
工事名 発注者 施工年月
旭・天狗高原線1工区工事 中央西林業事務所 24.04.

Ｈ23年度 砂ケ森改良外工事 土佐国道事務所 24.04.

須磨野谷堰堤（大川村） 国土交通省四国山地砂防事務所 24.04.

道交地自主(防災)第14-114-3号　県道南国伊野線地域自主戦略交付金工事 高知土木事務所 24.04.

R439号助藤改良工事 中央東土木事務所 24.04.

川内ヶ谷改良工事 佐川町役場 24.04.

道改（特定）第11-02-5号 県道藪ケ市松野線 幡多土木事務所 24.04.

市道掃地山線辺地対策整備工事 四万十市役所 24.04.

第1-80-2号　H23年度町道馬荷線社会資本整備総合交付金工事 黒潮町役場 24.04.
道交地(1.5車)第103-309-13号　県道大方大正線活力創出基盤整備総合交付金工
事

24.04.

町道川ノ内線道路改良工事 津野町役場 24.04.

県道中平梼原線活力創出整備総合交付金工事 須崎土木事務所 24.05.

町道陰地線改良工事 津野町役場 24.05.

町道岡ノ前道ノ川線道路改良工事 中土佐町役場 24.05.

町道馬関線道路改良工事 津野町役場 24.05.

道交地(交安)第12-073-1号 県道家俊岩戸真幸線自主戦略交付金工事 中央西土木事務所 24.06.

道交地自主(1.5車)第11-041-3号 県道昭和中村線地域自主戦略交付金工事 幡多土木事務所 24.06.

国道439号活力創出基盤整備総合交付金工事 須崎土木事務所四万十町事務所 24.06.

都防第31-8-1号 西ノ窪避難路社会資本整備総合交付金工事 黒潮町役場 24.06.

道交地(1.5車)第103-305-12号 十和吉野線活力基盤整備総合交付金工事 須崎土木事務所四万十町事務所 24.06.

村道落合宗ノ上線 北川村役場 24.06.

山のみち第31号 幹線林道開設事業 旭･天狗高原線2工区工事 中央西林業事務所 24.07.

道交地(改築)第101-210-6号 県道高知本山線活力創出基盤整備総合交付金工事 中央東土木事務所 24.07.

影野インター線 須崎土木事務所四万十町事務所 24.07.

土佐山田町東川農道工事 香美市役所 24.07.

社交第7806号　町道戸川日吉線道路改良工事 須崎土木事務所四万十町事務所 24.07.

道交地自主(改築)第11-280-1号 県道中村宿毛線 幡多土木事務所宿毛事務所 24.07.

道交地(改築)第101-304-6号 県道中村宿毛線 幡多土木事務所宿毛事務所 24.07.

町道広野線改良工事 梼原町役場 24.08.

道改第09-24-1号 県道野見港線道路改良工事 須崎土木事務所 24.08.

農村災害第5013-301号　梼原北地区農村災害対策整備坂本川工区避難路工事 須崎農業振興センター 24.08.

町道川内ケ谷線改良工事 佐川町役場 24.08.

第110-101-4号 国道493号活力創出基盤整備総合交付金工事 安芸土木事務所 24.08.

県道柳瀬越知線外1路線交通安全施設修繕工事 中央西土木事務所 24.08.

辺地第24-2号 村道長畑鴨地線道路改良工事鴨地地区 日高村役場 24.09.

町道伊勢川線 土佐町役場 24.09.

県道伊野仁淀線交通安全施設修繕工事 中央西土木事務所 24.09.

第103-309-15号 県道大方大正線活力創出基盤整備総合交付金工事 須崎土木事務所四万十町事務所 24.09.

道改(特定)第11-105-5号 県道岡本大方線道路改良工事 幡多土木事務所 24.09.

道交国(改築)第109-308-1号 国道439号社会資本整備総合交付金工事 幡多土木事務所 24.09.

交安第11-01-1号 県道住次郎佐賀線交通安全施設整備工事 幡多土木事務所 24.09.

道交地(改築)第101-304-7号 県道中村宿毛線 幡多土木事務所宿毛事務所 24.09.

道改(特定)第11-111-1号 県道住次郎佐賀線 幡多土木事務所 24.09.

県道磯谷本山線道路改良工事 中央東土木事務所 24.09.

交安第07-1号 県道新居中島線交通安全施設整備工事 中央西土木事務所 24.09.

平成23-24年度 汢の川安全施設外工事 中村河川国道事務所 24.10.

県道重倉笠ノ川線 中央東土木事務所 24.10.

地安第06-05-13号 県道高知伊予三島線地域の安全安心推進工事 高知土木事務所 24.10.

県道安田東洋線道路改良工事 安芸土木事務所 24.10.

町単下る川地区道路災害復旧工事 中土佐町役場 24.10.

山のみち第31号 幹線林道開設事業 旭･天狗高原線2工区工事 中央西林業事務所 24.10.

県道宿毛津島線道路改良工事 幡多土木事務所 24.10.

浮鞭地区外1件非難動整備工事 黒潮町役場 24.10.

平成24年度 辺地第1-1号 市道大西ノ川線辺地対策整備工事 四万十市役所 24.10.

県道栃ノ木畑山線 安芸土木事務所 24.10.

23災第540号 国道439号道路災害復旧工事 須崎土木事務所 24.10.

市民農園農業体験施設等道路改良工事 本山町役場 24.10.

山のみち第94号幹線林道仮設事業 上名・用居線3工区工事 中央西林業事務所 24.10.

横手大西線道路改良工事 いの町役場 24.11.
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平成24年度 手結歩道外1件工事 土佐国道事務所 24.11.

道改(特定)第08-101-1号 県道伊野仁淀線道路改良工事 中央西土木事務所 24.11.

道改(特定)第09-04-2号 県道ニラガ峠文丸線道路改良(井高橋)工事 須崎土木事務所 24.11.

道交地自主(改築)第11-002-1号 県道大川土佐線地域自主戦略交付金工事 中央東土木事務所本山事務所 24.11.

交安第07-3号 県道奥の谷日比原線交通安全施設設備工事 中央西土木事務所 24.11.

道改(特定)第04-105-1号 県道神母ノ木野市線道路改良工事 中央東土木事務所 24.11.

道交地自主(1.5車)第11-038-14号 県道小味野々川口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 24.11.

道改(特定)第13-032号 県道足摺公園線道路改良工事 幡多土木事務所土佐清水事務所 24.11.

道交国自主(修繕) 国道381号 昭和三島線 須崎土木事務所四万十町事務所 24.11.

平成24年度 辺地第3-1号 市道勝間線 四万十市役所 24.11.

道改(特定)第11-105-2号 幡多土木事務所 24.11.

県道昭和中村線地域自主戦略交付金工事 幡多土木事務所 24.11.

道交地自主(1.5車)第11-043-5号 県道大方大正線地域自主戦略交付金工事 幡多土木事務所 24.11.

平成24年度 辺地第3-3号 市道古尾大西ノ川線辺地対策整備工事 四万十市役所 24.11.

社交第7808-2号 古城日吉線道路改良工事 須崎土木事務所 四万十事務所 24.11.

平成24年度 市道有谷線改良工事 香美市役所 24.11.

道交国(改築)第109-210-16号 国道439号活力創出基盤整備総合交付金工事 中央西土木事務所 24.12.

町道伊勢川線道路改良工事 土佐町役場 24.12.

町道大森線 いの町役場 24.12.

24道改第1-80-203号 町道拳ノ川若松線道路改良工事 黒潮町役場 24.12.

道交(特定)第13-102-1号 県道宿毛宗呂下川口線道路改良工事 幡多土木事務所土佐清水事務所 24.12.

平成23-24年度　橘川改良工事 中村河川国道事務所 24.12.

社交第7806-2号 戸川日吉線道路改良工事 須崎土木事務所 四万十事務所 24.12.

治安第10-05-100号 県道松原窪川線 須崎土木事務所 四万十事務所 24.12.

道交地(1.5車)第103-307-12号 県道興津窪川線活力創出基盤整備総合工付近工事 須崎土木事務所 四万十町事務所 24.12.

道交地自主(1.5車)第11-004-7号 県道船津野根線地域自主戦略交付金工事 安芸土木事務所 24.12.

県道四国カルスト縦断線地域の安全安心推進工事 須崎土木事務所 25.01.

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 25.01.

公補第16号 町道筏津線修繕系交付金工事 越知町役場 25.01.

平成24年度 社交第1-A-479-001-1号 市道藤の川線 四万十市役所 25.01.

平成24年度 社交第7805-2号 四万十町役場 十和総合支所 25.01.

県道住次郎佐賀線道路改良工事 幡多土木事務所 25.01.

県道大用大方線自主戦略交付金工事 幡多土木事務所 25.01.

国道439号地域自主戦略交付金工事 須崎土木事務所 25.01.

道改(特定)第10-103-13号 県道作屋影野停車場線道路改良工事 須崎土木事務所 四万十町事務所 25.01.

大豊町川口南地区造成工事 大豊町役場 25.01.

道改(特定)第04-103-2号 県道香北赤岡線道路改良工事 中央東土木事務所 25.01.

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 25.02.

上郷梼原線道路改良工事 須崎土木事務所 25.02.

土居山B線道路改良工事 香南市役所 25.02.

鏡10号線道路改良工事 高知市役所 25.02.

県道域川梼原線道路改良工事 須崎土木事務所 25.02.

山のみち 梼原町役場 25.02.

24社資交工第26号 平成24年度町道津賀ノ谷線ガードレール新設工事 いの町役場 25.02.

平成24年度社会資本整備総合交付金事業 町道大原西ノ平線改良工事（3工区） 奈半利町役場 25.02.

県道香北野市線地域自主戦略交付金工事 中央東土木事務所 25.02.

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 中央西林業事務所 25.02.

県道窪川中土佐線道路改良工事 須崎土木事務所 25.02.

道交地自主(1.5車)第11-40-2号 県道西土佐松野線 幡多土木事務所 25.02.

道交地(1.5車)第103-305-13号 十和吉野線道路改良工事 須崎土木事務所 四万十事務所 25.02.

平成24年度 社交第3-1号 大正四手の川線 四万十町役場 大正総合支所 25.02.

道交地第103-309-11号 須崎土木事務所 25.02.

平成223-24年度 佐賀改良工事 国土交通省 25.02.

市道片魚四手ノ川線辺地対策整備工事 四万十市役所 25.02.

道交国(改築)第109-301-3号 国道321号社会資本整備総合交付金工事 幡多土木事務所 25.02.

道交地自主(1.5車)第11-048-3号 県道安満地福良線 宿毛土木事務所 25.02.

道交地自主(1.5車)第11-038-2号 県道藪ケ市松野線道路改良工事 幡多土木事務所 25.02.

H24年度 横瀬川ダム左岸付替市道その2工事 中筋川総合開発工事事務所 25.02.

県道宿毛宗呂下川口線 宿毛土木事務所 25.02.
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県道住次郎佐賀線地域戦略交付金工事 幡多土木事務所 25.02.

市道鴨川道路災害復旧工事 四万十市役所 25.02.

県道下田港線地域自主戦略工事 幡多土木事務所 25.02.

市道鴨川線辺地対策工事 四万十市役所 25.02.

H23-24年度 橘川改良工事 中村河川国道事務所 25.02.

道改第13-101-7号（土佐清水市下ノ加江） 土佐清水事務所 25.02.

道改(特定)第04-04-1号 県道蕨野大比線道路改良工事 中央東土木事務所 25.02.

土佐山121号線道路改良工事 高知市役所 25.02.

県道前浜植野線 中央東土木事務所 25.02.

県道香北赤岡線道路改良工事 中央東土木事務 25.03.

国道494号線道路改良工事 須崎土木事務所 25.03.

道交地(改築)第101-210-6号 県道高知本山線 中央東土木事務所 25.03.

道改(特定)第07-06-1号 県道奥の谷日比原線道路改良工事 中央西土木事務所 25.03.

県道香北野市線 中央東土木事務所 25.03.

国道194号線地域自主戦略交付金工事 中央西土木事務所 25.03.

県道坂瀬吉野線地域自主戦略交付金工事 中央東土木事務所 25.03.

大豊物部線道路改良工事 中央東土木事務所 25.03.

第07-101-5号 県道石鎚公園線 中央西土木事務所 25.03.

道改(特定)第10-105-13号 県道小味野々川口線道路改良工事 須崎土木事務所四万十町事務所 25.03.

道交国(防災)第301-013-4号 国道441号道路改良工事 幡多土木事務所 25.03.

県道川登中村線道路改良工事 幡多土木事務所 25.03.

市道市野々線社会資本整備 藪ケ市松野線道路改良工事 四万十市役所 25.03.

県道小野改良工事 須崎土木事務所 25.03.

道改(特定)第11-105-7号 県道岡本大方線道路改良工事 幡多土木事務所 25.03.

道改(特定)第11-110-4号 県道秋丸線道路改良工事 幡多土木事務所 25.03.

道交第1-80-5号 町道西の窪社会資本整備総合交付金工事 黒潮町役場 25.03.

道改(特定)第12-02-1号 県道中村宿毛線道路改良工事 宿毛土木事務所 25.03.

四国カルスト公園縦断線 須崎土木事務所 25.03.

平成24年度 道交第3号 町道市野瀬線道路改良工事 佐川町役場 25.03.
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