
薬研佐井線 下北地域県民局地域整備部 35.0 有 H31.04

薬研佐井線災害防除工事 下北地域県民局地域整備部 30.0 有 R2.04

山田町大沢地区　落石対策工事（仮名） 沿岸広域振興局　宮古土木センター 20.0 有 R2.08

宮古市重茂半島線　落石対策工事（仮名） 沿岸広域振興局　宮古土木センター 12.5 有 R2.08

コテージランドかしわぎ線　落石対策工事 遠野市 22.5 無 R.3.7

宮城県 東北自動車道　（335.9KP仙台宮城-泉IC間）　維持工事 ㈱ネクスコ・メンテナンス東北 30.0 有 R2.05

福島県
いわき訓練センター（ポリテクセンターいわき）
本館内部改修その他工事

独立行政法人高齢・障害・求職
者雇用支援機構福島支部
福島職業能力開発促進センター
いわき訓練センター

60.0 有 R4.02

千葉県 袖ヶ浦市内／民間現場 民間 100.0 無 R2.02

町道8-21号線　災害復旧工事 長野原町役場 45.0 無 R2.08

市道9112号線　道路改良工事 安中市役所 52.5 無 R2.12

道路維持管理工事
新潟地域振興局
津川地区振興事務所

10.0 有 H30.12

（主）佐渡一周線（羽二生地区）仮設防護柵 工事 渡地域振興局 10.0 有 R1.11

道路維持工事（仮） 新潟市西蒲区建設課 25.0 有 R2.03

林道荒井沢線法面防護資材購入 村上市役所 10.0 有 R3.06

平成30年度　県単急傾斜地崩壊対策事業工事 可児市役所 35.0 有 H30.12

平成30年度大森落石防護柵設置工事 可児市役所 22.5 有 H31.02

平成30年度少ヶ野３４号線落石防護柵設置工事 下呂市役所 17.5 有 H31.03

平成30年度　急傾斜地崩壊対策事業工事 多治見市役所 22.5 有 H31.03

道路維持修繕業務委託 古川土木事務所 125.0 有 R2.03

R2市道根尾８３号線簡易落石対策工事 本巣市役所 17.5 無 R2.07

R2市道本巣３１３３号線（木知原地内）簡易落石対
策工事 本巣市役所

25.0 有 R2.07

県単道路維持修繕（全面委託）工事 古川土木事務所 35.0 有 R2.12

令和2年度市道江名子山手線災害復旧工事 高山市役所 12.5 有 R3.01

市道深戸梅原線災害復旧工事 郡上市役所 10.0 有 R3.01

建設 第02-2号八幡地域道路維持修繕業務委託 郡上市役所 10.0 有 R3.02

道路維持工事 高山土木事務所 22.5 有 R3.03

道路維持工事 高山土木事務所 25.0 有 R3.03

道路維持工事 高山土木事務所 20.0 有 R3.03

道路維持工事 高山土木事務所 15.0 有 R3.03

道路維持工事 高山土木事務所 10.0 有 R3.03

道路維持工事 高山土木事務所 22.5 有 R3.03

高山土木事務所備蓄 高山土木事務所 25.0 有 R3.03

道路維持工事 古川土木事務所 20.0 有 R3.03

道路維持工事 古川土木事務所 20.0 有 R3.03

道路維持工事 古川土木事務所 40.0 有 R3.03

道路維持工事 古川土木事務所 40.0 有 R3.03

建設 第02-2号八幡地域道路維持修繕業務委託 下呂土木事務所 32.5 無 R3.03

明総 第02-47号 寒水掛踊伝承館
落石防護柵等設置工事

郡上市役所 15.0 有 R3.03

道路維持修繕業務委託 古川土木事務所 30 有 R3.05.

道路維持修繕業務委託 高山土木事務所 15 有 R3.05.

道路維持修繕業務委託 高山土木事務所 15 有 R3.05.

道路維持修繕業務委託 高山土木事務所 15 有 R3.05.

道路維持修繕業務委託 高山土木事務所 15 有 R3.05.

道路維持修繕業務委託 高山土木事務所 22.5 有 R3.05.

道路維持修繕業務委託 高山土木事務所 22.5 有 R3.05.

道路維持修繕業務委託 高山土木事務所 25 有 R3.05.

道路維持修繕業務委託 高山土木事務所 55 有 R3.05.

道路維持修繕業務委託 岐阜土木事務所 15 有 R4.03.

愛知県 新城設楽建設事務所備蓄 愛知県新城設楽建設事務所 15 有 R3.06.

急傾斜地工事 小山町 15.0 有 R1.02

韮1089号線災害復旧工事 伊豆の国市役所 25.0 有 R3.01

令和3年度集落間林道整備天子ヶ丘線工事 富士農林事務所 15 有 R3.11

平成30年度経営体育成基盤整備事業 知多農林水産事務所 90.0 有 H30.11

道路維持工事その1 新城設楽建設事務所 20.0 有 R1.08

道路維持工事その2 新城設楽建設事務所 20.0 有 R1.08

新城設楽建設事務所備蓄 新城設楽建設事務所 20 有 R2.10

防護柵
有無

施工時期

静岡県

新潟県

群馬県

青森県

愛知県

岐阜県

岩手県

SRフェンス施工実績（平成30年1月～令和4年3月31日）

都道
府県
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道路災害防止工事 新城設楽建設事務所 10.0 有 R3.02

京都府
綾部宮島線防災・安全交付金（緊防）
 （緊急対策）工事

南丹土木事務所 90.0 有 R2.09

葛籠尾崎線道路修繕工事 長浜土木事務所 12.5 有 H30.12

栗東信楽線道路修繕工事 大津土木事務所 40.0 有 H31.03

川合千田線補助道路整備工事 長浜土木事務所木之本支所 50.0 有 R1.05

川合千田線補助道路整備工事 長浜土木事務所木之本支所 85.0 有 R1.05

道路維持修繕（土木）単価契約工事 大津土木事務所 82.5 有 R1.08

(主)日高竹野線他指定路線緊急小規模道路工事
兵庫県豊岡市竹野町河本地内

但馬県民局 22.5 有 H30.06

(国)482号他地域維持修繕
兵庫県美方郡香美町村岡区相田地内

但馬県民局 32.5 有 H30.11

県立南但馬自然学校災害復旧工事
兵庫県朝来市山東町迫間地内

兵庫県 10.0 有 H31.03

県立南但馬自然学校災害復旧工事
兵庫県朝来市山東町迫間地内

兵庫県 40.0 有 H31.03

養父市道岩崎線
兵庫県養父市八鹿町岩崎地内

養父市役所 7.5 有 R1.07

小代健康公園　落石対策工事
兵庫県美方郡香美町小代区忠宮地内

香美町役場小代振興局 25.0 有 R1.09

市道曽我井下野線落石対策工事
兵庫県たつの市新宮町新宮地内

たつの市役所 27.5 有 R2.03

兵庫県たつの市役所ストック たつの市役所 10.0 有 R2.03

川代トンネル旧道整備工事 丹波県民局 130.0 有 R2.0４

市道龍野揖保川御津線落石対策工事 たつの市役所 42.5 有 R3.0３

兵庫県三田市の民間工事 民間 10.0 有 R3.06

府道　道路維持工事 富田林土木事務所 30.0 有 R3.02

府道　道路維持工事 富田林土木事務所 40.0 有 R3.03

光明池集水路地区法面保護（3-1）工事その1 大阪府泉州農と緑の総合事務所 37.5 有 R3.09

府道214号道路維持工事 富田林土木事務所 25.0 有 R4.01

国道２６号平井ランプ　維持工事
国土交通省和歌山
河川国道事務所

45.0 有 H31.02

串本町災害復旧工事 串本町役場 20.0 有 R2.10

町道岩淵線災害防除その１工事 広川町役場 12.5 無 R3.10

町道栃原修繕工事 西伯郡伯耆町 10.0 有 H30.7

国道313号外道路維持工事 中部総合事務所県土整備局 17.5 有 H30.7

県道米子境港線道路維持工事(1工区)
米子市宋像地先

西部総合事務所米子県土整備局 12.5 有 H30.12

国道181号外道路側溝維持工事(7工区) 西部総合事務所米子県土整備局 32.5 有 H31.2

伯耆町現場 西部総合事務所米子県土整備局 17.5 有 R2.03

維持工事 鳥取県土整備事務所 65.0 有 R2.05

国道482号外道路維持工事(8工区) 鳥取市 10.0 有 R2.06

県道維持5工区 鳥取県土整備事務所 65.0 有 R3.01

国道313号外災害防除工事(単県) 中部総合事務所県土整備局 132,5 有 R3.03

町道下谷本線落石対策工事 東伯郡三朝町 12.5 有 R3.05

国道179号(曹源寺工区)外構造修繕工事及び災害
防除工事

中部総合事務所県土整備局 67.5 有 R3.07

国道313号(米里工区)外構造物修繕工事及び災害
防除合冊工事(交付金)(国修正)

中部総合事務所県土整備局 20.0 有 R3.09

吉田三刀屋線外道路維持管理業務委託
第2期 出雲三刀屋線

雲南県土整備事務所 30.0 有 H30.02

吉田三刀屋線外道路維持管理業務委託
第2期 出雲奥出雲線

雲南県土整備事務所 25.0 有 H30.02

吉田三刀屋線外道路維持管理業務委託
第2期  吉田頓原線

雲南県土整備事務所 25.0 有 H30.02

松江木次線外道路維持管理業務委託
第2期 出雲奥出雲線

雲南県土整備事務所 25.0 有 H30.02

松江木次線外道路維持管理業務委託
第2期安来木次線

雲南県土整備事務所 15.0 有 H30.02

萩津和野線外3線H29上期道路維持管理業務
 (津和野）津和野町（旧津和野町）一円

益田県土整備事務所
津和野土木事業所

10.0 有 H30.02

国道186号外維持管理業務委託（浜田工区） 浜田県土整備事務所 10.0 有 H30.06

町道地内栃原修繕工事 伯耆町役場 10.0 有 H30.07

県道維持工事三瓶山公園線 県央県土整備事務所 65.0 有 H30.07

道路維持業務 浜田県土整備事務所 5.0 無 H30.6

維持工事 邑智郡邑南町 5.0 無 H30.7

鳥取県

滋賀県

兵庫県

大阪府

和歌山



市道チェリ-ロ-ド線仮設防護柵設置工事 松江市 15.0 有 H30.7

維持管理業務委託(金城工区) 浜田県土整備事務所 25.0 無 H30.9

旧原田コミュニティーセンター法面崩壊防止工事 出雲市 7.5 有 H30.9

維持工事 益田市 5.0 無 H30.10

国道488号外6線道路維持管理業務
(匹見)30-2

益田県土整備事務所 20.0 無 H30.10

国道191号外8線道路維持管理業務(益田東) 益田県土整備事務所 25.0 有 H31.1

浜田市維持工事 浜田市 5.0 無 H31.1

国道186号外維持管理業務(金城工区)その2 浜田県土整備事務所 12.5 無 H31.1

(-)邑南美郷線県単緊急道路災害防除工事2工区 県央県土整備事務所 37.5 有 H31.2

(-)邑南美郷線県単緊急道路災害防除工事3工区 県央県土整備事務所 65.0 有 H31.2

大畑建設  維持工事 益田県土整備事務所 20.0 無 H31.2

日新建設  維持工事 益田県土整備事務所 50.0 無 H31.2

(-)邑南美郷線県単緊急道路災害
防除工事(下口羽工区)

県央県土整備事務所 35.0 有 H31.2

市道矢谷口線落石防護柵設置工事 松江市 37.5 有 H31.3

平成30年度町道田所出羽線維持工事 邑智郡邑南町 10.0 無 H31.3

平成30年度町道円ノ板1号線維持工事 邑智郡邑南町 10.0 無 H31.3

平成30年度町道判場川角線維持工事 邑智郡邑南町 10.0 無 H31.3

平成30年度町道根布戸河内線維持工事 邑智郡邑南町 10.0 無 H31.3

平成30年度町道沢久谷線維持工事 邑智郡邑南町 10.0 無 H31.3

平成30年度町道野原谷線維持工事 邑智郡邑南町 10.0 無 H31.3

出雲三刀屋線外道路維持管理業務委託第１期 雲南県土整備事務所 7.5 有 R1.06

国道375号(美郷工区)防災安全交付金
(災害防除)工事(段階施工その２)

県央県土整備事務所 77.5 有 R2.02

川本波多線志津見工区防災安全交付金
(法面修繕)工事

雲南県土整備事務所 50.0 無 R2.01

国道431号外11線道路維持管理業務委託
その5工事

松江県土整備事務所 100.0 有 R1.11

Ｒ４３１外１１線 松江県土整備事務所 30.0 有 H31.04

国道432号維持工事 松江県土整備事務所 30.0 有 R2.02

町道小災害工事 邑智郡川本町 30.0 無 R1.05

平成30年度町道田所出羽線維持工事 邑智郡邑南町 2.5 無 H31.04

平成30年度町道判場川角線維持工事 邑智郡邑南町 2.5 無 H31.04

平成30年度町道野原谷線維持工事 邑智郡邑南町 2.5 無 H31.04

維持工事 県央県土整備事務所 45.0 有 R1.10

県維持工事 県央県土整備事務所 10.0 無 R2.01

林道大谷山線落石防護対策工事 浜田市 10.0 有 R2.02

市道今福20号線災害防除工事 浜田市 50.0 有 R1.10

維持工事 益田市 5.0 無 R1.07

維持工事 益田県土整備事務所 75.0 有 R2.02

(-)匹見左鐙線外6線R1
下期道路維持管理業務(日原)

益田県土整備事務所 10.0 無 R2.02

(主)新南陽津和野線外3線R1
下期道路維持管理業務

益田県土整備事務所 40.0 有 R2.03

ー 益田県土整備事務所 30.0 有 R1.08

４８８落合８期 益田県土整備事務所 25.0 無 R1.07

国道431号外9線道路維持管理業務委託その4 松江県土整備事務所 15.0 有 R1.11

益田市維持工事 益田市 10.0 有 R2.04

国道261号外9路線(川本町)維持管理業務 県央県土整備事務所 45.0 有 R2.05

出雲三刀屋線外道路維持管理業務第1期 雲南県土整備事務所 15.0 有 R2.06

市道役場深原線落石防護柵設置工事 松江市 30.0 有 R2.08

主)浜田八重可部線外維持管理業務委託(旭工区) 浜田県土整備事務所 30.0 有 R2.09

川角工務店　維持工事 国土交通省松江国道事務所 30.0 有 R2.10

国道２６１号外５路線(旧石見町)道路河川維持業務
委託第2期

県央県土整備事務所 27.5 有 R2.10

邑南美郷線（宇都井工区）県単緊急道路
災害防除工事

県央県土整備事務所 65.0 有 R2.10

(主)浜田作木線外９路線(旧瑞穂町)道路河川維持
管理業務委託第2期

県央県土整備事務所 22.5 有 R2.10

市道八重滝都加賀線落石対策工事 雲南市 22.5 有 R2.10

国道２６１号外道路維持管理業務委託(法面)
第２期

県央県土整備事務所 222.5 有 R2.10

川本波多線志津見工区防災安全交付金
(法面修繕)工事

雲南県土整備事務所 55.0 無 R2.11

国道161号線道路維持管理業務(匹見)2-2 益田県土整備事務所 62.5 無 R2.11

島根県



国道431号外1線災害防除工事 松江県土整備事務所 60.0 有 R2.12

国道３１４号八川工区防災安全交付金(災害防除) 雲南県土整備事務所 37.5 有 R2.12

(-)黒沢安城浜田線(三階工区)県単災害防除工事 浜田県土整備事務所 150.0 有 R3.01

津和野町工事 津和野町 15.0 無 R3.02

国道３７５号道路河川維持管理業務委託 県央県土整備事務所 10.0 有 R3.03

三隅井野長浜線１号 浜田県土整備事務所 12.5 有 R3.03

国道488号外12線道路維持業務(益田西)2-2 益田県土整備事務所 5.0 無 R3.03

（-)匹見左鐙線外６線R2下期道路管理業務(日原) 益田県土整備事務所 80.0 無 R3.03

国道261号（邑南工区）防安交付金（災害防除）
工事（段階施工その10）

県央県土整備事務所 25.0 有 R3.0４

国道431号外１１線道路維持管理業務委託その2
工事

松江県土整備事務所 230.0 有 R3.0４

窪田山口線(佐津目２工区)防災安全交付金(改築)
工事

雲南県土整備事務所 22.5 有 R3.0４

旧盲老人ホーム跡地法面改良工事 出雲市 35.0 有 R3.05

(主)浜田八重可部線外維持管理業務(旭工区)
第６号

浜田県土整備事務所 27.5 有 R3.05

国道431号外11線道路維持管理業務委託その2
工事(第21号指示)

松江県土整備事務所 57.5 有 R3.05

浜田維持工事 浜田市 17.5 有 R3.08

維持業務 邑智郡邑南町 7.5 無 R3.09

令和３年度波積ダム建設事業付替左岸林道
その１０工事

浜田河川総合開発事務所 21.5 有 R3.10

古志８６号線 出雲市 95.0 有 R3.10

令和３年度波積ダム建設事業付替左岸林道
その１０工事

浜田河川総合開発事務所 2.5 有 R3.11

３１４号外８路線維持管理業務委託(後期その1) 雲南県土整備事務所 30.0 有 R3.11

令和3年度防災安全交付金事業市道志谷線
落石対策工事

江津市 27.5 有 R3.11

国道191号外6線道路維持管理業務(美都)3-2 益田県土整備事務所 135.0 有 R3.12

市道浜田停車場港町線生活道路整備工事 浜田市 20.0 有 R4.01

道路維持工事 雲南県土整備事務所 30.0 無 R4.03.

建部町小規模工事 岡山市北区役所建部支所 20.0 有 R1.10

県道落合加茂川線道路修繕工事 美作県民局真庭支局 12.5 有 R2.05

県道江与味上河内線道路修繕工事 美作県民局真庭支局 20.0 有 R2.06

美作市後山　　県道路線名不明 美作県民局勝英支局 17.5 有 R2.06

県道久世中和線　道路維持補修工事 美作県民局 10.0 有 R2.07

国道４２９号　　道路維持修繕工事 美作県民局 10.0 有 R2.07

県道下土井下加茂線 備前県民局 7.5 有 R2.08

県道久米建部線仮設防護柵設置工事 岡山市北区建部支所 25.0 有 R2.08

市道布原金附線落石対策工事 新見市役所 15.0 有 R2.09

道路維持補修（県道久世中和線） 美作県民局 7.5 有 R2.10

備前県民局　玉野市内　岡山県緊急備蓄 備前県民局 32.5 無 R3.03

県道大野部東城線 備中県民局新見支局 12.5 無 R3.03

県道勝央仁堀中線　道路維持修繕工事 備前県民局東備支局 10.0 有 R3.03

岡山県美作県民局 勝英支局 ストック 県美作県民局 勝英支局 20.0 無 R3.05

県道上有漢北房線 維持修繕工事 美作県民局 真庭支局 17.5 有 R3.05

県道古見月田停車場線維持修繕工事岡 美作県民局 真庭支局 12.5 無 R3.06

岡山県備前県民局 ストック 備前県民局 32.5 無 R3.06

県道神庭滝線 道路修繕工事 美作県民局 真庭支局 17.5 有 R3.07

岡山市道 維持修繕工事 岡山市北区御津支所 10.0 無 R3.07

町道盛上線 道路修繕工事 久米郡美咲町 7.5 無 R3.07

県道東岡山御津線 道路修繕工事 岡山市北区御津国ヶ原 12.5 有 R3.07

岡山市道 道路維持修繕工事 その1 岡山市北区御津 10.0 有 R3.07

岡山市道 道路維持修繕工事 その2 岡山市北区御津 10.0 無 R3.07

県道北房井倉哲西線 道路修繕工事 備中県民局 新見支局 12.5 有 R3.07

県道阿口上線 道路維持修繕工事 美作県民局 真庭支局 15.0 有 R3.08

県道落合加茂川線 道路維持修繕工事 美作県民局 真庭支局 10.0 有 R3.08

岡山県備中県民局 ストック 備中県民局 32.5 無 R3.08

岡山県備中県民局 ストック 備中県民局 40.0 無 R3.09

県道上山旦土線 道路維持修繕 美作県民局 真庭支局 10.0 無 R3.09

岡山県備中県民局 総社市内 備中県民局 20.0 有 R3.10

備前市道 維持修繕工事 備前市 12.5 有 R3.11

県道維持修繕工事 備中県民局井笠支局 12.5 有 R3.11

県道落合建部線 道路維持修繕工事 美作県民局 7.5 無 R3.11

㈱DH建設様 ー 12.5 無 R3.11

岡山県



道路維持修繕工事 ー 15.0 ー R3.12

大藤下線道路修繕工事 備前市 12.5 ー R4.02

奥市公園仮設防護柵設置工事 岡山市 12.5 無 R4.02

平成30年7月豪雨災害（三次市日下町） 北部建設事務所 10.0 無 H30.07

下佐東線維持工事 広島市佐伯区役所 10.0 無 H30.08

石内維持工事 広島市佐伯区役所 15.0 無 H30.09

災害復旧工事 三次市 10.0 有 H30.7

(主)音戸倉橋線外1路線道路維持
修繕業務委託(路線委託)

西部建設事務所 20.0 有 H30.11

呉環状線外１路線道路 西部建設事務所 20.0 有 H30.11

広仁方停車場線外1路線道路維持修繕
業務委託(路線委託)

西部建設事務所 15.0 有 H30.12

鞆松永線 東部建設事務所 25.0 有 H31.04

市道茂田櫃田線道路修繕工事 三次市 15.0 有 R2.01

(主)大崎上島循環線他道路維持修繕業務委託 西部建設事務所 15.0 有 R1.05

一般国道 486号 ほか 道路維持修繕業務委託
(安全施設等) 吉川大多田線B工区

西部建設事務所 12.5 無 R2.02

一般国道 486号 ほか 道路維持修繕業務委託
(安全施設等) 馬木八本松線工区

西部建設事務所 20.0 無 R2.01

一般国道 486号 ほか 道路維持修繕業務委託
(安全施設等) 吉川大多田線A工区

西部建設事務所 12.5 無 R2.02

一般国道 486号 ほか 道路維持修繕業務委託
(安全施設等) 吉川大多田線C工区

西部建設事務所 35.0 無 R2.03

一般国道 486号 ほか 道路維持修繕業務委託
(安全施設等) 志和インター線工区

西部建設事務所 187.5 有 R2.03

一般国道 486号 ほか 道路維持修繕業務委託
(安全施設等) 東広島白木線工区

西部建設事務所 5.0 無 R2.03

令和2年度 西瀬戸自動車道道路修繕工事
本州四国連絡高速道路株式会社し
まなみ尾道管理センター

20.0 有 R2.05

若屋秋町線道路改良工事 三次市 12.5 有 R2.04

維持工事 世羅市 7.5 無 R2.05

道路維持修繕工事 北部建設事務所 12.5 有 R3.06

主要地方道三次高野線道路災害防除工事 北部建設事務所 87.5 無 R3.06

一般国道432号外道路維持修繕業務委託 西部建設事務所 7.5 無 R4.01

市道別分線道路維持管理工事 周南市 20.0 無 H30.03

市道鍛冶屋線防護柵設置工事 萩市むつみ総合事務所 12.5 有 R1.06

宇道維第1号
(主)県道大野原川之江線他道路維持工事

四国中央土木事務所 15.0 有 H30.05

喜道維第703号　（国）380号外　道路維持工事 大洲土木事務所 30.0 無 H31.03

防交防（緊）第１１号の１
　（国）４９４号　道路災害防除工事（防災安全）

中予地方局
久万高原土木事務所

25.0 有 R3.11

香川県 県道本町小瀬土庄港線道路維持修繕工事 小豆総合事務所 52.5 有 R2.07

徳島県 徳島河川国道維持工事 池田維持出張所 7.5 無 R2.05

道維第09-01-403号  県道中土佐佐賀線
外１路線道路維持委託業務

須崎土木事務所 10.0 有 H30.02

道維第11-01-6号
国道441号外1路線道路維持委託業務

幡多土木事務所 12.5 有 H30.05

道維第06-01-8号  道高知伊予三島線
外1線道路維持委託業務

高知土木事務所 20.0 有 H30.06

３０須崎－５　国道439号 須崎土木事務所 25.0 有 H30.07

市道大碇2号線道路改良工事 土佐清水市役所 60.0 有 H30.08

道改特定08-101-3方
県道下山越知線道路改良工事

中央西土木事務所
越知事務所

25.0 有 H30.10

道路改良工事 安芸土木事務所 20.0 有 H31.02

道路維持工事 安芸土木事務所 48.0 有 H31.03

県道萩中須崎線道路防災工 須崎土木事務所 12.5 有 R2.02

国道321号防災・安全交付金工事 宿毛土木事務 12.5 有 R2.03

31安芸-42　県道奈比賀川北線緊急応急工事 安芸土木事務所 15.0 有 R2.05

令2公補 第14号町道薬師堂稲村線修繕系
交付金工事②

越知町役場 10.0 有 R2.07

県道の維持管理工事 安芸土木事務所 20.0 有 R2.07

安田東洋線緊急工事 安芸土木事務所 30.0 有 R2.08

令2公補 第15号町道五在所線修繕系交付金工事 越知町役場 27.5 有 R2.09

県道の維持管理工事 安芸土木事務所 15.0 無 R2.10

県道352号緊急工事 幡多土木事務所土佐清水事務所 7.5 有 R2.10

県道207号維持管理工事 安芸土木事務所 7.5 有 R2.11

広島県

山口県

高知県

愛媛県



県道29号維持管理工事 安芸土木事務所 12.5 有 R3.01

県道城川梼原線 防災・安全交付金工事 須崎土木事務所 22.5 有 R.3.01

国道493号維持管理工事 安芸土木事務所 20.0 有 R3.03

R２港改第02-4-2号甲浦港県単改良工事 安芸土木事務所室戸土木事務所 12.5 無 R3.02

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 12.5 有 R3.05

国道439号外1路線道路維持委託業務 中央西土木事務所越知事務所 10.0 有 R3.05

道路維持工事(県道高知伊予三島線) 高知土木事務所 20.0 有 R3.0６

県道道路維持工事 安芸土木事務 10.0 有 R3.11

県道道路維持工事 安芸土木事務 47.5 無 R3.11

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 10.0 有 R4.02

県道道路維持工事 安芸土木事務所 37.5 有 R4.03

県道道路維持工事 安芸土木事務所 27.5 有 R4.03

石櫃尾坪線 御船町役場 15.0 有 H30.07

湯出・芦刈線応急復旧業務 水俣市役所 20.0 有 H30.07

岡線落石対策工事 球磨村役場 10.0 有 H30.11

告線落石対策工事 球磨村役場 10.0 有 H30.12

町道笠松１号線道路維持修繕工事 氷川町役場 20.0 有 H31.02

林道椎屋線道路維持工事 球磨村役場 15.0 有 H31.03

国道445号落石対策工事 上益城地域振興局 20.0 有 R1.06

有明西武地区道路維持補修業務委託 天草市役所 15.0 有 R1.06

県道鯛生菊池線 菊池地域振興局 15.0 有 R1.07

市道四郎丸3号線道路整備 上天草市役所 15.0 有 R1.09

宅地耐震化推進事業 熊本市役所 20.0 有 R1.11

烏帽子地区農道整備 天草市役所 45.0 有 R1.12

住吉町30番（住吉緑地） 荒尾市役所 50.0 有 R2.02

皆越免田線落石対策 あさぎり町役場 15.0 有 R2.03

五木村振興公社維持工事 五木村役場 10.0 無 R2.08

五木村振興公社維持工事 五木村役場 20.0 有 R2.11

内谷線 五木村役場 5.0 無 R3.05

白木河内西高根線道路舗装工事 天草市役所 5.0 無 R3.09

市業務委託（宮野河内） 天草市役所 12.5 有 R3.10

南区役所管内工事 熊本市役所 25.0 有 R4.02

令和3年度村道梶原線落石防護柵設置工事 五木村役場 40.0 有 R4.02

R1道維環単中委第1-26号道路維持補修委託 中津土木事務所 15.0 有 R2.02

R2防災単自国第1-4号災害防除工事 国東土木事務所 35.0 有 R2.11

R2道維環単日委第10-3号道路維持補修業務委託 日田土木事務所 15.0 有 R3.02

R2道維環単国委第1-3号道路維持補修業務委託 国東土木事務所 30.0 有 R3.02

小野地区道路維持補修業務委託 日田土木事務所 7.5 有 R3.02

白地日田線道路維持工事 日田土木事務所 17.5 無 R3.02

R2道維環単日第10-5号道路補修工事 日田土木事務所 30.0 有 R3.02

防災単自国第100号災害防除工事　国道213号 国東土木事務所 50 有 R3.04

防災単自国第100号災害防除工事　豊後高田国東線国東土木事務所 65 無 R3.04

日田管内道路維持委託　 日田土木事務所 22.5 有 R3.05

防災単自臼第2-18号災害防除工事　区間① 臼杵土木事務所 37.5 有 R3.06

防災単自臼第2-18号災害防除工事　区間② 臼杵土木事務所 25.0 有 R3.06

R3防災単自国第1-2号災害防除工事 国東土木事務所 35.0 有 R3.12

R3防災単自国第1-4号災害防除工事 国東土木事務所 20.0 有 R4.02

R3防災単自別第1-3号災害防除工事　別府山香線 別府土木事務所 65.0 有 R4.02

R3防災単緊日第1-2号災害防除工事　区間① 日田土木事務所 40.0 有 R4.03

R3防災単緊日第1-2号災害防除工事　区間② 日田土木事務所 20.0 有 R4.03

R3防災単緊日第1-2号災害防除工事　区間③ 日田土木事務所 20.0 有 R4.03

R3防災単緊日第1-2号災害防除工事　区間④ 日田土木事務所 30.0 有 R4.03

R3防災単災日第1-2号災害防除工事　日田玖珠線 日田土木事務所 15.0 有 R4.04

R3防災単災日第1-2号災害防除工事
　和田大鶴停車場線

日田土木事務所
30.0 有 R4.04

R3防災単災日第1-2号災害防除工事　大鶴熊取線 日田土木事務所 20.0 有 R4.04

R3防災単災日第1-2号災害防除工事
　小畑日田線　区間①

日田土木事務所
10.0 有 R4.04

R3防災単災日第1-2号災害防除工事
　小畑日田線　区間②

日田土木事務所
30.0 有 R4.04

熊本県

大分県


