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No 実績表№ 工事発注者 元請業者 自 ~ 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

1 2571 滋賀県湖東振興局環境農政部森林整備課 杉本工業㈱ 18.10 ～ 19.03 平成18年度　第2号　予防治山工事 滋賀県 犬上郡多賀町萱原

2 2572 関西電力㈱ 大高建設㈱ 19.06 ～ 20.09 黒部第三発電所　ダム管理上部岩塊対策工事 富山県 黒部市

3 2573 岐阜県古川土木事務所 馬瀬建設㈱ 19.09 ～ 20.05 第8-1号　公共道路災害防除（岩井戸落石対策工事） 岐阜県 高山市上宝町岩井戸地内

4 2574 岐阜県岐阜土木事務所 馬瀬建設㈱ 19.09 ～ 20.10 維持工事第防通2-2-1号　公共道路災害防除工事 岐阜県 一般国道157号　本巣市根尾黒津地内

5 2575 北海道根室支庁 最能建設㈱ 19.11 ～ 20.01 八木浜地区地域防災対策総合治山工事 北海道 目梨郡羅臼町

6 2576 愛知県豊田加茂建設事務所 豊緑化技研㈱ 19.12 ～ 20.05 道路災害防止工事 愛知県 豊田市北篠平町地内

7 2577 岐阜県下呂土木事務所 馬瀬建設㈱ 20.03 ～ 20.07 第5-3号　公共道路災害防除【翌債】工事 岐阜県 下呂市宮地地内

8 2578 岐阜県飛騨農林事務所 坂本土木㈱ 20.03 ～ 20.08 飛治公第7023号　地域防災対策総合治山工事 岐阜県 高山市奥飛騨温泉郷栃尾地内

9 2579 群馬県西部県民局 黒澤建設㈱ 20.03 ～ 20.09 補助公共　道路補修事業（災害対策等緊急事業推進費） 群馬県 多野郡神流町黒田

10 2580 岐阜県飛騨農林事務所 馬瀬建設㈱ 20.03 ～ 20.10 飛治公第7025号　森林土木効率化等技術開発モデル工事 岐阜県 高山市奥飛騨温泉郷栃尾ほか地内

11 2581 国交省中部地整高山国道事務所 加永建設㈱ 20.03 ～ 21.01 平成19年度　41号神岡南防災工事 岐阜県 飛騨市神岡町船津3地内

12 2582 国交省中部地整高山国道事務所 洞口・HC建設経常建設共同企業体 20.03 ～ 21.01 平成19年度　41号神岡北防災工事 岐阜県 飛騨市神岡町横山地内

13 2583 国交省中部地整岐阜国道事務所 大脇建設㈱ 20.03 ～ 21.01 平成19年度　美濃加茂管内維持補修工事 岐阜県 加茂郡白川町

14 2584 東京都西多摩建設事務所 ㈱榎木工業 20.04 ～ 20.06 道路災害防除工事(西の１２） 東京都 西多摩郡奥多摩町氷川地内

15 2585 福井県福井土木事務所 山形工業㈱ 20.04 ～ 20.07 (県単)急傾斜地崩壊防止施設改修工事 福井県 福井市西木田

16 2586 東日本旅客鉄道株式会社 須田建設㈱ 20.04 ～ 20.08 落石防止網新設工事 群馬県 渋川市祖母島～小野上

17 2587 ＪＲ北海道 黒坂建設㈱ 20.05 ～ 20.05 塩谷駅第一乗降場間知石修繕工 北海道 小樽市塩谷

18 2588 東海旅客鉄道株式会社 ハラ建設㈱ 20.05 ～ 20.06 08中工決第105号　十二兼南木曽間306K500M付近落石注入工修繕工事 長野県 木曽郡南木曽町

19 2589 岡山県備中県民局高梁支局農林森林課 オゴー開発㈱ 20.05 ～ 20.08 第１号　復旧治山事業　ゼロ国債　松山（広瀬）地区　山腹工 岡山県 高梁市松山（広瀬）地区

20 2590 JR東日本水戸支社 藤田建設工業㈱ 20.05 ～ 20.09
袋田・常陸大子間５３ｋ８６０ｍ付近落石防護網
新設その他工事　仮設足場材料搬入工 茨城県 久慈郡大子町南田気地内

21 2591 富山県伏木港事務所 早木工業（株） 20.06 ～ 20.07 伏木富山港海岸（雨晴地区）侵食対策義経岩保全　工事 富山県 高岡市太田雨晴

22 2592 ＪＲ高崎土木技術センター ㈱交通建設 20.06 ～ 20.08 落石防止網新設工事（岩接着工事） 群馬県 嬬恋村祖母島・小野上間

23 2593 岐阜県飛騨農林事務所 坂本土木㈱ 20.06 ～ 20.08 飛治公第7027号　地域防災対策総合治山工事 岐阜県 高山市奥飛騨温泉郷栃尾No.2地内

24 2594
国土交通省北陸地方整備局立山砂防
事務所 木村建設㈱ 20.06 ～ 20.08 砂防軌道落石対策　（津之浦工区外１件）工事 富山県 立山市

25 2595 島根県雲南県土整備事務所 ㈱渡部特殊土木 20.06 ～ 20.12 国道３１４号　災害防除工事 島根県 雲南市木次町西日登地内

26 2596 広島県芸北地域事務所農林局自然保護係 ㈱西日本グリーンメンテナンス 20.06 ～ 20.12 平成20年度国定公園整備事業三段峡歩道安全対策工事　工事番号2号 広島県 山県郡安芸太田町

27 2597 岐阜県下呂市 馬瀬建設㈱ 20.07 ～ 20.08 馬振工第9号　旧道線岩接着落石防止工事 岐阜県 下呂市馬瀬惣島地内

28 2598 福井県丹南土木事務所 岬建設㈱ 20.07 ～ 20.11 急傾斜地崩壊対策工事 福井県 丹生郡越前町玉川

29 2599 岡山県美作県民局建設部工務第四課 津山グリン建設工業㈱ 20.07 ～ 20.12   １-１　公共　道路防災工事 岡山県 真庭市仲間

30 2600 京都市建設局 ｲﾋﾞﾃﾞﾝｸﾞﾘｰﾝﾃｯｸ㈱ 20.08 ～ 20.09 平成20年度　一般府道上黒田貴船線　災害防除工事 京都府 京都市右京区
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31 2601 長野県長野建設事務所 飯島建設（株） 20.08 ～ 20.10 平成19・20年度　国補急傾斜地崩壊対策合併　工事 長野県 長野市須釜

32 2602 山梨県大月市役所教育委員会 ㈱桑原組 20.08 ～ 20.11 名勝猿橋指定地内岩盤保存対策工事 山梨県 大月市猿橋町猿橋地内

33 2603 北海道開発局旭川開発建設部 小山建設㈱ 20.０8 ～ 20.12 一般国道39号上川町神削災害防除工事 北海道 上川郡上川町層雲峡

34 2604 広島県福山地域事務所農林局自然保護係 ㈱西日本グリーンメンテナンス 20.08 ～ 20.12 平成20年度　国定公園整備事業帝釈峡歩道改良工事　NO,1-2 広島県 神石高原町

35 2605 群馬県西部県民局 （株）明商 20.08 ～ 21.01 平成20年度　予防治山事業 群馬県 甘楽郡南牧村羽沢（内山川）

36 2606 岐阜県古川土木事務所 馬瀬建設㈱ 20.08 ～ 21.01 第S7-1-1号・S7-2-2・S7-3-3号　公共道路災害防除工事 岐阜県 高山市上宝村葛山、岩井戸・飛騨市古川野口地内

37 2607 奈良県吉野土木事務所 ㈱ワイ・ビー建設 20.08 ～ 21.01 第601-1号　道路自然災害防止事業工事 奈良県 吉野郡吉野町南大野地内

38 2608 岐阜県下呂土木事務所 馬瀬建設㈱ 20.08 ～ 21.02 第S6-2-2号　公共道路災害防除工事 岐阜県 下呂市小川地内

39 2609 岐阜県可茂土木事務所 西野建設㈱ 20.08 ～ 21.03 第防災4-22号　公共地方道路交付金事業（災害防除）工事 岐阜県 加茂郡白川町三川地内

40 2610 岐阜県下呂土木事務所 ㈱地建防災 20.08 ～ 21.03 第4-26号　公共地方道路交付金事業（災害防除）工事 岐阜県 下呂市萩原町四美地内

41 2611 岡山県備前市役所 ㈱日之出金網 20.08 ～ 21.03 平成１９年度　日生頭島線道路防災工事 岡山県 備前市日生地内

42 2612 岡山県備中県民局建設部 第二建設（株） 20.08 ～ 21.03 ５-１-２　公共　道路工事（防災）　 岡山県 総社市槙谷

43 2613 岡山県備中県民局建設部 第二建設（株） 20.08 ～ 21.07 ５-１-４　公共　道路工事（防災） 岡山県 総社市槙谷

44 2614
国土交通省北陸地方整備局立山砂防
事務所 ダイチ（株） 20.09 ～ 20.10 砂防軌道落石対策（千寿ヶ原工区外1件）工事 富山県 中新川郡立山町

45 2615 高知県安芸土木事務所 サクセス工業㈱ 20.09 ～ 20.12 道交第45-004-2号県道安田東洋線道路交付金工事 高知県 安芸郡安田町

46 2616 北海道根室支庁 寺井・中畑JV 20.０9 ～ 20.12 八木浜地区地域防災対策総合治山工事 北海道 目梨郡羅臼町

47 2617 岡山県高梁市農林課 ㈱佐野組 20.09 ～ 20.12 平成２０年度　道整備交付金事業　林道鈴木線道路改良工事 岡山県 高梁市備中町西山地内

48 2618
岡山県備前県民局東備支局地域農林
水産室 和気相互建設有限会社 20.09 ～ 20.12 ４-３　予防治山事業衣笠（平松）地区山腹工 岡山県 和気郡和気町衣笠（平松）地区

49 2619 岐阜県可茂農林事務所 ㈱地建防災 20.09 ～ 21.02 可治第6号　公共予防治山事業悪ル比良山腹工事 岐阜県 加茂郡東白川村五加悪ル比良地内

50 2620 国交省中部地整高山国道事務所 CF建設協業組合 20.09 ～ 21.03 平成20年度　41号下呂・高山管内防災工事 岐阜県 下呂市金山町

51 2621 岐阜県郡上農林事務所 ㈱地建防災 20.09 ～ 21.03 郡治第2007号　奥地保安林保全緊急対策事業奥宮１ 岐阜県 郡上市美並町高砂奥宮1地内

52 2622 福井県丹南農林総合事務所 ㈱高野組 20.09 ～ 21.03 平成20年度　復旧治山工事 福井県 南条郡南越前町糠(八幡壁)

53 2623 福井県敦賀土木事務所 フクハラ産業㈱ 20.09 ～ 21.03 自然環境整備交付金工事 福井県 三方上中郡若狭町世久見

54 2624
岡山県備中県民局農林水産事業部森
林課治山林道班 第二建設（株） 20.09 ～ 21.03 １１-１　復旧治山事業玉島黒崎（南浦）地区山腹工 岡山県 倉敷市玉島黒崎(南浦）地区

55 2625 青森県上北地域県民局地域整備部 田中建設㈱ 20.09 ～ 20,12 第452号国道102号災害防除工事 青森県 十和田市大字奥入瀬

56 2626 岡山県美作県民局 松尾工業㈱ 20.10 ～ 20.10 １－３　５－１４－１　公共　道路工事 岡山県 真庭市仲間

57 2627 国交省北陸地整高田河川国道事務所 伊藤・高村建設ＪＶ 20.10 ～ 20.11 子不知地区法面防災工事 新潟県 糸魚川市青海歌地先

58 2628 山梨県道路公社 ㈱吉野土建 20.10 ～ 20.12 富士山有料道路法面災害復旧工事 山梨県 南都留郡鳴沢村富士山地内

59 2629 岐阜県飛騨農林事務所 馬瀬建設㈱ 20.10 ～ 20.12 飛治県第804号　県単治山工事 岐阜県 高山市高根町中洞ほか地内

60 2630 国交省中国地方整備局松江国道事務所 東興建設㈱ 20.10 ～ 20.12 国道５４号頓原管内防災工事 島根県 雲南市掛合町地内
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61 2631 備前県民局東備支局地域農林水産室 藤田興業㈱ 20.10 ～ 21.01 １-３　予防治山事業大内（東山）地区山腹工 岡山県 備前市大内

62 2632 長野県下伊那地方事務所 （株）清信建設興業 20.10 ～ 21.02 平成20年度　復旧治山事業第7号　工事 長野県 飯田市字梶谷

63 2633 熊本県菊池振興局 ㈱タイヨー緑化工業 20.10 ～ 21.02
平成20年度緊道整B防災第1045-0-101号
阿蘇公園菊池線緊急地方道路整備(災害防除)工事他合併 熊本県 菊池市原 地内

64 2634 岐阜県可茂農林事務所 西野建設㈱ 20.10 ～ 21.03 可治第7号　公共予防治山事業野々尻山腹工事 岐阜県 加茂郡東白川村神土野々尻地内

65 2635 岡山県備中県民局建設部 オゴー開発㈱ 20.10 ～ 21.03 ５-１-３　公共　道路工事（防災） 岡山県 総社市槙谷

66 2636 長野県北安曇地方事務所林務課 ㈱倉品組 20.11 ～ 20.12 平成19年度　予防治山事業第１６号工事 長野県 大町市八坂字北の沢地内

67 2637
岡山県備中県民局井笠支局地域振興
室工務二課 ㈱森産業 20.11 ～ 20.12 １-２　予防治山（離島）事業白石島（築出）地区山腹工 岡山県 笠岡市白石島

68 2638
国土交通省北陸地方整備局富山河川
国道事務所 笹嶋工業（株） 20.11 ～ 21.01 小牧防災その２　工事 富山県 砺波市庄川町小牧

69 2639 新潟県佐渡地域振興局 ㈱興和 20.11 ～ 21.02
離県災防 001-02-00-01号　主要地方道
佐渡一周線離島地域連携（県道災防）工事 新潟県 佐渡市大字北鵜島地内

70 2640 静岡県東部農林事務所 中林建設㈱ 20.11 ～ 21.03 平成20年度治山（奥地保安林）金野工事 静岡県 三島市中山新田地内

71 2641 群馬県西部県民局 ㈱アイビック 20.11 ～ 21.03 平成20年度　予防治山事業 群馬県 甘楽郡南牧村大日向（高岩）

72 2642 岐阜県下呂土木事務所 馬瀬建設㈱ 20.11 ～ 21.03 第S6-2-3号　公共道路災害防除工事 岐阜県 下呂市宮地地内

73 2643 岐阜県下呂土木事務所 馬瀬建設㈱ 20.11 ～ 21.03
第崩-2・崩緊-1号　県単崩落決壊防止（崩落決壊防止）
県単崩落決壊防止（緊急落石危険箇所対策）工事 岐阜県 下呂市馬瀬下山地内

74 2644 岐阜県下呂土木事務所 金子工業㈱ 20.11 ～ 21.03 第崩緊-2号　県単崩落決壊防止（緊急落石危険箇所対策）工事 岐阜県 下呂市萩原町羽根地内

75 2645 埼玉県本庄県土整備事務所 塩建工業（株） 20.12 ～ 20.12 平成20年度　地方特定道路（維持）整備　工事 埼玉県 児玉郡神川町矢納

76 2646 岡山県備中県民局農林水産事業部森林課 目黒建設㈱ 20.12 ～ 21.01 １８－２　予防治山事業　赤浜地区　山腹工 岡山県 総社市赤浜

77 2647 兵庫県みどり公社 篠山市森林組合 20.12 ～ 21.02 里山防災林整備 整備造成業務 兵庫県 篠山市幡路字丈ケ尾

78 2648 長野県長野建設事務所 （株）関口建設 20.12 ～ 21.02 平成20年度　国補道路改築　工事 長野県 長野市百瀬～茂菅バイパス（１）

79 2649 長野県長野建設事務所 （株）岡谷組 20.12 ～ 21.02 平成20年度　国補道路改築　工事 長野県 長野市百瀬～茂菅バイパス（２）

80 2650 長野県長野建設事務所 矢木コーポレーション（株） 20.12 ～ 21.02 平成20年度　国補道路改築　工事 長野県 長野市百瀬～茂菅バイパス（３）

81 2651 東京都西多摩建設事務所 酒井組㈱ 20.12 ～ 21.02 道路災害防除工事(２０西の２） 東京都 西多摩郡奥多摩町御岳山

82 2652 東京都西多摩建設事務所 (有)大澤工業所 20.12 ～ 21.02 道路維持工事（西の２） 東京都 西多摩郡奥多摩町海沢地内

83 2653 岩手県一関市 刈屋建設株式会社 20.12 ～ 21.03 20災139号一級市道厳美渓中央線道路災害復旧工事 岩手県 一関市

84 2654 兵庫県洲本土木事務所 国土防災技術㈱ 20.12 ～ 21.03 （主）佐野・仁井・岩屋線 道路防災工事 兵庫県 淡路市佐野神原

85 2655 兵庫県神戸市 国土防災技術㈱ 20.12 ～ 21.03 御影鴨子ヶ原線防災対策工事 兵庫県 神戸市東灘区住吉山手四丁目

86 2656 兵庫県神戸市 株式会社 越智工務店 20.12 ～ 21.03 神戸六甲線防災対策工事 兵庫県 神戸市灘区水車新田・六甲山町東山ノ内

87 2657 青森県上北地域県民局地域整備部 技研興業㈱ 20.12 ～ 21.03 第452-7号国道102号災害防除工事 青森県 十和田市大字奥入瀬

88 2658 群馬県東部県民局 （株）明商 20.12 ～ 21.03 補助公共　道路補修事業（国道） 群馬県 みどり市東町沢入

89 2659 島根県出雲県土整備事務所 ㈱中筋組 20.12 ～ 21.03 阿式谷川通常砂防工事 島根県 出雲市大社町遙堪地内

90 2660 福井県奥越土木事務所 国土防災技術㈱ 20.12 ～ 21.05 (県単)道路維持修繕工事(ゼロ県債） 福井県 大野市下若子



岩接着ＤＫボンド工法　2008年度施工実績
平成20年6月から平成21年5月まで113件

No 実績表№ 工事発注者 元請業者 自 ~ 至 工事件名 都道府県 郡・市・町・村

91 2661 島根県大田市役所 石見銀山建設㈱ 20.12 ～ 21.06 平成20年度　道路災害防除事業銀山線 島根県 大田市大森町地内

92 2662 東京都総務局八丈支所 丸勝建設（株） 21.01 ～ 21.01 道路災害防除工事（八の２） 東京都 八丈島八丈町末吉地内

93 2663 東京都西多摩建設事務所 (有）土屋土建 21 ～ 21.03 道路災害防除工事(20西の13） 東京都 西多摩郡桧原村人里地内

94 2664 岩手県盛岡地方振興局 刈屋建設株式会社 21.01 ～ 21.03 蟹沢地区予防治山工事 岩手県 八幡平市

95 2665 環境省中国四国地方環境事務所 東洋建設株式会社 21.01 ～ 21.03 平成２０年度瀬戸内海国立公園仙酔島集団施設地区海岸歩道復旧工事（Ａ工区） 広島県 福山市鞆町仙酔島

96 2666 広島県福山地域事務所農林局 国土技建株式会社 21.01 ～ 21.03 林地荒廃防止事業（山腹工事）Ｎｏ．１０ 広島県 府中市阿字町

97 2667  奈良県東部農林振興事務所 奈良県緑化土木協同組合 21.01 ～ 21.03 平成20年度 予防治山事業 奈良県 山辺郡山添村

98 2668 林野庁中部森林管理局木曽森林管理署南木曽支署 三留野土建（株） 21.01 ～ 21.03 大平峠復旧治山工事 長野県 木曽郡南木曽町

99 2669 奈良県南部農林振興事務所 ㈱ダイテック 21.01 ～ 21.03 第３号　平成20年度復旧治山事業 奈良県 吉野郡東吉野村大字小

100 2670 高知県安芸土木事務所 ㈲木下建設 21.02 ～ 21.03 道交第48-103-6号国道493号地方道路交付金工事 高知県 安芸郡北川村

101 2671 東京都西多摩建設事務所 （株）フジワラ技建 21.02 ～ 21.03 道路災害防除工事（20西の10） 東京都 あきる野市乙津

102 2672 山梨県甲府市役所 千代田工業㈱ 21.02 ～ 21.03 落石防止工事（２０－２） 山梨県 甲府市高成町地内

103 2673 東京都西多摩建設事務所 ㈱榎木工業 21.02 ～ 21.03 道路災害防除工事(２０西の11） 東京都 西多摩郡奥多摩町境地内

104 2674 島根県大田市 昭和開発工業㈱ 21.02 ～ 21.03 平成20年度　坑道等整備活用工事 島根県 大田市大森町地内

105 2675 鹿児島市役所 （株）三竹工業 21.03 ～ 21.03 常安峰団地残地法面保護業務 鹿児島県 鹿児島市上竜尾町

106 2676 大分県北部振興局農林基盤部農村整備班 東桂防災㈱ 21.03 ～ 21.03 20農免深耶馬2期法保3期工事 大分県 中津市耶馬渓町

107 2677 東京都西多摩建設事務所 ㈱宮園建設 21.03 ～ 21.03 道路災害防除工事(２０西の8） 東京都 青梅市御岳本町地内

108 2678 兵庫県神戸市 ㈱ 植信 21.03 ～ 21.05 神戸六甲線防災対策工事(その2) 兵庫県 神戸市灘区六甲山東山ノ内

109 2679 岡山県備中県民局高梁支局 ㈱田村工務店 21.04 ～ 21.05 1066-1-60　緊急経済・雇用対策　道路防災工事 岡山県 高梁市津川町八川

110 2680 岡山県美作県民局真庭支局建設 村上建設㈱ 21.04 ～ 21.08 １－１　公共　道路工事 岡山県 真庭市仲間

111 2681 熊本県天草市 (有)鬼海組 21.05 ～ 21.07 小田床漁港道路法面改良工事 熊本県 天草市天草町下田南地内

112 2682 島根県出雲県土整備事務所 ㈱三原組 21.05 ～ 21.08 平成21年度　林地荒廃防止事業（反辺）山腹工事 島根県 出雲市佐田町反辺地内

113 2683 島根県浜田県土整備事務所 ㈱オーサン 21.05 ～ 21.10 平成20年度（ゼロ国債）林地荒廃防止事業城山地区その２工事 島根県 浜田市旭町都川


