
工事名 工事場所 発注者 工期（着工） 工期（完成）

平成１５年度

H15予防第2号伊崎地区治山工事 津久見市大字長目字伊崎 臼津関地方振興局林業課 平成15年10月02日 平成16年03月15日

15広域関臼津大浜工区法面保護工事 臼杵市大浜 臼津関地方振興局耕地課 平成16年01月27日 平成16年03月15日

村道細川内線道路改良(法面)工事 直川村大字仁田原 直川村役場 平成16年01月30日 平成16年03月26日

道改国 第5-9号 道路改良工事 国道217号北海部郡佐賀関町大字白木 臼杵土木事務所 平成16年01月31日 平成16年07月30日

道改単債三 第101号 道路改良工事 朝地直入線大野郡朝地町大字綿田 三重土木事務所 平成16年02月14日 平成17年01月15日

緊急地災B 第1-4-3号 災害防除工事 梶寄浦佐伯線南海部郡鶴見町大字有明浦 佐伯土木事務所 平成16年03月16日 平成16年07月23日

緊急対 第1号 急傾斜地崩壊対策工事 １号保戸島地区津久見市大字保戸島 臼杵土木事務所 平成16年03月30日 平成16年08月21日

単急対 玖 第50号 急傾斜地崩壊対策工事 小松地区玖珠郡九重町大字湯坪 玖珠土木事務所 平成16年04月01日 平成16年06月18日

平成15年度施行平成15年災 林道松浦有明線（5.6.7号箇所）災害復旧工事 南海部郡鶴見町大字有明浦、羽出浦 鶴見町 平成16年03月31日 平成16年07月31日

平成１６年度

16畑総佐賀関東部下浦農道法面保護工事 佐賀関町大字一尺屋 臼津関地方振興局耕地課 平成16年07月06日 平成17年03月17日

第48号 市道八戸線八戸隧道改修工事 津久見市八戸 津久見市役所 平成16年08月04日 平成17年03月25日

活性単 臼 第13-5号 道路改良工事 津久見野津線臼杵市大字東神野 臼杵土木事務所 平成16年09月14日 平成16年12月16日

緊急対 第1-2号 急傾斜地崩壊対策工事 １号保戸島地区津久見市大字保戸島 臼杵土木事務所 平成16年09月30日 平成17年03月25日

村道細川内線法面保護(2期)工事 南海部郡直川村大字仁田原 直川村役場 平成16年10月15日 平成16年11月30日

平成16年度 町道八久保鹿倉線法面保護工事 大分郡庄内町大字野畑 庄内町役場 平成16年11月17日 平成17年03月20日

交付地改竹 第2-4-4号 道路改良工事 庄内久住線直入郡直入町大字長湯 竹田土木事務所 平成16年12月08日 平成17年03月25日

16中山間臼杵松ヶ岳集落道1工区法面保護工事 臼杵市大字岳谷 臼津関地方振興局耕地課 平成16年12月10日 平成17年03月25日

道改単 三 第7-3号 道路改良工事 朝地直入線大野郡朝地町大字綿田 三重土木事務所 平成16年12月24日 平成17年04月30日

16中山間臼杵松ヶ岳集落道2工区法面保護工事 臼杵市大字岳谷 臼津関地方振興局耕地課 平成16年12月29日 平成17年03月25日

16災国急 第834号 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事 西浜地区東国東郡国見町大字櫛来 国東土木事務所 平成17年01月21日 平成17年03月25日

治ﾀﾞ 第1-12号 原石山法面保護工事 稲葉川直入郡久住町大字白丹 竹田ダム建設事務所 平成17年02月08日 平成17年10月08日

H16災関第1号東前地区治山工事 津久見市大字津久見東前 臼津関地方振興局林業課 平成17年02月15日 平成17年08月15日

道改国 第7-1-6号 道路改良工事 国道２１７号津久見市大字千怒 臼杵土木事務所 平成17年03月23日 平成18年03月14日

道改単債三 第101号 道路改良工事 朝地直入線大野郡朝地町大字綿田 三重土木事務所 平成17年03月30日 平成17年07月12日

16国中山間臼杵松ヶ岳集落道法面保護工事 臼杵市大字岳谷 臼津関地方振興局耕地課 平成17年04月01日 平成17年07月29日

平成１７年度

17土総野津法面保護4-2工区工事 臼杵市野津町大字前河内 大野土地改良事業事務所 平成17年06月16日 平成17年11月15日

16災国道 第1829-2号 道路災害復旧工事 川登臼杵線 臼杵市大字中尾 臼杵土木事務所 平成17年07月05日 平成18年03月18日

17中山間臼杵松ヶ岳集落道法面保護工事 臼杵市大字岳谷 臼津関地方振興局 平成17年08月09日 平成17年12月16日

交付地改竹 第2-3-4号 道路改良工事 庄内久住線　竹田市直入町大字長湯 竹田土木事務所 平成17年08月17日 平成17年12月04日

広域第8号広域漁港整備工事 保戸島漁港津久見市大字保戸島 大分県知事 平成17年08月25日 平成17年12月12日

16繰広域関臼津大浜2工区法面保護工事 臼杵市大字市浜 臼津関地方振興局 平成17年09月03日 平成17年12月08日

16災国道第1823号道路災害復旧工事 大分臼杵線臼杵市大字田尻 臼杵土木事務所 平成17年10月04日 平成18年03月15日

急対第36号急傾斜地崩壊対策工事 岩屋地区津久見市大字津久見浦 臼杵土木事務所 平成17年10月05日 平成18年02月13日

H17森環第2号大刈野線1工区森林管理道法面工事 佐伯市宇目大字木浦内 佐伯南郡地方振興局 平成17年12月01日 平成18年04月30日

17中山間臼杵松ヶ岳集落道3工区法面保護工事 臼杵市大字岳谷 臼津関地方振興局 平成17年12月28日 平成18年08月10日

17広域大野南部野津2-1工区法面保護工事 臼杵市野津町大字東谷 大野地方振興局 平成18年02月03日 平成18年05月19日

H17森居第4号宇目蒲江線2工区森林基幹道法面工事 佐伯市大字青山 佐伯南郡地方振興局 平成18年02月14日 平成18年06月30日

道改国第8-1-3号道路改良工事 国道217号津久見市大字千怒 臼杵土木事務所 平成18年02月23日 平成18年08月30日

交付地改日第5-8-7号道路改良工事 西大山大野日田線日田市前津江町赤石 日田土木事務所 平成18年02月25日 平成18年12月30日

平成１８年度

交付地改臼第1-1号道路改良工事 大泊浜徳浦線臼杵市大字深江 臼杵土木事務所 平成18年08月02日 平成19年06月30日

18中山間臼杵松ヶ岳集落道法面保護工事 臼杵市大字岳谷 中部振興局 平成18年08月12日 平成19年02月07日

18道広域大野南部野津1工区法面保護工事 臼杵市野津町大字西畑東谷 豊肥振興局豊後大野事務所 平成18年08月18日 平成18年11月24日

道改単債野第5号道路改良工事 朝地直入線豊後大野市朝地町綿田 豊後大野土木事務所 平成18年09月09日 平成18年12月22日

平成18年度急対第5-2号急傾斜地崩壊対策工事 1号保戸島地区津久見市大字保戸島 臼杵土木事務所 平成18年09月29日 平成19年03月15日

H18中局予防第5号西田地区治山工事 大分市大字木佐上字西田 中部振興局 平成18年11月11日 平成19年09月10日

18広域豊南野津野津工区法面保護工事 臼杵市野津町大字泊 南部振興局 平成19年01月31日 平成19年03月15日

平成18年度急対第10号急傾斜地崩壊対策工事 1号保戸島地区津久見市大字保戸島 臼杵土木事務所 平成19年03月30日 平成19年08月21日

平成18年度道改地第16号災害防除工事 古江丸市尾線佐伯市蒲江大字丸市尾浦 佐伯土木事務所 平成19年03月30日 平成19年09月07日

平成１９年度

19広域関臼津2期千怒工区法面保護工事 津久見市大字千怒 中部振興局 平成19年09月21日 平成20年02月15日

平成19年度急対第39号急傾斜地崩壊対策工事 岩屋地区津久見市大字津久見浦 臼杵土木事務所 平成19年10月02日 平成20年02月16日

19一般安岐両子2期法面保護工事 国東市安岐町糸水 東部振興局 平成20年02月02日 平成20年03月25日

平成19年度急対第8号急傾斜地崩壊対策工事 門前北地区臼杵市大字前田 臼杵土木事務所 平成20年02月19日 平成20年06月27日

平成19年度防災国第1-3号災害防除工事 国道２１７号臼杵市大字藤河内他 臼杵土木事務所 平成20年03月28日 平成20年08月09日

平成２０年度

20道広域大野南部野津1工区法面保護工事 臼杵市野津町大字東谷 豊肥振興局豊後大野事務所 平成20年05月08日 平成20年08月07日

平成20年度急対第7-2号急傾斜地崩壊対策工事 １号保戸島地区津久見市大字保戸島 臼杵土木事務所 平成20年08月27日 平成21年03月10日
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H20中局予防第2号ｶｸﾗ地区治山工事 臼杵市野津町大字白岩字カクラ 中部振興局 平成20年09月11日 平成21年03月16日

平成20年度道改単債臼第3号道路改良工事 大泊浜徳浦線津久見市大字長目 臼杵土木事務所 平成20年11月17日 平成21年03月12日

平成20年度防災単自臼第100号災害防除工事 大泊浜徳浦線津久見市大字長目 臼杵土木事務所 平成21年03月05日 平成21年06月12日

20農道保全 関臼津 法面保護2期工事 臼杵市大字佐志生 中部振興局 平成21年03月26日 平成21年08月21日

20繰地すべり坂ﾉ下抑止工事 日田市前津江町大野 西部振興局 平成21年03月31日 平成21年08月10日

H20年度 地生交防佐 第1号 災害防除工事 国道３８８号　佐伯市蒲江大字畑野浦 佐伯土木事務所 平成21年03月31日 平成21年09月05日

平成２１年度

21農道保全県南3号法面保護工事 佐伯市米水津大字色利浦 南部振興局 平成21年07月07日 平成22年02月11日

21農道保全関臼津法面保護工事 臼杵市大字佐志生 中部振興局 平成21年07月15日 平成22年03月16日

平成21年度急対第9号急傾斜地崩壊対策工事 落ノ浦地区津久見市大字四浦 臼杵土木事務所 平成21年08月12日 平成21年12月28日

平成21年度交付地改臼第1-11-5号道路改良工事 野津宇目線臼杵市野津町大字岩屋 臼杵土木事務所 平成21年10月01日 平成22年07月30日

平成21年度急対第10号急傾斜地崩壊対策工事 1号保戸島地区津久見市大字保戸島 臼杵土木事務所 平成21年09月26日 平成22年03月19日

21地すべり坂ノ下第2抑止工事 日田市前津江町大野 西部振興局 平成21年10月02日 平成22年02月25日

平成２１年度交付地防第９号災害防除工事 臼杵津久見線臼杵市大字大泊 臼杵土木事務所 平成22年03月31日 平成22年08月13日

平成２２年度

２２道広域大野南部三重3-1工区法面保護工事 豊後大野市三重町大字小坂 豊後大野水利耕地事務所 平成22年06月23日 平成22年10月09日

２２農道保全県南５号法面保護工事 佐伯市蒲江大字畑野浦 南部振興局 平成22年08月10日 平成23年02月05日

平成２２年度　急対第14-2号　急傾斜地崩壊対策工事 １号保戸島地区　津久見市大字保戸島 臼杵土木事務所 平成22年08月28日 平成23年01月30日

平成22年度　防災単自臼　第1-2号　災害防除工事 津久見野津線　津久見市大字上青江 臼杵土木事務所 平成22年12月11日 平成23年03月14日

平成22年度　交付地防臼　第5-3号　災害防除工事 臼杵津久見線　津久見市大字徳浦 臼杵土木事務所 平成23年01月12日 平成23年04月28日

平成22年度　急対第14-2-2号　急傾斜地崩壊対策工事 1号保戸島地区　津久見市大字保戸島 臼杵土木事務所 平成23年03月16日 平成23年07月08日
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