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1 東照宮社務所新設工事 茨城県 その他 民間 2011年9月

2 大谷(2-2)急傾斜地崩壊対策工事 兵庫県 都道府県 神戸土木事務所 2011年11月

3 西戸部町擁壁補強工事 神奈川県 その他 民間 2011年12月

4 湯屋谷川砂防工事 島根県 都道府県 出雲県土整備事務所 2011年12月

5 東九州自動車道 南原トンネル工事 福岡県 NEXCO 西日本高速道路 2012年1月

6 急)箕岡地区 待受擁壁補強工事 兵庫県 都道府県 神戸土木事務所 2012年1月

7
一般国道461号線 国補地道第22-03-834-0-008号
道路改良舗装工事

茨城県 都道府県 常陸太田工事事務所 2012年1月

8
平成23年度袋井駅南北自由通路
工事車両進入路整備工事

静岡県 市町村 袋井市役所 2012年2月

9 戸川水系戸川単価契約緊急小規模河川(砂防工事) 兵庫県 都道府県 神戸土木事務所 2012年2月

10 東広島市内 民間工事 広島県 その他 民間 2012年2月

11 仙台市内 民間工事 宮城県 その他 民間 2012年3月

12 水戸地方気象外1件(11)法面改修工事 茨城県 国交省 宇都宮営繕事務所 2012年4月

13 横浜市内民間工事 神奈川県 その他 民間 2012年6月

14 23号豊橋BP豊橋港IC道路建設工事 愛知県 国交省 名四国道事務所 2012年10月

15 宇都宮市内民間工事 栃木県 その他 民間 2013年1月

16 JICAネパール連邦共和国向け ネパール 公　共 独立行政法人 国際協力機構 2013年1月

17 延岡市内民間工事 宮崎県 その他 民間 2013年1月

18
平成23年度 県災 第207号-5
本村地区急傾斜災害復旧外合併工事

和歌山県 都道府県 西牟婁振興局 2013年2月

19 花上地区急傾斜地崩壊対策工事 広島県 市町村 廿日市市役所 2013年3月

20 平成24年度林地荒廃防止事業 片江地区(1工区) 島根県 都道府県 松江県土整備事務所 2013年3月

21 史跡飛山城跡崖地修復工事(その2) 栃木県 市町村 宇都宮市役所 2013年3月

22 史跡飛山城跡崖地修復工事(その3) 栃木県 市町村 宇都宮市役所 2013年3月

23 24西の18法面対策工事 東京都 都道府県 西多摩建設事務所 2013年5月

24 史跡飛山城跡崖地修復工事(その4) 栃木県 市町村 宇都宮市役所 2013年5月
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25 高知市内 民家擁壁補強工事 高知県 その他 民間 2013年6月

20 史跡飛山城跡崖地修復工事(その5) 栃木県 市町村 宇都宮市役所 2013年10月

27 広島市南区 商業施設建築工事 広島県 その他 民間 2013年10月

28 史跡飛山城跡崖地修復工事(その6) 栃木県 市町村 宇都宮市役所 2013年12月

29 史跡飛山城跡崖地修復工事(その7) 栃木県 市町村 宇都宮市役所 2013年12月

30 小田原地区急傾斜地崩壊対策工事(その2) 広島県 市町村 廿日市市役所 2013年12月

31 世田谷区内民間法面工事 東京都 その他 民間 2014年3月

32 墨田区内民間建築工事 東京都 その他 民間 2014年3月

33 所林・内谷団地法面工事 高知県 その他 民間 2014年6月

34 五郎内トンネル工事 福島県 国交省 磐城国道事務所 2014年6月

35 県道八女香春線合瀬耳納工区ﾄﾝﾈﾙ工事(2工区) 福岡県 都道府県 久留米県土整備事務所 2014年6月

36 塩釜藤倉地区工事 宮城県 都道府県 北部土木事務所 2014年7月

37 中山地区法面工事 福島県 国交省 磐木国道事務所 2014年10月

38 新名神高速道路有馬川橋(下部工)工事 兵庫県
NEXCO
西日本

西日本高速道路 2014年10月

39 民間工事 福岡県 その他 民間 2014年10月

40 小原地区急傾斜地崩壊対策工事　 広島県 市町村 廿日市市役所 2014年12月

41 民間工事 福岡県 その他 民間 2015年1月

42 中山地区法面工事 福島県 国交省 磐木国道事務所 2015年7月

43 田沢湖玉川現場 秋田県 都道府県 秋田県 2015年9月

44 青梅の森斜面保護工事 埼玉県 都道府県 青梅市役所 2015年10月

45 19-0371P 広島県 2015年10月

46 小規模工事　大谷地区 兵庫県 都道府県 神戸土木事務所 2015年11月

47 19-0460P 福岡県 2015年12月

48 道路改築工事(丘陵部8工区その2) 埼玉県 都道府県 西関東連絡道路建設事務所 2016年1月
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49 あやめ池小学校改修に伴う改築工事 奈良県 市町村 奈良市役所 2016年2月

50 秋田県鹿角市大湯字大湯国道103号 秋田県 都道府県 秋田県 2016年10月

51 (一)川本大家線(谷戸工区)県単緊急道路災害防除工事 島根県 都道府県 県央県土整備事務所 2016年10月

52 丘陵部8工区その7 埼玉県 都道府県 埼玉県 2016年11月

53 奥多摩境現場 東京都 都道府県 東京都 2017年2月

54 主要地方道大月上野原線道路改良工事(一部債務) 山梨県 都道府県 富士･東部建設事務所 2017年3月

55 道路災害防除工事(28奥の2) 東京都 都道府県 東京都 2017年3月

56 芝生生出(20722) 秋田県 都道府県 秋田県 2017年6月

57 奥山生出(20727) 秋田県 都道府県 秋田県 2017年8月

58 一般県道吉里吉里釜石線室浜地区道路改良工事 岩手県 都道府県 沿岸広域振興局 2017年9月

59 道路災害防除工事(29奥の3) 東京都 都道府県 西多摩建設事務所 2017年11月

60 広島西部山系宮内6号管理用道路外工事 広島県 都道府県 太田川河川事務所 2017年11月

61 広島西部山系298渓流分 広島県 都道府県 太田川河川事務所 2018年1月

62 下伊那郡内 商業施設建築工事 長野県 その他 民間 2018年5月

63
(主)川本波多線多田港工区社会資本整備交付金
(仮称)多田ﾄﾝﾈﾙ工事

島根県 都道府県 県央県土整備事務所 2018年6月

64 道路橋りょう整備(交付)工事(道路改良)会津若松裏磐梯線 福島県 都道府県 喜多方建設事務所 2018年8月

65 新名神高速道路原東工事 大阪府
NEXCO
西日本

西日本高速道路 2018年8月

66 会津若松裏磐梯線 福島県 都道府県 喜多方建設事務所 2018年9月

67 大館市内 建築工事 秋田県 その他 民間 2018年10月

68 津市内 太陽光発電施設工事 三重県 その他 民間 2019年1月

69 大館市内 民間工事 秋田県 その他 民間 2019年6月

70 青梅の森斜面保護工事 秋田県 その他 民間 2019年6月

71 地方道路交付金工事(災害防除)30-F161-30 東京都 市町村 青梅市役所 2019年6月

72 地方道路交付金工事（災害防除）30-F161-30 宮城県 都道府県 仙台土木事務所 2019年7月
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73 松江市内 宅地造成工事 島根県 その他 民間 2019年7月

74 会津若松裏磐梯線(檜原ロックボルト2) 福島県 都道府県 喜多方建設事務所 2019年8月

75 大館市内 民間工事 秋田県 その他 民間 2019年8月

76 秋田市内 民間工事 秋田県 その他 民間 2019年9月

77 松江市内 民間工事 島根県 その他 民間 2019年10月

78 東京都内 民間工事 東京都 その他 民間 2020年2月

79 川本波多線(川本工区)(交通安全1種)工事 島根県 都道府県 県央県土整備事務所長 2020年4月

80
高木⑩地区宅地耐震化推進活動
崩落対策施設(拡充)工事

熊本県 市町村 御船町役場 2020年4月

81 横手市内 民間工事 秋田県 その他 民間 2020年5月

82 玉島笠岡道路 六条院西地区 第5改良工事 岡山県 国交省 岡山国道事務所 2020年10月

83 大川岱 斜面対策工事 秋田県 都道府県 鹿角地域振興局 2020年11月

84 鉾田市内 民間工事 茨城県 その他 民間 2021年1月

85 管内のり面補強工事 東京都 都道府県 西多摩建設事務所 2021年3月

86 白川滝ノ沢法面防災工事 秋田県 市町村 秋田市役所 2021年4月

87 西会津斜面防災工事 福島県 都道府県 会津若松建設事務所 2021年5月

88 青梅市内 斜面保護工事 東京都 その他 民間 2021年11月

89 水戸市内 宅地造成工事 茨城県 その他 民間 2022年1月

90 220kV大崎火力線No.20鉄塔 敷地法面補修工事 広島県 電　力 中国電力株式会社 2022年3月


