
工事名 発注者 施工年月

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 H28.4
道交地(改築)第101-001-1号 県道安田東洋線社会資本整備総合交付金工事 安芸土木事務所 H28.4
道交地防安(1.5車)第103-016-7号 県道庄田伊野線防災･安全交付金工事 中央西土木事務所 H28.4
27災第232号 石鎚公園線災害復旧工事 中央西土木事務所 H28.4
道交地防安(1.5車)第103-036-5号 県道西土佐松野線防災･安全交付金工事 幡多土木事務所 H28.4
平成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 H28.4
道交地防安(1.5車)第103-043-3号 県道大用大方線防災･安全交付金工事 幡多土木事務所 H28.4
平成27年度 道交地防安(1.5車)第103-052-2号 県道昭和中村線防災･安全交
付金工事

幡多土木事務所 H28.4

防補交防第8号の1　(－)鳥井喜木津線道路災害防除工事(防災安全) 愛媛県南予地方局 八幡浜土木工事 H28.4
村道小北川線 大川村役場 H28.5
道改(債)第909-01-1号 県道韮ケ峠文丸線道路改良工事 須崎土木事務所 H28.5
27公補1号町道南屋敷線新設交付金工事 越知町役場 H28.5
道改(特定)第10-103-15号 県道窪川船戸線道路改良工事 須崎土木事務所　四万十事務所 H28.5
市道グリーンハイツ9号線 社会資本整備総合交付金工事 土佐清水市役所 H28.5
市道グリーンハイツ9号線 社会資本整備総合交付金工事 土佐清水市役所 H28.5
道交地防安(1.5車)第103-046-6号 県道安満地福良線防災･安全交付金工事 幡多土木事務所　宿毛事務所 H28.5
平成28年度 林道岩間藤の川維持工事 四万十市役所 H28.5
平成28年度 道路環境緊急整備事業 町道坪井川線道路改良工事 仁淀川町役場 H28.6
28工地第5号 防安金町道大原西ノ平線改良工事 奈半利町役場 H28.6
道交地防安(1.5車)第103-030-12号 県道十和吉野線防災･安全交付金工事 須崎土木事務所 H28.6
道改(特定)第8-02-2号 県道長者佐川線道路改良工事 中央西土木事務所 越知事務所 H28.7
県道伊野仁淀線防災･安全交付金工事 中央西土木事務所 越知事務所 H28.7
道改(債)第907-02-3号 県道石鎚公園線道路改良工事 中央西土木事務所 H28.7
道改国第91-1号 国道493号（北川道路）道路改築工事 安芸土木事務所 H28.7
道改第09-27-1号 県道仁淀東津野線道路改良工事 須崎土木事務所 H28.7
平成28年度(27繰)防安金第21-2号 町道大奈路中津川線道路改良工事（中津
川～森ケ内工区）

四万十町役場 H28.7

道交地(1.5車)第103-032-12号 県道興津窪川線防災･安全交付金工事 須崎土木事務所　四万十事務所 H28.7
道交地防安(1.5車)第103-045-7号 県道安満地福良線防災･安全交付金工事 幡多土木事務所　宿毛事務所 H28.7
道改国防安(特定)第1114-004-05号 国道439号防災･安全交付金工事 須崎土木事務所 H28.7
第29号 蜷川地区外1件避難道整備工事 黒潮町役場 H28.7
道改(債)第907-02-1号 県道石鎚公園線道路改良工事 中央西土木事務所 H28.8
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 H28.8
鏡地区城ノ平飛行場外離着陸整備工事 高知市役所 H28.8
道交地防安(防災)第9103-014-2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 H28.8
道改(債)第904-101-1号 県道香北赤岡線道路改良工事 中央東土木事務所 H28.8
和久保線改良工事 香美市役所 H28.8
道交地防安(1.5車)第9103-033-1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 H28.8
道交地防安(交安)第401-014-3号 県道下田港線(竹島橋歩道橋下部工)防災･
安全交付金工事

幡多土木事務所 H28.8

防道改第67号の1(-)鳥井喜木津線道路改築工事 愛媛県南予地方局 八幡浜土木事務所 H28.8
道改(債)第910-106号 県道大方大正線道路改良工事 須崎土木事務所 H28.8
平成28年度 辺地 第3-1号 市道鴨川線辺地対策整備工事 四万十市役所 H28.8
鏡10号線道路改良工事 高知市役所 H28.8
町道上岩土線道路改良工事 津野町役場 H28.8
土佐山136号線路側復旧工事 高知市役所 H28.8
第197号 町道大峰線道路災害復旧工事 檮原町役場 H28.9
道修第07-05-500号 県道石鎚公園線排水施設修繕工事 中央西土木事務所 H28.9
第6-1号 町道上井田西線道路改良工事（弱者対応型） 津野町役場 H28.9
第10-01-11号 県道窪川船戸線道路改良工事 須崎土木事務所 H28.9
道交地防安(1.5車)第9103-038-3号 県道大方大正線防災･安全交付金工事 幡多土木事務所 H28.9
平成27年度 都市防 第27-2号 市道八束地区防災拠点基地中央線道路整備工
事

四万十市役所 H28.9

道改(特定)第03-104-4号 県道大久保伊尾木線道路改良工事 安芸土木事務所 H28.9
落合宗ノ上線 北川村役場 H28.9
28工地第11号 宇川線防安金 町道宇川線道路防災安全工事 奈半利町役場 H28.10
道交地防安(1.5車)第103-018-2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 越知事務所 H28.10
27公補65号 町道今成深瀬線改良交付金工事④ 越知町役場 H28.10
町道大奈路中津川線（赤岩工区） 四万十町役場 H28.10
都市再生第1号 黒潮町防災拠点施設1号調整池整備工事 黒潮町役場 H28.10
平成27年度 辺地第4-2号 市道掃地山藤ノ川線辺地対策整備工事 四万十市役所 H28.10
道改第11-29-10号 県道住次郎佐賀線外一路線道路改良工事 幡多土木事務所 H28.10
道改(債)第910-105-11号 県道十和吉野線道路改良工事 須崎土木事務所 H28.10
道交地防安(1.5車)第9103-052-2号 県道昭和中村線防災･安全交付金工事 幡多土木事務所 H28.10
道改地防安(1.5車)第103-005-2号 県道香北赤岡線防災･安全交付金工事 中央東土木事務所 H28.10
道交地防安(1.5車)第9103-018-2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 H28.11
28公補第5号 町道筏津線改良交付金工事 越知町役場 H28.11
道交地防安(修繕)第501-017-1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 H28.11



工事名 発注者 施工年月

道交地防安(1.5車)第103-031-15号 県道興津窪川線防災･安全交付金工事 須崎土木事務所 H28.11
交安第10-1号 県道十和吉野線外1路線交通安全施設整備工事 須崎土木事務所 四万十町事務所 H28.11
土佐山121号線道路改良工事 高知市役所 H28.11
道交地防安(1.5車)第9103-052-1号 県道昭和中村線防災･安全交付金工事 幡多土木事務所 H28.11
平成28年度 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 H28.11

道交地防安(改築)第101-010-7号 県道中村宿毛線防災･安全交付金工事 幡多土木事務所 宿毛土木事務所 H28.11
道交地防安(改築)第9101-019-3号 県道中村宿毛線防災･安全交付金工事 幡多土木事務所 宿毛土木事務所 H28.11
道交国防安(修繕)第313-002-1号 国道321号防災･安全交付金工事 幡多土木事務所 清水土木事務所 H28.11
平成28年度 辺地第3-2号 市道古尾大西ノ川線辺地対策整備工事 四万十市役所 H28.11
平成27-28年度　入野本村改良外工事 中村河川国道事務所 H28.11
道交地防安(1.5車)第103-035-4号 県道川登中村線防災･安全交付金工事 幡多土木事務所 H28.11
町道華ノ川線道路改良工事（弱者対応型） 津野町役場 H28.11
道改国(改築)第109-005-1号 国道439号社会資本整備工事 須崎土木事務所 H28.12
道交地防安(1.5車)第103-001-2号 県道船津野根線防災･安全交付金工事 安芸土木事務所 室戸事務所 H28.12
辺地第1号 村道長畑鴨地線道路改良工事 日高村役場 H28.12
平成28年度 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 H28.12
平成28年度 芳奈改良工事（A種） 中村河川国道事務所 H28.12
道交地防安(1.5車)第103-046-9号 県道安満地福良線防災･安全交付金工事 幡多土木事務所 宿毛土木事務所 H28.12
道改(特定)第12-01-1号 県道清王新田貝ノ川線道路改良工事 幡多土木事務所 宿毛土木事務所 H28.12
道交地防安(防災)第116-013-3号 国道441号防災･安全交付金工事 幡多土木事務所 H28.12
道交地防安(1.5車)第9103-054-1号 県道安居公園線防災･安全交付金工事 中央西土木事務所 H28.12
平成28年度 防安第180-2-1号 町道馬荷線社会資本整備総合交付金工事 黒潮町役場 H28.12
平成28年度 防安第03-4号 町道大井川西土佐線(1)道路改良工事 四万十町役場 H28.12
道交地防安(1.5車)第103-017-3号 県道土佐佐川線防災･安全交付金工事 中央西土木事務所 H29.1
道改(特定)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 H29.1
道交地防安(1.5車)第9103-014-3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 H29.1
道改国第91-2号 国道493号（北川道路）道路改築工事 安芸土木事務所 H29.1
平成28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 H29.1
道改(特定)第07-10-1号 県道本川大杉線道路改良工事 中央西土木事務所 H29.1
平成28年度 和田改良工事（A種） 四国地方整備局 中村河川国道事務所 H29.1
道改(特定)第03-108-3号 県道安田東洋線道路改良工事 安芸土木事務所 H29.1

道交地防安(交安)第401-001-7号 県道山北岸本停車場線防災･安全交付金工
事

中央東土木事務所 H29.1

鏡10号線道路改良工事 高知市役所 H29.1
道交地防安(1.5車)第103-036-8号 県道西土佐松野線防災･安全交付金工事 幡多土木事務所 H29.1

平成28年度 防安第1-A79-002-1号 市道市野々線防災･安全社会資本整備交付
金工事

四万十市役所 H29.1

社総金第83-2-2号 町道上下長谷線道路改良工事 三原村役場 H29.1
道交地防安(1.5車)第103-035-3号 県道川登中村線防災･安全交付金工事 幡多土木事務所 H29.1
平成28年度 社総第03-1号 町道戸川日吉線道路改良工事 四万十町役場 H29.1
26災第1410-7号 国道439号道路災害復旧工事 幡多土木事務所 H29.1
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 H29.1
市道宮田岡住吉線道路改良工事 安芸市役所 H29.1
道改(特定)第03-106-13号 県道大久保伊尾木線道路改良工事 安芸土木事務所 H29.1
道交地(交安)第401-008-1号 県道長者佐川線防災･安全交付金工事 中央西土木事務所 越知事務所 H29.2
道改(特定)第08-102-1号県道土佐佐川線道路改良工事 中央西土木事務所 越知事務所 H29.2
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 H29.2
町道吾川東線改良工事 仁淀川町役場 H29.2
防安金第1-78-4号 町道口神ノ川線改良工事 四万十町役場 H29.2

道交地防安(1.5車)第103-047-2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 清水土木事務所 H29.2

道改(特定)第13-101-8号 県道足摺公園線道路改良工事 幡多土木事務所 清水土木事務所 H29.2

道交地防安(1.5車)第103-047-2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 清水土木事務所 H29.2

防安第180-211-1号 町道荷稲拳ノ川線社会資本整備総合交付金工事 黒潮町役場 H29.2
道交地防安(1.5車)第103-036-9号 県道西土佐松野線防災･安全交付金工事 幡多土木事務所 H29.2
道交地防安(1.5車)第103-035-2号 県道川登中村線防災･安全交付金工事 幡多土木事務所 H29.2
道交国(改築)第109-007-2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 H29.2
緊急応急工事28幡維-10 幡多土木事務所 H29.2
道改(特定)第10-103-17号 県道窪川船戸線道路改良工事 須崎土木事務所 H29.2
第1-1号 町道土居屋敷線道路改良工事 津野町役場 H29.2
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 H29.2
道改(特定)第04-102-3号 県道安芸物部線道路改良工事 中央東土木事務所 H29.2
道改(特定)第04-105-5号 県道香北赤岡線道路改良工事 中央東土木事務所 H29.2
道改(特定)第10-103-17号 県道窪川船戸線道路改良工事 須崎土木事務所 H29.3

28工地第30号 平成28年度防災安全交付金事業 町道大原西ノ平線改良(2工区
-3)工事

奈半利町役場 H29.3
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道交地防安(1.5車)第9103-014-4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 H29.3

道改(特定)第04-07-2号 県道久保大宮線道路改良工事 中央東土木事務所 H29.3
町道須川久礼岩線改良工事 奈半利町役場 H29.3
平成28年度 横瀬川ダムサイト右岸付替市道工事 中筋川総合開発工事事務所 H29.3
平成28年度 防安第180-212-1号 町道伊与喜学校線社会資本整備総合交付金
工事

黒潮町役場 H29.3

市道二ノ宮野地線道路改良工事 宿毛市役所 H29.3

平成28年度 防安第1-A79-001-3号 市道掃地山藤ノ川線防災･安全社会資本整
備工事

四万十市役所 H29.3

道改(特定)第12-103-5号 県道清王新田貝ノ川線道路改良工事 幡多土木事務所 H29.3
防安第180-38-1号 町道土橋線社会資本整備総合交付金工事 黒潮町役場 H29.3

平成27年度 防安 第1-A79-019-2号 市道岡本円ノ倉線防災･安全社会資本整
備工事

四万十市役所 H29.3

道交地防安(1.5車)第103-033-5号 県道藪ヶ市松野線防災･安全交付金工事 幡多土木事務所 H29.3
道改(特定)第11-01-3号 県道中村下田ノ口線道路改良工事 幡多土木事務所 H29.3

道交地防安(1.5車)第9103-033-2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 H29.3

平成28年度 拳ノ川改良第1工事（A種） 四国地方整備局 中村河川国道事務所 H29.3
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 H29.3
交安第11-1-1号 県道住次郎佐賀線外１路線交通安全施設整備工事 幡多土木事務所 H29.3
道改(特定)第09-07-4号 県道四国カルスト公園線道路改良工事 須崎土木事務所 H29.3
道改(特定)第08-01-2号 県道伊野仁淀線道路改良工事 中央西土木事務所 H29.3


