
道整第26-2号 平成26年度 道整備交付金事業 村道小北川線改良工事 大川村役場 H27.4
26災第574号 二級水系二級河川新荘川外1路線河川･道路災害復旧工事 須崎土木事務所 H27.4
道改(特定)第07-102-5号 県道石鎚公園線道路改良工事 中央西土木事務所 H27.4

第103-030-11号 県道十和吉野線防災･安全交付金工事
須崎土木事務所
四万十町事務所

H27.4

道改(特定)第11-105-5号 県道藪ケ市松野線道路改良工事 幡多土木事務所 H27.4
道改(特定)第02-102-4号 県道佐喜浜吉良川線道路改良工事 安芸土木事務所 H27.4
朝倉2号線道路災害復旧工事 高知市役所 H27.5
町道大奈路中津川線道路改良工事 四万十町役場 H27.5
道交地防安(1.5車)第103-039-1号 県道中村下田ノ口線防災安全交付金工事 幡多土木事務所 H27.5
道改(債)第912-104-1号 県道宿毛津島線道路改良工事 宿毛土木事務所 H27.5
町道上岩土線改良工事 津野町役場 H27.5
道交国(改築)第109-002-6号 国道197号社会資本総合交付金工事 須崎土木事務所 H27.6
第4-2号 町道西谷線道路改良工事 津野町役場 H27.6
林道(災)第9-4号 林道上杉線(2号ヶ所)災害復旧工事 北川村役場 H27.6
道交国防安(特改)第114-002-3号 国道439号防災・安全交付金工事 中央東土木事務所 H27.6
道改(債)第910-102号 県道志和仁井田線道路改良工事 須崎土木事務所 H27.6
道改(特定)第02-101-5号 県道船津野根線道路改良工事 安芸土木事務所 H27.6
防安金第1-1号？ 高知県 H27.6
道改(債)第911-101-1号 県道薮ケ市松野線道路改良工事 幡多土木事務所 H27.6
平成26年度(繰越)林道平井線維持補修工事 香美市役所 H27.6
道改(債)第907-01-1号 県道谷地日下停車場線道路改良工事 中央西土木事務所 H27.7
林道安望線1号箇所災害復旧工事 中央西林業事務所 H27.7
第904-02-1号 県道山川野市線道路改良工事 中央東土木事務所 H27.7
道改(債)第910-104号
県道作屋影野停車場線道路改良工事(灰高橋上部工)工事

須崎土木事務所
四万十町事務所

H27.7

平成27年度 辺地第3-1号 市道古尾大西ノ川線辺地対策整備工事 四万十市役所 H27.7
平成26年度 26災第1371号 市道尾崎谷線道路災害復旧工事 四万十市役所 H27.7
第17-2号 町道北山矢筈線道路改良工事 津野町役場 H27.7
町道春日正尺線道路改良工事 津野町役場 H27.7
黒丸緊急災害復旧工事 中央東土木事務所 H27.8
防安第03-2号 町道大井川西土佐線(1)道路改良工事 四万十町役場 H27.8
道交地防安(改築)第101-011-27号 県道足摺岬公園線防災・安全交付金工事 幡多土木事務所 H27.8
山のみち第93号 幹線林道開設事業 中村大正線3工区工事 幡多林業事務所 H27.8
道交国防安(特改)第114-004-04号 国道439号防災･安全交付金工事 須崎土木事務所 H27.8
道交地防安(改築)第101-011-32号 県道足摺岬公園線防災･安全交付金工事 幡多土木事務所 H27.8
平成27年度 地企第1号 北の川地区埋立地改修工事 幡多土木事務所 H27.8
道交国(改築)第109-007-1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 H27.8
町道上岩土線道路改良工事 津野町役場 H27.8
第07-05-6号 県道石鎚公園線道路改良工事 中央西土木事務所 H27.9
道交地防安(防災)第107-024-6号 県道奥の谷日比原線防災・安全交付金工事 中央西土木事務所 H27.9
林道大引割線災害復旧工事 仁淀川町役場 H27.9
平成26年度 繰越防安第1-A79-001号
市道掃地山藤ノ川線防災･安全社会資本整備工事(繰越)

四万十市役所 H27.9

道交地防安(1.5車)第103-041-2号 県道秋丸佐賀線防災･安全交付金工事 幡多土木事務所 H27.9
道交地防安(1.5車)第103-033-3号 県道藪ケ市松野線防災・安全交付金工事 幡多土木事務所 H27.9
道交地防安(1.5車)第103-030-14号 県道十和吉野線防災・安全交付金工事 須崎土木事務所 H27.9
町道鉾土尻木線道路改良工事 大月町役場 H27.9
道交地防安(防災)第107-056-1号 県道宗呂中村線防災・安全交付金工事 幡多土木事務所 H27.9
市道塩屋線 安芸市役所 H27.9
平成27年度 町道交通安全施設整備工事 佐川町役場 H27.9
地安第05-05-120号 県道高知本山線地域の安全安心推進工事 高知東土木事務所 H27.9
県道高知伊予三島線緊急工事 中央東土木事務所 H27.10
石鎚公園線 中央西土木事務所 H27.10
道交地防安(改築)第101-005-4号 県道伊野仁淀線防災･安全交付金工事 中央西土木事務所 H27.10
道改(特定)第07-05-6号 県道石鎚公園線道路改良工事 中央西土木事務所 H27.10
道改(債)第912-103-1号 県道清王新田貝ノ川線道路改良工事 宿毛土木事務所 H27.10
平成26-27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 H27.10
道改第12-33-1号 県道中村下ノ加江線道路改良工事 幡多土木事務所 H27.10
道交国防安(防災)第116-025-1号 国道441号防災・安全交付金工事 幡多土木事務所 H27.10
平成26年災 第108-64号 常六オリゴエ農道災害復旧工事(第111-64号合併) 幡多土木事務所 H27.10
町道土居屋敷線改良工事 津野町役場 H27.10
平成26年度(繰越)社会資本整備総合交付金工事 町道椿山線道路改良工事 仁淀川町役場 H27.10
平成24-27年度 金上野トンネル工事 中村河川国道事務所 H27.11
道交地(改築)第102-010-11号 県道興津窪川線社会資本整備総合交付金工事 須崎土木事務所 H27.11
27単独第6号 15-2号線･通路15-3号線道路整備工事 土佐清水市役所 H27.11
平成27年度 防安 第1-Ａ79-002-2号
市道市野々線防災･安全社会資本整備交付金工事(その2)

四万十市役所 H27.11

防安第180-203-1号 町道成又熊ノ浦線社会資本整備総合交付金工事 黒潮町役場 H27.11
道交地防安(1.5車)第103-032-16号 県道大方大正線防災･安全交付金工事 須崎土木事務所 H27.11
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平成27年度 防安金 第1-A79-002号
市道市野々線防災安全資本整備交付金工事

四万十市役所 H27.11

道改(特定)第12-104-9号 県道宿毛津島線道路改良工事 宿毛土木事務所 H27.11
町道田部高茂線道路改良工事 伊方町役場 H27.11
第7-1号 町道上岩土線道路改良工事 津野町役場 H27.11
町道諸枝是友線 いの町役場 H27.12
道改(特定)第06-106-7号 県道南国伊野線道路改良工事 高知土木事務所 H27.12
道交地防安(改築)第101-014-8号 県道窪川船戸線防災･安全交付金工事 須崎土木事務所 H27.12
道改第09-25-2号 県道窪川中土佐線道路改良工事 須崎土木事務所 H27.12
平成26-27年度 横瀬川ダム工事用道路工事 中筋川総合開発工事事務所 H27.12
防安第180-1-1号 町道湊川線社会資本整備総合交付金工事 黒潮町役場 H27.12
道交地防安(修繕)第304-003-1号 県道沖ノ島循環線防災･安全交付金工事 幡多土木事務所 宿毛事務所 H27.12
道改第03-08-2号 県道安田東洋線道路改良工事 安芸土木事務所 H27.12
市道稗尻線 安芸市役所 H27.12
平成26年度防災安全交付金事業 町道大原西ノ平線改良工事（2工区） 奈半利町役場 H28.1
道交地防安(修繕)第303-060-3号 県道高知南環状線防災･安全交付金工事 中央西土木事務所 H28.1
37号 町道谷ノ内線④ 越知町役場 H28.1
7号 町道谷ノ内線② 越知町役場 H28.1
道交地防安(1.5車)第103-016-4号 県道庄田伊野線線防災･安全交付金工事 中央西土木事務所 H28.1
道交国(改築)第109-005-8号 国道439号社会資本整備総合交付金工事 須崎土木事務所 H28.1
平成27年度 防安金第1-78-4号 町道神ノ川線道路改良工事 四万十町役場 H28.1

高瀬農地保全事業Ｄブロック法面保護工事
農林水産省
中国四国農政局高瀬農地保全事業所

H28.1

道改第10-28-3号 県道窪川船戸線道路改良工事 須崎土木事務所 H28.1
社総第04-2号 町道古城日吉線改良工事 四万十町役場 H28.1
道改第13-34-1号 県道清王新田貝ノ川線道路改良工事 幡多土木事務所 H28.1
道交国防安(防災)第116-013-2号 国道441号防災･安全交付金工事 幡多土木事務所 H28.1

道交国防安(特改)第114-004-05号 国道439号防災･安全交付金工事
須崎土木事務所
四万十町事務所

H28.1

27災第20号 町道轟崎葛籠川線道路災害復旧工事 四万十町役場 H28.1
道改第11-30-5号 県道住次郎佐賀線道路改良工事 幡多土木事務所 H28.1
道改(特定)第09-102-3号 県道窪川船戸線道路改良工事 須崎土木事務所 H28.1
道交地防安(1.5車)第103-009-5号 県道香北野市線防災・安全交付金工事 中央東土木事務所 H28.1
交安第04-1号 県道龍河洞公園線他3線交通安全施設整備工事 中央東土木事務所 H28.2
道交地防安(1.5車)第03-001-3号 県道船津野根線防災・安全交付金工事 安芸土木事務所 H28.2
道改国第1-10号 国道439号(北川道路)道路改築工事 安芸土木事務所 H28.2
平成27年度 防安金第1-78-4号 町道神ノ川線道路改良工事 四万十町役場 H28.2
27災第155号 平成27年度町道本村線道路災害復旧工事 いの町役場 H28.2
27公補第41号 町道筏津線改良工事 越知町役場 H28.2
平成27年度 第5号 町道本村線道路改良工事 津野町役場 H28.2
道交地防安(1.5車)第103-014-1号 県道石鎚公園線防災･安全交付金工事 中央西土木事務所 H28.2
第27-56号 市道八ノ谷線道路改良工事(3工区) 安芸市役所 H28.2
平成27年度 重文第7号 町道大奈路中津川線局部改良工事(7工区) 四万十町役場 H28.2
27年度防安第03-3号 町道大井川西土佐線(2)道路改良工事 四万十町役場 H28.2
平成27年度 横瀬川ダム左岸付替市道工事 中筋川総合開発工事事務所 H28.2
防安第180-202-1号 町道拳ノ川若山線社会資本整備総合交付金工事 黒潮町役場 H28.2
道交地防安(1.5車)第103-041-2号 県道秋丸佐賀線防災･安全交付金工事 幡多土木事務所 H28.2
26年度辺地第4-3号 市道片魚四手ノ川線辺地対策整備工事(繰越) 四万十市役所 H28.2
町道里川線道路災害復旧工事 四万十町役場 H28.2
道交地防安(1.5車)第103-047-3号
県道宿毛宗呂下川口線防災･安全交付金工事

幡多土木事務所 H28.2

公安第11-1-1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 H28.2
平成27年度 防安第1-A-79-001号
市道掃地山藤ノ川線防災･安全社会資本整備工事(その1)

四万十市役所 H28.2

道交第83-5-3号 村道長谷狼内線支1号線社会資本整備交付金その1工事 三原村役場 H28.2
平成27年度 防安金第1-78-4号 町道神ノ川線道路改良工事 四万十町役場 H28.2
平成27災 27単災 第5号 市道宿奈路線道路災害復旧工事 四万十市役所 H28.2
道修第03-08-1号 県道魚梁瀬公園線木製防護柵整備工事 安芸土木事務所 H28.2
町道上岩土線道路改良工事 津野町役場 H28.2
道改(特定)第02-103-3号 県道椎名室戸線道路改良工事 安芸土木事務所 H28.2
町道西谷線道路改良工事 津野町役場 H28.2
町道新田保井川線道路改良工事 津野町役場 H28.2
道改(特定)第09-04-2号 県道大野見葉山線道路改良工事 須崎土木事務所 H28.3
町道中屋北谷線 いの町役場 H28.3
道交第83-5-3号 村道長谷狼内線支1号線社会資本整備交付金その2工事 三原村役場 H28.3
道交地防安(1.5車)第103-033-6号 県道藪ケ市松野線防災･安全交付金工事 幡多土木事務所 H28.3
道交地防安(1.5車)第103-038-2号 県道大方大正線防災･安全交付金工事 幡多土木事務所 H28.3
道改(特定)第02-102-5号 県道佐喜浜吉良川線道路改良工事 安芸土木事務所 H28.3


