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延長
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2019 8 妙見寺宅地造成工事 山形県山形市 民間 石川建設産業 垂直 無 無 165.0 6.00 6.00 680.0 宅造

2020 3 常磐自動車道広野工区 福島県広野町 ＮＥＸＣＯ 大林組 垂直 無 無 26.0 7.50 7.50 197.0 道路

2019 8
センコー(株)大分ＰＤセン
ター新築工事

大分県大分市 民間
三井住友建設
(株)

垂直 無 無 39.8 5.00 5.00 197.0 宅造

2019 8 宗方東保育園園舎改築工事 大分県大分市 民間 (株)佐伯建設 傾斜 無 無 62.6 6.00 6.00 332.0 宅造

2019 9
南阿蘇村宅地耐震化造成（拡
充）工事（河陽１）

熊本県南阿蘇村 南阿蘇村役場 ㈲丸立 垂直 無 無 26.7 5.25 5.25 106.0 宅地

2019 12
災害関連地域防災がけ崩れ対
策（馬水地区）工事

熊本県益城町 益城町役場 ㈱幸明建設 傾斜 無 無 31.3 6.90 6.90 178.0 宅造

2020 1
滝尾①地区宅地耐震化推進滑
動崩落対策施設（拡充）工事

熊本県御船町 御船町役場 明和建設㈱ 垂直 無 無 19.3 5.39 5.39 87.0 宅造

2019 4 ホテル慶泉 三重県鳥羽市 民間 ㈱永井組 垂直 有 無 28.2 7.40 7.40 174.0 他造成

2019 5
八幡市美濃山古寺土地区画整
理事業

京都府八幡市 民間 ㈱巌建設 傾斜 無 無 237.4 9.00 9.00 1583.1 宅造

2019 8 南山東部土地区画整理事業 東京都稲城市
南山東部土地区
画整理組合

大成建設㈱ 垂直 有 無 77.0 7.50 7.50 420.3 宅造

2019 11
畜産総合センター種鶏場整備
用地造成その１工事

愛知県小牧市 愛知県 中部土木㈱ 傾斜 無 無 107.5 8.00 8.00 788.9 他造成

2019 12
畜産総合センター種鶏場整備
用地造成その２工事

愛知県小牧市 愛知県 中部土木㈱ 傾斜 無 無 98.2 7.00 7.00 687.4 他造成

2020 1 市野々排水池（造成）
和歌山県那智勝
浦町

那智勝浦町役場 井筒建設㈱ 垂直 無 無 25.8 5.25 5.25 72.4 道路

2020 2
京都市西京区大枝塚原町造成
計画

京都府京都市 民間 ㈲宮工建 垂直 無 無 21.9 3.50 3.50 76.6 宅造

2019 4 上田小学校外構整備工事 沖縄県豊見城市 豊見城市役所 大友建設㈱ 垂直 無 無 18.8 6.89 6.89 133.8 他造成

2019 8 豊原区区民広場整備工事 沖縄県名護市 名護市役所 ㈱東開発 垂直 無 無 27.5 8.08 8.08 232.5 他造成

2019 10
県営南風原第二団地建替工事
（第２期・造成）

沖縄県南風原町 沖縄県 ㈱呉屋組 垂直 無 無 90.7 5.40 5.40 524.4 他造成

2019 11
与那原新庁舎等複合施設造成
工事（２工区）

沖縄県与那原町 与那原町役場 ㈲東信開発 垂直 無 無 85.9 5.80 5.80 409.4 他造成

2019 12
県営南風原第二団地建替工事
（第２期・造成２工区）

沖縄県南風原町 沖縄県 ㈱三大土木産業 垂直 無 無 92.1 7.85 7.85 499.4 他造成

2019 11 ２２街区長大擁壁工事（２工区） 沖縄県読谷村
大木区画整理組
合

㈲上地建設 垂直 無 無 22.4 7.05 7.05 168.8 宅造

2020 3
沖縄タイムス社安里駐車場擁壁
工事

沖縄県那覇市 民間 ㈲清原開発 垂直 無 無 17.0 4.50 4.50 67.5 他造成


