
県 工事名 発注機関 施工時期

一般国道452号芦別市盤の沢改良工事 北海道開発局 札幌開発建設部 H27年11月～

サロマ湖漁港外１港　航路護岸その他工
事

国交省 北海道開発局 網走開発建設部網
走港湾事務所

H29年9月～

宮城県 滝根地区道路改良工事　滝根川橋台 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 H26年8月～

神奈川
横浜港臨港道路南本牧ふ頭本牧線（本牧
側擁壁部）擁壁築造工事

関東地方整備局 京浜港湾事務所 H27年5月～

石川 H23庵地区災害復旧外1件工事 北陸地方整備局 金沢河川国道事務所 H23年11月～

長野 中津川上流第1号砂防堰堤その４工事 北陸地方整備局 湯沢砂防事務所 H28年7月～

岐阜
平成27年度 小里川ダム貯水池管理用通
路整備工事

中部地方整備局 庄内川河川事務所 H29年3月～

兵庫
平成27年度姫路港浜田地区岸壁(-10m)
改良工事

近畿地方整備局　神戸港湾事務所 H28年2月～

鳥取 国道9号細川改良その２工事 中国地方整備局 鳥取河川国道事務所 H28年10月～

徳島 平成２３年度　大谷橋改良工事 四国地方整備局 徳島河川国道事務所 H23年11月～

平成25年度 下中切集水井外工事 四国地方整備局 四国山地砂防事務所 H25年9月～

平成25年度　怒田八畝地区すべり対策工事 四国地方整備局 四国山地砂防事務所 H２６年２月～

平成26-27年度　大谷川第2号堰堤工事 四国地方整備局 四国山地砂防事務所 H27年9月～

平成２７ー２８年度　戸原海岸坂路設置外工事 四国地方整備局 高知河川国道事務所 H28年6月～
平成28年度　仁井田海岸堤防改良(その2)工
事

四国地方整備局 高知河川国道事務所 H29年4月～

県 工事名 発注機関 施工時期

十勝岳その2治山工事 北海道森林管理局 上川中部森林管理署 H26年5月～

ヤムナイ沢1施設災害復旧工事 北海道森林管理局 宗谷森林管理署 H29年7月～

岩手 矢巾温泉治山工事 東北森林管理局 盛岡森林管理署 H27年5月～

紅葉川Ⅱ治山工事 東北森林管理局 山形森林管理署 H25年10月～

蛇喰沢治山工事 東北森林管理局 山形森林管理署 H27年10月～

群馬
平成29年度烏帽子地区泉沢川水源地域
整備工事

関東森林管理局 吾妻森林管理署 H29年8月～

静岡 上佐賀野地区復旧治山工事 関東森林管理局 伊豆森林管理署 H26年12月～

掛札川復旧治山工事 中部森林管理局 北信森林管理署 H24年7月～

額付本谷（本谷）復旧治山工事 中部森林管理局木曽森林管理署南木曽支所 H28年12月～

ホコロ沢（カラウス谷）復旧治山工事 中部森林管理局 東濃森林管理署 H26年7月～

御厩野(鞍掛）復旧治山工事 中部森林管理局 岐阜森林管理署 H28年8月～

足打谷(東谷)復旧治山工事 中部森林管理局 岐阜森林管理署 H29年7月～

愛知 金沢段戸（神越川）復旧治山工事 中部森林管理局 愛知森林管理事務所 H26年7月～

滋賀 六個山渓間工事 近畿中国森林管理局 滋賀森林管理署 H26年12月～

平成28年度　赤谷山腹工事 近畿中国森林管理局 奈良森林管理事務所 H28年10月～

平成29年度今西渓間工事 近畿中国森林管理局　奈良森林管理事務所 H29年12月～

和歌山 本田垣内治山工事
近畿中国森林管理局　和歌山森林管理事務
所

H29年9月～

岡山 平成25年度白山渓間工事 近畿中国森林管理局 岡山森林管理署 H25年10月～

広島 比和奥山渓間工事 近畿中国森林管理局 広島北部森林管理署 H28年9月～

・林野庁

■施工実績（発注者別）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※下記を含め1,600件以上の実績が有ります。

・国土交通省

※施工中の工事も含みます

北海道

高知

山形
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北海道

岐阜



島根
平成２５年度林地荒廃防止事業　二多谷
地区　治山ダム工事

近畿中国森林管理局 島根森林管理署 H26年5月～

穴吹川地区大剣谷復旧治山工事(明許) 四国森林管理局 徳島森林管理署 H25年10月～

阿津江地区　阿津江 (上)　地すべり防止
工事

四国森林管理局 徳島森林管理署 H29年12月～

木地奥地（1050）水源地地域整備工事 四国森林管理局 愛媛森林管理署 H25年1月～

H28笹郷山(2015)復旧治山工事(翌債) 四国森林管理局 愛媛森林管理署 H29年4月～

名野谷225林業専用道新設工事(明許) 四国森林管理局 嶺北森林管理署 H26年12月～

十八川山(1272)復旧治山工事 四国森林管理局 四万十森林管理署 H26年9月～

後ロ山(1003)復旧治山工事(翌債) 四国森林管理局 安芸森林管理署 H27年5月～

明善続山(2089)復旧治山工事(翌債) 四国森林管理局 安芸森林管理署 H29年5月～

県 工事名 発注機関 施工時期

えりもルーラン（特待）急傾斜地工事（補正）外 北海道 室蘭建設管理部 H23年2月～

深内沢災害関連緊急工事 北海道森林管理局　宗谷森林管理署 H29年6月～

県営復旧治山工事 青森県 東育地域県民局地域農林水産部 H24年12月～

繰第3554号　濁沢砂防整備工事 青森県 東青地域県民局 H28年9月～

堂場地区復旧治山工事
岩手県 県南広域振興局　遠野農林振興
センター

H25年9月～

前山地区　予防治山事業 岩手県 盛岡広域振興局 H27年2月～

湯ノ舘地区復旧治山工事 岩手県 盛岡広域振興局　林務部 H27年11月～

平成26年度 小田地内予防治山事業 秋田県 北秋田地域振興局 H26年10月～

佐野地内予防治山事業 秋田県 雄勝地域振興局 H28年6月～

平成28年度　予防治山事業　蔦の沢 秋田県 山本地域振興局 H28年10月～

山形
平成28年度砂沢特定流域総合治山対策
工事（補正）

山形県村山総合支庁　森林整備課 H29年6月～

23年災第227号　片浜1号防波堤施設災害
復旧工事

宮城県気仙沼地方振興事務所 H28年11月～

平成２９年度復第５－A01号
牛野沢2復旧治山工事

宮城県仙台地方振興事務所 H29年7月～

社会資本総合整備( 防災･安全) ( 総流防
砂防)

群馬県 富岡土木事務所 H26年9月～

平成24年度（補正）予防治山事業 群馬県 東部環境事務所 H25年9月～

治山復旧工事 群馬県 環境森林部 H25年6月～

平成25年度　道整備交付金　作原沢入線
（改築工区）

群馬県 桐生森林事務所 H２６年６月～

大萱復旧治山工事 群馬県 富岡森林事務所 H27年8月～

H26補助公共　大沢川堰堤補修工事 群馬県 中之条土木事務所 H28年3月～

H27補助公共　大沢川堰堤補修工事 群馬県　中之条土木事務所 H29年1月～

栃木 平成24年度（ゼロ国）治山復旧事業土留工 栃木県 県西環境森林事業所 H27年1月～

県立東金商業高等学校擁壁工事 千葉県 H23年1月～

社会資本整備総合交付金（交付金街路）工事 千葉県 千葉土木事務所 H26年10月～

平見急傾斜地崩壊対策工事 山梨県 H24年12月～

大野寺治山工事 山梨県 峡東林務環境事務所 H25年12月～

小沢川復旧治山事業（通常） 山梨県 峡南林務環境事務所 H26年8月～

浅川治山工事 山梨県 富士・東部林務環境事務所 H27年1月～

復旧治山事業　崩山工事 山梨県 峡東林務環境事務所 H28年8月～

※施工中の工事も含みます

・都道府県

高知

徳島

愛媛

岩手

山梨

千葉

北海道

青森

秋田

群馬

宮城



平成26年度　葵北市道第11号　堂平線道
路改良工事

静岡市 H27年4月～

平成28年度 大代(四分一沢)治山復旧工事 静岡県 島田市役所 H28年9月～

平成28年度治山（復旧）大付工事 静岡県賀茂農林事務所 H29年5月～

平成２２年度　社会資本整備総合交付金
（水の安全・安心基盤整備）通常砂防工事

長野県 大町建設事務所 H23年3月～

平成 25 年度　菰川口予防治山事業 第1
号工事

長野県 諏訪地方事務所 H26年6月～

奥地保安林保全緊急対策事業 長野県 佐久間地方事務所 H24年1月～

国補通常砂防　工事 長野県 姫川砂防事務所 H24年11月～

平成25年度　予防治山事業第37号工事 長野県 長野地方事務所 H26年6月～

平成27年度 予防治山事業第19号工事 長野県 長野地方事務所 H27年12月～

平成２８年度　防災・安全交付金（急傾斜
地崩壊対策）工事

長野県 犀川砂防事務所 H28年8月～

平成２８年度　火山砂防工事 長野県姫川砂防事務所 H29年6月～

平成28年度予第18号　片田地内予防治山
事業

新潟県南魚沼地域振興局　農林振興部
農林事務所

H29年7月～

平成28年度予第１９号　予防治山工事
新潟県南魚沼地域振興局　農林振興部
農林事務所

H29年8月～

第単崩落(安全)-1号　県単崩落決壊防止
(暮らしの安全・安心確保対策費)工事

岐阜県 加茂土木事務所 H28年2月～

可治工第２８０７号　県単治山事業段ノ上
工事

岐阜県可茂農林事務所 H29年6月～

平成25年度予防治山事業『谷口寺尾』 岐阜県 中濃農林事務所 H25年12月～

平成25年度
水源森林再生対策事業　善南寺山工事

岐阜県 西濃農林事務所 H26年8月～

中呂治山（カクラ山）工事 岐阜県 下呂農林事務所 H25年5月～

平成25年度公共復旧治山事業平田地区工事 岐阜県 恵那農林事務所 H26年12月～

平成26年度　揖治第2611号　地域防災対
策総合治山事業 池田山2　工事

岐阜県 揖斐農林事務所 H26年11月～

平成26年度　予防治山工事(松葉ヶ谷) 岐阜県 飛騨農林事務所 H26年8月～

予防治山事業　百々ヶ洞工事 岐阜県 岐阜農林事務所 H27年3月～

公共防災・安全社会資本整備総合交付金
（急傾斜地崩壊対策）工事

岐阜県 美濃土木事務所 H26年1月～

平成28年度　緊急小規模治山対策事業
第4号工事

愛知県 新城設楽農林水産事務所 H28年11月～

平成２８年度　小規模治山事業　第１２号 愛知県 豊田加茂農林水産事務所 H29年2月～

平成23年度災害関連緊急治山事業第1号工事 三重県 津農林水産商工環境事務所 H24年9月～

平成25年度復旧治山事業第23号工事 三重県 津農林事務所 H26年10月～

平成24年度予防治山事業（地域自主）第２
号工事

三重県 松阪農林商工環境事務所 H25年7月～

予防治山事業第7号工事 三重県 伊勢農林水産事務所 H26年4月～

平成２６年度国災第343・344・345号一級
市町村道奥馬野線道路災害復旧工事

三重県 伊賀市建設部建設２課 H28年1月～

自然災害防止事業第松-5号工事(逆間谷) 三重県 松阪農林事務所 H29年1月～

富山
平成28年度　常願寺川圏域砂防施設等緊
急改築

富山県富山土木センター立山土木事務所 H29年5月～

砂防総合流域防災工事（防災・安全交付金） 福井県 福井土木事務所 H25年10月～

平成26年度　復旧治山工事（火山） 福井県 奥越農林総合事務所 H26年10月～

座禅谷復旧治山工事 福井県 奥越農林総合事務所 H28年6月～

平成28年度　復旧治山工事（補正）座禅谷
復旧治山工事

福井県奥越農林総合事務所 H29年5月～

国道421号道路改良工事  滋賀県 東近江土木事務所  H25年12月～ 

静岡

三重

福井

岐阜

岐阜

長野

愛知

新潟



平成27年度　第5号　予防治山事業 滋賀県 甲賀森林整備事務所 H27年9月～

栗東市御園　予防治山事業 滋賀県 西部・南部森林整備事務所 H28年1月～

平成28年度　第4-1号予防治山事業 滋賀県 甲賀森林整備事務所 H29年1月～

平成２４年度間人漁港整備工事 京都府 H24年11月～

竹田川県単独緊急防災事業（27単防第2号） 兵庫県丹波農林振興事務所 H27年10月～

治山工事　平成24年度　復旧第12-12号 和歌山県  西牟妻振興局地域振興部 H25年1月～

日高振興局地域振興部林務課復旧治山事業 和歌山県 日高振興局地域振興部 H25年10月～

平成26年度　激甚災　第4号-2治山激甚
災害対策特別緊急事業

和歌山県 東牟婁振興局地域振興部 H26年10月～

平成24年度補正・復旧第1号-3 和歌山県 名海草振興局地域振興部 H25年11月～

奈良 復旧治山事業　第２７当復旧５号 奈良県南部農林振興事務所 H27年8月～

古坂地内予防治山事業 兵庫県 北播磨県民局 加東農林振興事務所 H26年12月～

阪急宝塚山手台住宅地開発工事 阪急不動産㈱ H28年2月～

岡山
災害対策等緊急事業推進費
（復旧治山）

岡山県 美作県民局 H26年11月～

梶田地区急傾斜地崩壊対策工事 広島県 北部建設事務所 H25年1月～

予防治山事業渓間工事　Ｎｏ．９　中ケ原
渓間工事

広島県 西部農林水産事務所 呉農林事業所 H27年11月～

予防治山事業渓間工事　奥之原山渓間工事 広島県 西部農林水産事務所 呉農林事業所 H28年12月～

平成29年度 林地荒廃防止事業　佐古谷
渓間工事

広島県西部農林水産事務所 H29年7月～

俣野地区復旧治山工事（経済対策） 鳥取県日野県土整備局 H28年4月～

野井倉地区奥地保安林保全緊急対策工
事（２工区）

鳥取県中部総合事務所県土整備局 H28年6月～

平成28年度石谷川砂防堰堤工事（経済対策） 鳥取県土整備事務所 H29年3月～

平成25年度林地荒廃防止事業　迫ノ谷地
区その2工事

島根県 益田県土整備事務所 H26年12月～

糸谷中工区復旧治山事業 島根県 浜田県土整備事務所 H27年1月～

平成２７年度　復旧治山事業外　風呂屋ヶ
谷地区　工事 

島根県 益田県土整備事務所 H28年2月～

平成28年度 水源の里保全緊急整備事業
（小原谷地区）渓間工事

島根県 浜田県土整備事務所 H29年1月～

治山事業　梅木谷地区　平成27年度 予防
治山工事

山口県 岩国農林事務所 H28年6月～

山地治山総合対策事業　神角地区　平成
２８年度　復旧治山工事　第1工区

山口県 山口農林事務所 H29年1月～

平成２６年度Ｎｏ．６－２予防治山事業 香川県 東部林業事務所 H27年6月～

平成28年度Ｎｏ．2予防治山事業 香川県 東部林業事務所 H28年8月～

H26那林 奥地保全 那賀町ネゴロ谷治山
ダム工事

徳島県 南部総合県民局産業交流部 H26年12月～

Ｈ２8馬林　緊急予防（補正）　美馬市川原
柴　治山ダム工事

徳島県 西部総合県民局 農林水産部(美馬) H29年3月～

交）第１8号　林地荒廃防止工事 愛媛県 大洲土木事務所 H26年10月～

防通砂第69号の1 通常砂防工事 愛媛県 南予地方局 愛南土木事務所 H26年8月～

第一号治山復旧工事  愛媛県 東予地方局森林林業課  H25年12月～

平成24年度第12号復旧治山工事 愛媛県 中予地方整備局久万高原森林林業課 H25年8月～

（交）第2号離島予防治山工事 愛媛県 中予地方局森林林業課 H26年1月～

(債)第10号　復旧治山工事　(交)第26号
林地荒廃防止工事

愛媛県 南予地方局森林林業課 H27年5月～

(交)第4-1号奥地保安林保全緊急対策工事 愛媛県 南予地方局 森林林業課 H28年7月～

平成28年度　(交)林第14号 林地荒廃防止工事 愛媛県 南予地方局 森林林業課 H28年9月～
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野根海岸海岸災害復旧工 高知県 安芸土木事務所室戸事務所 H24年3月～

河改第2-20号　奈半利川 河川改修工事 高知県 安芸土木事務所 H27年2月～

地すべり第102-6号川井地区地すべり対
策工事

高知県 中央東土木事務所 H26年12月～

県道坂瀬吉野線地域活力基盤創造交付
金工事

高知県 中央東土木事務本山事務所 H22年12月～

道交国（改築）第21-063-4号国道195号 高知県 高知土木事務所 H22年10月～

県道石鎚公園線道路改良工事 高知県 中央西土木事務所 H27年1月～

25災第251号　安居川河川災害復旧工事 高知県 中央西土木事務所越知事務所 H27年2月～

道改（特定）第０９－０３－２号県道大野見
葉山線道路改良工事

高知県 須崎土木事務所 H27年1月～

防災・安全交付金工事道交国防安（特改）
第114-004-04号

高知県 須崎土木事務所四万十町事務所 H27年5月～

道交国（改築）第21-048-5号国道439号地
域活力基盤創造交付金工事

高知県 中央西土木事務所 H22年9月～

国道381号地域自主戦略交付金工事 高知県 窪川土木事務所 H25年1月～

県道秋丸佐賀線防災安全・交付金工事 高知県 幡多土木事務所 H27年4月～

川ノ内林地荒廃防止工事　林地荒廃第
111号

高知県 須崎林業事務所 H28年11月～

平成28年度　復旧　第6号笹　復旧治山事業 高知県 中央東林業事務所 H28年11月～

県道宿毛宗呂下川口線防災・安全交付金工事 高知県 幡多土木事務所宿毛事務所 H26年9月～

復旧第２号白壁復旧治山工事 高知県 安芸林業事務所 H27年1月～

森林基幹道河口落合線１工区工事 高知県 中央東林業事務所 H27年5月～

平成27年度　林業専用道馬場山線（2工
区）開設工事

梼原町 建設課 H28年7月～

平成27年度　林業専用道馬場山線（2工
区）開設工事

梼原町 建設課 H28年7月～

市道和田1号線道路改良工事 土佐清水市 H28年9月～

農村災害 第5641-802号 梼原北地区 農
村災害対策整備田野々工区土留工事

高知県須崎農業振興センター H29年4月～

地すべり激特第２００３号　西庵谷地すべ
り激甚災害対策特別緊急工事

高知県中央東林業事務所 29年5月～H

福岡 地域自主戦略交付金 早良線(2工区) 福岡県 H24年7月～

道路改良工事 宮崎県 H24年2月～

平成28年度　林地荒廃防止事業　黒松 宮崎県 児湯農林振興局 H28年11月～

鹿児島
平成28年度　第3号県単河川等防災工事
（０県債山田川工区）

鹿児島県 姶良・伊佐地域振興局 建設部 H29年5月～

県 工事名 発注機関 施工時期

北海道 早来（２５）燃料タンク撤去等工事 防衛庁 北海道防衛局調達部 H26年5月

高知商業高等学校野球場擁壁改修工事 高知市 道路整備課 H26年2月

がけくずれ住家防災対策工事 四万十市 まちづくり課 H26年7月

熊本 熊本高架熊本駅部Bℓ新設他JV工事 ＪＲ九州 H26年8月

・その他

高知

高知

宮崎

※施工中の工事も含みます


