岩接着ＤＫボンド工法
No

実績表№

工事発注者

1 3090 岐阜県下呂農林事務所

元請業者
馬瀬建設㈱

自

至

2013年施工実績

平成25年6月から平成26年5月まで95件

工事件名

郡・市・町・村

都道府県

H24.12.21

H25.8.20 下治第2404号 予防治山事業こばた工事

岐阜県 下呂市小阪町門坂こばた地内

H24.12.25

H25.6.30 平成24年度 41号下呂管内防災工事

岐阜県 下呂市門原～三原

国交省中部地方整備局岐阜国道
㈱讃建
2 3091 事務所
国土交通省関東地方整備局甲府
清水建設興業㈱
3 3092 河川国道事務所

H25.2.15 H25.5.15

H24万沢防災（その2）工事

山梨県 南巨摩郡南部町万沢

4 3093 岐阜県下呂土木事務所

H25.2.19 H25.7.31

第崩緊4号 県単緊急落石危険箇所対策工事

岐阜県 下呂市馬瀬黒石地内

馬瀬建設㈱

5 3094 長野県北安曇地方事務所（林務課） ㈱丸山建設

H25.4.1 H25.7.10 平成24年度 予防治山事業第10号工事

長野県 大町市美麻字大藤 地内

6 3095 岩手県沿岸広域振興局

刈屋建設㈱

H25.4.1 H26.3.31 一般国道１０６号川井地区ほか道路維持補修業務委託

岩手県 宮古市

7 3096 福井県奥越農林総合事務所

㈱土本組

H25.4.26 H25.9.30

8 3097 山梨県中北建設事務所

小野建設㈱

H25.5.7 H25.7.14 主要地方道甲府昇仙峡線（馬車道）道路工事（明許）

平成24年度 予防治山工事 （火山） （補正）

福井県 大野市
山梨県 甲府市上帯名地内

10 3099 岐阜県高山土木事務所

㈱杉建

土木第49号 社会資本整備総合交付金事業本郷少合線落石防
H25.5.17 H25.11.15 止工事
岐阜県
第工建公交1-A119-2他号 公共社会資本整備総合交付金（翌
H25.5.20 H25.7.20 債）（国）361号上ケ洞
岐阜県

11 3100 岐阜県郡上農林事務所

イビデングリーンテック㈱

H25.5.21 H25.8.9

公交工第落補5-2号 公共防災安全交付金（翌債）

岐阜県 郡上市八幡町島谷地内

12 3101 群馬県富岡森林事務所

市川工業㈱

H25.5.22 H25.10.31

平成２５年度 県単治山事業

群馬県 甘楽郡下仁田町

13 3102 岐阜県恵那土木事務所

㈱加地工務店

H25.5.27 H25.8.30 工第落補－8号 公共防災安全交付金事業（道路災害防除）（翌債）

岐阜県 恵那市明智町

14 3103 山梨県峡南建設事務所

㈱保坂建設

H25.6.1 H25.8.20 県道南アルプス公園線湯島地内落石対策工事（明許）

山梨県 南巨摩郡早川町湯島地内

15 3104 鳥取県八頭総合事務所県土整備局 こおげ建設㈱

H25.6.1 H26.1.6 竹市地区治山工事（復旧治山）（経済対策）

鳥取県 八頭郡八頭町徳丸地内

16 3105 富山県富山農林振興センター 丸新志鷹建設㈱

H25.6.3 H25.11.15 平成24年度 共生保安林整備（称名）山腹その2工事

富山県 中新川郡立山町

17 3106 高知県馬路村

(有)岩城組

H25.6.10 H25.9.27

18 3107 島根県雲南県土整備事務所

㈱渡部特殊土木

H25.6.19 H25.7.31 平成24年度県単災害関連施工地管理事業（漆仁地区）山腹工事

9 3098 岐阜県関市

(有)フジケン土木

関市上之保行合
高山市高根町上ケ洞

25災第4号 第25-13号 村道日浦線 道路災害復旧工事 高知県 安芸郡馬路村
島根県 雲南市木次町湯村

19 3108 山形県村山総合支庁建設部

東海林建設㈱

H25.6.21 H25.11.29

平成２４年度（明許繰越）土砂災害対策事業（急傾斜）山寺（国
補正）斜面対策工事

20 3109

伊米ヶ崎建設㈱

H25.6.26 H25.10.19

高石上流第２号砂防堰堤工事

21 3110 長野県北安曇地方事務所

㈱今井工務店

H25.7.1 H25.12.27 平成２４年度 復旧治山事業第１４号工事

長野県 北安曇郡小谷村 大字北小谷 字姫川温泉

22 3111 岐阜県郡上農林事務所

日特建設㈱

H25.7.3 H25.11.25 郡治第2507号 予防治山工事（矢ガ谷）

岐阜県 郡上市和良町宮代矢ガ谷

23 3112 福井県奥越土木事務所

㈱長崎組

H25.7.6 H25.8.25 道路防災対策工事（地域自主戦略交付金）その2工事

福井県 一般国道158号大野市下打波

24 3113 長野県北安曇地方事務所

㈱今井工務店

H25.7.22 H25.12.15

平成24年度 復旧治山事業第14号工事

長野県 北安曇郡小谷村

H25.7.22 H26.3.14

近畿自然歩道落石対策工事

鳥取県 岩美郡岩美町田後（たじり）

国交省北陸地方整備局湯沢砂防事務所

25 3114 鳥取県生活環境部ゆたかな自然課 ㈱東部林業

山形県 山形市大字山寺 地内
新潟県 南魚沼市荒山地先

岩接着ＤＫボンド工法
No

実績表№

工事発注者

26 3115 広島県西部農林水産事務所

元請業者

自

至

㈱西日本グリーンメンテナンス H25.7.23 H25.12.16

2013年施工実績

平成25年6月から平成26年5月まで95件

工事件名
都道府県
郡・市・町・村
国定公園等整備事業 西中国山地国定公園 三段峡歩道安全
対策工事NO,4
広島県 山県郡安芸太田町

国交省北陸地方整備局高田河川
27 3116 国道事務所
㈱笠原建設

H25.7.24 H25.8.31 国道8号（糸魚川地区）維持工事

新潟県 糸魚川市外波

28 3117 岐阜県下呂土木事務所

馬瀬建設㈱

H25.7.26 H26.1.31 第崩-1号 県単崩落決壊防止（一般）工事

岐阜県 下呂市萩原町西上田地内

国交省中部地方整備局 庄内川
29 3118 河川事務所
板垣建設㈱

H25.8.1 H25.8.30 平成24年度 小里川ダム貯水池管理用道路工事

岐阜県 瑞浪市陶町 地先

30 3119 長野県長野地方事務所

北信土建㈱

H25.8.6 H25.12.20 平成24年度 山地災害総合減災対策治山事業 第7号 工事 長野県

31 3120 高知県幡多土木宿毛事務所

栄宝生建設㈱

道交地防安（防災） 第107-040-2号 県道沖ノ島循環線防災・
H25.8.19 H25.9.30 安全交付金工事

32 3121

木下建設㈱

H25.8.21 H25.7.30

33 3122 新潟県上越地域振興局

㈱興和

H25.8.26 H25.12.20 線 防災安全（災防）落石対策工事

34 3123 島根県雲南市

㈱渡部特殊土木

H25.8.28 H25.9.30

35 3124 沖縄県浦添市教育委員会

㈱武村石材建設

H25.9.1 H26.2.14 平成25年度 史跡浦添城跡ワカリジー保全対策工事

沖縄県 浦添市

H25.9.5 H26.1.10 一般国道231号増毛町岩老改良工事

北海道 増毛郡増毛町岩老

国交省中部地方整備局飯田国道事務所

平成25年度三遠南信千代地区法面防災対策工事

千曲市

高知県 宿毛市沖の島町母島
長野県 飯田市

防交災防15－20－00－00号 H25 主要地方道 妙高高原公園

国土交通省 北海道 留萌開発建
36 3125 設部
ハラダ工業㈱
林野庁東北森林管理局三陸中部
37 3126 森林管理署
刈屋建設㈱
林野庁東北森林管理局三陸北部
38 3127 森林管理署
刈屋建設㈱

雲南市道路維持修繕工事（その6）

新潟県 妙高市大字関山 地内
島根県 雲南市掛合町松笠地内

H25.9.10 H26.3.14

浪板地区第二治山工事

岩手県 上閉伊郡大槌町

H25.9.18 H26.3.14

半崎治山工事

岩手県 下閉伊郡山田町

平成25年度 市道竜宮線落石対策工事

島根県 雲南市吉田町吉田

39 3128 島根県雲南市

㈱常松土建

H25.9.20 H25.10.25

40 3129 大阪府交野市倉治区

川中島建設㈱

H25.9.20 H26.3.7 交野市倉治区源氏の滝整備工事

大阪府 交野市

41 3130 石川県石川農林総合事務所

㈱中田組

H25.9.21 H26.1.10 平成24年度予防治山事業瀬戸野地区山腹工事

石川県 白山市瀬戸

42 3131 岡山県備中県民局

㈱佐野組

H25.9.24 H26.1.31 2-12-4 公共 道路工事（防災）

岡山県 新見市千屋実（ちやさね）

43 3132 埼玉県川越農林振興センター

㈱献

H25.9.24 H26.2.28 平成25年度 タガテ山村生活安全対策工事

埼玉県 飯能市

44 3133 広島県西部建設事務所

㈱西日本グリーンメンテナンス H25.9.25 H26.3.14

一般国道191号道路災害防除工事

広島県 山県郡安芸太田町遊谷

45 3134 岐阜県下呂農林事務所

㈱飛研

H25.9.27 H26.3.25

下治第2505号 予防治山事業日面小平1工事

岐阜県 下呂市久野川日面小平地内

46 3135 山梨県峡南建設事務所

㈱古関工業

H25.9.30 H26.1.31

国道300号道路工事（一部債務）

山梨県 南巨摩郡身延町中の倉地内

47 3136 和歌山県環境生活総務課

井筒建設㈱

H25.9.30 H26.3.15

平成24年度 国直 第2-4号 太地園地遊歩道法面その3工事 和歌山県 東牟婁郡太地町

48 3137 島根県県央県土整備事務所

(有)森脇組

H25.10.3 H25.12.25 （主）浜田作木線雪田工区 防災安全交付金（改良）工事（2月補正経済対策）第2期

49 3138 高知県幡多土木宿毛事務所

中山興業㈱

H25.10.4 H25.12.28 安全交付金工事

島根県 邑智郡邑南町伏谷

道交地防安（防災） 第107-040-2号 県道沖ノ島循環線防災・

高知県 宿毛市沖の島町母島

岩接着ＤＫボンド工法
No

工事発注者

実績表№

元請業者

自

2013年施工実績

至

平成25年6月から平成26年5月まで95件

工事件名

郡・市・町・村

都道府県

50 3139 鳥取県八頭総合事務所整備局 （有）中田組

H25.10.7 H25.10.31 清徳地区（復旧治山工事）（林地荒廃防止）（1工区）（経済対策）

鳥取県 八頭郡八頭町清徳

51 3140 山梨県中北建設事務所

長田建設㈱

H25.10.7 H26.3.17

（主）笛吹市川三郷線防災工事

山梨県 甲府市芦川町地内

52 3141 北海道日高振興局 森林室

池田建設㈱

H25.10.15 H25.11.30

ナンゴウ第一地区その２復旧治山工事

北海道 様似郡様似町冬島

53 3142 島根県松江県土整備事務所

㈱庭の川島

H25.10.18 H25.12.31

林地荒廃防止事業 佐波地区工事

島根県 松江市島根町加賀地内（客神社）

54 3143 高知県いの町

(有)手箱建設

H25.10.19

H26.3.20 25災 第37号

55 3144 園事務所

(有)西原農園

H25.10.20

H26.3.15

平成25年度首里城御内原奥書院庭園外整備工事

沖縄県

56 3145

日特建設㈱

H25.10.22

H26.3.25

国道9号 大田防災工事

島根県 大田市仁摩町馬路～大田市温泉津町小浜

山洋建設㈱

H25.10.25 H25.12.19

海岸町地区３山地災害総合減災対策治山工事

北海道 目梨郡羅臼町海岸町

58 3147 鳥取県八頭総合事務所整備局 中一建設㈱

H25.10.28 H25.11.30

清徳地区（復旧治山工事）（林地荒廃防止）（２工区）

鳥取県 八頭郡八頭町清徳

59 3148 島根県益田県土整備事務所

広栄建設㈱

H25.10.28

H26.1.10 国道488号広瀬2工区国庫交付金道路（災害防除）工事第3期

60 3149 福島県南会津建設事務所

㈱渡部公務所

H25.10.28

H26.3.20

61 3150 岐阜県郡上農林事務所

日特建設㈱

H25.10.30

H26.3.25 郡治第2519号 予防治山工事（矢ガ谷2）

平成25年度 町道瓶ヶ森線道路災害復旧工事 高知県

吾川郡いの町

沖縄総合事務局国営沖縄記念公
国交省中国地方整備局松江国道事務所

57 3146 北海道根室振興局

那覇市国営沖縄記念公園館内（首里城地区）

島根県 益田市匹見町広瀬地内

13-41360-0018 道路橋りょう整備（再復）工事（落石対策） 福島県

国道121号 南会津郡下郷町大字豊成 地内

岐阜県 郡上市和良町宮代矢ガ谷

62 3151 茨城県常陸大宮市土木事務所 吉原建設工業㈱

H25.11.1 H26.1.31 国補災害防除 第24-04-154-0-001号 落石対策工事

63 3152 岡山県備中県民局

㈱佐野組

H25.11.1 H26.2.28

54-2 復旧治山事業児島唐琴町地区山腹工

岡山県 倉敷市児島唐琴町

64 3153 広島県東部建設事務所

アマノ企業㈱

H25.11.1 H26.5.31

予防治山事業山腹工事No.4

広島県 尾道市東久保町

65 3154 長崎県壱岐振興局農林水産部 ㈱昭大建設

H25.11.5 H26.3.18

24繰壱振林第3号 初瀬地区予防治山工事（3工区）

長崎県 壱岐市郷ノ浦町初山東触

66 3155 島根県浜田県土整備事務所

今井産業㈱

H25.11.5 H26.3.20

平成25年度 復旧治山事業 妙ケ谷地区落石予防工事

島根県 江津市桜江町大貫地内

67 3156 島根県益田県土整備事務所

㈱大谷商工

H25.11.11 H25.12.25

（一）波佐匹見線崎田3工区（全国防災）総合交付金（修繕）工事第3期

島根県 益田市匹見町

茨城県 久慈郡大子町下金沢 地内

（主）浜田作木線 雪田工区 社会資本整備総合交付金（改良）
H26.1.31 工事第4期
島根県

68 3157 島根県県央県土整備事務所

㈱オーサン

H25.11.22

69 3158 長野県山ノ内町

長電建設㈱

H25.11.25 H25.12.20

70 3159 島根県松江県土整備事務所

（有）石橋工務所

H25.12.1 H26.1.31 （一）大野魚瀬恵曇線（六坊工区）防災安全交付金（災害防除）工事

71 3160 愛知県豊田加茂農林事務所

豊緑化技研㈱

H25.12.1 H26.3.20

道路災害防止工事

愛知県 豊田市上中町

72 3161 山梨県甲府市役所

丸光建設㈱

H25.12.9 H26.3.28

落石防止工事（25－1）

山梨県 甲府市高成町地内

73 3162 高知県中央西林業事務所

㈱四国ネット

H25.12.17

H26.6.30

予防 第803号 岩ノ谷 予防治山工事

高知県 吾川郡いの町

74 3163 静岡県加茂農林事務所

長田建設工業㈱

H25.12.20

H26.3.3 平成２５年度治山（予防）九条工事に伴う、岩接着工

75 3164 島根県出雲県土整備事務所

(有)間壁組

H25.12.25

H26.3.14

平成24年度林地荒廃防止事業（谷山上）山腹工事

島根県 出雲市大社町遙堪

76 3165 群馬県富岡森林事務所

市川工業㈱

H25.12.28

H26.4.21

平成２４年度 予防治山事業

群馬県 甘楽郡下仁田町

77 3166 岩手県沿岸広域振興局

㈱元持

H26.1.7 H26.3.10 一般県道吉浜上荒川線向地区道路災害防除工事

ほなみ保育園改修工事

邑智郡邑南町雪田地内

長野県 下高井郡山ノ内町
島根県 松江市秋鹿町六坊地内

静岡県 下田市九条地内

岩手県 釜石市

岩接着ＤＫボンド工法
No

実績表№

工事発注者

元請業者

自

至

2013年施工実績

平成25年6月から平成26年5月まで95件

工事件名

郡・市・町・村

都道府県

78 3167 島根県出雲県土整備事務所

㈱淞南ダイア

H26.1.10 H26.3.18

平成24年度 予防治山事業（川北2工区）山腹工事

島根県 出雲市佐田町

79 3168 静岡県中遠農林事務所

大沼建設㈱

H26.1.10 H26.6.13

平成25年度治山（予防）庵山工事 岩接着工1式

静岡県 周智郡森町森地内

80 3169 静岡県静岡土木事務所

㈱宇佐美組

H26.1.20 H26.3.14

平成25年度東町県単急傾斜地崩壊対策工事

静岡県 静岡市

81 3170 群馬県富岡森林事務所

㈱アイビック

H26.2.1 H26.5.31 平成２４年度 予防治山事業

群馬県 甘楽郡南牧村

82 3171 高知県馬路村

(有)岩城組

H26.2.3 H26.2.28 エヤノマキ環境保全工事

高知県 安芸郡馬路村

83 3172 神奈川県逗子市役所教育委員会 ㈱鴻池組

H26.2.3 H26.3.20 平成２５年度国指定史跡名声切通大切岸保存工事

神奈川県 逗子市久喜地内

84 3173 沖縄県中城村

（有）星城建設

H26.2.10 H26.3.5 平成25年度 歴史の道整備工事

沖縄県 中頭郡中城村字新垣地内、登又地内

85 3174 島根県出雲県土整備事務所

㈱中筋組

H26.2.10 H26.5.20 （主）大社日御碕線 日御碕工区防災安全交付金（災害防除）工事

島根県 出雲市大社町日御碕

86 3175 四国旅客鉄道㈱

四国開発建設㈱

知保工25 第30号 予土線江川崎・半家間34ｋ780ｍ付近外4土
H26.2.20 H26.3.21 留壁修繕工事
高知県

87 3176 群馬県中之条土木事務所

㈱明商

H26.3.5 H26.8.1 補助公共 社会資本総合整備（防災・安全）(国道防災）

群馬県 吾妻郡東吾妻町

88 3177 島根県松江県土整備事務所

㈱増原産業建設

（一）大野魚瀬恵曇線（六坊工区）防災安全交付金（災害防除）
H26.3.6 H26.3.20 工事第二期

島根県 松江市秋鹿町六坊地内

89 3178 島根県県央県土整備事務所

（有）大田技建工業

H26.3.6 H26.3.31 平成25年度 林地荒廃防止事業村之郷上地区 山腹工事

島根県 邑智郡美郷町村之郷

90 3179 岡山県美作県民局

㈱金平工務店

H26.3.7 H26.3.25 3-22-7 公共 道路工事（落石予防工）

岡山県 真庭市柴原地内

91 3180 島根県益田県土整備事務所

㈱大谷商工

（一）美都澄川線山本工区防災安全交付金（災害防除）工事（岩
H26.3.20 H26.5.30 接着工）
島根県

92 3181

㈱坂本重機建設

H26.4.1 H26.5.31 25災国補第52号道路災害復旧工事

93 3182 兵庫県姫路港管理事務所

家島建設㈱

H26.4.10 H26.5.31

小浦の辻地区急傾斜地崩壊防止工事

兵庫県 姫路市家島町真浦

94 3183 岡山県美作県民局

松尾工業㈱

H26.5.20 H26.5.31

国道181号美甘トンネル工事

岡山県 真庭市美甘地内

95 3184 鳥取県東部生活環境事務所

㈱東部林業

H26.5.26 H26.5.31

近畿自然歩道鴨ケ磯落石対策工事（修繕）

鳥取県 岩美郡岩美町田後地内

愛媛県中予地方局久万高原土木事務所

四万十市

益田市美都町山本地内

愛媛県 上浮穴郡久万高原町若山地内

