
令和3年度以降　出雲県土整備事務所発注　災害復旧工事等の受注実績【総合評価対象工事】 （令和5年1月27日現在）

工事名 工事場所名 工種(工事) 受注者 契約日(当初)

令和3年度契約分

唐川川　河川災害復旧（応急）工事 出雲市河下町地内 維持修繕工事 （有）山根建設 2021/7/7

斐川一畑大社線　道路災害復旧（応急）工事（その２） 出雲市坂浦町地内外 維持修繕工事 （株）山崎組 2021/7/7

三刀屋佐田線　道路災害復旧（応急）工事 出雲市佐田町朝原地内 維持修繕工事 （株）岩崎組 2021/7/12

斐川一畑大社線　道路災害復旧（応急）工事（その１） 出雲市坂浦町地内外 維持修繕工事 （有）南場工務店 2021/7/12

出雲奥出雲線　道路災害復旧工事（応急） 出雲市稗原町地内 一般土木工事 （株）今岡興産 2021/7/12

須佐川外　河川災害復旧（応急）工事　 出雲市佐田町朝原地内外 維持修繕工事 （株）土井豆組 2021/7/14

令和３年度　県単緊急地すべり対策事業　出雲地区　地すべり応急（その１）工事 出雲市稗原町地内外 一般土木工事 （株）今岡興産 2021/7/20

令和３年度　県単緊急地すべり対策事業　出雲地区　地すべり応急（その２）工事 出雲市所原町地内外 一般土木工事 （株）今岡工務店 2021/7/20

令和３年度　県単農地地すべり防止施設長寿命化事業　平田地区　地すべり応急（その３）工事 出雲市奥宇賀町地内 一般土木工事 （有）山根建設 2021/7/20

令和３年度　県単緊急地すべり対策事業　平田地区　地すべり応急（その１）工事 出雲市奥宇賀町地内 一般土木工事 （有）米江組 2021/7/20

令和３年度　県単緊急地すべり対策事業　平田地区　地すべり応急（その２）工事 出雲市東郷町、久多見町地内 一般土木工事 （有）西尾組 2021/7/20

令和３年度　災害関連県単治山事業（殿森）応急工事　 出雲市所原町地内 一般土木工事 （株）今岡興産 2021/7/20

斐川一畑大社線　道路災害復旧工事（２災１２３号） 出雲市大社町日御碕地内 法面処理工事 テクノ工業（株） 2021/7/27

佐田小田停車場線道路災害復旧工事（２災第１２４号） 出雲市　佐田町　一窪田地内 一般土木工事 （株）サダ開発 2021/7/28

令和３年度　湯谷川　河川災害復旧（応急）工事 出雲市美談町地内 維持修繕工事 （有）曽田重機 2021/8/6

令和３年度　災害関連県単治山事業（北浜東１工区外）応急工事　 出雲市十六島町地内　外 一般土木工事 （有）曽田重機 2021/8/18

斐川一畑大社線　道路災害復旧工事（２災１２２号）　 出雲市坂浦町地内および小境町地内 法面処理工事 （株）倉橋工務店 2021/8/26

伊佐川河川災害復旧工事（２災第１２０号） 出雲市佐田町佐津目地内 一般土木工事 （有）佐々木組 2021/8/30

国道４３１号　道路災害復旧工事（３災２号） 出雲市美野町地内 一般土木工事 （株）日本海技術コンサルタンツ 2022/1/12

出雲奥出雲線道路災害復旧工事（３災第６９０号） 出雲市稗原町地内 一般土木工事 （株）今岡興産 2022/1/28

堀川　河川災害復旧工事（３災６２２号） 出雲市大社町菱根地内 一般土木工事 （有）川角建設 2022/2/8

堀川　河川災害復旧工事（３災６２０、６２１号）　 出雲市大社町修理免地内 一般土木工事 （有）金築組 2022/2/10

堀川　河川災害復旧工事（３災１５３４号） 出雲市大社町修理免地内 一般土木工事 （株）もりやま 2022/2/17

堀川　河川災害復旧工事（３災６１９号） 出雲市大社町杵築南～修理免地内 一般土木工事 岩成工業（株） 2022/2/17

宇屋谷川　河川災害復旧工事（３災５９８号） 出雲市斐川町神庭地内 一般土木工事 （株）ヒロクニ建設 2022/2/17

堀川　河川災害復旧工事（３災６２３号）　 出雲市大社町遙堪～常松町地内 一般土木工事 （有）山崎組 2022/2/21

小野川　河川災害復旧工事（３災５８５、５８６号） 出雲市見々久町地内 一般土木工事 （有）森山組 2022/3/1

花月川　河川災害復旧工事　（３災６３１号）　 出雲市知井宮町～芦渡町地内 一般土木工事 （株）ナカサン 2022/3/7

新宮川　河川災害復旧工事（３災５３７、５３８、５３９号）　 出雲市古志町地内 一般土木工事 （株）ナカサン 2022/3/7

稗原川　河川災害復旧工事（３災５３０号、５３１号、５３２号、５３３号） 出雲市稗原町地内 一般土木工事 （有）嘉村建設 2022/3/7

大社日御碕線　道路災害復旧工事（３災６７４号、１５３５号） 出雲市大社町日御碕地内 法面処理工事 （株）中筋組 2022/3/8

常楽寺川　河川災害復旧工事（３災６３４号） 出雲市湖陵町畑村地内 一般土木工事 （株）日本海建設 2022/3/11

須佐川河川災害復旧工事（３災５４２号、５４３号） 出雲市佐田町須佐地内 一般土木工事 （株）三原組 2022/3/17

苅藻谷川外　河川災害復旧工事（３災５９５号、５９９号） 出雲市園町地内外 一般土木工事 アイズーモ（株） 2022/3/18

須佐川河川災害復旧工事（３災５４９号、５５０号、５５１号） 出雲市佐田町朝原地内外 一般土木工事 （株）土井豆組 2022/3/28

唐川川　河川災害復旧工事（３災６１０号、２１２７号） 出雲市河下町地内 一般土木工事 （有）山根建設 2022/3/28

伊佐川河川災害復旧工事（３災６０２号、６０３号） 出雲市佐田町佐津目地内 一般土木工事 （有）佐々木組 2022/3/30
※総合評価対象工事:「公共土木施設災害復旧事業国庫負担法」、「農林水産業施設災害復旧費国庫補助の暫定措置に関する法律」の対象となった工事及び「出雲県土整備事務所が別に定めた工事」



令和3年度以降　出雲県土整備事務所発注　災害復旧工事等の受注実績【総合評価対象工事】 （令和5年1月27日現在）

工事名 工事場所名 工種(工事) 受注者 契約日(当初)

令和4年度契約分

小野川　河川災害復旧工事（３災５９０号） 出雲市見々久町地内 一般土木工事 （有）勝部組 2022/4/13

平田船川外　河川災害復旧工事（３災１５３２号、５２６号、５２２号） 出雲市万田町地内外 一般土木工事 （有）米江組 2022/4/15

宇杉川河川災害復旧工事（３災６３３号） 出雲市佐田町毛津地内 一般土木工事 （株）サダ開発 2022/4/18

宮内掛合線　道路災害復旧工事（３災６９６号、１５３８号） 出雲市佐田町原田地内 一般土木工事 （株）サダ開発 2022/4/18

稗原川　河川災害復旧工事（３災５２７号、５２８号、５２９号） 出雲市朝山町地内 一般土木工事 （有）森山組 2022/4/26

令和４年度　県単自然災害防止事業（口宇賀外）　山腹工事　 出雲市口宇賀町地内外 法面処理工事 （株）神田工業 2022/6/8

唐川川外　河川災害復旧工事（３災６０８号、６６７号、６７３号） 出雲市河下町地内外 一般土木工事 （有）間壁組 2022/6/20

鰐淵寺川　砂防災害復旧工事（３災６１１号、６６１号） 出雲市別所町地内 一般土木工事 （有）山根建設 2022/7/4

須佐川外河川外災害復旧工事（３災５４７号、５４８号、６３６号、６３７号、６３８号、６５０号） 出雲市佐田町朝原地内外 一般土木工事 （株）今岡興産 2022/7/14

稗原川　河川災害復旧工事（３災５３４号、５３５号、５３６号） 出雲市稗原町～野尻町地内 一般土木工事 （株）今岡興産 2022/7/22

令和４年度　県営災害復旧事業　堂原地区　災害復旧（４０１／１０１）工事 出雲市所原町地内 一般土木工事 新幸建材（有） 2022/7/26

須佐川　河川災害復旧工事（３災５４６号） 出雲市佐田町須佐地内 一般土木工事 （株）今岡興産 2022/7/28

布勢川　砂防災害復旧工事（３災６７０号、６７１号、６７２号） 島根県出雲市奥宇賀町地内 一般土木工事 （有）米江組 2022/8/18

令和４年度　県単緊急地すべり対策事業　斐川地区　斜面改良工事　 出雲市斐川町学頭地内 法面処理工事 （株）フクダ 2022/8/22

令和４年度　県単県営緊急地すべり対策事業　出雲地区　災害復旧（その１）工事 出雲市稗原町地内外 法面処理工事 （株）今岡興産 2022/8/29

斐川一畑大社線　道路災害復旧工事（３災６８４号） 出雲市河下町地内 法面処理工事 （株）中筋組 2022/8/30

十間川　河川災害復旧工事（３災６２４号） 出雲市知井宮町地内 一般土木工事 （株）ナカサン 2022/9/2

伊努谷川外　砂防災害復旧工事（３災２１４７号、２１４６号）、県単災害復旧工事 出雲市西林木町地内 一般土木工事 （有）山崎組 2022/9/6

八千代川　河川災害復旧工事（３災６０４号、６０５号） 出雲市大社町鷺浦地内 一般土木工事 （有）間壁組 2022/9/6

三刀屋佐田線　道路災害復旧工事（３災７０７号、７１４号） 出雲市佐田町朝原地内 一般土木工事 （株）岩崎建設 2022/9/14

芦谷川　砂防災害復旧工事（３災６４３号） 出雲市乙立町地内 一般土木工事 （有）門脇組 2022/9/16

大月川　砂防災害復旧工事（３災６５６号、６５７号、６５８号） 出雲市所原町地内 一般土木工事 （有）嘉村建設 2022/9/16

十間川　河川災害復旧工事（３災６２７号、６２８号、６３０号） 出雲市芦渡町地内 一般土木工事 （株）ナカサン 2022/9/20

伊野川外　河川外災害復旧工事（３災５９２号、５９３号、５９４号、６４１号） 出雲市美野町地内外 一般土木工事 （株）倉橋工務店 2022/9/22

神戸川　河川災害復旧工事（３災５７８号） 出雲市佐田町一窪田地内 一般土木工事 （有）佐々木組 2022/10/3

十間川　河川災害復旧工事（３災６２５、６２６号） 出雲市知井宮町地内外 一般土木工事 （株）ナカサン 2022/10/6

姉谷川　砂防災害復旧工事（３災６６９号） 出雲市湖陵町三部地内 一般土木工事 （株）日本海建設 2022/10/14

稗原木次線　道路災害復旧工事（３災６９７、６９８号） 出雲市稗原町地内 法面処理工事 （株）今岡興産 2022/10/28

須佐川外河川災害復旧工事（３災５４４号、５４５号、５４１号）　 出雲市佐田町須佐地内外 一般土木工事 （株）三原組 2022/11/2

猪目川　河川災害復旧工事（３災６１２号、６１３号、６１４号、６１５号、６１６号、６１７号、６１８号） 出雲市猪目町地内 一般土木工事 昭和開発工業（株） 2022/11/7

斐川一畑大社線　道路災害復旧工事（３災６８１号） 出雲市河下町地内 法面処理工事 （株）中筋組 2022/11/7

多久谷川外　河川外災害復旧工事（３災５２０号、５９６号、５９７号、６３５号、６７６号） 出雲市多久谷町地内外 一般土木工事 （有）南場工務店 2022/11/14

三刀屋佐田線　道路災害復旧工事（３災７０４号、７０６号） 出雲市佐田町朝原地内 一般土木工事 （株）岩崎建設 2022/11/30

唐川川　河川災害復旧工事（３災６０７号） 出雲市河下町地内 一般土木工事 （有）山根建設 2022/12/19

畑地区県単災害対応緊急地すべり対策工事 出雲市見久町地内 一般土木工事

※総合評価対象工事:「公共土木施設災害復旧事業国庫負担法」、「農林水産業施設災害復旧費国庫補助の暫定措置に関する法律」の対象となった工事及び「出雲県土整備事務所が別に定めた工事」

■令和4年11月25日以降の入札公告工事で「出雲県土整備事務所が別に定めた工事」については、工事仕様書 施工条件書　明示項目11.その他  明示事項8.その他に「出雲県土整備事務所が別に定めた工事」の対象とする旨を記載している。


