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施 工
時 期

1 豊田郡安浦町 Ｓ氏邸のり面工事 広島 その他 民間 2001年5月

2 広島県呉市瀬戸見第一公園 公園整備工事 広島 市町村 呉市役所 2002年3月

3 粟屋中央線道路改良工事 広島 市町村 三次市役所 2002年8月

4
西三津田8号線外 道路災害復旧工事
急傾斜地崩壊対策工事

広島 市町村 呉市役所 2003年1月

5 広島県山県郡筒賀村 予備治山事業 広島 都道府県 芸北地域事務所 2003年3月

6 予防治山事業 山腹工事 広島 都道府県 芸北地域事務所 2003年6月

7 東広島・呉道路 横路トンネル工事(坑口のり面) 広島 国交省 広島国道事務所 2003年9月

8 急傾斜地崩壊対策工事(仁方西神37地区) 広島 市町村 呉市役所 2004年2月

9 広島高速1号線(安芸府中道路)新設工事(馬木工区) 広島 公　共 広島高速道路公社 2004年5月

10 新祇園宅地造成工事 広島 その他 民間 2004年6月

11 小畠荒谷線 道路改良工事 広島 都道府県 備北地域事務所 2004年10月

12 市道山田東林寺支線改良工事 広島 市町村 安芸高田市役所 2004年11月

13 尾道市　民間物件　宅地造成工事 広島 その他 民間 2004年12月

14 西区三滝ヶ丘緑地法面防災工事 広島 公　共 広島市動植物園・公園協会 2005年2月

15
県営広域営農団地農道整備事業
芸北2期地区　1工区道路工事

広島 都道府県 芸北地域事務所 2005年3月

16 一般県道小原猪山線 道路改良工事 広島 都道府県 芸北地域事務所 2005年3月

17 灰塚ダム下流地区管理工事 広島 国交省 江の川総合開発工事事務所 2005年5月

18 佐伯1区7号線 道路防災工事 広島 市町村 広島市佐伯区役所 2005年6月

19 南4区220号里道路肩改良工事 広島 市町村 広島市南区役所 2005年10月

20 既設石積補強工事 広島 市町村 大崎上島町役場 2005年12月

21 東広島呉道路 溝口改良工事 広島 国交省 広島国道事務所 2006年1月

22 小原地区急傾斜地崩壊対策工事 広島 都道府県 福山地域事務所 2006年2月

23 阿賀北1丁目1号線 道路整備工事 広島 市町村 呉市役所 2006年3月

24 広島高速1号線 安芸府中トンネル工事（その1） 広島 公　共 広島高速道路公社 2006年4月

25 東広島呉道路下三永改良工事(その1) 広島 国交省 広島国道事務所 2006年7月
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26 祇園宅地造成 広島 公　共 広島県土地区画整理組合 2006年8月

27 広島高速1号線 安芸府中トンネル工事（その2） 広島 公　共 広島高速道路公社 2006年9月

28 福山市内 寺院改修工事 広島 その他 民間 2006年10月

29 一般県道豊浜鎌苅線 橋梁整備工事(その1） 広島 公　共 広島県道路公社 2006年12月

30 国道54号線上布野災害復旧工事 広島 国交省 三次河川国道事務所 2007年1月

31 県道三次江津線 広島 都道府県 広島地域事務所 2007年2月

32 東広島呉道路 下三永改良工事(その2) 広島 国交省 広島国道事務所 2007年3月

33 東広島呉道路 森近地区工事（その1工区） 広島 国交省 広島国道事務所 2007年6月

34 国道375号線 門田トンネル坑口工事 広島 都道府県 備北地域事務所 2007年6月

35 一般県道豊浜鎌苅線 橋梁整備工事(その2） 広島 公　共 広島県道路公社 2007年6月

36 安佐北区370号線 道路改良工事 広島 市町村 安佐北区役所 2007年6月

37 東広島呉道路 森近地区工事（その2工区） 広島 国交省 広島国道事務所 2007年9月

38 主要地方道三次高野線 広島 国交省 三次河川国道事務所 2007年11月

39 己斐配水池用地法面整備工事 広島 市町村 広島市水道局 2008年1月

40 東広島呉道路 阿賀北高架橋下部工事 広島 国交省 広島国道事務所 2008年3月

41 滝町（10）地区急傾斜地崩壊対策工事 広島 都道府県 山口土木建築事務所 2008年6月

42 農業集落排水事業 鹿之道地区処理施設敷地造成工事 広島 市町村 広島市役所 2008年6月

43 東広島呉道路 小滝地区工事用道路工事 広島 国交省 広島国道事務所 2008年8月

44 西部山系宮園四季が丘 上ヶ原砂防堰堤工事 広島 国交省 太田川河川事務所 2008年9月

45 可部バイパス大林地区法面工事 広島 国交省 三次河川国道事務所 2008年11月

46 国道54号中野村歩道工事 広島 国交省 三次国道河川事務所 2008年11月

47 広島市内 マンション建設工事 広島 その他 民間 2008年12月

48 仁賀ダム建設事業に伴う機能補償道路工事(1工区) 広島 都道府県 仁賀ダム建設事務所 2009年5月

49 一般国道433号（大古谷～川角）道路改良工事20-1 広島 市町村 広島市廿日市市役所 2009年11月

50 中国横断自動車道尾道松江道路 向泉改良工事 広島 国交省 三次河川国道事務所 2010年3月
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51 広島西部山系綾ヶ谷1号管理用道路工事 広島 国交省 太田川河川事務所 2010年3月

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75


