
工事名 発注者 施工年月
防災地第1-1号 県道野見港線災害防除工事 須崎土木事務所 23.04.

道修交第06-01-1号　県道春野赤岡線交通安全施設修繕工事 高知土木事務所 23.04.

西黒川 津野町役場 23.04.

H22年度きめ細かな林道整備事業林道樽奥線改良舗装工事 土佐町役場 23.04.

第10-05-02号　県道窪川船戸線地域の安全安心推進工事 須崎土木事務所 23.04.

県道宿毛津島線道路改良工事 宿毛土木事務所 23.04.

東後入 香美市役所 23.04.

道交地(改築)第21-044-2号　県道下山越知線地域活力基盤創造交付金工事中央西土木事務所 23.05.

道改(特定)第04-11-1号　県道山川野市線道路改良工事 中央東土木事務所 23.05.

道改国(改築)第109-304-1号　地域活力基盤創造交付金工事 幡多土木事務所 23.05.

県道安満地福良線地域活力基盤創造交付金工事 宿毛土木事務所 23.05.

道改(特定)第11-03-6号　県道西土佐松野線 幡多土木事務所 23.05.

農道馬場線新設工事 仁淀川町役場 23.06.

道交地(1.5車)第103-363-1号　県道川登線 幡多土木事務所 23.06.

県道大方大正線道路改良工事 幡多土木事務所 23.06.

県道大方大正線地域活力基盤創造交付金工事 須崎土木事務所四万十町事務所 23.06.

H22道改地(1.5車)第103-314-1号　県道西土佐松野線地域活力基盤創造交幡多土木事務所 23.06.

22繰　交付金第1号 幡多土木事務所土佐清水事務所 23.06.

道交国第4-1-11号　R441道路改築工事 幡多土木事務所 23.06.

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 23.06.

地安第02-05-9号　県道室戸公園線地域の安全安心推進工事 安芸土木事務所 23.06.

道交地(改築)第22-023-5号　県道中平梼原線地域活力基盤創造交付金工事須崎土木事務所 23.07.

地安第07-05-104号　県道須崎仁ノ線地域の安全安心推進工事 中央西土木事務所 23.07.

八ノ谷線 安芸市役所 23.07.

県道高知伊予三島線地域活力基盤創造交付金工事 高知土木事務所 23.07.

第32-004-14号　県道小味野々川口線地域活力基盤創造交付金工事 須崎土木事務所四万十町事務所 23.07.

伊野仁淀線改良工事 中央西土木事務所 23.07.

県道安満地福良線 宿毛土木事務所 23.07.

辺地第2-2号　市道古尾大西川線辺地対策整備工事 四万十市役所 23.07.

平成22-23年度替坂本舗装工事 国土交通省中村河川事務所 23.07.

道交地(1.5車)　第32-005-12号　県道興津窪川線 須崎土木事務所四万十町事務所 23.07.

県道足摺岬公園線地域の安全安心推進工事 幡多土木事務所土佐清水事務所 23.07.

道交地(1.5車)　第32-022-7号　県道安満地福良線 幡多土木事務所 23.07.

車瀬8号地域高規格（北川奈半利）道路地域活力基盤創造交付金工事 安芸土木事務所 23.08.

道改（特定）第06-103-2号　県道高知伊予三島線道路改良工事 高知土木事務所 23.08.

道交地(1.5車)第32-017-7号　県道有岡川登線地域活力基盤創造交付金工幡多土木事務所 23.08.

県道大用大方線地域活力基盤創造交付金工事 幡多土木事務所 23.08.

県道中津公園線 仁淀川町役場 23.08.

愛媛県納入 23.09.

基幹林道開設事業山のみち第30号　旭・天狗高原線1工区工事 中央西林業事務所 23.09.

道改国(特定)第28-004-2号　国道494号地域活力基盤創造交付金工事 中央西土木事務所 23.09.

道交(特定)第12-075-11号　県道興津窪川線地域自主戦略交付金工事 須崎土木事務所四万十町事務所 23.09.

第10-05-23号　県道窪川船戸線地域の安全安心推進工事 須崎土木事務所 23.09.

第2-1号　町道寄田線道路改良工事 津野町役場 23.09.

県道中村宿毛線 宿毛土木事務所 23.09.

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 23.09.

道改(特定)第12-106-1号　県道宿毛宗呂下川口線道路改良工事 幡多土木事務所宿毛土木事務所 23.09.

鏡9号線外交通安全施設設置工事 高知市役所 23.09.

上名用居線3工区 中央西土木事務所 23.09.

坪井川 仁淀川町役場 23.09.

平成22-23年度　安芸改良工事 国土交通省土佐国道事務所 23.10.

建第23060号　市道城の西線路側修繕工事 香南市役所 23.10.

旭街31号線道路改良工事 高知市役所 23.10.

道交地(1.5車）第12-003-3号　県道秋物部線地域活力基盤創造交付金工事安芸土木事務所 23.10.

町道広野線道路改良工事 梼原町役場 23.10.



H23年度道整備交付金事業町道寺村線改良工事 仁淀川町役場 23.10.

道交地(1.5車)第32-017-7　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 23.10.

道交第1-570-011号　村道落合宗ノ上線地方道路交付金工事 北川村役場 23.10.

道改(特定)第04-15-1号　県道前浜植野線道路改良工事 中央東土木事務所 23.11.

道交地(交安)第24-018-2号　県道新居中島線地域活力基盤創造交付金工事中央西土木事務所 23.11.

町道寺野駄馬線開設工事 仁淀川町役場 23.11.

道交地(1.5車)第32-003-13号　県道十和吉野線 須崎土木事務所四万十町事務所 23.11.

道交地(1.5車)第103-320-2号　県道住次郎佐賀線地域活力基盤創造交付金幡多土木事務所 23.11.

道交第1-80-1号　町道港川線社会資本整備総合交付金工事 黒潮町役場 23.11.

道改(特定)第11-06-2号 幡多土木事務所 23.11.

市道猪野々西線道路改良工事 香美市役所 23.11.

市道有谷線道路改良工事 香美市役所 23.11.

道改国(防災)第112-406-2号 中央東土木事務所本山事務所 23.11.

県道大久保伊尾木線道路改良工事 安芸土木事務所 23.11.

第21-020-3号　県道伊野仁淀線 中央西土木事務所 23.11.

霧生関公園 23.11.

道交地（1.5車）第22-008-3号　県道弘瀬高知線地域活力基盤創造交付金高知土木事務所 23.12.

地すべり(住)第6-1号　黒丸地区地すべり対策工事 中央東土木事務所本山事務所 23.12.

道改(特定)第06-104-1号　県道南国伊野線道路改良工事 高知土木事務所 23.12.

第18-001-9号　国道493号地域活力基盤創造交付金工事　 安芸土木事務所 23.12.

市道八ノ谷線道路改良工事(6工区) 安芸市役所 23.12.

道交地(1.5車)第103-318-1号　県道岡本大方線地域活力基盤創造交付金工幡多土木事務所 23.12.

道交地(1.5車)第103-309-12号　県道大方大正線活力創出基盤整備総合交幡多土木事務所宿毛土木事務所 23.12.

H23年度　辺地第3-2号　市道片魚四手ノ川線辺地対策整備工事 四万十市役所 23.12.

道交地(1.5車)第31-014-4号　県道昭和中村線地域活力基盤創造交付金工幡多土木事務所 23.12.

道改(特定)第11-01-4号　西土佐松野線 幡多土木事務所 23.12.

県道久保大宮線 中央東土木事務所 23.12.

道交地自主(1.5車)第11-041-2号　県道昭和中村線地域自主戦略交付金工幡多土木事務所 24..03.

道交地(1.5車)第22-001-3号　県道大豊物部線地域活力基盤創造交付金工中央東土木事務所 24.01.

鏡10号線道路改良工事 高知市役所 24.01.

交安第07-1号　県道土佐伊野線他1路線交通安全施設整備工事 中央西土木事務所 24.01.

道交地自主(修繕)第14-128-1号　県道須崎仁ノ線地域自主戦略交付金工事中央西土木事務所 24.01.

県道南国伊野線 高知土木事務所 24.01.

町道北浦線 いの町役場 24.01.

町道大田戸井ノ谷線 梼原町役場 24.01.

県道香北野市線 中央東土木事務所 24.01.

第07-05-106号　県道新居中島線地域安全安心推進工事 中央西土木事務所 24.01.

県道大久保伊尾木線道路改良工事 安芸土木事務所 24.01.

道交地(1.5車)第21-018-05号　県道庄田いの線地域活力基盤創造交付金工中央西土木事務所 24.01.

社交第1-78-7号 町道神ノ川線改良工事(その2) 四万十町役場 24.01.

道交地(改築)第101-304-4号　県道中村宿毛線 幡多土木事務所宿毛土木事務所 24.01.

交安第11-01-2号　県道大方大正線地域の安全安心推進工事 幡多土木事務所 24.01.

道交地(1.5車)第103-314-2号 県道西土佐松野線 幡多土木事務所 24.01.

Ｈ23年度 辺地第3-3号　市道鴨川線辺地対策整備工事 四万十市役所 24.01.

道交地自主(1.5車)　第11-042-2号　県道西土佐松野線 幡多土木事務所 24.01.

安並佐岡線道路改良工事 幡多土木事務所 24.01.

県道安満地福良線 幡多土木事務所宿毛土木事務所 24.01.

市道大西ノ川線 四万十市役所 24.01.

23災第281号　県道久礼須崎線道路災害復旧工事 須崎土木事務所 24.01.

国道439号地域の安全安心推進工事 須崎土木事務所 24.01.

国道494号地域自主戦略交付金工事 中央西土木事務所 24.01.

三谷地区自然災害防止工事 高知市役所 24.01.

国道439号 須崎土木事務所 24.01.

道交地(改築)第102-102-2号　県道安田東洋線地域活力基盤創造交付金工安芸土木事務所 24.02.

道改(特定)第06-103-5号 高知伊予三島線道路改良工事 高知土木事務所 24.02.

平成22-23年度　土佐バイパス改良外工事 国土交通省高知河川国道事務所 24.02.



道改(特定)第09-106-4号　県道上郷梼原線道路改良工事 須崎土木事務所 24.02.

道交地(1.5車)第21-037-4号　県道日ノ御子土佐山田線地域活力基盤創造中央東土木事務所 24.02.

県道下種崎線 中央西土木事務所 24.02.

県道興津窪川線 須崎土木事務所四万十町事務所 24.02.

林道町戸岩柄線改良工事 仁淀川町役場 24.02.

県道奈比賀川北線 中央東土木事務所 24.02.

町道米ヶ岡4号線道路改良工事 奈半利町役場 24.02.

単砂(交)第07-18号　寺野川県単砂防(交付金)工事 中央西土木事務所 24.02.

道交地自主(1.5車)第11-038-11号　県道小味野々川口線地域自主戦略交付須崎土木事務所 24.02.

旭街58号線道路改良工事 高知市役所 24.02.

県道伊野仁淀線道路改良工事 仁淀川町役場 24.02.

町道寺村線改良工事 仁淀川町役場 24.02.

道交地(1.5車)第103-309-12号　県道大方大正線活力創出基盤整備総合交須崎土木事務所窪川事務所 24.02.

道交国自主(交安)第12-088-2号　国道321号地域自主戦略交付金工事 幡多土木事務所宿毛土木事務所 24.02.

道交(特定)第12-02-3号　県道中村下ノ加江線道路改良工事 幡多土木事務所宿毛土木事務所 24.02.

道改(特定)第10-105-11号 十和吉野線道路改良工事 須崎土木事務所四万十町事務所 24.02.

道改(特定)第11-105-2号　県道岡本大方線道路改良工事 幡多土木事務所 24.02.

県道住次郎佐賀線地域活力創出基盤整備総合交付金工事 幡多土木事務所 24.02.

道改(特定)第10-102-2号 須崎土木事務所四万十町事務所 24.02.

道改(特定)第11-108-7号　県道大用大方線道路改良工事 幡多土木事務所 24.02.

道維 第3号 市道片島西町線待避所設置工事 宿毛市役所 24.02.

県道清王新田貝ノ川線道路改良工事 幡多土木事務所 24.02.

市道新西後入線地方道路交付金工事 香美市役所 24.02.

交安第06-100-1号　県道後免中島高知線交通安全施設整備工事 高知土木事務所 24.02.

横井地区排水機場付帯工事 香南市役所 24.02.

町道土居の越竹の花線 津野町役場 24.02.

町道岡ノ前道ノ川線道路改良工事 中土佐町役場 24.02.

町道藤ノ川線改良工事 津野町役場 24.02.

国道494号地域活力基盤創造交付金工事 中央西土木事務所 24.02.

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 24.02.

第22-022-7号　萩中須崎線 24.02.

H23年度手結歩道外整備工事 国土交通省土佐国道事務所 24.03.

道改(特定)第03-104-1号　県道奈比賀川北線道路改良工事 安芸土木事務所 24.03.

道改(特定)第09-01-2号 県道窪川中土佐線道路改良工事 須崎土木事務所 24.03.

第11-023-3号 県道南国伊野線 高知土木事務所 24.03.

重倉笠の川線 中央東土木事務所 24.03.

県道弘瀬高知線 高知土木事務所 24.03.

道改(特定)第07-19-6号　県道奥の谷日比原道路改良工事 中央西土木事務所 24.03.

村道長畑鴨地線道路改良工事鴨地地区 日高村役場 24.03.

第22-011-9号 県道石鎚公園線交付金工事 中央西土木事務所 24.03.

第07-101-3号 県道石鎚公園線道路改良工事 中央西土木事務所 24.03.

道改地(改築)第101-303-11号　県道窪川船戸線活力創出基盤整備総合交付須崎土木事務所 24.03.

道改(特定)第03-02-7号　県道安芸物部線道路改良工事 安芸土木事務所 24.03.

道改(特定)第09-02-5号　県道韮ケ峠文丸線道路改良工事 須崎土木事務所 24.03.

道改(特定)第04-108-4号　県道日ノ御子土佐山田線道路改良工事 中央東土木事務所 24.03.

道交地(改築)第101-304-2号　県道中村宿毛線活力創出基盤整備総合交付幡多土木事務所 24.03.

道交地自主(1.5車)第11-049-1号　県道安満地福良線地域自主戦略交付金幡多土木事務所宿毛土木事務所 24.03.

社交第3-9-6号 四万十町役場大正総合支所 24.03.

Ｈ23年度道改（特定）第11-02-7号　県道藪ケ市松野線道路改良工事 幡多土木事務所 24.03.

平成23年度　平田改良外工事 国土交通省中村河川国道事務所 24.03.

平成22-23年度　橘川改良工事 国土交通省中村河川国道事務所 24.03.

第79-001-3号　県道西土佐松野線地域活力基盤創造交付金工事 幡多土木事務所 24.03.

第11-107-10号 県道川登中村線 幡多土木事務所 24.03.

平成23年度 横瀬川ダム右岸付替市道工事 国土交通省中筋川総合開発工事 24.03.

道交国(改築)第109-308-1号　国道439号活力基盤整備総合交付金工事 幡多土木事務所 24.03.

道交地(1.5車)第103-309-14号　県道大方大正線活力基盤整備総合交付金須崎土木事務所四万十町事務所 24.03.



第31号　町道巣山上谷線改良工事 津野町役場 24.03.

第22-011-9号 県道石鎚公園線交付金工事 中央西土木事務所 24.03.

道交地(1.5車)第22-008-4号　県道高知弘瀬線地域活力基盤創造交付金工高知土木事務所 24.03.

県道安芸物部線地域活力基盤創造交付金工事 安芸土木事務所 24.03.

県道神母ノ木野市線 中央東土木事務所 24.03.

町道宮木線道路改良工事 津野町役場 24.03.


