
工　事　名 ・　納入場所 発注者 施工日
道改地（代行）第23-001-01号　村道朝谷線地域活力創造交付金工事 中央東土木本山事務所 22.10.31
道交(交特定)第11-09-1号　県道住次郎佐賀線道路改良工事 幡多土木事務所 22.10.31
道改地第5-4号　県道龍河洞公園線 中央東土木事務所 22.10.31
県道興津窪川線地域活力基盤創造交付金工事 須崎土木事務所 22.10.31
誠和地区田園交流基盤整備道路工事（その3） 安芸農業振興センター 22.10.31
国道439号地域活力基盤創造交付金工事 須崎土木事務所 22.10.31
道改(交特定)第09-03-1号県道窪川船戸線道路改良工事 須崎土木事務所 22.10.31
平成21年度　奈半利管内付属物設置工事 国土交通省土佐国道事務所 22.10.31
道改(交特定)第06-02-2号　県道南国伊野線道路改良工事 高知土木事務所 22.10.31
中山間第1号　重谷地区ほ場整備工事 高知県 22.10.31
平成21～22年度　市野瀬改良外工事 国交省中村河川国道事務所 22.10.31
道改地(改築)第31-011-5号　藪ケ市松野線地域活力基盤創造交付金工事 幡多土木事務所 22.10.31
市道藤の川線社会資本整備総合交付金工事 西土佐総合支所 22.10.31
町道湊川線社会資本整備総合交付金工事 黒潮町役場 22.10.31
市道手洗川勝間線辺地対策整備工事 四万十市役所 22.10.31
大用大方線道路改良工事 幡多土木事務所 22.10.31
平田橋下部工事 国交省中村河川事務所 22.10.31
川登中村線地域活力基盤創造交付金工事 幡多土木事務所 22.10.31
県道岡本大方線道路改良工事 幡多土木事務所 22.10.31
昭和中村線地域活力基盤創造交付金工事 幡多土木事務所 22.10.31
市道中組7号線 香美市役所 22.10.31
市道新西後入線 香美市役所 22.10.31
県道家俊岩戸真幸線交通安全施設整備工事 中央西土木事務所 22.10.31
船津野根線道路改良工事 安芸土木事務所 22.10.31
道改地第5-4号　県道龍河洞公園線 中央東土木事務所 22.10.31
平成21年度　奈半利管内付属物設置工事（その2） 国土交通省土佐国道事務所 22.11.30
急傾第28-1-16号　榎田急傾斜地崩壊対策工事 中央西土木事務所 22.11.30
道交地(1.5車)第32-005-13号　県道興津窪川線地域活力基盤創造交付金工事 須崎土木事務所 22.11.30
平成21年度　奈半利管内付属物設置工事 国土交通省土佐国道事務所 22.11.30
旭天狗高原線開設1工区工事 中央西林業事務所 22.11.30
安居土居線開設工事 仁淀川町役場 22.11.30
道交地(改築)第11-005-3号　県道安田東洋線地域活力基盤創造交付金工事 安芸土木事務所 22.11.30
H22年度社会資本整備総合交付金事業第22-06-16号　市道有谷線改良工事 香美市役所 22.11.30
第3-3-6号　国道439号道路改築工事 中央西土木事務所 22.11.30
平成21年度　奈半利管内付属物設置工事 国土交通省土佐国道事務所 22.11.30
山のみち第60号　幹線林道開設事業　大野高樽線1工区工事 高知県中央西林業事務所 22.11.30
道交国(特改)第38-001-3号　国道439号地域活力基盤創造交付金工事 幡多土木事務所 22.11.30
国道55号維持管理工事 国土交通省土佐国道事務所 22.11.30
県道宿毛津島線道路改良工事 宿毛土木事務所 22.11.30
平成22年度　社交第3-9-025-1号　市道市野々線社会資本整備総合交付金工事 四万十市役所 22.11.30
道交地（1.5車）第22-022-3号　県道萩中須崎線 幡多土木事務所 22.11.30
宿毛宗呂下川口線地域活力基盤創造交付金工事 宿毛土木事務所 22.11.30
県道大方大正線交通安全施設整備工事 幡多土木事務所 22.11.30
平成21年度　奈半利管内付属物設置工事（その1） 国土交通省土佐国道事務所 22.11.30
村道落合宗ノ上線 北川村役場 22.11.30
国道55号維持管理工事 国土交通省土佐国道事務所 22.11.30
本山町上関線 本山町役場 22.12.31
防災地第2-1号　県道安田東洋線災害防除工事 安芸土木事務所 22.12.31
基幹林道開設事業　旭天狗高原線開設2工区工事 中央西林業事務所 22.12.31
鏡10号線道路改良工事 高知市役所 22.12.31
道交地(1.5車)第22-003-5号　県道香北野市線地域活力基盤創造交付金工事 中央東土木事務所 22.12.31
道改地（改築）第21-037-5号　県道日ノ御子土佐山田線地域活力基盤創造交付金工事 中央東土木事務所 22.12.31
道交(交特定)第5-2-3号　県道本川大杉線道路改良工事 中央東土木事務所 22.12.31
道交国（改築）第11-009-8号　地域高規格道路北川奈半利線 安芸土木事務所 22.12.31
村道小北川線改良工事 大川村役場 22.12.31
第5号　町道宮木線道路改良工事 津野町役場 22.12.31
国道439号地域活力基盤創造交付金工事 安芸土木事務所 22.12.31
町道寺野駄馬線開設工事 仁淀川町役場 22.12.31
道交地（1.5車)　第32-003-12号　県道十和吉野線道路改良工事 須崎土木四万十町事務所 22.12.31



道交(交特定)　第11-01-3号　西土佐松野線道路改良工事 幡多土木事務所 22.12.31
道交地(1.5車)第32-007-12号　県道大方大正線 須崎土木事務所 22.12.31
市道坂本森沢線社会資本整備総合交付金工事 四万十市役所 22.12.31
道改（交特定）第08-01-1号　県道伊野仁淀線道路改良工事 中央西土木越知事務所 22.12.31
町道鉾土中央線道路改良工事 大月町役場 22.4.1
県道久保大宮線道路改良工事 中央東土木事務所 22.4.1
県道須崎仁ノ線 中央西土木事務所 22.4.1
道交第21-019-3号　県道伊野仁淀線地方道路交付金工事 中央西土木事務所　 22.4.1
誠和地区田園交流基盤整備道路工事（その1） 安芸農業振興センター 22.4.1
西道改第2-2-2号　県道石鎚公園線地方道路交付金工事 中央西土木事務所 22.4.1
道交第32-016-5号　西土佐松野線 幡多土木事務所 22.4.1
橘川その1工事 国土交通省中村河川工事事務所 22.4.1
交通安全施設等整備第2種第2期工事 四万十市役所 22.4.1
町づくり交付金事業第212-10-1号　町道中角藤縄線道路改良工事 黒潮町役場 22.4.1
四道改第4-4号　昭和中村線道路改良工事 須崎土木事務所 22.4.1
地活第3-9-019-1号　市道藤の川線地域活力基盤創造交付金工事 四万十市役所 22.4.1
道交地（改築）第32-009-4号　県道昭和中村線 幡多土木事務所 22.4.1
県道川登中村線地域活力基盤創造交付金工事 幡多土木事務所 22.4.1
幡道修（橋梁）第1号　国道441号橋梁修繕工事 幡多土木事務所 22.4.1
道交第12-006-11号　県道奈比賀川北線地方道路交付金工事 安芸土木事務所 22.4.1
道交第22-014-3号　県道伊野仁淀線地方道路交付金工事 中央西土木事務所 22.4.1
農道坂口線改良工事 高知市道路維持課 22.4.30
道改地第7-13号　県道志和仁井田線道路改築工事（追加分） 須崎土木事務所 22.4.30
高瀬農地保全事業D6ブロック抑止杭工事 仁淀川町役場 22.4.30
県道昭和中村線地域活力基盤創造交付金工事 須崎土木事務所 22.4.30
幡道改（交特定）第1-3号　藪ケ市松野線地域化知力基盤整備工事 幡多土木事務所 22.4.30
町道鉾土中央線道路改良工事 大月町役場 22.4.30
町道鉾土中央線道路改良工事 大月町役場 22.4.30
市道八ノ谷線道路改良工事 安芸市役所 22.5.31
誠和地区田園交流基盤整備道路工事（その２） 安芸農業振興センター 22.5.31
県道高知本山線地域活力基盤創造交付金工事 高知県中央東土木事務所 22.5.31
道改国第3-3-3号　国道439号道路改築工事 中央西土木事務所 22.5.31
22地幡維-3 幡多土木事務所 22.5.31
市道グリーンハイツ1号線 土佐清水市役所 22.5.31
県道有岡川登線地域活力基盤創造交付金工事 幡多土木事務所 22.5.31
町道久保川東線道路交付金工事 津野町役場 22.5.31
県道大久保伊尾木線 安芸土木事務所 22.6.30
道改（交）第07-19-201号　県道石鎚公園線道路改良工事 中央西土木事務所 22.6.30
川内ケ谷改良 佐川町役場 22.6.30
道改国第6-4号　国道494号道路改築工事 中央西土木事務所 22.6.30
八ケ谷線災害復旧工事 安芸市役所 22.7.31
県道磯谷本山線地域活力基盤創造交付金工事 本山町役場 22.7.31
県営内海地区門原農道工事 香川県小豆総合事務所 22.7.31
道改（交特定）第10-8-11　県道昭和中村線道路改良工事 須崎土木事務所 22.7.31
県道大方大正線道路改良工事 幡多土木事務所 22.7.31
道交地（1.5車）第32-016-7号　西土佐松野線地域活力基盤整備工事 幡多土木事務所 22.7.31
県道谷地日下停車場線地域安全安心推進工事 中央西土木事務所 22.7.31
平成21-22年度　市ノ瀬改良工事 国土交通省中村河川国道事務所 22.8.31
洪水阻害(総)第5-1号　萩谷川広域河川改修工事 中央西土木事務所 22.8.31
東祖谷大杉停車場線道路改良工事 中央東土木事務所本山事務所 22.8.31
南国工業団地通路整備工事 中央東土木事務所 22.8.31
平成21-22年度　横瀬川仮排水トンネル工事 国土交通省中村河川国道事務所 22.8.31
前浜植野線地域活力基盤創造交付金工事 中央東土木事務所 22.8.31
道交地(改築)第21-038-1号　県道本川大杉線 中央東土木事務所 22.9.30
行者林道改良工事 高知中央営林署 22.9.30
町道湊川線社会資本整備総合交付金工事 黒潮町役場 22.9.30
県道昭和中村線交通安全施設整備工事 幡多土木事務所 22.9.30
第5-2-2号　県道本川大杉線道路改良工事 中央東土木事務所本山事務所 22.9.30
国道439号地域活力基盤創造交付金工事 中央東土木事務所本山事務所 22.9.30
町道旧宮古味口線改良工事 津野町役場 22.9.30



長滝作業道新設工事 安芸森林管理署 22.9.30
県道安芸物部線道路改良工事 中央東土木事務所 22.9.30
平成21年度　佐川管内付属物設置工事 国土交通省土佐国道事務所 22.9.30
道改（交特定)第8-1-1号　県道伊野仁淀線地方道路交付金工事 中央西土木事務所 22.9.30
平成21年度　奈半利管内付属物設置工事（その1） 国土交通省土佐国道事務所 23.1.31
誠和地区田園交流基盤整備舗装工事 安芸農業振興センター 23.1.31
市道本村宮ノ内永野線道路整備工事 土佐市役所 23.1.31
平成22年度　都市再生整備計画事業　新居公園整備工事　 土佐市役所 23.1.31
平成21年度　奈半利管内付属物設置工事 国土交通省土佐国道事務所 23.1.31
町道桜線 仁淀川町役場 23.1.31
22道整備第6-1号　町道脇ノ山線道路改良工事 いの町役場 23.1.31
県道奥の谷日々原線道路改良工事 中央西土木事務所 23.1.31
公共投資臨交金第3号村道東岸線改良工事 北川村役場 23.1.31
道交地(1.5車)第32-005-13号 県道興津窪川線 須崎土木事務所四万十町事務所 23.1.31
都市再生整備計画事業　第222-10-2号　町道中角藤縄線道路改良工事 黒潮町役場 23.1.31
社交第3-9-12号　町道神の川線改良工事 四万十町役場 23.1.31
社交第3909-3号　町道大井川西土佐線改良工事 四万十町役場十和総合支所 23.1.31
町道小石大奈路線道路改良工事 四万十町役場 23.1.31
道交地（修繕）第46-074-1号　沖ノ島循環線 宿毛土木事務所 23.1.31
道改(交特定)第13-03-3号　宿毛宗呂下川口線 清水土木事務所 23.1.31
県道大方大正線地域活力基盤創造交付金工事 幡多土木事務所 23.1.31
県道大方大正線道路改良工事 幡多土木事務所 23.1.31
道交(交特定)第11-6-3号 幡多土木事務所 23.1.31
国道321号地域活力基盤創造交付金工事 宿毛土木事務所 23.1.31
市道大島中央線道路改良工事 宿毛市役所 23.1.31
道改(交特定)　第11-02-2号 有岡川登線道路改良工事 幡多土木事務所 23.1.31
県道安満地福良線道路改良工事 宿毛土木事務所 23.1.31
県道神母ノ木野市線地域活力基盤創造交付金工事 中央東土木事務所 23.1.31
道交地(1.5車)第22-008-2号　県道弘瀬高知線地域活力基盤創造交付金工事 高知土木事務所 23.1.31
市道猪野々西線改良工事 香美市役所 23.1.31
農道馬場線 仁淀川町役場 23.1.31
国道439号交通安全施設整備工事 中央西土木事務所 23.1.31
県道大川土佐線地域活力基盤創造交付金工事3工区 中央東土木事務所 23.2.28
県道大川土佐線地域活力基盤創造交付金工事4工区 中央東土木事務所 23.2.28
林道下大古味線改良工事 津野町役場 23.2.28
第5-5号 県道龍河洞公園線道路改築工事 中央東土木事務所 23.2.28
土佐山3号道路改良工事 高知市役所 23.2.28
道改(交特定)第06-03-1号　県道南国伊野線道路改良工事 高知土木事務所 23.2.28
交安第07-01-301号　県道高知土佐線交通安全施設整備工事 中央西土木事務所 23.2.28
道交第4-9-152号　市道本モ谷1号改良工事 須崎市役所 23.2.28
南国管内安全施設整備工事 国交省土佐国道事務所 23.2.28
道改国（特改）第28-005-01号　国道439号地域活力基盤創造交付金工事 須崎土木事務所 23.2.28
市道北地線改良工事 香南市役所 23.2.28
地安第05-05-26号　県道本川大杉線地域の安全安心推進工事 中央東土木事務所 23.2.28
仁淀川町村道駄馬線改良工事 仁淀川町役場 23.2.28
防災地第2-11号 県道窪川船戸線災害防除工事 須崎土木事務所四万十事務所 23.2.28
町道戸川日吉線改良工事 四万十町役場十和総合支所 23.2.28
道交(交特定)　第10-06-11号県道小味野々川口線道路改良工事 須崎土木四万十町事務所 23.2.28
都市再生整備計画事業宅地造成工事 黒潮町役場 23.2.28
池回り1号線道路新設工事 黒潮町役場 23.2.28
道交国(特改)第38-001-4号　R439号地域活力基盤創造交付金工事 須崎土木四万十町事務所 23.2.28
社交第3900-2号　町道大井川西土佐線 須崎土木事務所 23.2.28
民間宅地造成工事 刈谷建設㈱ 23.2.28
H22年度　辺地第2-4号　市道勝間川線辺地対策整備工事 四万十市役所 23.2.28
道交地(1.5車)　第32-005-13号　県道興津窪川線 須崎土木事務所 23.2.28
道交地（1.5車）第32-15-4号 幡多土木事務所 23.2.28
市道沖駄馬山口線 宿毛市役所 23.2.28
21繰交付金第2号　都市計画道路及び区画道路整備工事 土佐清水市役所 23.2.28
町道倉川線道路改良工事 津野町役場 23.2.28
東後入 香美市役所 23.2.28



町道伊勢川線道路改良工事 土佐町役場 23.2.28
県道大久保伊尾木線道路改良工事 安芸土木事務所 23.2.28
林道下大古味線改良工事 津野町役場 23.2.28
和田中央線改良工事 土佐町役場 23.3.31
県道下山越知線 中央西土木事務所 23.3.31
道交地(公安)第34-001-11号　県道興津窪川線地域活力基盤創造交付金工事 須崎土木事務所 23.3.31
地安交第06-05-06号　県道甲殿弘岡上線地域の安心安全推進工事 高知土木事務所 23.3.31
道交地(1.5車)第22-024-3号　県道窪川中土佐線地域活力基盤創造交付金工事 須崎土木事務所 23.3.31
道交地(改築)第21-047-3号　県道四国ｶﾙｽﾄ公園縦断線地域活力基盤創造交付金 須崎土木事務所 23.3.31
奈比賀川北線 安芸土木事務所 23.3.31
町道久保川東線道路改良工事 津野町役場 23.3.31
国道494号　地域活力基盤創造交付金工事 仁淀川町役場 23.3.31
県道有岡川登線地域活力基盤創造交付金工事 幡多土木事務所 23.3.31
道交地(交安)第44-005-1号　足摺岬公園線 清水土木事務所 23.3.31
道改(交)第10-28-11号　県道志和仁井田線道路改良工事 須崎土木四万十町事務所 23.3.31
道交地(1.5車)　第32-004-12号　県道小味野々川口線 須崎土木四万十町事務所 23.3.31
県道昭和中村線地域の安全安心維持工事 幡多土木事務所 23.3.31
道改(交特定)第12-03-2号 県道中村宿毛線 宿毛土木事務所 23.3.31
平成22年度　社交第3-9-6号　町道四手ノ川線 四万十町役場 23.3.31
随契維持工事 四万十町役場十和総合支所 23.3.31
畑山栃ノ木線 安芸土木事務所 23.3.31
県道香北赤岡線 中央東土木事務所 23.3.31
県道東祖谷山大杉停車場線 中央東土木事務所本山事務所 23.3.31
町道久保川東線道路改良工事 津野町役場 23.3.31
市道ハチの谷線道路改良（1工区）工事 安芸市役所 23.3.31
交安第06-04-1号　県道弘岡下種崎線交通安全施設整備工事 高知土木事務所 23.3.31
町道小郷線道路改良工事 仁淀川町役場 23.3.31


