
番号 工事名称 施工場所 発注者（事務所） 施工年月

1 下天下25-1工事 福井県 福井土木事務所 H27.1
2 平成26～27年度宮古国道維持修繕工事 岩手県 東北地方整備局三陸国道事務所 H27.1
3 既設林道維持工事（その2） 山梨県 甲府市役所 H27.1
4 補助公共 社会資本総合整備（広域連携） 魚尾2期－1工区 分割2号 国道462号 群馬県 藤岡土木事務所 H27.1
5 平成26年度 防災・安全交付金（通常砂防）工事 （砂）穴山川 長野県 伊那建設事務所 H27.1
6 造成宅地滑動崩落緊急対策事業法面保護工事（ロビンシティ住宅団地） 栃木県 矢板市役所 H27.1
7 横間・田山間40k928m付近外2伏び改良他工事 岩手県 民間（東日本旅客鉄道株式会社） H26.12
8 富士河口湖町野営場 ランドスケープ工事 山梨県 民間 H26.12
9 一級河川 鮎川県単河川改良工事 秋田県 由利地域振興局 H26.12
10 平成26年度 山地災害総合減災対策治山事業 第2号工事 長野県 北安曇地方事務所 H26.12
11 多摩テック法面災害復旧工事 東京都 民間 H26.12
12 肘折保育所擁壁修繕工事 山形県 山形県 H26.12
13 山津田（1）地区災害関連緊急治山工事 岩手県 岩手県盛岡広域振興局 H26.12
14 菅田いでど公園一部整備工事 神奈川県 横浜市役所環境創造局公園緑地整備課 H26.12
15 平成25・26年度 通常砂防防災・安全交付金（通常砂防）合併工事 （砂）草山川 長野県 千曲建設事務所 H26.12
16 一般国道397号奥州市江刺区伊手和野地区工事 岩手県 県南広域振興局 H26.12
17 第二阪和国道大谷地区改良工事 大阪府 近畿地方整備局浪速国道事務所 H26.12
18 平成25年度 県営林道開設事業 安谷線3工区 開設工事 石川県 石川県 H26.12
19 小規模治山工事（その2） 山梨県 甲府市役所 H26.12
20 第166号 番屋・不習線他道路災害復旧工事 青森県 八戸市役所 H26.12
21 平成26年度 第7002－1号 家棟川他単独通常砂防工事 滋賀県 長浜土木事務所木之本支所 H26.12
22 小林市新学校給食センター新築工事 宮崎県 小林市役所 H26.11
23 平成25年度 0国債 第52－1号 復旧治山工事 滋賀県 西部・南部森林整備事務所 H26.11
24 小治（山）第5102号 小規模県営治山（山地防災対策）工事 新潟県 南魚沼地域振興局農林振興部 H26.11
25 林道八ｹ岳線単独災害復旧工事その2 熊本県 山鹿市役所 H26.11
26 平成26年度 26道路第18号 町道174号線塩子法面補修工事 茨城県 城里町役場 H26.11
27 平成26年度予防治山事業 第24号工事 長野県 北安曇地方事務所 H26.11
28 I様邸土留工事 福島県 民間 H26.11
29 陣ヶ下渓谷公園一部基盤整備工事 神奈川県 横浜市環境創造局公園緑地整備課 H26.11
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30 浦ノ山沢 砂防激甚災害対策特別緊急（前庭工）工事 新潟県 三条地域振興局地域整備部 H26.11
31 予防治山事業(26Y第3号) 兵庫県 北播磨県民局加東農林振興事務所 H26.11
32 平成26年度地すべり防止事業 第5号工事 長野県 長野地方事務所 H26.11
33 船ケ沢地区ほか農地農業用施設災害復旧工事 秋田県 鹿角市役所 H26.11
34 石鳥谷町好地水路災害復旧工事 岩手県 花巻市土地改良区 H26.11
35 平成26年度予防治山事業 第20号工事 長野県 松本地方事務所 H26.11
36 岸田川支流久斗川 県単独県営治山事業(26単第13号) 兵庫県 但馬県民局朝来農林振興事務所 H26.11
37 武庫川流域 県単独緊急防災事業・県単独県営治山事業（26単防第1号・26単第3号） 兵庫県 神戸県民センター六甲治山事務所 H26.11
38 平成25年度河川改修工事恩田川その1 平成26年度河川改修工事（県単）恩田川その2 合併 神奈川県 横浜川崎治水事務所 H26.11
39 土木災害7彦2-2工事 岩手県 紫波町役場 H26.11
40 志津川池ノ尾線（その5）道路災害復旧工事 京都府 宇治市役所 H26.11
41 道路災害防除工事（26西の5） 東京都 西多摩建設事務所 H26.11
42 道路改築工事（トンネル関連仮設道路工） 埼玉県 飯能県土整備事務所 H26.11
43 下天草東部線民有林林道開設事業（広域）第14号工事 熊本県 天草地域振興局 H26.11
44 一上塩栃尾線地方特定道路整備費（広域連携）修正簡易設計 新潟県 長岡地域振興局地域整備部 H26.11
45 豊和 区画整理工事（第5工区） 千葉県 海匝農業事務所 H26.11
46 平成26年度 県単治山事業 第2号工事 長野県 上小地方事務所林務課 H26.11
47 舞鶴市字大波下所在国有崖地崩落防止工事 京都府 近畿財務局 H26.11
48 離育第1号 離島保育工事 新潟県 佐渡地域振興局 H26.11
49 別宮2期地区地すべり対策工事 兵庫県 但馬県民局朝来農林振興事務所 H26.11
50 生田緑地西口園路路面補修工事 神奈川県 川崎市役所生田緑地整備事務所 H26.11
51 新名神高速道路塩川橋他1橋工事 兵庫県 民間（西日本高速道路株式会社） H26.10
52 粟鹿山線森林管理道整備事業(25管第8-2号) 兵庫県 但馬県民局朝来農林振興事務所 H26.10
53 市町村合併支援道路整備工事 銀竜橋A2橋台 福島県 福島県南会津建設事務所 H26.10
54 復興通常第1－3号 平成25年度 県営復旧治山工事 青森県 中南地域県民局 H26.10
55 市道大森線他道路災害復旧（25災658号）工事 岩手県 二戸市役所 H26.10
56 上信越自動車道 関川工事用道路工事 新潟県 民間（東日本高速道路株式会社新潟支社） H26.10
57 小規模治山工事（その1） 山梨県 甲府市役所 H26.10
58 舘ノ沢地区農業施設災害復旧工事 農災-23 秋田県 鹿角市役所 H26.10
59 平成26年度 県営農道整備事業 上水内北部2期地区 石2工区道路その2工事 長野県 長野地方事務所 H26.10
60 鹿本管内治山事業(交付金)予防治山通常地域第2号工事 熊本県 鹿本地域振興局 H26.10
61 円山川流域大屋川支流建屋川県単独県営治山事業(26単第10号) 兵庫県 但馬県民局朝来農林振興事務所 H26.10
62 単県林道災害復旧工事（平成25年台風18号災 上開田浦線外） 滋賀県 高島市役所 H26.10
63 地方特定道路（改築）整備工事（坂本工区その7） 埼玉県 東松山県土整備事務所 H26.10
64 平成25年度 第31号 復旧治山工事 滋賀県 西部・南部森林整備事務所 H26.10



65 広域農道（盛岡西部地区）法面復旧工事 岩手県 盛岡市役所 H26.10
66 盛土造成地線改良（その2）工事 群馬県 関東地方整備局八ｯ場ダム工事事務所 H26.10
67 林道災害復旧事業 御門線 災害復旧工事 石川県 県央農林総合事務所 H26.10
68 一般県道衣川水沢線恩俗地区歩道設置工事 岩手県 県南広域振興局 H26.10
69 平成26年度治山（復旧）菩提山市ノ沢（25繰越）工事 静岡県 志太榛原農林事務所 H26.9
70 林道災害復旧工事(25年災）原深見線4号箇所 京都府 京都林務事務所 H26.9
71 平成26年度緊急防災林整備(渓流対策)整備造成業務 兵庫県 民間（公益社団法人兵庫みどり公社） H26.9
72 平成26年度県営ため池等整備事業 恩田井水地区 長野県 下伊那地方事務所 H26.9
73 肘折発電所 山形県 山形県 H26.9
74 平成25年度 自然災害防止事業第尾-7号工事（南又） 三重県 尾鷲農林水産事務所 H26.9
75 平成26年度緊急防災林整備(渓流対策)整備造成業務 兵庫県 民間（公益社団法人兵庫みどり公社） H26.9
76 県単独県営治山事業(26単第19号) 兵庫県 丹波県民局丹波農林振興事務所 H26.9
77 平成26年度 県単道路改築工事 （主）長野信濃線 長野県 長野建設事務所 H26.9
78 平成25年度 防災・安全交付金（修繕）災害防除工事 （主）乗鞍岳線 長野県 松本建設事務所 H26.9
79 若狭幹線 災害復旧その3工事 福井県 小浜市役所 H26.9
80 予防治山2601工事（堂ノ上地区） 福島県 県北農林事務所 H26.9
81 平成25年度 第7号 予防治山工事 滋賀県 西部・南部森林整備事務所 H26.9
82 平成26年度 森林環境保全整備事業 唐沢支線 群馬県 渋川森林事務所 H26.9
83 新名神切畑トンネル工事 兵庫県 民間（西日本高速道路株式会社） H26.9
84 府招地区県営治山事業（渓間工修繕） 佐賀県 伊万里農林事務所 H26.9
85 宮古盛岡横断道路 新区界トンネル工事 岩手県 東北地方整備局岩手河川国道事務所 H26.9
86 平成26年度道路災害復旧工事（市道幹2017号線） 滋賀県 大津市役所 H26.9
87 平成26年度治山（復旧）北山（25繰越）工事 静岡県 東部農林事務所 H26.9
88 千葉管内道路保全工事業務 下小野法面復旧工事 千葉県 民間（東日本高速道路株式会社） H26.9
89 平成25年度 第4-4号 復旧治山工事 滋賀県 西部・南部森林整備事務所 H26.9
90 尾花沢管内防災対策工事 山形県 山形河川国道事務所 H26.9
91 奈良県山辺郡山添村三ケ谷地内 奈良県 民間 H26.9
92 平成26年度飯田維持管内維持修繕工事 治部坂峠 94.9k付近 長野県 中部地方整備局飯田国道事務所 H26.9
93 平成26年度治山事業（予防治山）設計第20号 京都府 丹後広域振興局 H26.9
94 平成25年度（繰越） 25年災第5069号 市道天引西野々線 道路災害復旧工事 京都府 南丹市 H26.9
95 25災東和地区災害復旧工事 岩手県 花巻市役所 H26.9
96 平成26年度自然公園等施設整備費（公共），丹沢大山保全・再生対策事業費大倉尾根線 神奈川県 環境農政局自然環境保全センター H26.9
97 内ヶ谷治水ダム建設事業 工事 岐阜県 長良川上流河川開発工事事務所 H26.8
98 主要地方道二戸五日市線浄法寺地区道路改築工事 岩手県 県北広域振興局（二戸地域振興センター） H26.8
99 予防治山2501工事 福島県 南会津農林事務所 H26.8



100 平成25年度 小規模治山事業第尾―1号工事（クラノタニ） 三重県 尾鷲農林水産事務所 H26.8
101 平成25年度 県営ため池等整備事業 奥山田地区西原工区用水路工事 長野県 長野地方事務所農地整備課 H26.8
102 三沢米軍（25）誘導路（727）整備土木追加工事 青森県 東北防衛局 H26.8
103 易国間水源地整備工事 青森県 風間浦村 H26.8
104 平成26年度 緑のばんそうこう補助事業 油田地区 治山工事 新潟県 刈羽村役場 H26.8
105 平成26年度南指原A1橋台付近法面補修工事 茨城県 民間（株式会社ネクスコ・メンテナンス関東） H26.8
106 赤前地区（釜ヶ沢地区）東日本大震災復興団地工事 岩手県 宮古市役所 H26.8
107 清水小屋沢地区外復旧治山工事 新潟県 下越森林管理署 H26.8
108 館下地区排水工復旧工事 宮城県 北部地方振興事務所栗原地域事務所 H26.8
109 主要地方道盛岡横手線（字壱角、字下長谷地）道路災害復旧工事 岩手県 盛岡広域振興局 H26.8
110 主要地方道盛岡横手線（字壱角、字下長谷地）道路災害復旧工事 岩手県 盛岡広域振興局 H26.8
111 第5-3号 農業施設修繕工事（白岩地区） 福島県 下郷町役場 H26.8
112 中央2号歩行者専用道整備工事 大阪府 和泉市役所土木維持管理室 H26.8
113 平成26年度治山（奥地保安林）須走地区上真土1工事 静岡県 東部農林事務所 H26.8
114 平成25年度社会資本整備総合交付金（復興）工事 （一）箕作飯山線 長野県 北信建設事務所 H26.8
115 平成25年災補災河第76号 山口県 防府土木建築事務所 H26.8
116 25災 江刺区災害復旧工事 岩手県 奥州市役所 H26.8
117 林道災害復旧事業 青土大谷線（土山町） 滋賀県 滋賀県 H26.8
118 正込池のり面復旧工事 大阪府 民間 H26.8
119 山形自動車道鶴岡管内道路保全工事 山形県 民間（東日本高速道路株式会社） H26.8
120 平成26年度緊急防災林整備(渓流対策)施設整備工事第26359-1号 兵庫県 民間（公益社団法人兵庫みどり公社） H26.8
121 第73号 生雲川 山口県 防府土木建築事務所 H26.8
122 平成25年度 通常砂防工事 （砂）梶本沢 東筑摩郡 生坂村 梶本（3） 長野県 犀川砂防事務所 H26.8
123 竹野川支流三椒川 地すべり防止事業(26E第3号) 兵庫県 但馬県民局朝来農林振興事務所 H26.8
124 一般国道482号線余戸工区 鳥取県 県土整備事務所 H26.7
125 平成25年災 上半久農地災害復旧工事 山口県 山口市 H26.7
126 名神高速道路 多賀地区のり面復旧工事 滋賀県 民間（西日本高速道路株式会社） H26.7
127 星野川柳原地区河道部掘削護岸工事 福岡県 九州地方整備局筑後川河川事務所） H26.7
128 公共 予防治山工事 飛治公第1317号 岐阜県 飛騨農林事務所 H26.7
129 平成25年度通常砂防工事（砂）崩沢 長野県 大町建設事務所 H26.7
130 平成25年度 通常砂防工事 （砂）堂の沢 長野県 姫川砂防事務所 H26.7
131 下安家地区漁業集落防災機能強化事業4号工事 岩手県 県北広域振興局 H26.7
132 平成25年度通常砂防工事 (砂)塩田沢川 長野県 飯田建設事務所 H26.7
133 トマチャナイ川砂防工事（明許）外 北海道 室蘭建設管理部 H26.7
134 京の木の香り整備事業 設計第3号 京都府 南丹広域振興局 H26.7



135 小鍋谷11号上流砂防堰堤群 岐阜県 北陸地方整備局神流川水系砂防事務所 H26.7
136 H25年度一般県道銭壺山公園線防衛道路周辺道路整備 山口県 岩国土木建築事務所 H26.7
137 道改第1号 町道尼瀬稲川線（稲川工区第4次）工事 新潟県 出雲崎町役場 H26.7
138 平成25年度 新丸山ダム井尻八百津線改良工事 岐阜県 中部地方整備局新丸山ダム工事事務所 H26.7
139 平成24年度 地すべり防止事業 第1号工事（ゼロ国債） 長野県 長野地方事務所 H26.7
140 道仏川橋下部工工事 青森県 東北地方整備局青森河川国道事務所 H26.7
141 智頭地区水源の里緊急整備事業 鳥取県 八頭総合事務所 H26.7
142 平成25年度 宮守地区改良工事 岩手県 東北地方整備局岩手河川国道事務所 H26.7
143 国道169号 防災・安全交付金事業（国道災害防除）工事 5号 奈良県 吉野土木事務所 H26.7
144 平成25年度 天竜川水系 三峰川砂防流域除石工事 長野県 中部地方整備局天竜川上流河川事務所 H26.7
145 東和総合運動公園 宮城県 登米市役所 H26.7
146 平成26年度道路新設改良工事 市道相川四辻線 長野県 大町市役所 H26.7
147 単独公共 単独道路維持修繕事業（道路災害防除） 一般県道小平下仁田線 群馬県 藤岡土木事務所 H26.7
148 北但ごみ処理施設敷地造成工事 兵庫県 北但行政事務組合 H26.7
149 北山管理用道路崩壊部（G-596～597）補修工事 山形県 民間（石油資源開発株式会社） H26.7
150 平成25年度市道羽川口奥中山線道路災害復旧工事 京都府 京田辺市建設部 建設政策推進室 H26.7
151 新名神高速道路 道場トンネル工事 兵庫県 民間（西日本高速道路株式会社） H26.6
152 圏央道芝吉岡地区改良工事 千葉県 関東地方整備局常総国道事務所 H26.6
153 甲南町耕心地区法面保護工事 滋賀県 滋賀県 H26.6
154 そうまロマントピアスキー場駐車場法面災害復旧工事 青森県 弘前市役所 H26.6
155 平成25年度一級水系宮川水系武士谷通常砂防工事 三重県 伊勢建設事務所 H26.6
156 花輪線荒尾新町横内37ｋ540m付近土留翼修繕工事 岩手県 民間（東日本旅客鉄道株式会社） H26.6
157 国災25年豪雨災林道三千坊線（1号箇所）復旧工事 富山県 氷見市役所 H26.6
158 檜川第三堰堤工事 兵庫県 近畿地方整備局六甲砂防事務所 H26.6
159 補災道第321号線 一般県道迫田篠目線 山口県 防府土木建築事務所 H26.6
160 輪島（25）法面整備工事 石川県 近畿中部防衛局 H26.6
161 角川流域鍋嶽沢砂防堰堤工事用道路工事 山形県 新庄河川事務所 H26.6
162 農道中村線2号地区水路災害復旧工事 青森県 鰺ヶ沢町 H26.6
163 林道御池線災害復旧工事 滋賀県 滋賀県 H26.6
164 H25度林 復旧治山(補正) つるぎ町平良石山腹工事 徳島県 西部総合県民局農林水産部 H26.6
165 平成25年度県営林地荒廃防止施設災害復旧工事 青森県 中南地域県民局 H26.6
166 内ケ谷ダム建設工事 岐阜県 郡上農林事務所 H26.6
167 吉川地区治山工事（林地荒廃防止） 鳥取県 鳥取県 H26.6
168 平成25年度水源森林再生対策事業第1号工事 長野県 諏訪地方事務所 H26.6
169 多祢寺地区小規模治山工事(舞農林第7号) 京都府 舞鶴市役所 H26.6



170 周船寺川(梶ヶ本橋) 福岡県 福岡市役所 H26.6
171 平成25年度一般県道銭壺山公園線防衛道路周辺道路整備工事大工区 山口県 岩国土木建築事務所 H26.6
172 平成25年災 第169号 十三ノ谷砂防災害復旧工事 滋賀県 甲賀土木事務所 H26.6
173 国道105号県単道路補修工事 秋田県 仙北地域振興局 H26.6
174 国道105号県単道路補修工事 秋田県 仙北地域振興局 H26.6
175 日本海自動車道鶴岡管内道路保全工事 山形県 民間（東日本高速道路株式会社） H26.6
176 国道169号 防災・安全交付金事業（国道災害防除）工事 4号 奈良県 吉野土木事務所 H26.6
177 林道伊自良・根尾線 伊自良工区開設工事 岐阜県 岐阜農林事務所 H26.6
178 平成25年度 県営農山村復興基盤総合整備事業 栄地区 営農雑用水施設工事 長野県 北信地方事務所 H26.6
179 単独公共 単独道路維持修繕事業（道路災害防除） 主要地方道 前橋赤城線 群馬県 前橋土木事務所 H26.6
180 平成25年度通常砂防工事（砂）崩沢 長野県 大町建設事務所 H26.6
181 喜撰川補助通常砂防（総流防）工事 滋賀県 大津土木事務所 H26.6
182 平成25年度 道整備交付金事業（開設）竹の原・諸和久線（3工区） 宮崎県 西臼杵支庁 H26.6
183 柱尾地区砂防総合交付金（地すべり）排土工工事 富山県 富山県砺波土木センター H26.6
184 小急傾第1号 小規模急傾斜地崩壊防止工事 新潟県 長岡市役所 H26.5
185 その他林道鳥山栄野線1号個所災害復旧工事 北海道 乙部町役場 H26.5
186 林道鎌倉谷 その1 その2工事 滋賀県 大津土木事務所 H26.5
187 鰺ヶ沢橋梁下部工工事 青森県 青森河川国道事務所 H26.5
188 引原川予防治山事業(25Y第9号) 兵庫県 西播磨県民局光都農林振興事務所 H26.5
189 25災99号1級市道猿倉花立線 秋田県 由利本荘市役所 H26.5
190 25災111号2級市道亀森線 秋田県 由利本荘市役所 H26.5
191 第166号 番屋・不習線他道路災害復旧工事 青森県 八戸市役所 H26.5
192 吹越多田線ほか道路災害復旧工事ほか(合冊2件) 京都府 宇治市役所 H26.5
193 県立奈良病院造成工事 奈良県 奈良県 H26.5
194 古川国道維持補修 宮城県 東北地方整備局仙台河川国道事務所 H26.5
195 平成25年度 第4-5号 復旧治山工事 滋賀県 西部・南部森林整備事務所 H26.5
196 村道片地横才線道路災害復旧工事 熊本県 熊本県水上村役場 H26.5
197 新〆切地区道路改良工事（ボックス左側） 宮城県 東北地方整備局仙台河川国道事務所 H26.5
198 その他町道城内山線道路災害復旧（25災479号）工事 岩手県 矢巾町役場 H26.5
199 林業専用道中崎線林業専用道整備事業開設 宮崎県 宮崎県諸塚村役場 H26.5
200 林道鵜川村井線1～7号箇所災害復旧工事（高島市鵜川他） 滋賀県 西部・南部森林整備事務所 H26.5
201 第204号市道次郎九郎線18号災害復旧工事 滋賀県 甲賀市役所 H26.5
202 国災25年第23号 市道平沢中央線道路災害復旧工事 富山県 氷見市役所 H26.5
203 平成26年度 第3－ＤＥ号 泉水口線他 道路維持修繕工事 滋賀県 甲賀土木事務所 H26.5
204 大興寺施設災害復旧工事 岩手県 花巻市役所 H26.5



205 平成25年度地すべり対策事業 飯田竜西地区 その3防止工事 長野県 下伊那地方事務所 H26.5
206 東部スポーツ公園 第1期造成工事 大阪府 枚方市土木部公園みどり課 H26.5
207 市町村合併支援道路整備工事 銀竜橋A2橋台 福島県 福島県南会津建設事務所 H26.5
208 (基)妙見・蘇武線 県単独林道整備事業(25単拠第2号) 兵庫県 但馬県民局朝来農林振興事務所 H26.5
209 常磐自動車道 相馬北舗装工事 福島県 民間（東日本高速道路株式会社） H26.5
210 25災103号1級市道鳥海線 秋田県 由利本荘市役所 H26.5
211 一般国道206号道路改良工事（階段工） 長崎県 県北振興局 H26.5
212 平成25年災 準用河川古屋谷川河川災害復旧工事 京都府 京都府 H26.5
213 25災510号1級市道西ノ沢田高線 秋田県 由利本荘市役所 H26.5
214 平成24年度県単独緊急防災事業(24単防設第1号) 兵庫県 但馬県民局朝来農林水産振興事務所 H26.5
215 主要地方道大阪生駒線 25年災第17号災害復旧工事 大阪府 枚方土木事務所 H26.5
216 公共 防災・安全社会資本整備総合交付金（通常砂防） 岐阜県 恵那土木事務所 H26.5
217 玉川上水旧水路法面補修工事 東京都 水道局 H26.5
218 平成25年道下地区道路災害復旧工事 石川県 輪島市役所 H26.4
219 平成25年度第158号伴中山地区農道18号災害復旧工事 滋賀県 甲賀市役所 H26.4
220 天皇川通常砂防（防災安全）工事【山北25通常砂（防安）第2060号の1の1】他 京都府 山城北土木事務所 H26.4
221 県単独補助治山(伊加利)工事 兵庫県 南あわじ市 H26.4
222 経営体育成基盤整備工事 福島県 南会津農林事務所 H26.4
223 第1号災害関連緊急治山工事他1件一括 滋賀県 西部・南部森林整備事務所 H26.4
224 平成25年度 県単治山事業 第6号工事 長野県 上伊那地方事務所 H26.4
225 （主）能代五城目線県単道路補修工事 秋田県 山本地域振興局 H26.4
226 藤沼湖自然公園やまゆり荘 宅地災害復旧工事 福島県 須賀川市役所 H26.4
227 民間工事(古市 N邸) 兵庫県 民間 H26.4
228 平成25年度 補助公共平成25年度補助公共社会資本総合整備（防災・安全）（交安） 群馬県 富岡土木事務所 H26.4
229 八戸自動車道道路災害復旧工事 青森県 民間（東日本高速道路株式会社） H26.4
230 砂防堰堤工事 上杉ノ内沢その1（補助砂防） 栃木県 大田原土木事務所 H26.4
231 志高西舞鶴線防災・安全交付金（交安）工事 京都府 中丹東土木事務所 H26.4
232 町道33号線道路災害復旧工事 福井県 若狭町役場 H26.4
233 準用河川大柴沢外2河川災害復旧工事 宮城県 仙台市役所 H26.4
234 平成25年度 円山川支流大屋川支々流奥山谷川復旧治山事業（24K第14-2号） 兵庫県 但馬県民局朝来農林振興事務所 H26.4
235 市道アプトの道 道路維持工事 群馬県 安中市役所 H26.4
236 S様宅地土留工事 福島県 民間 H26.4
237 角の内線1工区 森林環境保全整備事業 佐賀県 鹿島農林事務所 H26.4
238 三穂その3 長野県 下伊那地方事務所 H26.4
239 (二)岸田川水系 岸田川外 兵庫県 但馬県民局新温泉土木事務所 H26.4



240 25災112号2級市道亀森線 秋田県 由利本荘市役所 H26.4
241 畔ノ上工区法面崩落修繕工事 長野県 北信地方事務所 H26.4
242 平成25年度林道槻木北線災害復旧工事 熊本県 多良木町役場 H26.4
243 平成25年度 第104号 単独治山（県営）工事 滋賀県 西部・南部森林整備事務所 H26.4
244 (国)178号浜坂道路要ｹ池大橋工事用道路設置工事 兵庫県 但馬県民局新温泉土木事務所 H26.4
245 農道中村線1号地区道路災害復旧工事 青森県 鯵ヶ沢町役場 H26.4
246 平成25年度 県単治山事業 土留工外工事 栃木県 県東環境森林事務所 H26.3
247 石鳥谷地区河川災害復旧（その1）工事 岩手県 花巻市役所 H26.3
248 平成25年度県単治山（県営）入野2工事 静岡県 志太榛原農林事務所 H26.3
249 平成25年災 24-30 青柳農道復旧工事 三重県 伊賀市役所 H26.3
250 平成25年度 25災公共土木施設災害復旧工事 （主）下条米川飯田線 長野県 飯田建設事務所 H26.3
251 主要地方道 高松津幡線 道路災害復旧工事 石川県 県央土木総合事務所 H26.3
252 平成25年度県営かんがい排水事業 千ヶ滝湯地区軽井沢1-1工区 長野県 佐久地方事務所 H26.3
253 西名栗線（武川岳工区）森林管理道開設工事 埼玉県 川越農林振興センター H26.3
254 小急傾和第1号 H25年度小規模急傾斜地崩壊防止工事 新潟県 長岡市役所 H26.3
255 平成25年度 県単治山事業 第4号工事 長野県 上伊那地方事務所 H26.3
256 白野江植物公園整備工事 福岡県 北九州市役所 H26.3
257 平成24年度(補正) 地すべり防止事業 兵庫県 但馬県民局朝来農林振興事務所 H26.3
258 平成25年度予防治山事業 山腹工事 広島県 西部農林水産事務所東広島農林事業所 H26.3
259 平成25年度奥地保安林保全緊急対策事業 福知川 兵庫県 西播磨県民局光都農林水産振興事務所 H26.3
260 土木災害5佐7-4 岩手県 紫波町役場 H26.3
261 一級町道安庭線道路災害復旧（25災476号）工事 岩手県 矢巾町役場 H26.3
262 その他町道畜産団地線道路災害復旧（25災483号）工事 岩手県 矢巾町役場 H26.3
263 その他町道赤林室岡線道路災害復旧（25災482号）工事 岩手県 矢巾町役場 H26.3
264 その他町道赤林室岡線道路災害復旧（25災481号）工事 岩手県 矢巾町役場 H26.3
265 城南地区東油山地内井手池外2箇所 福岡県 福岡市役所 H26.3
266 平成24年度 予防治山事業 第35号工事 長野県 長野地方事務所 H26.3
267 林道天沢線および林道上ノ沢線道路災害復旧工事 岩手県 県南広域振興局 H26.3
268 東和地区道路災害復旧（その1）工事 岩手県 花巻市役所 H26.3
269 平成25年度 県単治山事業 第3号工事 長野県 木曽地方事務所 H26.3
270 平成25年度国史跡杷木神籠石災害復旧工事 福岡県 朝倉市役所 H26.2
271 排水路改修工事（高沼用水路東縁その2） 埼玉県 さいたま市役所 H26.2
272 砂防堰堤工事（旧福島空港GC) 福島県 民間（サニーヘルス株式会社） H26.2
273 名勝観音院庭園保存修理工事 鳥取県 民間（宗教法人観音院） H26.2
274 平成25年度 山口山本線道路改良工事(その4) 三重県 津市役所 H26.2



275 平成25年度北管内公園施設改修工事（その1） 兵庫県 神戸市建設局北建設事務所 H26.2
276 (砂)大谷川 2号・3号砂防堰堤工事 兵庫県 西播磨県民局龍野土木事務所 H26.2
277 熱産工第8号 林道施設災害復旧工事（土曲線） 福島県 喜多方市役所 H26.2
278 平成25年度緊急防災林整備<渓流対策>施設整備 兵庫県 民間（公益社団法人兵庫みどり公社） H26.2
279 立畑下池外整備工事 京都府 綾部市役所 H26.2
280 国道45号線矢本石巻道路改良工事 宮城県 東北地方整備局仙台河川国道事務所 H26.2
281 準用河川黒森川河川災害復旧（25災353号）工事 岩手県 花巻市役所 H26.2
282 福岡都市圏南部最終処分場建設工事 福岡県 福岡都市圏南部環境事業組合 H26.2
283 道路災害復旧工事 25災105号 その2 福井県 福井県 H26.2
284 緊急防災林整備(渓流対策)施設整備 兵庫県 民間（公益社団法人兵庫みどり公社） H26.2
285 ほしだ園地歩道等改良（25）工事 大阪府 中部農と緑の総合事務所 H26.2
286 その他市道外田線道路災害復旧（25災23号）工事 岩手県 奥州市役所 H26.2
287 平成25年度治山（復旧）北山2工事 静岡県 東部農林事務所 H26.2
288 平成24年度西諸(一期)農業水利事業 浜ノ瀬ダム周辺整備その他工事 宮崎県 九州農政局西諸農業水利事務所 H26.2
289 国道219号地域自主戦略交付金(多武除2工区)工事 熊本県 球磨地域振興局 H26.2
290 平成25年度 予防治山事業 土留工外工事 栃木県 矢板森林管理事務所 H26.2
291 (重)円山川流域円山川支流大屋川予防治山事業(25Y第21号) 兵庫県 但馬県民局朝来農林振興事務所 H26.2
292 東豊浦町地区治山ダム（25・奥地）工事 大阪府 中部農と緑の総合事務所 H26.2
293 その他町道西部開拓線道路災害復旧（25災480号）工事 岩手県 矢巾町役場 H26.2
294 その他町道細峠線道路災害復旧（25災478号）工事 岩手県 矢巾町役場 H26.2
295 (砂)大部谷川 2号堰堤整備工事 兵庫県 丹波県民局丹波土木事務所 H26.2
296 奥加河配水池法面復旧工事 滋賀県 大津市企業局水道部 H26.2
297 市道新田前野線道路災害復旧（25災26号）工事 岩手県 奥州市役所 H26.2
298 下天草東部線民有林林道開設事業(広域)第20号 熊本県 天草地域振興局 H26.1
299 平成25年度一般国道311号 道路改良工事 三重県 熊野建設事務所 H26.1
300 H25さぶ沢管理用道路工事 群馬県 関東地方整備局利根川水系砂防事務所 H26.1
301 中原金沢線他局改（一般局改）（特）工事（冬） 北海道 空知総合振興局札幌建設管理部 H26.1
302 さがみ縦貫中沢第二橋下部他工事 神奈川県 空知総合振興局札幌建設管理部 H26.1
303 洞岳線民有林林道開設事業(広域)第1号工事 熊本県 宇城地域振興局 H26.1
304 一般国道287号（森バイパス）道路改良工事 山形県 山形県 H26.1
305 平泉遺跡群（白鳥舘遺跡）災害復旧工事 岩手県 奥州市役所 H26.1
306 農業基盤整備促進事業（前池工区） 福島県 中島村役場 H26.1
307 25森林管理道勝呂入山線改良工事 埼玉県 寄居林業事務所 H26.1
308 穂谷 穂場土砂災害（Ｈ25） 大阪府 民間 H26.1
309 吉野川補修(高房地区) 徳島県 四国地方整備局徳島河川国道事務所 H26.1



310 不動沢第3砂防堰堤管理用道路補修工事 福島県 東北地方整備局福島河川国道事務所 H26.1
311 吉川地区山腹（25・復旧）工事 大阪府 北部農と緑の総合事務所 H26.1
312 平成24年度林地荒廃防止事業熊路3 宮崎県 東臼杵農林振興局 H26.1
313 いなべ公園遊歩道設置工事 三重県 いなべ市 H26.1
314 新井田地区道路改良工事（大沢川護岸工） 宮城県 東北地方整備局仙台河川国道事務所 H26.1
315 平成24年度（補正）第9号予防治山事業工事 茨城県 県北農林事務所 H26.1
316 平成25年災害 第230 号市道まがき線 道路災害復旧工事 石川県 輪島市役所 H26.1
317 第6881号 久保1号区域急傾斜地対策維持工事 青森県 上北地域県民局 H26.1
318 小川地区 水路復旧工事 福島県 郡山市役所 H26.1
319 災害復旧事業 花立地区 道路復旧工事 福島県 郡山市役所 H26.1
320 平成25年度奥地保安林保全緊急対策事業第1号工事 長野県 上小地方事務所 H26.1
321 平成25年度治山事業（予防治山）（農山漁村地域整備交付金・国繰越分）設計第1号 京都府 京都府山城広域振興局 H26.1
322 染井Ⅱ期 幹線排水路 千葉県 東葛飾農業事務所 H26.1
323 里山防災林整備（九鹿地区） 兵庫県 民間（公益社団法人兵庫みどり公社） H26.1
324 道路維管修-110号 新潟県 長岡地域振興局地域整備部与板維持管理事務所 H26.1
325 野麦峠第9号床固工 本・副間右岸護岸工事 長野県 北陸地方整備局松本砂防事務所 H26.1
326 河川（住関）工事（橋梁下部工）中田川 福島県 いわき建設事務所 H26.1
327 十和田西部中山間第5号工事 青森県 上北県民局農林水産部 H26.1
328 関宮地区地すべり対策工事（Cブロック） 兵庫県 但馬県民局養父土木事務所 H26.1

合計　328件


