施設補修工事 高知県 高岡郡津野町

161 2751
国土交通省四国地方整備局
中村河川国道事務所

山本建設㈱ 21.10 22.03 平成２１年度　中村管内情報BOX補修外工事 高知県 幡多郡黒潮町白浜

162 2812 藤本邸 栄宝生建設㈱ 22.08 22.09 藤本邸･石垣補修･岩盤接着工事 高知県 高知市愛宕山

163
2863 高知県高知土木事務所 ㈱ロードグリーンズ 22.11 23.03

道交地（改築）第21‐017‐7号県道春野赤岡線地域活力基
盤創造交付金工事

高知県 高知市春野町仁ノ

164
2925

高知県幡多土木事務所宿毛
事務所

栄宝生建設㈱ 23.08 23.11
道交地（防災）第45-045-3号県道沖ノ島循環線地域活力
基盤創造交付金工事

高知県 宿毛市沖ノ島弘瀬



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績（高知）
2019年5月まで　187件

No 実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

165
2939

高知県幡多土木事務所宿毛
事務所

栄宝生建設㈱ 23.10 23.11
道交地自主（防災）第14-111-3号県道沖ノ島循環線地域
自主戦略交付金工事

高知県 宿毛市沖ノ島母島

166 2965 四国旅客鉄道㈱ 四国開発建設㈱ 24.01 24.01 土讃線大田口・土佐穴内間82ｋ７７０ｍ　のり面修繕工事 高知県 長岡郡大豊町

167 3045 高知県高知土木事務所 (有)今橋組 24.11 25.1 急傾　第8-1-15号　地京谷（2)急傾斜地崩壊対策工事 高知県 高知市神田地京谷

168
3073

高知県幡多土木事務所宿毛
事務所

栄宝生建設㈱ 25.2 25.3
道交地自主（防災）第15-165-2号　県道沖ノ島循環線地
域自主戦略交付金工事

高知県 宿毛市沖ノ島母島

169 3106 高知県馬路村 (有)岩城組 25.6 25.9 25災第4号　第25-13号　村道日浦線　道路災害復旧工事 高知県 安芸郡馬路村

170
3120 高知県幡多土木宿毛事務所 栄宝生建設㈱ 25.8 25.9

道交地防安（防災）　第107-040-2号　県道沖ノ島循環線
防災・安全交付金工事

高知県 宿毛市沖の島町母島

171
3138 高知県幡多土木宿毛事務所 中山興業㈱ 25.10 25.12

道交地防安（防災）　第107-040-2号　県道沖ノ島循環線
防災・安全交付金工事

高知県 宿毛市沖の島町母島

172
3143 高知県いの町 (有)手箱建設 25.10 26.3

25災　第37号　　平成25年度　町道瓶ヶ森線道路災害復
旧工事

高知県 吾川郡いの町

173
3162 高知県中央西林業事務所 ㈱四国ネット 25.12 26.6 予防　第803号　岩ノ谷　予防治山工事 高知県 吾川郡いの町

174 3171 高知県馬路村 (有)岩城組 26.2 26.2 エヤノマキ環境保全工事 高知県 安芸郡馬路村

175
3175 四国旅客鉄道㈱ 四国開発建設㈱ 26.2 26.3

知保工25　第30号　予土線江川崎・半家間34ｋ780ｍ付近
外4土留壁修繕工事

高知県 四万十市

176
3230 高知県幡多土木宿毛事務所 栄宝生建設（株） 26.7 26.11

道交地防安（防災）　第107-040-2号　県道沖ノ島循環線
防災・安全交付金工事

高知県 宿毛市沖の島町母島

177
3237 高知県高知土木事務所 ㈲エコグリーン 26.8 26.9

高単公第1-1-1号　　　春野総合運動公園県単整備（運動
広場A路側石積擁壁補修）工事

高知県 高知市春野町芳原

178
3260 高知県幡多土木宿毛事務所 中山興業（株） 26.11 27.3

道交地防安（防災）　第107-040-3号　県道沖ノ島循環線
防災・安全交付金工事

高知県 宿毛市沖の島町母島

179
3344 高知県幡多土木宿毛事務所 栄宝生建設㈱ 27.10 28.2

道交地防安（離島）第107-040-3号　県道沖ノ島循環線防
災・安全交付金工事

高知県 宿毛市沖ノ島町

180
3367 四国旅客鉄道㈱ 四国開発建設㈱ 27.12 28.3

土讃線安和・土佐久礼間第１安和架道橋外3　橋りょう修
繕工事

高知県 土讃線　安和・久礼間

181
3370 四国旅客鉄道㈱ 四国開発建設㈱ 28.1 28.1

土讃線土佐穴内・大杉間83ｋ90ｍ外4　張コンクリート継目
修繕他工事

高知県 土讃線　穴内・大杉外4

182 3376 高知県高知市 ムラノ産業㈲ 28.2 28.3 桂浜公園竜王岬落石予防工事 高知県 高知市

183 3412
四国旅客鉄道㈱ 四国開発建設㈱

28.8 28.10
知保工28第16号　土讃線土佐北川駅構内93ｋ150ｍのり
面修繕工事

高知県 長岡郡大豊町

184 3448
四国旅客鉄道㈱ 四国開発建設㈱

29.1 29.2
知保工28第41号　予土線半家・十川間38ｋ130ｍ外1土留
壁修繕工事

高知県 半家・十川間



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績（高知）
2019年5月まで　187件

No 実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

185 3461
四国旅客鉄道㈱ 四国開発建設㈱

29.3 29.3
知保工28第52号　予土線半家・十川間44ｋ950ｍ外2土留
壁修繕工事

高知県 半家・十川間

186 3629
四国旅客鉄道㈱

四国開発建設㈱高知
営業所 31.4 1.5

知保工19第14号土讃線繁籐・新改間99ｋ981ｍ水路修繕
工事

高知県 香美市

187 3630
ヤマト工務店 ㈲今橋組 1.6 1.6

高橋邸ブロック修繕工事 高知県 高知市



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績（福岡）
2019年5月まで

No 実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

1 604 福岡県那珂土木事務所 ㈱岡澤組 4.09 4.10 一般国道385号線道路防災工事 福岡県 筑紫郡那珂川町市の瀬

2 1830 福岡県八女土木事務所 九州日植㈱ 14.03 14.12 緊急第13809-009号道路災害防除工事 福岡県 八女郡矢部村北矢部

3 2761 福岡県朝倉土木事務所 技研興業㈱ 21.11 22.03 起工第24203-001号　宝珠山日田線道路災害防除工事 福岡県 朝倉郡東峰村大字宝珠山

4 3273 福岡県京築県土整備事務所 ㈱日本総建 26.12 27.3 直方行橋線　道路防災工事 福岡県 行橋市大字矢山地内



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績（佐賀）
2019年5月まで　33件

No 実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

1 685 佐賀県唐津農林事務所 ㈱土井組 5.10 5.11 林道開設事業三方山線4工区工事 佐賀県 東松浦郡相知町伊岐佐

2 891 瀧光徳寺 明治コンサルタント㈱ 8.09 8.10 瀧光徳寺奥の院落石防止(岩盤接着)工事 佐賀県 三養基郡基山町瀧光徳寺

3 1134 建設省佐賀国道工事事務所 笠原建設㈱ 10.03 11.01 南波多地区改良工事 佐賀県 伊万里市南波多町水留

4 1168 佐賀県佐賀土木事務所 ㈱富士建 10.03 10.08 県道広滝大和富士線他道路防災対策工事 佐賀県 佐賀郡富士町小副川

5 1210 建設省佐賀国道工事事務所 佐伯建設㈱ 10.09 11.03 佐賀202号南波多地区防災工事 佐賀県 伊万里市南波多町水留

6 1211 佐賀県佐賀土木事務所 ㈱富士建 10.09 11.01 県道広滝・大和・富士線道路防災対策工事 佐賀県 佐賀郡富士町小副川

7 1231 佐賀県唐津農林事務所 ㈱富士建 10.10 11.03 野々平地区復旧治山事業 佐賀県 東松浦郡厳木町天川

8 1278 建設省佐賀国道工事事務所 ㈱大島組 11.01 11.02 行合野地区防災工事 佐賀県 東松浦郡北波多村行合野

9 1354 佐賀県唐津農林事務所 ㈱富士建 11.07 12.03 復旧治山事業野々平地区工事 佐賀県 東松浦郡巌木町天川

10 1371 佐賀県唐津農林事務所 ㈱富士建 11.08 12.02 復旧治山事業相賀地区工事 佐賀県 唐津市湊

11 1409 佐賀県武雄農林事務所 ㈱富士建 11.10 12.03 予防治山事業小路地区第１号工事 佐賀県 武雄市武雄町

12 1580 建設省佐賀国道工事事務所 ㈱土井組 12.10 13.02 行合野地区防災工事 佐賀県 東松浦郡北波多村行合野

13 1581 佐賀県武雄農林事務所 ㈱富士建 12.10 13.03 平成12年度予防治山事業東飯盛地区工事 佐賀県 杵島郡北方町大崎

14 1724 佐賀県武雄農林事務所 ㈱富士建 13.09 14.03 予防治山事業東飯盛地区工事 佐賀県 杵島郡北方町大崎

15 1788 佐賀県唐津農林事務所 ㈱内山組 14.01 14.03 地域防災対策総合治山事業鏡山地区工事 佐賀県 唐津市鏡山

16 1832 佐賀県唐津農林事務所 ㈱富士建 14.05 14.12 地域防災対策総合治山事業鏡山地区 佐賀県 東松浦郡浜玉町

17 1922 佐賀県唐津農林事務所 ㈱富士建 14.12 15.03 予防治山事業高江地区工事 佐賀県 東松浦郡玄海町

18 2030 佐賀県武雄農林事務所 ㈱富士建 15.09 16.03 地域防災対策総合治山事業御船山地区第1号工事 佐賀県 武雄市武雄町

19 2043 佐賀県唐津農林事務所 ㈱内山組 15.10 16.03 地域防災対策総合治山事業鏡山地区第1号工事 佐賀県 東松浦郡浜玉町

20 2140 佐賀県武雄農林事務所 ㈱富士建 16.08 17.03 地域防災対策総合治山事業御船山地区第1号工事 佐賀県 武雄市武雄町

21 2277 佐賀県鹿島農林事務所 ㈱富士建 17.08 18.03 予防治山事業鹿谷地区第１号工事 佐賀県 藤津郡嬉野町

22 2290 佐賀県武雄農林事務所 ㈱富士建 17.09 18.03 地域防災対策総合治山事業御船山地区第1号工事 佐賀県 武雄市武雄町

23 2308 佐賀県唐津農林事務所 日本建設技術㈱ 17.12 18.01 予防治山事業岩本地区 佐賀県 唐津市相知町

24 2399 佐賀県武雄農林事務所 ㈱富士建 18.09 19.02 地域防災対策総合治山事業　御船山地区第２号工事 佐賀県 武雄市武雄町

25 2403 佐賀県武雄農林事務所 ㈱富士建 18.09 19.03 地域防災対策総合治山事業　御船山地区第１号工事 佐賀県 武雄市武雄町

26 2415 佐賀県唐津農林事務所 ㈱富士建 18.10 19.02 予防治山事業　平山地区　第1号工事 佐賀県 唐津市相知町

27 2430 佐賀県唐津農林事務所 ㈱富士建 18.11 19.03 予防治山事業　野々平地区　第1号工事 佐賀県 唐津市厳木町天川

28
2435

佐賀県佐賀県唐津農林事務
所

㈱富士建 18.12 19.03 平成18年度予防治山事業野々平地区第1号工事 佐賀県 唐津市厳木町天川

29 2491 佐賀県武雄農林事務所 ㈱富士建 19.08 20.0１ 御船山地区地域防災対策総合治山事業 佐賀県 武雄市武雄町大字武雄



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績（佐賀）
2019年5月まで　33件

No 実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

30 2494 佐賀県唐津農林事務所 ㈱富士建 19.08 20.02 野々平地区奥地保安林保全緊急対策事業 佐賀県 唐津市厳木町大字天川

31 2881 佐賀県神埼土木事務所 ㈱富士建 23.03 23.09 三瀬神埼線道路橋梁保全工事 佐賀県 神埼市

32 3247 佐賀県嬉野市役所 (株)富士建 26.9 27.3 平成26年度　市道諸津線道路防災工事 佐賀県 嬉野市　嬉野町

33 3488
佐賀県唐津農林事務所 日本建設技術㈱

29.8 29.11

復旧治山　第7111152-001号　野口地区復旧治山事
業工事（落石防止工）

佐賀県 唐津市厳木町岩屋



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績（長崎）
2019年5月まで

No 実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

1
772 長崎県時津町 丸田開発㈱ 7.03 さばくさらかし岩の安全対策工事 長崎県 西彼杵郡時津町元村郷

2
1028 長崎県島原振興局 上野工業 9.09 10.03 東宮a地区地域防災対策総合治山事業 長崎県 南高来郡加津佐町東宮

3
1125 長崎県対馬支庁林業部 ㈲船越組 10.02 10.03 立亀地区自然災害防止事業 長崎県 下県郡巌原町大手橋

4
1810 長崎県島原振興局 ㈱三喜工業 14.03 14.04 冨士山地区環境防災整備工事（1工区） 長崎県 南高来郡口之津町冨士山

5
2760 長崎県県央振興局農林部 田中工業㈱ 21.11 22.03

２１治山第２号　本郷地区復旧治山工事のうち岩接着工
事一式

長崎県 西海市崎戸町本郷

6
2788 長崎市上下水道局 ㈱森谷商会 22.05 22.06 木鉢配水槽造成工事 長崎県 長崎市木鉢町

7
3154

長崎県壱岐振興局農林水産
部

㈱昭大建設 25.11 26.3 24繰壱振林第3号　初瀬地区予防治山工事（3工区） 長崎県 壱岐市郷ノ浦町初山東触

8 3468

長崎県対馬振興局上県出張
所

㈱ヤマダ
29.4 29.8

28総離県災防補　第3-1号　一般県道鹿見港線道路災害
防除工事（1工区）

長崎県 対馬市上県町鹿見

9 3544
長崎県対馬振興局上県土木
出張所

㈱ヤマダ
30.5 30.10

一般県道鹿見港線道路災害防除工事（落石防護柵工） 長崎県 対馬市上県町鹿見

10 3554
長崎県県北振興局 ㈱山口組

30.6 30.10
一般県道俵ヶ浦日野線道路災害防除工事 長崎県 佐世保市赤崎町

11 3581
長崎県佐世保市都市整備部 ㈱M・T・Gｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

30.9 31.3
中央公園法面改修工事 長崎県 佐世保市谷郷町

12 3626
長崎県北振興局 西海地研㈱

31.4 31.8
一般県道俵ケ浦日野線道路災害防除(法面工) 長崎県 佐世保市船越町



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績（熊本）
2019年5月まで

No 実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

1 1229 熊本県一の宮土木事務所 ライト工業㈱ 10.10 11.02 国道212号災害防除工事 熊本県 阿蘇郡阿蘇町湯浦

2 1230 熊本県八代土木事務所 山陽技研㈱ 10.10 11.03 国道445号災害防除工事 熊本県 八代郡泉村椎原

3 1290 熊本県球磨農林事務所 ㈱哲建設 11.02 11.03 球磨管内予防治山事業第26号 熊本県 球磨郡山江村万江平原

4 1534 熊本県八代土木事務所 ヒノマル㈱ 12.07 12.09 上赤根急傾斜地崩壊対策工事 熊本県 八代郡泉村栗本

5
2633 熊本県菊池振興局 ㈱タイヨー緑化工業 20.10 21.02

平成20年度緊道整B防災第1045-0-101号　阿蘇公園菊
池線緊急地方道路整備(災害防除)工事他合併

熊本県 菊池市原 地内

6 2681 熊本県天草市 (有)鬼海組 21.05 21.07 漁港第１２号　小田床漁港道路法面改良工事 熊本県 天草市天草町下田南地内



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績（大分）
2019年5月まで

No 実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

1 567 大分県国東土木事務所 九州特殊土木㈱ 3.12 4.03 稲積姫島港線災害防災工事 大分県 東国東郡姫島村金

2 687 大分県国東土木事務所 九州特殊土木㈱ 5.11 6.03 防災単第4号災害防除工事 大分県 東国東郡姫島村金

3 721 大分県中津土木事務所 北部特殊土木㈱ 6.06 6.07 緊急地防A第9-11号災害防除工事森耶馬渓線 大分県 下毛郡耶馬渓町山移

4 1337 大分県日田地方振興局 佐藤建設 11.04 11.12 日田局林第５号予防治山工事 大分県 日田郡天瀬町いだけ

5 1410 大分県日田地方振興局 佐藤建設 11.10 12.03 日田局林第１号予防治山工事 大分県 日田郡天瀬町いだけ

6 1477 大分県玖珠土木事務所 天領工業㈲ 12.02 12.03 11災国道第1066号道路災害復旧工事 大分県 玖珠郡玖珠町森

7 1545 大分県野津原町 ㈱さとうベネック 12.07 12.08 野津原落石防護工 大分県 大分郡野津原町楢野

8 1582 大分県日田地方振興局 ㈱さとうベネック 12.10 13.03 日田局林予防治山工事 大分県 日田郡天瀬町いだけ

9 1911 大分県犬飼町 九州特殊土木工業㈱ 14.11 15.01 平成14年度国指定史跡犬飼石仏保存工事 大分県 大野郡犬飼町田原

10 2324 大分県大分地方振興局 豊国建設㈱ 18.02 18.03 H17予防第3号碇山地区治山工事 大分県 大分市津守町碇山

11 2432 大分県中部地方振興局 豊國建設㈱ 18.12 19.03 H18中局予防第６号碇山地区治山工事 大分県 大分市津守字碇山

12
2676

大分県北部振興局農林基盤
部農村整備班

東桂防災㈱ 21.03 21.03 20農免深耶馬2期法保3期工事 大分県 中津市耶馬渓町

13 3059 大分県臼杵土木事務所 ㈱重松組 24.12 25.2 平成24年度　交社急対　第11号　急傾斜地崩壊対策工事 大分県 津久見市大字保戸島

14 3087 大分県臼杵土木事務所 朝日工業㈱ 25.6 25.7 平成24年度　道改単合臼第3-2号　道路改良工事 大分県 臼杵市大字乙見

15 3281 大分県臼杵土木事務所 協和産業㈱ 27.3 27.3 平成26年度　交付地改臼　第1-2号　道路改良工事 大分県 津久見市四浦荒代地内

16 3288 藪不動尊 ㈱トーケイ 27.5 27.6 藪不動尊落石対策工事 大分県 日田市東有田月出町　地内



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績（宮崎）
2019年5月まで

No 実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

1 932 宮崎県南那珂農林振興局 吉原建設㈱ 8.12 9.03 牧内地区予防治山事業 宮崎県 日南市益安字牧内

2 933 宮崎県南那珂農林振興局 ロック建設㈱ 8.12 9.03 白木俣地区予防治山事業 宮崎県 日南市酒谷甲字白木俣

3 1040 宮崎県南那珂農林振興局 吉原建設㈱ 9.09 10.03 予防治山事業迫前地区 宮崎県 日南市北郷町迫前

4 1060 宮崎県南那珂農林振興局 永野建設 9.10 9.11 予防治山事業白木俣地区 宮崎県 日南市酒谷甲字白木俣

5 1248 宮崎県南那珂農林振興局 吉原建設㈱ 10.11 11.03 迫前地区予防治山事業 宮崎県 南那珂郡北郷町大藤甲

6 1279 宮崎県南那珂農林振興局 浜田建設㈱ 11.01 11.03 予防治山事業（牧内地区） 宮崎県 日南市牧内

7 1291 宮崎県南那珂農林振興局 浜田建設㈱ 11.02 復旧治山事業鵜戸地区岩接着落石防止工事 宮崎県 日南市宮浦宇鵜戸

8 1292 宮崎県日南市 浜田建設㈱ 11.02 11.03 牧内羽山地区防災工事 宮崎県 日南市牧内羽山

9 1435 宮崎県南那珂農林振興局 吉原建設㈱ 11.11 12.03 予防治山事業迫前地区 宮崎県 南那珂郡北郷町大藤甲

10 1436 宮崎県日向土木事務所 水本建設㈱ 11.12 12.01
平成11年度県防災第01-1-1-号　緊急輸送道路等防災
対策（防火）

宮崎県 東臼杵郡諸塚村七ツ山

11 1562 宮崎県南那珂農林振興局 吉原建設㈱ 12.09 13.02 平成12年度予防治山事業（迫前） 宮崎県 南那珂郡北郷町大藤甲

12 1584 宮崎県西臼杵支庁 興梠建設合 12.10 13.03 一般国道218号道路災害防除工事（岩接着工） 宮崎県 西臼杵郡高千穂町押方

13 1923 宮崎県児湯農林振興局 ㈱伊達組 14.12 15.03 地域防災対策総合治山事業（冷水谷） 宮崎県 児湯郡西米良村村所

14 1937 宮崎県東臼杵振興局 菊池建設㈱ 15.01 15.03 平成14年度治山事業林地荒廃防止事業（ヲソノ﨑） 宮崎県 東臼杵郡諸塚村家代ヲソノ崎

15 1938 宮崎県延岡土木事務所 大瀬建設産業㈱ 15.02 15.03 緊急輸送道路等防災対策工事（災関） 宮崎県 東臼杵郡北方町申字西田

16 1996 宮崎県児湯農林振興局 ㈱伊達組 15.07 15.07 平成14年度地域防災対策総合治山事業（冷水谷） 宮崎県
児湯郡西米良村大字村所字桐
原

17 2048 緑資源公団 大瀬建設産業㈱ 15.11 15.11 宇目須木線第1工区開設工事（岩接着） 宮崎県 西臼杵郡日之影町

18 2051 緑資源機構 日豊建設企業体 15.11 15.12 宇目・須木線開削工事第1工区 宮崎県 東臼杵郡日之影

19 2074 宮崎県延岡土木事務所 大瀬建設産業㈱ 15.12 16.03 緊急地方道路整備工事 宮崎県 東臼杵郡北方町大字申字西畑

20 2075 宮崎県延岡土木事務所 日新興業㈱ 15.12 16.03 平成15年度緊急地方道路整備災害防除B第3-6-2号 宮崎県 東臼杵郡北方町大字申字西畑

21 2092 宮崎県児湯農林振興局 ㈱伊達組 16.01 16.10 平成15年度地域防災対策総合治山事業（冷水谷） 宮崎県 児湯郡西米良村大字村所

22 2094 宮崎県東臼杵振興局 大瀬建設産業㈱ 16.02 16.03
一般県道上祝子網の瀬線緊急地方道路整備工事（災害
防除B)

宮崎県 東臼杵郡北方町大字申字西畑

23 2232 宮崎県延岡土木事務所 大瀬建設産業㈱ 17.03 17.07 緊急地方道整備事業上祝子網の瀬線防災工事 宮崎県 東臼杵郡北方町大字申字西畑

24 2742 宮崎県延岡市 大瀬建設産業㈱ 21.10 21.10 城山石垣補修工事 宮崎県 延岡市

25 2747 宮崎県延岡市 モール地研㈱ 21.10 22.02 既設公園整備工事 宮崎県 延岡市



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績（鹿児島） 2019年5月まで　34件

No 実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

1 1067 鹿児島県宮ノ城土木事務所 ㈱三竹工業 9.10 10.03 第10号県単道路整備（災害防除）工事 鹿児島県 薩摩郡祁答院町小牧

2 1262 鹿児島県宮之城土木事務所 ㈱三竹工業 10.12 11.07 第５号県単道路整備（災害防除）工事 鹿児島県 薩摩郡入来町清浦

3 1370 鹿児島県宮之城土木事務所 ㈱三竹工業 11.08 12.03 第１号県単道路整備（災害防除）工事 鹿児島県 薩摩郡入来町清浦

4 1558 鹿児島県大島支庁 マルトミ工業㈱ 12.08 12.10 道路災害防除工事（山間１工区） 鹿児島県 大島郡住用村山間

5 1583 鹿児島県出水農林事務所 野村建設工業㈱ 12.10 12.12 予防治山事業 鹿児島県 阿久根市大川北平

6 1604 鹿児島県出水農林事務所 ㈲中畠組 12.11 13.03 予防治山事業 鹿児島県 阿久根市大川北平

7 1653 鹿児島県出水農林事務所 ㈱石原組 13.04 13.05 予防治山事業 鹿児島県 阿久根市大川北平

8 1672 鹿児島県宮之城土木事務所 ㈱三竹工業 13.03 13.08 第1号県単道路整備(災害防除）工事（清浦工区） 鹿児島県 薩摩郡入来町清浦

9 1722 鹿児島県宮之城土木事務所 ㈱三竹工業 13.09 14.03 第1号県単道路整備（災害防除)工事 鹿児島県 薩摩郡入来町清浦

10 1723 鹿児島県出水農林事務所 阿久根建設㈱ 13.09 14.04 予防治山事業 鹿児島県 阿久根市大川北平

11 1748 鹿児島県鹿児島市 九州特殊土木工業㈱ 13.11 14.04 花野口交差点改良工事（2工区） 鹿児島県 鹿児島市伊敷町

12 1806 鹿児島県出水農林事務所 ㈱石原組 14.03 予防治山事業 鹿児島県 阿久根市大川北平

13 1831 鹿児島県宮之城土木事務所 ㈱三竹工業 14.05 15.01 第2号県単道路整備（災害防除）工事〈1工区） 鹿児島県 薩摩郡入来町清浦

14 1834 鹿児島県宮之城土木事務所 ㈱大阪防水建設社 14.05 15.01 第2号県単道路整備8災害防除）工事（2工区） 鹿児島県 薩摩郡入来町清浦

15 1912 鹿児島県鹿児島市 マルトミ工業㈱ 14.11 15.03 花野丸岡線道路災害防止工事 鹿児島県 鹿児島市伊敷町

16 1939 鹿児島県鹿児島農林事務所 マルトミ工業㈱ 15.02 15.03 県費単独治山事業 鹿児島県 鹿児島市磯屋敷

17 1954 鹿児島県鹿屋農林事務所 マルトミ工業㈱ 15.03 15.09 復旧治山事業（ゼロ国債） 鹿児島県 肝属郡佐多町馬籠字岩下

18 1955 鹿児島県出水農林事務所 マルトミ工業㈱ 15.03 15.09 予防治山事業 鹿児島県 阿久根市大川北平

19 2191 鹿児島県農林水産事務所 マルトミ工業㈱ 16.11 17.03 平成１６年度地域防災対策総合治山事業 鹿児島県 鹿児島市吉野町磯屋敷地内

20 2280
鹿児島県鹿児島農林水産事務
所

㈱島津建設 17.08 18.03 １７地域防災対策総合治山事業 鹿児島県 鹿児島市吉野町磯屋敷

21 2302 鹿児島県鹿屋土木事務所 ㈱三竹工業 17.10 18.03 道路災害防除工事（佐多浮津工区） 鹿児島県 肝属郡南大隅町佐多浮津地内

22 2320 鹿児島県薩摩川内市役所 ㈱三竹工業 18.01 18.03 県費単独補助治山事業千貫地区 鹿児島県 薩摩川内市祁答院町藺牟田地内

23 2353 鹿児島県加治木耕地事務所 ㈱三竹工業 18.03 18.08 県営土砂崩壊防止事業竹山地区17-3 鹿児島県 霧島市溝辺町有川地内

24 2362 鹿児島県加治木耕地事務所 東興建設㈱ 18.05 18.07 県営土砂崩壊防止事業竹山地区17-2 鹿児島県 霧島市溝辺町有川地内

25 2384 鹿児島県加治木耕地事務所 進和總業㈱ 18.08 18.10 県営土砂崩壊防止事業竹山地区18-1 鹿児島県 霧島市溝辺町有川地内

26 2385 鹿児島県加治木耕地事務所 西日本興業㈱ 18.08 18.10 県営土砂崩壊防止事業竹山地区18-2 鹿児島県 霧島市溝辺町有川地内

27 2436 鹿児島県鹿屋土木事務所 ㈱三竹工業 18.12 19.04 道路災害防除工事（浮津工区） 鹿児島県 肝属郡南大隈町浮津地内

28 2512 鹿児島県大隈地域振興局 ㈱リーチ開発 19.10 19.11 道路災害防除工事（０国債浮津２工区） 鹿児島県 肝属郡南大隈町浮津地内

29 2513 鹿児島県鹿児島市役所 (有)花木建設 19.10 19.11 竹迫線視線外１線法面補修工事 鹿児島県 鹿児島市小原町

30 2675 鹿児島市役所 ㈱三竹工業 21.03 21.03 常安峰団地残地法面保護業務 鹿児島県 鹿児島市上竜尾町

31 2783 林野庁九州森林管理局 小牧建設㈱ 22.03 22.03 荒川登山道復旧工事 鹿児島県 熊毛郡屋久島町



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績（鹿児島） 2019年5月まで　34件

No 実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

32 3460
鹿児島県南薩地域振興局農林
水産部林務水産課

㈱倉村組
29.3 29.3

平成28年度(補正)復旧治山事業(鬼口地内) 鹿児島県南九州市頴娃町郡鬼口地内

33 3522
鹿児島県北薩地域振興局
建設部

(有)柏木産業 30.2 30.5 平成29年度　急傾斜地崩壊対策工事（尻無1工区）
鹿児島
県

阿久根市大川地内

34 3628
鹿児島県北薩地域振興局 ㈱小田原建設

1.5 1.6
急傾斜地崩壊対策工事（尻無（１）工区 鹿児島県阿久根市



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績（沖縄）
2019年5月まで

No 実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

1 3124 沖縄県浦添市教育委員会 ㈱武村石材建設 25.9 26.2 平成25年度　史跡浦添城跡ワカリジー保全対策工事 沖縄県 浦添市

2
3144

沖縄総合事務局国営沖縄記
念公園事務所

(有)西原農園 25.10 26.3 平成25年度首里城御内原奥書院庭園外整備工事 沖縄県
那覇市国営沖縄記念公園館内
（首里城地区）

3 3173 沖縄県中城村 （有）星城建設 26.2 26.3 平成25年度　歴史の道整備工事 沖縄県
中頭郡中城村字新垣地内、登
又地内

4 3221 沖縄県八重瀬町 武西建設 26.6 26.8 ハナンダー自然橋整備工事 沖縄県 島尻郡八重瀬町

5
3279

沖縄総合事務局国営沖縄記
念公園事務所

金秀グリーン㈱ 27.2 27.7 平成26年度　首里城北城郭（東）地区石積外整備工事 沖縄県
那覇市国営沖縄記念公園館内
（首里城地区）

6 3366
沖縄総合事務局国営沖縄記
念公園事務所

金秀グリーン㈱ 27.12 27.12 平成27年度　首里城南城郭（西）地区整備工事 沖縄県
那覇市国営沖縄記念公園　首
里城地区

7 3375 沖縄県中城村教育委員会 喜舎場石材 28.2 28.2 平成27年度　歴史の道整備工事 沖縄県
中頭郡中城村字新垣、字登又
地内



岩接着ＤＫボンド工法　施工実績（台湾）
2019年5月まで

No 実績表№ 工事発注者 元請業者 自 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

1 2515 台湾交通部道路總局 まるい建設㈱ 19.10 19.11 台湾太魯閣国立公園岩接着工法試験施工 台湾 花蓮縣太魯閣渓谷
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