
納 入 実 積
出荷日 工事名 発注者

*工事名はこちらで分かる範囲を明記しており ます

H26.11.1 平成26年度 山伏ﾄﾝﾈﾙ取付道路改良工事 国土交通省中筋川総合開発事務所

H26.10.20 道交国防安(防災) 第9116-006-1号 国道321号 防災･安全交付金工事 高知県幡多土木事務所

H26.10.18 道交地防安(防災)第9107-049-2号 県道橋上平田線防災･安全交付金工事 高知県幡多土木事務所

H26.10.15 道交国防安(防災)第116-020-3号 国道321号防災･安全交付金工事 高知県幡多土木事務所

H26.10.10 道改(特定)第12-109-1号 県道中村宿毛線道路改良工事 高知県幡多土木事務所

H26.10.1 伊方発電所  構内敷地造成工事 四国電力 

H26.9.26 H25年度 伊達野地区高架橋 国土交通省土佐国道事務所

H26.9.10 道交地防安　（防災）第9107-047-1号 県道窪川中土佐線　防災・安全交付金工事 高知県須崎土木事務所

H26.8.3 道交地防安(1.5車) 第103-032-18号 県道大方大正線防災･安全交付金工事 高知県須崎土木事務所

H26.7.31 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 高知県幡多土木事務所

H26.7.31 道交地防安（防災）第１０７－０３７－２号県道土佐清水宿毛線防災・安全交付金工事 高知県幡多土木事務所

H26.7.31 林道東津野城川線地すべり災害復旧工事 愛媛県西予市

H26.7.3 H25､地振単合高 第200号道路改良工事 大分県豊後高田土木事務所

H26.5.21 平成25-26年度 伊達野改良第4工事 国土交通省土佐国道事務所

H26.5.8 薬師谷線道路改良工事 宇和島市

H26.4.15 越震活道改第１０３号の１　（主）北条玉川線　地震防災関連道路緊急整備工事 愛媛県今治土木事務所

H26.4.1 宇道維第３号　（国）３１９号　道路維持工事 愛媛県四国中央土木事務所

H26.2.11 防道改第138号の１ 愛媛県南予地方局

H26.1.20 道交地自主（防災）第１５－１６７－５号県道南国伊野線地域自主戦略交付金工事 高知県高知木事務所

H25.12.12 道交国防安（交安）第１１５－００２－３号国道３２１号防災・安全交付金工事 高知県幡多土木事務所

H25.12.5 急傾斜地崩壊対策工事(亀津5･6･2工区) 鹿児島県大島支局徳之島事務所 

H25.11.10 北道改第205号の1 愛媛県南予地方局

H26.11.5 宇冬対第５号　（国）３１９号　冬期路面対策工事 愛媛県四国中央土木事務所

H25.11.5 第１号道路改良工事 大分県豊後高田土木事務所

H25.11.30 山のみち第９２号幹線林道開設事業中村・大正線３－１工区工事 高知県幡多林業事務所

H25.10.18 県道桂川下秋月線道路改良工事（１工区） 福岡県朝倉県土整備事務所

H25.10.18 県道桂川下秋月線道路改良工事（２工区） 福岡県朝倉県土整備事務所

H25.10.17 道改（元気）第０４－１０３－１号県道重倉笠ノ川線道路改良工事 高知県中央東土木事務所

H25.10.11 北震道改第５０３号の１　（一）嵐田之浜岩松線　地震防災関連道路緊急整備工事  愛媛県南予地方局

H25.10.4 道改（特定）第１１－１０６－１号県道秋丸佐賀線道路改良工事 高知県幡多土木事務所

H25.9.5 県道大用大方線防災安全交付金工事 高知県幡多土木事務所

H25.9.3 宮前千歳線地方道路交付金（補正）工事＜南丹２４地道交（補正）第７３号の１の１ 京都府南丹土木事務所 

H25.8.22 急傾第101-1-14号 中島上地区急傾斜崩壊工事 高知県安芸土木事務所 室戸事務所

H25.8.20 県道安満池地福良線防災安全対策工事 高知県幡多土木事務所

H25.8.10 大分57号戸上地区防災他工事 国土交通省佐伯国道事務所

H25.7.24 H24-25年度 伊達野地区高架橋下部工事 国土交通省土佐国道事務所

H25.7.1 平成２４ー２５年度　海陽地区改良（その２）工事 国土交通省徳島河川国道事務所

H25.6.15 北震道改第207号の1 愛媛県南予地方局

H25.6.7 国道439号地域自主戦略交付金工事 高知県幡多土木事務所

H25.6.3 平成２４年度　１９号贄川視距改良工事 国土交通省飯田国道事務所

H25.5.16 第28号 平成25年度林道城川東津野線防護柵設置工事　 高知県梼原町

H25.5.15 防道改第４８号の２　（主）宇和島城辺線　道路改築工事 愛媛県南予地方局愛南土木事務所

H25.4.25 南震道改第３０１号の１　（主）宇和島城辺線　地震防災関連道路緊急整備工事 愛媛県南予地方局愛南土木事務所

H25.4.23 大阪ｶﾞｽ 泉北工場 大阪ガス 泉北事業所

H25.4.18 防道改第１５４号の１　（一）一本松城辺線　道路改築工事 愛媛県南予地方局愛南土木事務所

H25.1.7 市道片魚四手川線地対策工事 四万十市

H24.11.27 道改(特定)第12-02-01号県道中村宿毛線道路改良工事 高知県幡多土木事務所

H24.11.16 初月301号線法面改良工事 高知県
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H24.11.8 坂ﾉ下急傾斜地崩壊工事 高知県幡多土木事務所

H24.10.25 山のみち第１３号幹線林道開設事業中村・大正線２工区工事 高知県幡多林業事務所

H24.9.29 海陸常第０９－２号塩間海岸他陸こう常時閉鎖推進工事 高知県須崎土木事務所

H24.9.13 風水災害緊急対策田主丸黒木線工事 福岡県久留米県土整備事務所

H24.9.13 県道英彦山添田線仮設防護柵設置工事 福岡県田川県土整備事務所

H24.8.9 一般国道472号道路総合交付金（雪寒）雪崩防護柵設置工事 富山県土木歩富山土木センター

H24.8.7 東震道改第１０４号の２他　（一）宇和高山線　地震防災関連道路緊急整備工事 愛媛県西予地方局

H24.7.25 道改（特定）第０９－１０７－１号県道浦ノ内仏坂多ノ郷停車場線道路改良工事 高知県須崎土木事務所

H24.7.20 東特道改第１００号の１　（主）宇和明浜線　特定道路緊急整備工事 愛媛県西予地方局

H24.6.8 大分57号三宅地区交差点改良工事 国土交通省大分河川国道事務所

H24.5.25 伊方発電所  山手通り道路耐震性向上工事 四国電力 

H24.5.20 東事落第101号1 (国)378号落石防止対策工事 愛媛県西予地方局

H24.5.18 23町建改第3号 町道日土小屋の浦線道路改良工事 愛南町役場 建設課

H24.4.17 地安第11-05-01号県道下田港線地域の安全安心推進工事 高知県幡多土木事務所

H24.4.15 道維第11-01-01号国道441号他5路線道路維持依託業務 高知県幡多土木事務所

H24.4.10 道交国自主（防災）第１４－２７６－１号国道３２１号地域自主戦略交付金工事 高知県幡多土木事務所

H24.4.15 新道維第２１号　（一）落合久万線　道路維持工事 愛媛県東予地方局建設部

H24.2.22 西条市丹原町鞍瀬県道 落合久万線落石現場 愛媛県東予地方局建設部

H24.1.25 交道改第４６号の３　（主）城辺高茂岬線　道路改築工事 愛媛県南予地方局愛南土木事務所

H24.1.20 北震道改第２１０号の２　（一）奥浦白浦線　地震防災関連道路緊急整備工事 愛媛県南予地方局

H24.1.18 県道下田港線道路災害復旧工事 高知県幡多土木事務所

H23.12.14 東震道改第１０４号の１他　（一）宇和高山線　地震防災関連道路緊急整備工事他 愛媛県西予地方局

H23.11.15 地交地自主(公安)第12-078-01号 県道古津賀線 地域自主戦略交付金工事 高知県幡多土木事務所

H23.11.10 平成２3年度　一本松改良工事 国土交通省大洲河川国道事務所

H23.11.8 道交地（１．５車）第１０３－３１５－５号県道有岡川登線活力創出基盤整備総合交付金工事 高知県幡多土木事務所

H23.10.10 道交地自主(防災)第14-110-3号 県道高知本山線地域自主戦略交付金工事 高知県高知土木事務所

H23.10.5 県道土佐清水三原線災害復旧工事 高知県幡多土木事務所

H23.10.5 平成23年度山のみち第4号 幹線林道開設事業 清水･三原線2工区工事 高知県幡多林業事務所

H23.10.4 道交地（１．５車）第１０３－３２４－３号県道安満地福良線地域活力基盤創造交付金工事 高知県幡多土木事務所

H23.9.27 板野ＩＣ－鳴門ＩＣ災害緊急工事 NEXCO西日本

H23.9.25 宇道維第3号 319号道路維持工事 愛媛県東予地方局建設部

H23.9.24 交防4-2他 川之江大豊線地方道路整備工事 愛媛県東予地方局建設部

H23.9.23 新事落第1号の1 西条久万線 落石防止対策工事 愛媛県東予地方局建設部

H23.9.10 山のみち第１３号幹線林道開設事業中村・大正線２工区工事 高知県幡多林業事務所

H23.9.5 道改(特定)第11-08-04号 県道川登中村線道路改良工事 高知県幡多土木事務所

H23.7.30 大字2-2 愛媛県南予地方局

H23.7.15 交道改第26号-1　（国）378号地方道路整備工事 愛媛県南予地方局

H23.7.5 北道維第2号（一）奥南白浦線他道路維持工事　 愛媛県南予地方局

H23.7.10 ２２災国補第２２号の２　（主）宇和三間線　道路災害復旧工事 愛媛県南予地方局

H23.7.26 道改(特定)第11-101-1号県道安並佐岡線道路改良工事 高知県幡多土木事務所

H23.7.10 交防第２号の３　（主）宇和野村線　地方道路整備工事 愛媛県西予地方局

H23.7.6 No H23宿毛-1 高知県幡多土木事務所

H23.7.4 県道出口古津賀線 高知県幡多土木事務所

H23.7.1 道改第１０－２８－１号県道志和仁井田線道路改良工事 高知県須崎土木事務所

H23.6.3 平成22年度繰越明許新改第2号 市道二宮野路落石防止工事 宿毛市

H23.5.26 山のみち交付金林道有峰線 第1工区(大萩谷)開設工事 富山県農林水産部農林振興ｾﾝﾀｰ

H23.4.25 東上美浜砂防工事 愛媛県南予地方局

H23.4.5 林道中村大正線2工区 高知県幡多土木事務所

H23.2.9 国道195号 折宇ﾄﾝﾈﾙ 徳島県 県土整備部 那賀庁舎

H23.2.7 砂防第9-1-3号 実崎谷川通常砂防工事 高知県幡多林業事務所

H22.12.1 山のみち地域づくり交付金事業幹線林道清水､三原線3工区事業 高知県幡多林業事務所

H22.11.23  基事落第２０号の１他　（一）網代鳥越線　落石防止対策工事（基金）他 愛媛県愛南土木事務所
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H22.11.23 県道中村下ﾉ加線 高知県幡多土木事務所

H22.11.16 平成２２年度　一本松改良（その2）工事 国土交通省大洲河川国道事務所

H22.11.15 平成２２年度　一本松改良（その１）工事 国土交通省大洲河川国道事務所

H22.11.12 山のみち第4号幹線林道開設事業清水・三原線2工区工事 高知県幡多林業事務所

H22.11.5 経事落第９号の１　（国）４４１号　落石防止対策工事 愛媛県大洲土木事務所

H22.10.16 平成22年度 社交 第3-9-6号 町道四ﾉ川線道路改良工事 高知県四万十町役場

H22.10.7 道交地（交安）第３４－００３－４号県道出口古津賀線地域活力基盤創造交付金工事 高知県幡多土木事務所

H22.9.8 道改（交特定）第１２－０１－３号県道宿毛津島線道路改良工事 高知県幡多土木事務所

H22.9.6 大治2第7号 市道ﾀﾞﾑ川辺橋線道路改良工事(その2) 大洲市

H22.8.30 経事落第１３号の１他　（主）野村柳谷線　落石防止対策工事（交付金） 愛媛県大洲土木事務所

H22.8.10 道改(交特定)第11-09-1号 県道佐治朗佐賀線道路改良工事 高知県幡多土木事務所

H22.8.2 細道改2-1 玉川菊間線生活道路改良工事 愛媛県今治土木事務所

H22.8.2 坂本線道路改良工事 高知県須崎土木事務所

H22.8.2 落石防止対策工事 愛媛県土木建築事務所

H22.7.20 道交地(1.5車)第31-014-4号 県道昭和中村線地域活力基盤創造交付金工事 高知県幡多土木事務所

H22.7.16 北道維第２号　（一）奥浦白浦線他　道路維持工事 愛媛県南予地方局

H22.7.10 22災第4-1号 国道439道路災害工事 高知県幡多土木事務所

H22.7.9 北道維第５号　（主）広見三間宇和島線他　道路維持工事 愛媛県南予地方局

H22.6.29 横浪公園災害復旧工事 高知県須崎土木事務所

H22.6.10 平成21-22年度 一本松改良工事 国土交通省大洲河川国道事務所

H22.6.5 北高道改第8号の3 愛媛県八幡浜地方局

H22.6.3 林道中村･大正線3工区工事 高知県幡多土木事務所

H22.5.31 北道維第4号 (主)宇和三間線道路維持工事 愛媛県南予地方局

H22.5.7 22-幡維-3(緊急) 国道439他道路維持工事 高知県幡多土木事務所

H22.4.10 平成21年度 山のみち第92号 幹線林道開設事業(補正)清水･三原線2工区工事 高知県幡多林業事務所

H22.4.3 急砂第16-2号の1 急傾斜地崩壊対策工事 (急)徳田地区 愛媛県愛南土木事務所

H22.2.4 県道大方線地方道路交付金工事 高知県幡多土木事務所

H21.11.14 中浦急傾斜地崩壊対策工事 石川県中能登土木

H21.11.5 中浜地区防災２工区工事 九州地方整備局大隅河川国道事務所

H21.10.23 交道改第２７号の３　（国）３１９号　地域活力基盤創造交付金工事 愛媛県四国中央土木事務所 

H21.10.22 基事落第8号の1 落石防止対策工事 愛媛県大洲土木事務所 

H21.10.19 清道改（交特定）2-6 県道宿毛宗呂下川口線道路改良工事 高知県幡多土木事務所

H21.9.24 平成２１-２２年度　大平第１橋床版外１件工事 国土交通省松山河川国道事務所

H21.9.7 薬師谷線道路改良工事 宇和島市

H21.8.12 清道応1国道３２１号道路災害応急復旧工事 高知県幡多土木事務所

H21.8.5 防災地31-003-1 県道中村下ﾉ加江線災害防除工事 高知県幡多土木事務所

H21.7.10 ﾈｸｽｺ西日本災害復旧工事 山口IC 仮設防護柵設置工事 ﾈｸｽｺ 西日本

H21.7.1 防災地32-018-1 県道宿毛津島線災害防除工事 高知県幡多土木事務所宿毛事務所

H21.6.30 県道岡本大方線地方道路交付金工事 高知県幡多土木事務所

H21.6.2 県道窪川中土佐線道路改良工事 高知県須崎土木事務所

H21.4.20 地事落第１６号の３　（一）宇和高山線　落石防止対策工事（交付金） 愛媛県西予木事務所

H21.4.16 地事落第１号の２　（主）西条久万線　落石防止対策工事（交付金）  愛媛県東予地方局建設部

H21.3.13 山のみち地域づくり交付金事業 幹線林道清水､三原線2工区工事 高知県森林部幡多林業事務所

H21.3.2 平成18-20年度 皆田改良第1工事 国土交通省大洲河川国道事務所

H21.3.2 平成１９―２０年度　上保田改良第５工事 国土交通省大洲河川国道事務所

H21.3.2 平成１９―２０年度　上保田改良第４工事 国土交通省大洲河川国道事務所

H20.12.24 国交道第1号ｰ6(町)みのこし正野線道路改良工事 愛媛県八幡浜土木事務所

H20.12.17 平成21年度 一本松改良工事 国土交通省大洲河川国道事務所

H20.12.10 南道改第５０１号の１ 愛媛県愛南土木事務所

H20.12.10 南防災第２０１号の１ 愛媛県愛南土木事務所

H20.12.10 南道改第２０１号の１ 愛媛県愛南土木事務所



納 入 実 積
出荷日 工事名 発注者

H20.12.10 南道改第４０１号の１ 愛媛県愛南土木事務所

H20.12.10 南道改第３０２号の１（主）城辺高茂岬線生活道路改良整備工事ｺ 愛媛県愛南土木事務所

H20.12.10 南道改第３０１号の１（主）城辺高茂岬線生活道路改良整備工事ｺ 愛媛県愛南土木事務所

H20.12.3 農基第259-909号 赤野地区基幹農道整備右岸支線道路工事 安芸農業支援ｾﾝﾀｰ

H20.11.8 平成２０ー２１年度　つづら川改良（その１）工事 国土交通省松山河川国道事務所

H20.10.14 南道改第401号-1生活道路改良整備工事 愛媛県愛南土木事務所

H20.9.9 北道改第101号の1 (-)無月宇和島線生活道路改良工事 愛媛県南予地方局

H20.8.28 県道岡本大方線地方道路交付金工事 高知県幡多土木事務所

H20.3.30 温道改第126号の1 (-)三坂松山線 生活道路改良工事 愛媛県松山地方局

H20.3.21 北道改第101号の3 (-)無月宇和島線生活道路改良工事 愛媛県宇和島地方局

H20.3.10 林地荒廃第139号 十川林地荒廃防止工事 高知県須崎林業事務所

H19.11.27 平成19年度　西谷高架橋Ａ１・Ｐ１工事 国土交通省松山河川国道事務所

H19.11.21 平成19年度 下保田改良外1件工事 国土交通省大洲河川国道事務所

H19.11.12 道改国(債)第5-1-1号 国道441号道路改築(網代ﾄﾝﾈﾙ)工事 高知県幡多郡土木事務所

H19.11.9 平成19年度 上保田改良第3工事 国土交通省大洲河川国道事務所

H19.10.25 平成19年度 上保田改良第2工事 国土交通省大洲河川国道事務所

H19.9.19 平成18-20年度 皆田改良第2工事 国土交通省大洲河川国道事務所

H19.9.4 林地荒廃第126号 新居林地荒廃防止工事 高知県須崎林業事務所

H19.8.27 県道萩中須崎線道路改良工事 高知県須崎土木事務所

H19.8.25 平成18-19年度 つづら川第3橋P2外1件工事 国土交通省松山河川国道事務所

H19.7.27 平成18-19年度 つづら川第3橋A1外1件工事 国土交通省松山河川国道事務所

H19.7.20 平成19年度 宇和島維持第一工事 国土交通省大洲河川国道事務所

H19.7.11 防災国第6-2号 国道381号災害防除工事｣ 高知県須崎土木事務所四万十町

H19.7.9 市国交道第21号天神鳥ﾉ子線道路改良工事 東温市

H19.6.26 （国）197号大平高架橋工事 愛媛県八幡浜地方局

H19.5.29 市国交道第33号是能成家線道路改良工事その２ 宇和島市

H19.5.7 喜道修第108号(主)大洲､野村線修繕工事 愛媛県八幡浜地方局

H19.4.5 北事落第301号の3 (主)宇和三間線 落石防止対策工事 愛媛県宇和島地方局

H19.3.15 横浜横須賀道路馬堀工事 東日本道路㈱ 関東支店

H19.2.3 第1号 災害関連緊急治山工事 愛媛県松山地方局経済部森林課

H18.12.15 平成１７年度　日吉、松野線　第１工区トンネル工事 （独）緑資源機構

H18.11.7 平成１８年度清水、東津野線第６工区開設工事 （独）緑資源機構

H18.10.26 特別養護老人ホーム「しいのき園」災害復旧工事 西予市

H18.9.29 交道改第５７号の２（主）広見三間宇和島線地方道路交付金工事 愛媛県宇和島地方局

H18.9.7 道改国第５－５号　国道４４０号道路改築工事 高知県須崎土木事務所

H18.9.1 北特道改第１０３号の１（－）無月宇和島線特定道路緊急整備工事 愛媛県宇和島地方局

H18.8.25 道改第８１号の４（国）３７８号道路改築工事 愛媛県宇和島地方局

H18.8.25 道改第８１号の５（国）３７８号道路改築工事 愛媛県宇和島地方局

H18.8.8 補第１４号　町道浜銭坪線道路改良道路工事 愛南町

H18.7.18 道改１９号の９（国）３７９号川登トンネル建設工事 愛媛県松山地方局

H18.7.10 市国交道第２６号天神鳥ノ子線道路改良工事 東温市

H18.5.29 北道改第１０７号の３（－）吉田宇和島線生活道路整備工事 愛媛県宇和島地方局

H18.4.18 急砂１３-４号の２　（急）桧谷地区　急傾斜地崩壊対策工事 愛媛県八幡浜地方局

H18.3.13 町道東川東ノ谷１号線　道路災害応急復旧工事 高知県土佐山田町

H18.2.14 16災国補第９６１号の２石鎚丹原線 愛媛県松山地方局

H18.2.5 （ニ）千丈川水系(砂）入寺通常砂防工事 愛媛県八幡浜地方局

H18.1.28 北道改第１０３号ー２（－）　無月宇和島線生活路改良整備工事 愛媛県宇和島地方局

H18.1.10 北道改第２０２号ー１　（国）３７８号生活道路改修整備工事 愛媛県宇和島地方局

H17.10.10 北時落第１０２号の１　落石防止対策工事 愛媛県宇和島地方局

H17.10.1 １６災国補第４号（主）宇和、三間線道路災害復旧工事 愛媛県宇和島地方局

H17.9.26 平成１６-１９年度　三坂第２トンネル工事 国土交通省松山河川国道事務所

H17.8.30 国道１４０号改良工事 山梨県塩山建設部



納 入 実 積
出荷日 工事名 発注者

H17.8.25 北援道改第１０１号の１他　市町村合併支援道路整備工事他 愛媛県宇和島地方局

H17.8.6 平成１７年度　大平改良工事 国土交通省松山河川国道事務所

H17.7.22 道改第１号ー９　国道３１９号道路改築工事 愛媛県西条地方局四国中央土木

H17.7.12 北援道改第１０１号の２他　市町村合併支援道路整備工事他 愛媛県宇和島地方局

H17.6.8 平成１６－１７年度　正木トンネル工事 国土交通省大洲河川国道事務所

H17.4.23 市道湯山３９号道路改良工事 松山市

H17.2.10 成川道路改良工事 宇和島市

H16.12.10 町道武者止線道路改良工事 愛南町

H16.12.3 温道改第９２号の２（－）寺尾重信線生活道路改良整備工事 愛媛県松山地方局建設部三課

H16.11.23 平成１６年度　鞍瀬防災工事 国土交通省松山河川国道

H16.11.20 南道改第30２号の６　（主）宇和島城辺線　生活道路改良整備工事 愛媛県宇和島地方局御荘土木事務所

H16.10.29 町道樽見線道路改良工事 愛南町

H16.10.27 第１５-１２林地荒廃防止工事 愛媛県宇和島地方局御荘林業課

H16.10.26 予土線北宇和島、務田間窓峰　線橋新設工事 ＪＲ四国

H16.10.25 道交第３１１１－１－１号　県道作屋影野停車場線 高知県須崎土木事務所

H16.10.22 平成１６年度　鞍瀬防災　災害復旧工事　桜三里 国土交通省松山河川国道事務所

H16.10.22 平成１６年度　鞍瀬防災　災害復旧工事　桜三里 国土交通省松山河川国道事務所

H16.10.22 平成１６年度　千原防災工事 国土交通省松山河川国道事務所

H16.10.19 市道１２８号線道路整備工事 松山市

H16.10.19 応新６８号（主）西条久万線道路災害復旧工事 愛媛県西条地方局建設部

H16.10.10 ＪＨ　新居浜～西条　災害復旧工事 道路公団四国支店

H16.10.5 平成１６年度　観音坂災害復旧工事 国土交通省松山河川国道

H16.10.5 長浜２号線道路改良工事 高知県土木

H16.9.25 平成１６年度　正木改良工事 国土交通省大洲工事事務所

H16.9.22 北事落第１０８号の２　（-）蒋渕下波線　生活道路改良整備工事 愛媛県宇和島地方局

H16.9.20 東援道改第１００号の２(主)宇和明浜線市町村合併支援道路工事 愛媛県八幡浜地方局西予土木事務所

H16.9.20 北事落第１０２号の１　（-）蒋渕下波線　落石防止対策工事 愛媛県宇和島地方局

H16.9.18 南道改第301号の1　（主）城辺高茂岬線　生活道路改良整備工事 愛媛県宇和島地方局御荘土木事務所

H16.8.31 平成１５～１６年度つづら川第４橋下部工事 国土交通省松山河川国道事務所

H16.5.26 平成１６年度祝森改良工事 国土交通省大洲工事事務所

H16.5.12 三坂松山線生活改良整備工事 愛媛県松山地方局

H16.4.9 北道改第１０７号-３（-）九島循環線生活道路改良整備工事 愛媛県宇和島地方局

H16.3.15 北道改第１０９号の５（－）蒋淵下波、生活道路改良整備工事 愛媛県宇和島地方局

H16.2.25 福良線道路改良工事 高知県中村土木事務所

H16.2.20 宮田地区急傾斜地崩壊対策工事 愛媛県松山地方局

H16.1.15 北事落第１０３号の２（－）蒋渕下波線落石防止対策工事 愛媛県宇和島地方局

H16.1.10 栄喜急傾工事 高知県中村土木事務所

H15.11.20 北援道改第１０１号-３（-）吉田宇和島線市町村合併支援道路整備工事 愛媛県宇和島地方局

H15.11.18 南事落第４０１の１（－）篠山公園線落石防止対策工事 愛媛県宇和島地方局御荘土木

H15.11.15 平成１５年度増田川高架橋下部工事 国土交通省大洲工事事務所

H15.10.27 市道湯山２３号線道路整備工事 松山市都市整備部道路建設課

H15.10.25 北援道改第４０１号１他（-）下鍵山松野線市町村合併支援道路整備工事 愛媛県宇和島地方局

H15.10.20 北道改第１０９号の１（－）蒋淵下波、生活道路改良整備工事 愛媛県宇和島地方局

H15.10.10 南防災第３０１の１　道路防災緊急緊急対策工事 愛媛県宇和島地方局御荘土木事務所

H15.9.13 交A防第１２号の5（主）宿毛、津島線緊急地方道路整備工事 愛媛県宇和島地方局

H15.9.3 南道改３０２号１ 愛媛県宇和島地方局御荘土木事務所

H15.8.1 交A防第１２号の６（主）宿毛、津島線緊急地方道路整備工事 愛媛県宇和島地方局

H15.7.3 交B第５７号ー１（主）広見、三間宇和島線緊急地方道路整備工事 愛媛県宇和島地方局

H15.7.1 町道岩松線山留工事 津島町役場建設課

H15.5.27 平成１４年度　一本松改良工事 国土交通省大洲工事事務所

H15.5.25 北道改第５０２号-２生活道路改良工事 津島町

H15.5.24 第１号保安林管理道路整備工事 愛媛県宇和島地方局産業課
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H15.5.17 北時落３０１－１落石防止対策工事 愛媛県宇和島地方局

H15.5.12 交A防第１号の２（主）宇和島、城辺線緊急地方整備工事 愛媛県宇和島地方局御荘土木事務所

H15.4.22 市道吉藤線道路改良工事 松山市

H15.4.20 南事落５０６号-１　 愛媛県宇和島地方局御荘土木事務所

H15.4.1 市道湯山松山線落石防護工事 松山市

H15.3.25 北地域３０１号の１（主）宇和三間線地域活性化緊急整備工事 愛媛県宇和島地方局

H15.3.1 平成14年度　坂下津法面工事 国土交通省大洲工事事務所

H15.2.12 鷹線道路改良工事 宇和島市

H15.2.10 東防災第１０２号の３（国）３７８号道路防災緊急対策工事 愛媛県八幡浜地方局西予土木事務所

H15.2.7 平成14年度　岩谷口改良工事 国土交通省松山工事事務所

H15.1.20 北道改第３０２号の１　（主）広見、三間線宇和島線特定道路緊急整備工事 愛媛県宇和島地方局

H15.1.18 市道湯山39号線道路整備工事 松山市都市整備部道路建設課

H15.1.17 北地域第701号の３（主）宇和島下波津島線地域活性化道路緊急整備工事 愛媛県宇和島地方局

H15.1.10 南道改第３０２号の３生活道路整備改良工事 愛媛県宇和島地方局御荘土木事務所

H15.1.7 南道改第３０２号の４生活道路整備改良工事 愛媛県宇和島地方局御荘土木事務所

H14.11.26 平成1２広域西部池田 徳島県

H14.11.18 南道改第３０１号の１（主）城辺高茂岬線生活道路改良整備工事 愛媛県宇和島地方局御荘土木

H14.10.3 交A防第１２号３（主）宿毛、津島緊急地方道路整備工事 愛媛県宇和島地方局

H14.9.25 第２東名高速道路引佐ジャンクション西工事 日本道路公団

H14.8.27 つつ”ら川改良第２工事 国土交通省松山工事事務所

H14.7.31 宇和島道路緊急対策工事 国土交通省大洲工事事務所

H14.5.18 平成14年度須小修第201号国道439道路小修繕工事 高知県須崎土木事務所

H14.5.1 西特道改１-６ 愛媛県八幡浜地方局西予土木事務所

H14.5.1 （国）４９４号生活道路改良整備工事 愛媛県松山地方局

H14.3.15 北地域第３０１号（主）宇和、三間線地域活性化道路緊急整備工事 愛媛県宇和島地方局

H14.3.5 東特落第１００号 愛媛県八幡浜地方局西予土木事務所

H14.2.27 国民休暇　瀬戸内東予 環境庁

H14.2.14 北防災代４０４号（国）３２０号道路防災緊急対策工事 愛媛県宇和島地方局

H14.2.7 北事落第１０１号-４ 愛媛県宇和島地方局

H14.1.22 西特改ドウ１５１号の５道路改良工事 愛媛県八幡浜地方局

H14.1.10 １３災第７５-２号林道藤の川線道路復旧工事 西土佐村役所

H14.1.9 北事落第302号-２（主）宇和、三間線落石防止対策工事 愛媛県宇和島地方局

H13.12.18 北事落第302号（主）宇和、三間線落石防止対策工事 愛媛県宇和島地方局

H13.12.17 北事落第号（主） 愛媛県宇和島地方局

H13.12.12 北事落第601号 愛媛県宇和島地方局

H13.11.8 丸山公園整備工事 宇和島市

H13.9.13 市道湯山39号線道路整備工事 松山市

H13.9.10 南事落301号　　　　　　　　　　　　　　（県、買い上げ） 愛媛県宇和島地方局御荘土木事務所

H13.8.20 北事落第301号（主）宇和、三間線落石防止対策工事 愛媛県宇和島地方局

H13.7.28 第４２号白河瀬復旧治山工事 高知県須崎林業事務所

H13.7.13 交A防第１２号3（主）宿毛、津島緊急地方道路整備工事 愛媛県宇和島地方局

H13.6.25 交A防第１２号１（主）宿毛、津島緊急地方道路整備工事 愛媛県宇和島地方局

H13.6.22 中村市山路緊急対策工事 高知県中村土木事務所

H13.6.20 交A防第１２号４緊急地方道路整備工事 愛媛県宇和島地方局

H13.6.11 北道改１１０５－４生活道路改良整備工事 愛媛県宇和島地方局

H13.6.1 南道改３０２号３生活道路改良整備工事 愛媛県宇和島地方局御荘土木事務所

H13.5.27 北道改第６０１号（１）節安下鍵山線生活道路改良工事 愛媛県宇和島地方局

H13.5.17 北防災第７０２号（宿毛、津島）道路防災緊急対策工事 愛媛県宇和島地方局

H13.4.20 南道改３０９号２ 愛媛県宇和島地方局御荘土木事務所

H13.4.17 ４９４号道路災害復旧工事生活改良整備工事 愛媛県松山地方局

H13.4.7 北事落１０５号２ 愛媛県宇和島地方局

H13.3.17 高知自動車道（四車線化）岡豊トンネル工事 日本道路公団
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H13.2.14 北事落６０２号 愛媛県宇和島地方局

H13.1.13 南道改３０１号生活道路改良整備工事 愛媛県宇和島地方局御荘土木事務所

H12.12.12 喜道改第１１９号２ 愛媛県八幡浜地方局


