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新進建設株式会社

高知県高知市九反田5号8番
小川　裕司 松岡　正樹 監理技術者 森澤　昌文

広域基幹第1-3号

波介川（火渡川）広域河川改修工事

高知県
土佐市高岡町
乙

施工延長（右岸）　L=229.4m
　土　工　（掘削）　V=7,420m3　（盛土）　V=4,180m3
　護岸工　（コンクリートブロック積み）　A=1,068m2
　擁壁工　（2号路側擁壁工）　L=9.2m
　排水構造物工　　　1式
　仮設工　（土留・仮締切工）　通常圧入N=717枚
　硬質地盤ｸﾘｱ工法N=157枚
　（工事用道路）　1式　　（橋梁工）　1式　　（仮桟橋工）　1式

久保建設株式会社

高知県高知市春野町東諸木2669
川﨑　眞一郎 西本　成伯 監理技術者 西本　成伯

広域基幹第8-3号

新川川広域河川改修工事

高知県
高知市春野町
東諸木

本工事
　護岸工　A=690m2
　付帯工事
　橋梁下部工　N=２基
　仮橋　L=20m

国友商事株式会社

高知県吾川郡いの町小川東津賀才206-2
国友　昭香 小松　緑 主任技術者 津賀　厚次

復旧第19号

西川復旧治山工事

高知県
吾川郡いの町
上八川下分

山腹工事面積　A=0.7ha
　土留工 鋼(2基)L=58.5m 24.2t  コンクリート(1基)L=11.0m
　水路工　L=38.1m
　暗渠工　L=228.7m
　埋戻工　L=163.0m
　法切工　A=7,625m3
　柵工　 　L=82.5m

寿・昭栄設備
特定建設工事共同企業体
代表者
株式会社寿工務店
構成員
昭栄設備工業株式会社

藤澤　寿幸

森　隆文
北村　泰廣

主任技術者

監理技術者

松井　晶久

北村　泰廣

機第20-14号

高知女子大学池キャンパスＢ棟
建築機械設備工事

高知県
高知市
池2751-1

県立高知女子大学池キャンパスに健康栄養学部棟を新築する
　給排水衛生設備工事
　消火設備工事
　都市ガス設備工事
　実験設備工事
　厨房機器設備工事
　空調設備工事
　換気設備工事

入交・ジョウトク
特定建設工事共同企業体
代表者
入交建設株式会社
構成員
ジョウトク建設株式会社

三谷　斉

常徳　和男
岡林  広

主任技術者

監理技術者

森中  宏

山本　稔治

道改地第3-1号

県道高知空港インター線道路改築工事

高知県
南国市
物部

道路改良延長　L=340m
　土工 = 1式
　3号重力式擁壁 L= 162m 　 5号重力式擁壁 L= 55m
　L型擁壁 　L= 46 m　　       　坂路工　L= 1箇所
　 鍬止め壁　L= 51m　           排水工  L= 217m
　 国道切下げ工　L=18m
　 2号避越函渠工 （ ブロック9～ブロック13 ）
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晃立・西森
特定建設工事共同企業体
代表者
株式会社晃立
構成員
株式会社西森建設

嶋﨑　勝昭

西森　鶴
岡田　孝

主任技術者

監理技術者

若藤　拓史

岡田　孝

道改国（債）第3-4-1号

国道439号道路改築
（大植3号トンネル（仮称））工事

高知県
吾川郡仁淀川町
大植

道路トンネル工　L=１１２m
　トンネル工（NATM）　L=112m

青木建設株式会社

高知県須崎市下分甲667番地18
青木　誠光 下元　慎司 主任技術者 松田　和也

道改(交特定)第09-02-2号

県道窪川船戸線道路改良工事

高知県
高岡郡中土佐町
大野見久万秋

施工延長　L=180m　(NO.9+10～NO.18+10)
　路床盛土　V=610m3
　路側擁壁工　V=689m3
　プレキャスト張出歩道工　L=157.5m

四国ネット・山本建設
特定建設工事共同企業体
代表者
四国ネット株式会社
構成員
山本建設株式会社

伊藤　雄二

山本　修
伊藤　陽介

主任技術者

監理技術者

宮崎　大輔

藤田　浩二

22災第4-1号

国道439号道路災害復旧工事

高知県
四万十市
大用

復旧延長　L=48.9ｍ
　現場吹付法枠　A=2806m2
　鉄筋挿入工　L=273m
　コンクリート擁壁　V=45m3
　仮設防護柵　L=72.0

青木建設株式会社

高知県須崎市下分甲667番地18
青木　誠光 市川　公章 主任技術者 池田　朗

道交国（改築）第21-028-3号

国道４９４号地域活力基盤創造交付金工事

高知県
須崎市
吾桑

施工延長　L=66.75ｍ　（NO.144～NO.147+6.75)
　道路土工　切土　V=1225ｍ3　盛土　V=934ｍ3
　橋台工
　　深礎工（A1橋台）２本　Σ L=17.5ｍ（A2橋台）２本　Σ L=14.5m
     橋台躯体工　A1橋台　A2橋台　Σ N=２基
　擁壁工　重力式擁壁　V=58ｍ3　山留擁壁　V=27ｍ3

藤本建設株式会社

高知県高知市稲荷町1210番地
松村　高明 佐野　信二 監理技術者 甲藤　重雄

道改地（債）第2-4号

県道高知南インター線
道路改築 (絶海池橋上部工) 工事

高知県
高知市
高須

絶海池橋上部工(ＲＣ5径間連続中空床版橋)
　橋長　Ｌ＝90.0ｍ
　主桁　conＶ＝650ｍ3
　鋼製排水溝　Ｌ＝87.7ｍ

主任・監理技術者
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株式会社谷渕組

高知県高知市南久万２９番地２
谷渕　成 谷渕  秀二 主任技術者 田辺　政二

林地荒廃第107号

宗ノ上林地荒廃防止工事

高知県
安芸郡北川村
宗ノ上

山腹工
　 法切工          Ⅴ＝　40.0ｍ3
   法枠工           Ａ＝1450.7ｍ2
　 残土処理       Ⅴ＝ 788.0ｍ3
　 間詰工　　　   　Ａ＝　47.2ｍ3
　 転落防止柵工　Ｌ＝　25.9ｍ

湯浅建設株式会社

高知県安芸郡馬路村
大字魚梁瀬10番地120

湯浅　雅文 内原　章照 主任技術者 門田弘男
漁場保全第701-1号

大谷No.1奥地保安林保全緊急対策工事

安芸郡北川村
大谷

治山ダム工
　谷止工（鋼製）鋼材＝100.5ｔ　(L=90.0m H=6.5m 鋼材=168.9t)

株式会社轟組

高知県高知市萩町1-5-13
吉村　文次 大石　昇 監理技術者 大石　昇

港改修第7-1号

奈半利港改修（地方）工事

高知県
安芸郡奈半利町
西河原

航路（-5.5m)（護岸）
　　基礎工 1式　上部工 1式　舗装工 1式　取付工 1式
航路（-5.5m)（防波堤撤去）
　　基礎工 1式　消波ブロック撤去 1式　本体工 1式
航路（-5.5m)
　　浚渫工 1式

有限会社礒部組

高知県安芸郡奈半利町乙　3781-1
礒部　昌平 畠山　之宣 主任技術者 元久　卓

農基第９６１-１０１号

誠和地区田園交流基盤整備道路その３
工事

高知県
安芸郡奈半利町
誠和

道路工　　L=360ｍ
　1工区　　L=100ｍ（№64～№69）
　2工区　　L=260ｍ（№138～№151）
　付帯工　1.0式（№135～№137、№167+6.0）

協業組合テスク

高知県宿毛市高砂5387-122
臼井  誠 竹内  真 主任技術者 池  教久

道交地(交安)第34-005-10号

県道柏島二ツ石線地域活力基盤創造
交付金工事

高知県
幡多郡大月町
柏島

施工延長 L=51.0m(NO.89+6～NO.91+17)
   切土 V=1,280m3,盛土 V=3,501m3
   盛土 V=3,501m3
   補強土壁工(テールアルメ工) L=49.3m A=438m2
   重力式擁壁工 L=4.0m
   防護柵工 L=51.0m
   法面工 A=577m2

月灘建設株式会社

高知県幡多郡大月町鉾土604-21
新谷　誠 中野  博久 主任技術者 中野  博久

道交地（交安）第34-005-14号

県道柏島二ツ石線地域活力基盤創造
交付金工事

高知県
幡多郡大月町
柏島

道路改良工事  L= 346.0 m
　 土工　　　　　　　　　 V=2743.0m3
   擁壁工　　　　　　　   L=53.6m
   排水構造物工        L=290.3m
   組立歩道工           L=15.9m
   舗装工　車道舗装  A=2770.0m2
   舗装工　歩道舗装  A=730.0m2
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株式会社清水新星

高知県高知市池1402番地
清水　満 伊出　一成 監理技術者 濱田　智宏

道交国(改築)第21-063-4号

国道195号地域活力基盤創造
交付金工事

高知県
高知市
布師田

道路改良　L=55m　（No.119～No.121+15.33)
   土　 工　　切土　V=4141m3
   擁壁工　　U型擁壁　L=95m
   函渠工  　7号函渠　 L=29.2m
   排水工　　2号L型水路　L=35.9m
   舗装工　　A=1033m2
   仮設工  　鋼矢板打込　N=688

株式会社田邊建設

高知県高岡郡四万十町大正２３０番地８
田邊　聖 萩原　康史 監理技術者 萩原　康史

道改国　第3-6-1号

国道439号道路改築工事

高知県
高岡郡
四万十町木屋ヶ内

道路改良　L=42.8ｍ
   もたれ式擁壁　V=313ｍ3
　 重力式擁壁　V=64ｍ3
   橋梁下部工　N=1基
　 逆Ｔ式橋台　V=145ｍ3
　 深礎杭　N=2本 L=17ｍ

有限会社礒部組

高知県安芸郡奈半利町乙　3781-1
礒部　昌平 礒部　英俊 主任技術者 礒部　英俊

道交国(特改)第18-001-5号

国道493号地域活力基盤創造
交付金工事

高知県
安芸郡北川村
小島

道路改良工事施工延長94.6m（No.11+8.0～No.16+2.6）
   擁壁工 重力式擁壁 L=77.1m V=382.0m3
   排水工 1.0式

植田興業株式会社

高知県四万十市渡川1-10-25
植田　英久 佐竹　孝介 主任技術者 加用　哲啓

道交地(1.5車)第32-017-4号

県道有岡川登線地域活力基盤創造
交付金工事

高知県
四万十市
手洗川

施工延長 L=100.0m
   土工　　　 切土　V=1,200m3　　　盛土　V=1,580m3
　 擁壁工    重力式擁壁　V=34.1m3
　 排水工　　U型水路　L=34.0m
　 法面工　　A=576m2　,　函渠工　　1式　,　防護柵工　1式
 　護岸工　　ブロック積護岸　A=617.4m2　小口止工
　 樋管工　　1号樋管工　L=3.0m　2号樋管工　L=14.6m
　 根固工　　1式　,　雑工　　　1.0式　,　付替河川　L=91m

株式会社田辺豊建設

高知県四万十市具同2411番地
田辺  佳雄 赤澤　正樹 監理技術者 赤澤　正樹

道交地(1.5車) 第32-017-18号

県道有岡川登線地域活力基盤創造
交付金（坪山橋）工事

高知県
四万十市
手洗川

道路改良(6工区)    L=123m(NO.5+17.0～NO.12)
   擁壁工   ConV=83m3
   構造物取壊し工    V=186m3
   橋梁下部工    逆T式橋台：N=1基、重力式橋台：N=1基
   橋梁上部工   (プレテンション桁)  L=14.9m

施工業者名は知事賞・優良賞とも応募受付順となっています。

優良賞
主任・監理技術者
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