
工事名 発注者 施工年月
道改(特定)第07-104-1号 県道奥の谷日比原線道路改良工事 中央西土木事務所 H29.4

道交地防安(改築)第9102-019-13号 県道小味野々川口線防災･安全交付金工事
須崎土木事務所
四万十町事務所

H29.4

第103-028-11号 県道小味野々川口線防災安全交付金工事 須崎土木事務所 H29.4

道交地防安(1.5車)第103-046-2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

H29.4

道改(特定)第11-103-3号 県道住次郎佐賀線道路改良工事 幡多土木事務所 H29.4

道交地防安(1.5車)第103-039-2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 H29.4

道改(特定)第12-105-4号 県道宿毛宗呂下川口線道路改良工事 宿毛土木事務所 H29.4

平成28年度 防安金第2-1号 町道大奈路中津川線道路改良工事（木屋ケ内工区） 四万十町役場 H29.4

市道宮ケ谷国上線道路災害復旧工事 須崎市役所 H29.4

市道藤九郎田北線道路整備工事(No.2) 安芸市役所 H29.4

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 H29.5

道交地防安(修繕)第313-001-2号 国道194号防災･安全交付金工事 中央西土木事務所 H29.5

農道丸山線 越知町役場 H29.5

第07-101-8号 県道石鎚公園線道路改良工事 高知西土木事務所 H29.5

平成28年度 28災第325号 市道中半線道路災害復旧工事 四万十市役所 H29.5

平成28-29年度 芳奈改良工事
四国地方整備局
中村河川国道事務所

H29.5

町道湊川線社会資本整備総合交付金工事 黒潮町役場 H29.5

28災第190号 県道大方大正線道路災害復旧工事 幡多土木事務所 H29.5

町道芳生野奈路線橋梁下部工工事 津野町役場 H29.5

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 H29.6

平成28年度道交地防安(1.5車)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 H29.6

28災第108-1号 一般県道大野見葉山線道路災害復旧工事 須崎土木事務所 H29.6

28災第60号 町道折合線道路災害復旧工事 四万十町役場 H29.6

平成29年度 町道越裏門鎌谷線道路災害復旧工事 いの町役場 H29.6

県道志和仁井田線社会資本総合交付金工事 須崎土木事務所 H29.6

第401-011-12号 県道作屋影野停車場線防災安全交付金工事 須崎土木事務所 H29.6

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 H29.6

平成28年度 28災第320号第321号 市道鴨川線道路災害復旧工事(繰越) 四万十市役所 H29.6

28災第192号森沢(1) 県道中村下ノ加江線道路災害復旧工事 幡多土木事務所 H29.6

道交地防安(改築)第101-018-3号 県道中村宿毛線防災･安全交付金工事 宿毛土木事務所 H29.6

山の道第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 H29.6

平成28年度辺地第2-3号 市道大西ノ川辺地対策整備工事(繰越) 四万十市役所 H29.6

道改(債)第910-101-11号 県道小味野々川口線道路改良工事 須崎土木事務所 H29.6

町道上岩土線道路改良工事 津野町役場 H29.6

道交国(防災)第116-015-57号 国道493号防災・安全交付金工事 安芸土木事務所 H29.7

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
高知県中央西土木事務所
越知事務所

H29.7

道交地防安(1.5車)第9103-001-1号 県道船津野根線防災・安全交付金工事 安芸土木事務所 H29.7

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 H29.7

防安第180-38-2号 町道土橋線社会資本整備総合交付金工事 黒潮町役場 H29.7

28災(繰)第393号 町道成畑線道路災害復旧工事 大月町役場 H29.7

平成28年度 防安第1-Ａ79-025-1号 市道実崎線防災・安全社会資本整備工事 四万十市役所 H29.7

道交(債)第912-101-1号 県道中村宿毛線道路改良工事 宿毛土木事務所 H29.7

平成28年度 防安第1-A79-017-1号 市道右山線防災・安全社会資本整備工事 四万十市役所 H29.7

平成28年度辺地第5-2号 市道手洗川勝間線辺地対策整備工事 四万十市役所 H29.7

平成28年度第5-1号 町道樺ノ川線道路改良工事 津野町役場 H29.7

道交地防安(修繕)第9303-014-2号 県道本川大杉線防災･安全交付金工事 中央東土木事務所 H29.8

道交国防安(特改)第114-005-2号 国道494号防災･安全交付金工事 中央西土木事務所 H29.8

道交地防安(代行)第9104-002-1号 村道朝谷線防災・安全交付金工事 中央東土木事務所 H29.8

道改(特定)第07-103-1号 県道石鎚公園線道路彰両工事 中央西土木事務所 H29.8

第722-2号 社会資本整備事業 町道西浦田線道路改良工事 田野町役場 H29.8

第10-01-12号 県道窪川船戸線道路改良工事 須崎土木事務所 H29.8

道交地防安(1.5車)第9103-041-1号 県道秋丸佐賀線防災・安全交付金工事 幡多土木事務所 H29.8

平成28年度道交地防安(1.5車)第9103-036-2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 H29.8

平成28年度 都市防第2号 市道八東地区防災拠点基地中央線道路整備工事 四万十市役所 H29.8



平成28-29年度 横瀬川ダム左岸付替市道工事
四国地方整備局
中村河川国道事務所

H29.8

都防第31-2-3号 町道新庁舎防災広場線社会資本整備総合交付金工事 黒潮町役場 H29.8

道交地防安(1.5車)第9103-036-1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 H29.8

道改(特定)第03-112-2号 県道畑山栃ノ木線道路改良工事 安芸土木事務所 H29.8

H28年度 町道神谷小野線道路改良工事 いの町役場 H29.9

鏡2号線道路改良工事 高知市役所 H29.9

土佐山121号線道路改良工事 高知市役所 H29.9

平成28年度道整備交付金事業 町道坪井川線道路改良工事 仁淀川町役場 H29.9

県道小内本山線防災安全交付金工事(仮称1号橋A1橋台) 中央東土木事務所 H29.9

道改国第1-52号国道493号（北川道路）道路改築工事 安芸土木事務所 H29.9

道交地防安(1.5車)第103-021-3号 県道中津公園線濃彩・安全交付金工事 中央西土木事務所 H29.9

道改(特定)第09-108-3号 県道仁淀東津野線道路改良工事 須崎土木事務所 H29.9

平成29年度 町道西川線防護柵設置工事 いの町役場 H29.9

地安第08-05-10号 県道長者佐川線地域の安全安心推進工事 中央西土木事務所 H29.9

平成29年度 第15-1号 町道大谷西線改良工事 津野町役場 H29.9

道交国(特定)第9110-001-1号 国道493号社会資本整備総合交付金工事 安芸土木事務所 H29.9

農村災害第564-801号 梼原北地区農村災害対策整備六丁避難路工事 須崎農業振興センター H29.9

平成28年度社総第1-Ａ79-002-1号 市道具同三里線社会資本整備工事 四万十市役所 H29.9

道交地防安(防災)第107-037-1号 県道土佐清水宿毛線防災･安全交付金工事 宿毛土木事務所 H29.9

道交地防安(1.5車)第103-003-3号 県道奈比賀川北線防災・安全交付金工事 安芸土木事務所 H29.9

愛宕谷管理用道路工事他1件工事
国土交通省 四国地方整備局
山地砂防事務所

H29.9

県道安満地福良線防災･安全交付金工事 幡多土木事務所 H29.10

白菊園うら山(その4)津波指定緊急避難場所整備工事 土佐市役所 H29.10

道改(特定)第04-02-3号 県道山川野市線道路改良工事 中央東土木事務所 H29.10

都市計画道路高知駅秦南町線県単街路整備工事 高知土木事務所 H29.10

道交地防安(1.5車)第9103-014-1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 H29.10

29公補第2号 町道今成深瀬線改良交付金工事 越知町役場 H29.10

28公補第55号 町道筏津線改良交付金工事② 越知町役場 H29.10

道交地防安(1.5車)第103-007-5号 県道日ノ御子土佐山田線防安･安全交付金工事 中央東土木事務所 H29.10

農村災害第5681-804号 大方西部地区農村災害対策整備田野浦線避難路工事 幡多農業振興センター H29.10

道交地防安(改築)第9102-013-1号 県道宿毛津島線防災･安全交付金工事 宿毛土木事務所 H29.10

平成28-31年度 横瀬川ダム本体建設工事 中筋川総合開発工事事務所 H29.10

道改(特定)第12-101-4号 県道中村宿毛線道路改良工事 宿毛土木事務所 H29.10

県道高知伊予三島線道路改良工事 中央東土木事務所 H29.11

29災第54号 町道山手線道路災害復旧工事 本山町役場 H29.11

道改(特定)第07-05-2号 県道西津賀才日比原線道路改良工事 高知西土木事務所 H29.11

県道石鎚公園線道路改良工事 高知西土木事務所 H29.11

道交地防安(1.5車)第9103-039-2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 H29.11

道改(特定)第12-104-3号 県道中村宿毛線道路改良工事 宿毛土木事務所 H29.11

道交地防安(1.5車)第103-046-11号 県道安満地福良線防災･安全交付金工事 宿毛土木事務所 H29.11

第103-052-2号 県道昭和中村線防災･安全高h儒金工事 幡多土木事務所 H29.11

第00号 市道八ノ谷線道路改良工事 安芸市役所 H29.11

道改第03-08-1号 県道安田東洋線道路改良工事 安芸土木事務所 H29.11

道交地防安(改築)第101-023-2号
県道高知本山線防災･安全交付金(仮称1号橋A1橋台)工事

中央東土木事務所
本山事務所

H29.11

五台山防災道路待避所整備工事 高知市役所 H29.11

第5-1号 町道樺ノ川線道路改良工事 津野町役場 H29.11

町道船戸今橋線道路改良工事 津野町役場 H29.12

28災第22号 市道畑古矢線道路災害復旧工事 室戸市役所 H29.12

市道久保大宮線道路改良工事 香美市役所 H29.12

道交地防安(改築)第101-025-3号 県道窪川船戸線防災安全交付金工事 須崎土木事務所 H29.12

県道佐川谷地線道路改良工事
中央西土木事務所
越知事務所

H29.12

都市再生第1号 黒潮町防災拠点施設2号調整池整備工事 黒潮町役場 H29.12

道改(特定)第12-102-3号 県道中村宿毛線道路改良工事 宿毛土木事務所 H29.12

防安第12-1-1号 町道落田奈路線改良工事 四万十町役場 H29.12

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 H29.12

平成29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 H29.12

道交地防安(改築)第101-010-4号 県道中村宿毛線防災･安全交付金工事 宿毛土木事務所 H29.12



道交地防安(防災)第107-056-3号 県道宗呂中村線防災･安全交付金工事 清水土木事務所 H29.12

都防第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 H29.12

道交国防安(改築)第113-003-10号 国道439号防災･安全交付金工事 中央東土木事務所 H29.12

道交地防安(改築)第101-023-1号 県道高知本山線防災･安全交付金工事
中央東土木事務所
本山事務所

H29.12

道交(特定)第09-02-1号 県道韮ケ峠文丸線道路改良工事 須崎土木事務所 H29.12

平成26年度 台風12号災害農道本山南部線道路災害復旧工事 大豊町役場 H30.1

県道南国伊野線道路改良工事 高知土木事務所 H30.1

鏡218号線道路改良工事 高知市役所 H30.1

漁高潮第1-1号 野見漁港海岸高潮対策(その1)工事 須崎市役所 H30.1

道交(特定)第09-02-1号 県道韮ケ峠文丸線道路改良工事 須崎土木事務所 H30.1

平成29年度第5-1号 町道本村線道路改良工事 津野町役場 H30.1

交安第07-1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 H30.1

道交地防安(1.5車)第9103-033-3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 H30.1

平成28-29年度 具同堤防(その2)工事
国土交通省 四国地方整備局
中村河川国道事務所

H30.1

道交地防安(1.5車)第103-027-11号 県道作屋影野停車場線防災･安全交付金工事
須崎土木事務所
四万十町事務所

H30.1

防安第180-201-1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 H30.1

上震補道改第23号2(国)494号地震防災関連道路緊急整備工事 愛媛県 H30.1

平成29-30年度 佐賀改良外工事
国土交通省 四国地方整備局
中村河川国道事務所

H30.1

県道秋丸佐賀線防災･安全交付金工事 幡多土木事務所 H30.1

平成29年度第5-1号 町道本村線道路改良工事 津野町役場 H30.1

町道須川久礼岩線 奈半利町役場 H30.1

平成27-30年度　大谷川第3堰堤工事
国土交通省
四国山地砂防事務所

H30.2

道改(特定)第07-03-1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 H30.2

一般県道久保大宮線道路災害復旧工事 中央東土木事務所 H30.2

平成29年度 日高地区残土処理場進入路工事
国土交通省 四国地方整備局
土佐国道事務所

H30.2

道交地防安(改築)第101-004-5号 県道南国伊野線防災･安全交付金工事 高知土木事務所 H30.2

平成28･29年度防災安全交付金事業 町道大原西ノ平線改良工事(1工) 奈半利町役場 H30.2

森田塾 民間工事 H30.2

町道大奈路中津川線 四万十町役場 H30.2

道交地防安(1.5車)第103-042-3号 県道住次郎佐賀線防災･安全交付金工事 幡多土木事務所 H30.2

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 H30.2

社総第04-1-1号 町道古城改良工事 四万十町役場 H30.2

平成29年度 防安第02-1-1号 町道大井川西土佐線(1)改良工事 四万十町役場 H30.2

河川債が復旧工事29災第206号 四万十町役場 H30.2

平成29年度 交安2第1-2号 交通安全施設等整備第2種第2期工事 四万十市役所 H30.2

防安第180-202-1号 町道荷稲拳ノ川線釈迦資本整備総合交付金工事 黒潮町役場 H30.2

道交地防安(1.5車)第9103-047-3号 県道宿毛宗呂下川口線防災･安全交付金工事 清水土木事務所 H30.2

道改(特定)第12-102-5号 県道中村宿毛線道路改良工事 宿毛土木事務所 H30.2

平成29年度 歴公園第2号 為松公園駐車場整備工事 四万十市役所 H30.2

道改(特定)第11-104-12号 県道大方大正線道路改良工事 幡多土木事務所 H30.2

第1-A79-001号 市道掃地山藤ノ川線防災･安全社会資本整備交付金工事 四万十市役所 H30.2

平成29年度 文景保 第1号 市道口屋内宇和島線屋内大橋支線山留擁壁復旧工事 幡多土木事務所 H30.2

29災国補第2015号 県道230号線 愛媛県 H30.2

道交地(改築)第9101-009-1号
県道四国カルスト公園線社会資本整備総合交付金工事

須崎土木事務所 H30.2

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 H30.2

交安第11-1-1号 県道住次郎佐賀線外1路線安全施設整備工事 幡多土木事務所 H30.2

道交地防安(1.5車)第9103-024-6号 県道中土佐佐賀線防災･安全交付金工事 須崎土木事務所 H30.2

H28-29年度 日高地区残土処理場進入路工事
国土交通省 四国地方整備局
高知河川国道事務所

H30.3

県道甲殿弘岡線道路改良工事 高知土木事務所 H30.3

県道佐喜浜吉良川線道路改良工事 安芸土木事務所 H30.3

道交国防安(改築)第113-014-5号 国道197号線防災･安全交付金工事 須崎土木事務所 H30.3

県道城川梼原線社会資本整備総合交付金工事 須崎土木事務所 H30.3

町道椿山線改良工事 仁淀川町役場 H30.3

町道須川久礼岩線改良工事 奈半利町役場 H30.3



平成28年度 第1-56-7号 町道井ノ岡線道路改良工事（明許） 安田町役場 H30.3

平成29年度道整備交付金工事 村道小北川線改良工事 大川村役場 H30.3

道交地防安(1.5車)第9103-001-4号 県道船津野根線防災･安全交付金工事 安芸土木事務所 H30.3

道交地防安(改築)第102-016-2号 県道磯谷本山線防災･安全交付金工事 中央東土木事務所 H30.3

29災第78号 一般県道松原窪川線道路災害復旧工事 須崎土木事務所 H30.3

道交国防安(交安)第402-001-11号 国道381号防災･安全交付金工事 須崎土木事務所 H30.3

中土佐町公共施設移転用地整備工事 中土佐町役場 H30.3

道交地防安(改築)第113-009-6号 国道441号防災･安全交付金工事 幡多土木事務所 H30.3

道交地防安（1.5車）第103-042-4号 県道住次郎佐賀線防災･安全交付金工事 幡多土木事務所 H30.3

道交地防安(改築)第01-018-4号 県道中村宿毛線防災･安全交付金工事
幡多土木事務所
宿毛事務所

H30.3

平成29年度防安第11-1-1号 町道戸川日吉線道路改良工事 四万十町役場 H30.3

三里沈下橋 四万十市役所 H30.3

道改(特定)第03-105-4号 県道安田東洋線道路改良工事 安芸土木事務所 H30.3

29工地第21号防安全町道墓地公園線改良工事-1 奈半利町役場 H30.3

平成29年度 社会資本整備総合交付金 市道新西後入線改良工事 香美市役所 H30.3


