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年 月 工事件名 発注者
擁壁高
（m）

擁壁面積
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用途 面版 都道府県 支部

16 7 村元道路改良工事
国交省津軽ダム
工事事務所 10.00 600.00 道路

大谷
石 青森県 東北支部

16 6
下流工事用道路村元地区改良工
事

国交省津軽ダム
工事事務所 5.5～11.0 605.00 道路

大谷
石 青森県 東北支部

17 3 国道341号道路改良工事
秋田県鹿角地方
振興事務所 4.6～5.0 920.00 道路

大谷
石 秋田県 東北支部

17 2 多田山造成 民間 5.00 380.00 宅地 滑面 群馬県 関東支部

15 11
平成15年度基幹林道開設工事3工
区

福井県林業水産
部 5.00 192.50 道路 - 福井県 北陸支部

16 10 森林基幹道開設剱ヶ岳線6工区 福井県 4.50 46.30 道路 - 福井県 北陸支部

16 12 三和テクノ駐車場整備 三和テクノ 5.00 56.00 その他 - 福井県 北陸支部

16 4
空港アクセス道路
島田ルート舗装工事

静岡県空港建設
事務所 3.00 67.50 道路 乱積 静岡県 中部支部

16 4
湯日大柳線
空港アクセス道路

静岡県空港建設
事務所 3.25～5.10 820.00 道路 乱積 静岡県 中部支部

17 3
空港島田ルート
住吉金谷線

静岡県空港建設
事務所 2.0～2.5 250.00 道路 乱積 静岡県 中部支部

16 6
自転車道路整備工事
武豊大府線 知多建設事務所 2.09～2.86 50.18 道路 滑面 愛知県 中部支部

16 7 希望が丘宅地造成 民間 2.50 17.30 宅地 乱積 岐阜県 中部支部

16 8 高樋橋改良工事 七宗町役場 3.0～5.0 40.00 道路 滑面 岐阜県 中部支部

16 9
道路改良29号
市道根竹-二ツ岩線 瑞浪市役所 2.00 27.80 土木 乱積 岐阜県 中部支部

16 7 串本補給倉庫新設土木工事
大阪防衛施設局
建設部 5.0～3.0 390.00 宅地 乱積 和歌山県 近畿支部

16 4 南山造成工事
住宅都市整備公
団 4.10 330.00 宅地 滑面 兵庫県 近畿支部

16 7 千ヶ峰三国岳線 兵庫県 11.00 255.00 道路 滑面 兵庫県 近畿支部

16 8 長岡民間造成 嵯峨野不動産 4.50 296.00 宅地 乱積 京都府 近畿支部

16 12 市道道成寺天田線道路工事 御坊市 4.00 161.25 道路 乱積 和歌山県 近畿支部

17 3 梅津民間造成 嵯峨野不動産 2.50 300.00 宅地
滑面/
乱積 京都府 近畿支部

16 8 光ヶ丘配水地増設工事 小郡町役場 2.0～6.0 465.30 その他 乱積 山口県 中国支部

16 5
財)高知県魚さい加工公社移転新
築工事

財)高知県魚さ
い加工公社 9.5～3.5 565.00 その他

大谷
石 高知県 四国支部

16 11
中山間総合整備日の地集落道そ
の２工事

高知県中央農業
振興センター 8.0～5.0 105.00 道路

大谷
石 高知県 四国支部

17 1
市道黒瀬谷1号線緊急地方道整備
工事 安芸市 6.1～2.3 183.00 道路 乱積 高知県 四国支部

16 10 土地区画整理事業4街区 入来町役場 3.00 78.75 宅地 乱積 鹿児島県 九州支部

16 11 土地区画整理事業6-2工区 入来町役場 3.00 202.50 宅地 乱積 鹿児島県 九州支部

17 1 土地区画整理事業4-2工区 入来町役場 4.00 90.00 宅地 乱積 鹿児島県 九州支部

16 7 町道荻原線改良工事
諫早市（旧多良
見町） 3.50 47.00 道路 乱積 長崎県 九州支部
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16 7 外海町民間造成 民間 5.00 180.00 宅地 乱積 長崎県 九州支部

16 7 主要地方道野母崎宿線改良工事 長崎土木 4.00 27.00 道路 滑面 長崎県 九州支部

16 8 諫早市民間造成 民間 3.00 37.00 宅地 乱積 長崎県 九州支部

17 2 町道内中尾線改良工事 北有馬町 4.00 120.00 道路 滑面 長崎県 九州支部

16 12 立願寺の湯造成工事
司ロイヤルホテ
ル 5.00 400.00 宅地 乱積 熊本県 九州支部

17 1 蘇陽町馬見原地区道路改良工事 旧蘇陽町 2.50 30.00 道路 乱積 熊本県 九州支部

16 12 別府湾杵築リゾート宅地造成 民間 4.00 100.00 宅地 石目 大分県 九州支部

16 安達邸 民間 3.00 135.00 宅地 石目 大分県 九州支部

16 5 上田農場造成工事 民間 5.0～4.5 110.00 その他 乱積 熊本県 九州支部

16 10 矢護川汚水処理場土木設備工事 大津町役場 3.75 210.00 その他 乱積 熊本県 九州支部

16 10 山手町／鹿島道路 民間 4.00 25.00 道路 割石 長崎県 九州支部

16 12 中野邸 民間 4.50 66.10 宅地 割石 長崎県 九州支部

16 5 交通安全出口工区
宮崎県日向土木
事務所 7.0～5.5 485.00 道路 割石 宮崎県 九州支部

16 6 交通安全1-2出口工区
宮崎県日向土木
事務所 7.5～6.5 307.80 道路 割石 宮崎県 九州支部

16 4 大屋邸新築工事 民間 2.0～4.5 74.57 宅地 滑面 沖縄県 沖縄支部

16 6 兼城ハイツ造成工事 民間 3.0～4.5 382.00 宅地 乱積 沖縄県 沖縄支部

16 11 城間邸家屋解体及び擁壁工事 民間 4.80 108.64 宅地 滑面 沖縄県 沖縄支部

16 12 那覇バプテスト教会堂新築工事
那覇バプテスト
教会 2.0～7.0 825.00 その他 滑面 沖縄県 沖縄支部

16 12
真嘉比古島第二道路及び築造工
事（その17）

那覇市役所区画
整理課 3.0～4.5 195.60 道路 滑面 沖縄県 沖縄支部

16 12 小谷真謝線 佐敷町 2.2～7.5 251.56 道路 滑面 沖縄県 沖縄支部

16 5
真嘉比古島第二街路及び整地工
事（その15）

那覇市役所区画
整理課 7.00 48.00 道路 滑面 沖縄県 沖縄支部

16 8
真嘉比古島第二街路及び整地工
事（その13）

那覇市役所区画
整理課 5.00 23.00 宅地 滑面 沖縄県 沖縄支部

16 11
石嶺福祉センター線街路工事（3
工区）

那覇市役所道路
建設課 3.00 181.00 道路 滑面 沖縄県 沖縄支部

16 11
浦添市南第一地区基地街区造成
工事（16-1）

浦添市役所区画
整理課 3.00 381.00 宅地 滑面 沖縄県 沖縄支部

16 12
グリーンハイツ線及び区画道路
築造工事

浦添市役所区画
整理課 3.00 65.00 道路 滑面 沖縄県 沖縄支部

17 3
真嘉比古島第二街路及び整地工
事(その３）

那覇市役所区画
整理課 5.00 176.00 宅地 滑面 沖縄県 沖縄支部


