
工事名 発注者 施工年月
道交地(公安)第0401-008-2号 県道佐川長者線防災安全施設工事 中央西土木事務所 越知事務所 H30.4

道交地(1.5車)第103-054-2号 県道安居公園線施設安全交付金工事 中央西土木事務所 越知事務所 H30.4

町道宮ノ原線道路災害復旧工事 佐川町役場 H30.4

29公補第30号 町道今成深瀬線改良交付金工事② 越知町役場 H30.4

29災第148号 平成29年度 町道橋床中屋線道路改良工事 いの町役場 H30.4

防安金第1-78-3号 町道神ノ川線改良工事 四万十町役場 H30.4

道交地防安(改築)第102-013-3号 県道宿毛津島線防災･安全交付金工事 宿毛土木事務所 H30.4

道交地防安(防災)第107-041-2号 県道土佐清水宿毛線防災･安全交付金工事 幡多土木事務所 H30.4

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 H30.4

市道下川口中央線 土佐清水市役所 H30.4

砂防第17-1号 城山谷川支川通常砂防工事 幡多土木事務所 H30.4

道交地防安第103-032-12号 県道大方大正線防災･安全交付金工事 幡多土木事務所 H30.4

29災第220-2号 一般県道東祖谷山大杉停車場線道路災害復旧工事 中央東土木事務所 H30.4

道改(特定)第03-107-5号 県道安田東洋線道路改良工事 安芸土木事務所 H30.4

29災国補第70号(-)玉川菊間線道路災害復旧工事 愛媛県 H30.4

道交地(1.5車)第103-054-3号 県道安居公園線施設安全交付金工事 中央西土木事務所 越知事務所 H30.5

道交地防安(公安)第401-011-13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 H30.5

道改(債)第903-01-1号 県道奈比賀川北線道路改良工事 安芸土木事務所 H30.5

道交地防災(交安)第401-001-6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 H30.5

国道439号線道路改良工事 須崎土木事務所 H30.5

鳥形山トンネル工事 民間工事（日鉄鉱業㈱） H30.5

道改国(改築)第109-010-18号 国道494号社会資本整備総合交付金工事 須崎土木事務所 H30.5

道交地防安(1.5車)第1030-021-1号 県道中津公園線防災･安全交付金工事 中央西土木事務所 越知事務所 H30.5

道交地防安(1.5車)第103-023-2号 県道萩中･須崎線防災安全交付金工事 須崎土木事務所 H30.5

道改(特定)第07-103-11号 県道石鎚公園線道路改良工事 中央西土木事務所 越知事務所 H30.5

平成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工区-2) 奈半利町役場 H30.5

道交地防安(改築)第101-006-4号 県道岩目地西佐川停車場線
防災･安全交付金工事

中央西土木事務所 越知事務所 H30.5

町道轟崎葛籠川線道路課災害復旧工事 四万十町役場 H30.5

平成29年度 道改(特定)第11-102-8号 県道西土佐線松野線道路改良工事 幡多土木事務所 H30.5

道交地防安(改築)第101-018-4号 県道中村宿毛線防災･安全交付金工事 宿毛土木事務所 H30.5

横瀬川ダムサイト左岸付替市道工事 中筋川総合開発工事事務所 H30.5

道交国防安(防災)第116-013-4号 国道441号防災･安全交付金工事 幡多土木事務所 H30.5

県道善通寺綾歌線（中方橋）道路整備工事 香川県 H30.5

道改地防安(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 H30.5

28災第35-2号 町道下ノ谷堂林線道路災害復旧工事 越知町役場 H30.6

葛島高架橋工事 高知土木事務所 H30.6

市道本村宮の内永野線改良工事 土佐市役所 H30.6

平成29年度公共土木施設災害復旧事業29災第235号
市道西熊別府線道路災害復旧工事

香美市役所 H30.6

道交地防安(交安)第105-041-2号 県道出口古津賀線防災･安全交付金工事 幡多土木事務所 H30.6

平成29年度防安第1-A79-011-1号 市道池田馬場線防災･安全社会資本整備工事 四万十市役所 H30.6

平成29年度29災第18号 市道片魚四手ノ川線道路災害復旧工事 四万十市役所 H30.6

道交地防安(1.5車)第9103-046-1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 H30.7

道交地防安(改築)第101-009-11号 県道窪川船戸線防災･安全交付金工事 須崎土木事務所 H30.7

道交国(改築)第109-007-3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 H30.7

山のみち 第92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 H30.7

平成29-30年度 拳ノ川舗装工事
国土交通省 四国地方整備局
中村河川国道事務所

H30.8

道交地(改築)第102-003-5号 県道本川大杉線社会資本整備総合交付金工事 中央東土木事務所 H30.8

道改(債)第907-101-1号 県道奥の谷日比原線道路改良工事 中央西土木事務所 H30.8

平成30年度市単市道室津川団地線道路改良工事 室戸市役所 H30.8

第908-102-1号 県道いの仁淀線道路改良工事 中央西土木事務所 越知事務所 H30.8

新陳基盤整備事業林道開設工事 徳島県那賀町役場 H30.8

29災第108号 県道石鎚公園線道路災害復旧工事 中央西土木事務所 越知事務所 H30.8

道改(債)第907-01-1号 県道石鎚公園線道路改良工事 中央西土木事務所 H30.8

中土佐町公共施設移転用地整備工事 中土佐町役場 H30.8

道改(債)第903-02-1号 県道安芸物部線道路改良工事 安芸土木事務所 H30.8

防安金第1-1号 町道大奈路中津川線道路改良工事 四万十町役場 H30.8



道交地防安(1.5車)第103-047-6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 H30.8

平成30年度 交安2第1-1号 交通安全施設等整備第2種第Ⅰ期工事 四万十市役所 H30.8

平成29年度辺地第4-6号 市道古尾大西ノ川線辺地対策整備工事(繰越) 四万十市役所 H30.8

防安前第7-2号 町道上岩土線道路改良工事 津野町役場 H30.8

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 H30.9

林道名野川･用居線災害復旧工事 仁淀川町役場 H30.9

29社総工 第16-1号 平成30年度 町道西ノ谷名越屋線道路改良工事 いの町役場 H30.9

道交地防安(改築)第101-018-5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 H30.9

道路整備事業第1号 町道郷カギ山線道路改良工事 大月町役場 H30.9

平成30年度辺地第2-1号 市道鴨川線辺地対策整備工事(繰越) 四万十市役所 H30.9

道交地防安(1.5車)第103-032-12号 県道大方大正線防災･安全交付金工事 幡多土木事務所 H30.9

29年災 林道名村川線1号箇所災害復旧工事 安芸市役所 H30.9

平成30年度 町道上和田道ノ川線改良工事 中土佐町役場 H30.9

道改(特定)第07-02-1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 H30.10

道改第13-34-3号 県道清王新田貝ノ川線道路改良工事 幡多土木事務所 H30.10

道交国防安(特改)第114-009-4号 国道494号防災･安全交付金工事 中央西土木事務所　越知事務所 H30.10

道交国防安(特改)第114-007-10号 国道439号防災･安全交付金工事 須崎土木事務所 H30.10

道改(特定)第09-107-3号 県道萩中須崎線道路改良工事 須崎土木事務所 H30.10

平成30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 H30.10

道路整備4-3号 町道西谷線道路改良工事 津野町役場 H30.10

道改(特定)第06-05-3号 県道北本町領石線道路改良工事 高知土木事務所 H30.10

鏡2号線道路改良工事 高知市役所 H30.10

平成29年度 道交国防安(特改)第114-004-11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 H30.10

道改(特定)第12-105-3号 県道宿毛津島線道路改良工事 宿毛土木事務所 H30.10

道交国防安(交安)第115-002-5号 国道321号防災･安全交付金工事 幡多土木事務所 H30.10

第5号 浮津地区外2件避難道整備工事 黒潮町役場 H30.10

道交国(改築)第109-007-4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 H30.10

平成29年度 社会資本整備総合交付金事業 町道平花田花田線改良工事(1工区) 奈半利町役場 H30.10

村道落合宗ノ上線地方道路交付金工事 北川村役場 H30.10

交安第07-2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 H30.11

県道大久保伊与木線道路改良工事 安芸土木事務所 H30.11

県道前浜植野線道路改良工事 中央東土木事務所 H30.11

道改(債)第909-101-1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 H30.11

道交地防安(交安)第401-029-2号 県道出口古津賀線防災･安全交付金工事 幡多土木事務所 H30.11

農村災害第5680-901号 大方西部地区農村災害対策整備田野浦線
避難路整備工事

幡多農業振興センター H30.11

道改(債)第909-101-1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 H30.11

教学建 第30-4号 梼原高校ブロック塀等改修工事 学校教育安全対策課 H30.12

教学建 第30-1号 中村特別支援学校ブロック塀等改修工事 学校教育安全対策課 H30.12

道交地(改築)第101-005-4号 県道高知南環状線社会資本整備総合交付金工事 中央西土木事務所 H30.12

交安第11-1-1号 国道439号外2路線交通安全施設整備工事 幡多土木事務所 H30.12

市道本村宮ノ内永野線改良工事 土佐市役所 H30.12

山のみち第31号 幹線林道開設工事 旭･天狗高原線2工区工事 中央西林業事務所 H30.12

道改(特定)第07-04-3号 県道石鎚公園線道路改良工事 中央西土木事務所 H30.12

30災第77号 町道仲分川線道路災害復旧工事 黒潮町役場 H30.12

道交地防安(防災)第9107-05-1号 県道宗呂中村線防災･安全交付金工事 清水土木事務所 H30.12

平成30年度辺地第5-2号 市道掃地山藤ノ川線辺地対策整備工事 四万十市役所 H30.12

道交地防安第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 H30.12

農村災害第5680-903号 大方西部地区農村災害対策整備出口2号線
避難路整備1工区工事

幡多農業振興センター H30.12

第1-A79-001-3号 市道掃地山藤ノ川線 四万十市役所 H30.12

道交国防安(改築)第9113-009-2号 国道441号防災･安全交付金工事 幡多土木事務所 H30.12

30防安第180-202-1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 H30.12

平成30年度 第2-1号 町道隠地線バイパス工事 津野町役場 H30.12

緊急畑山栃ノ木線 安芸土木事務所 H30.12

道交地(改築)第1-4-1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 H30.12

平成30年度 第14-1号 町道郷内川向線道路改良工事 津野町役場 H30.12

県道中平梼原線道路改良工事 須崎土木事務所 H31.1

国道494号防災安全交付金工事 中央西土木事務所 H31.1

国道494号社会資本整備総合交付金工事 中央西土木事務所 越知事務所 H31.1



町道安全施設工事 佐川町役場 H31.1

砂防第6-6号 十二所谷川通常砂防工事 四国山地砂防事務所 H31.1

平成29-30年度 シレ滝谷堰堤管理用道路工事 四国山地砂防事務所 H31.1

平成30年度 30災 第82号 市道宮ノ川内1号線道路災害復旧工事 須崎土木事務所 H31.1

道交地防安(改築)第102-016-3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 本山事務所 H31.1

吉川漁港水産基盤ストックマネジメント工事 香南市役所 H31.1

道交国防安(交安)第115-002-5号 国道321号防災･安全交付金工事 清水土木事務所 H31.1

平成30年度 防安金 第1-Ａ79-002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 H31.1

平成30年度 防安金 第1-012-1号 町道落田奈路線道路改良工事 四万十町役場 H31.1

道交地防安(改築)第9102-017-1号 県道中村宿毛線防災･安全交付金工事 宿毛土木事務所 H31.1

砂防第17-2号 城山谷川支川通常砂防工事 幡多土木事務所 H31.1

平成30年度 地方 第5号 中筋中学校避難路整備工事 四万十市役所 H31.1

道改(債)第903-101-1号 県道大久保伊尾木線道路改良工事 安芸土木事務所 H31.1

30災第163号 県道安芸物部線道路災害復旧工事 安芸土木事務所 H31.1

交安第04-3号 国道195号他1線交通安全施設整備工事 中央東土木事務所 H31.2

101/71　行川城山他災害復旧工事 高知市役所耕地課 H31.2

鏡10号線道路改良工事 高知市役所 H31.2

県道宮ノ川川北線道路改良工事 安芸土木事務所 H31.2

市道鳥坂久通線改良工事 須崎市役所 H31.2

道改(特定)第06-103-3号 県道甲殿弘岡上線道路改良工事 高知土木事務所 H31.2

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 H31.2

30災第54号 平成30年度 町道込谷大平線道路災害復旧工事 いの町役場 H31.2

道交地防安(1.5車)第103-054-4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 越知事務所 H31.2

平成30年度 地方創生道整備推進交付金事業 町道寺村大板線改良工事 仁淀川町 H31.2

道改第10-01-11号 県道窪川船戸線道路改良工事 須崎土木事務所 H31.2

市道高須11号線道路災害復旧工事 高知尺所 H31.2

道交地防安(改築)第9101-024-11号 県道安田東洋線道路改良工事 安芸土木事務所 H31.2

道改(特定)第10-102-13号 県道小味野々川口線道路改良工事 須崎土木事務所 H31.2

道交地防安(1.5車)第103-044-5号 県道宿毛宗呂下川口線
防災･安全交付金工事

宿毛土木事務所 H31.2

平成30年度 防安金第1-003-1号 町道神ノ川線改良工事 四万十町役場 H31.2

平成30年度 小黒ノ川改良工事
四国地方整備局
中村河川工事事務所

H31.2

30災国補第3352号 市道松尾高野地線道路災害復旧工事 八幡浜市役所 H31.2

平成30年度 第16-1号 町道東黒川線道路改良工事 津野町役場 H31.2

30災第439号 県道魚梁瀬公園線道路災害復旧工事 安芸土木事務所 H31.2

道改(特定)第03-102-5号 県道奈比賀川北線道路改良工事 安芸土木事務所 H31.2

平成30年度 道修(保)第09-09-104号 県道久礼須崎線災害応急工事 須崎土木事務所 H31.2

平成29-30年度 大谷川第3堰堤工事
国土交通省 四国地方整備局
四国山地砂防事務所

H31.3

町道寺村線改良工事 仁淀川町 H31.3

朝倉55号線道路改良工事 高知市役所 H31.3

道改(特定)第04-01-2号 県道夜須物部線道路改良工事 中央東土木事務所 H31.3

市道北生線道路改良工事 室戸市役所 H31.3

平成30年度土佐山158号線道路改良工事 高知市役所 H31.3

社総金第4-4号 町道西谷線道路改良工事 津野町役場 H31.3

平成30年度 道修(保)第09-09-104号 県道久礼須崎線災害応急工事 須崎土木事務所 H31.3

平成30年度 30災 第740号 町道上関道路災害復旧工事 本山町役場 H31.3

平成29年度 社会資本整備総合交付金事業 宇川3号橋改良工事 奈半利町役場 H31.3

平成30年度　社会資本総合整備事業　村道小北川線改良工事 大川村役場 H31.3

30災第198号 県道大豊物部線道路災害復旧工事 中央東土木事務所 H31.3

道維第07-01-302号 県道南国伊野線外2路線道路維持委託業務 中央西土木事務所 H31.3

道改地防安(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 H31.3

平成30年度 横瀬川ダム付替市道外工事 中筋川総合開発工事事務所 H31.3

平成30年度 防安金第1-002-1号 町道大井川西土佐線(2)道路改良工事 四万十町役場 H31.3

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 H31.3

平成30年度 30災 第69-107号 戸川頭首工災害復旧工事 四万十町役場 H31.3

(-)名駒友浦線道路災害復旧工事
愛媛県東予地方局
今治土木事務所

H31.3


