
NO. 施工時期 品名、規格 工　　　　　事　　　　　名 県名 事業主体 数量

001 2016年09月 テトラック法尻ブロックH230型 串良川上流地区堤防強化対策（第二工区）工事 鹿児島県 大隅河川国道事務所 775.0 ㎡

002 2016年09月 テトラック法尻ブロックH230型 西方地区浸透対策（第一工区）工事 鹿児島県 大隅河川国道事務所 392.0 ㎡

003 2016年12月 テトラック法尻ブロックH230型 番匠川水系堤防補強工事 大分県 佐伯河川国道事務所 728.0 ㎡

004 2016年12月 テトラック法尻ブロックH230型 高崎地区左岸堤防補強外工事 宮崎県 宮崎河川国道事務所 1560.0 ㎡

005 2016年12月 テトラック法尻ブロックH230型 大脇地区浸透対策工事 鹿児島県 大隅河川国道事務所 196.0 ㎡

006 2016年12月 テトラック法尻ブロックH230型 江の川鹿賀堤防法尻補強工事 島根県 浜田河川国道事務所 1859.0 ㎡

007 2016年12月 テトラック法尻ブロックH210型 江の川梶矢地区堤防強化工事 広島県 三次河川国道事務所 887.0 ㎡

008 2016年12月 テトラック法尻ブロックH230型 Ｈ27－28旧吉野川堤防外補強工事 徳島県 徳島河川国道事務所 1033.0 ㎡

009 2017年02月 テトラック法尻ブロックH230型 元町地区浸透対策外工事 宮崎県 宮崎河川国道事務所 533.0 ㎡

010 2017年03月 テトラック法尻ブロックH230型 御船川御船地区堤防復旧工事 熊本県 熊本河川国道事務所 910.0 ㎡

011 2017年03月 テトラック法尻ブロックH230型 御船川西村地区外堤防復旧工事 熊本県 熊本河川国道事務所 290.0 ㎡

012 2017年03月 テトラック法尻ブロックH230型 御船川西村地区外堤防護岸復旧工事 熊本県 熊本河川国道事務所 139.0 ㎡

013 2017年05月 テトラック法尻ブロックH230型 平成28-29年度初崎堤防（その1）外工事 高知県 中村河川国道事務所 292.0 ㎡

014 2017年05月 テトラック法尻ブロックH230型 平成28-29年度初崎堤防（その2）外工事 高知県 中村河川国道事務所 584.0 ㎡

015 2017年06月 テトラック法尻ブロックH210型 平成28年度嘉瀬川管内堤防補強工事 佐賀県 武雄河川事務所 2845.0 ㎡

016 2017年09月 テトラック法尻ブロックH210型 小石原川菅野地区外堤防法尻補強工事 福岡県 筑後川河川事務所 1455.0 ㎡

017 0201年09月 テトラック法尻ブロックH210型 筑後川金島地区堤防法尻補強工事 福岡県 筑後川河川事務所 1920.0 ㎡

018 2017年09月 テトラック法尻ブロックH230型 下川東地区堤防補強工事 宮崎県 宮崎河川国道事務所 1121.0 ㎡

019 2017年09月 テトラック法尻ブロックH230型 岩弘地区堤防浸透対策(第二工区)工事 鹿児島県 大隅河川国道事務所 316.0 ㎡

020 2017年12月 テトラック法尻ブロックH230型 蒼社川河川堤防強化緊急工事 愛媛県 今治土木事務所 394.0 ㎡

021 2017年05月 テトラック法尻ブロックH230型 平成28-29年度土器川堤防補強工事 香川県 香川河川国道事務所 2734.0 ㎡

022 2017年10月 テトラック法尻ブロックH230型 太田川水系三篠川堤防補強工事 広島県 太田川河川事務所 1421.0 ㎡

023 2017年11月 テトラック法尻ブロックH210型 江の川梶矢地区堤防補強工事 広島県 三次河川国道事務所 1164.0 ㎡

024 2017年04月 テトラック法尻ブロックH230型 下直見地区堤防補強外工事 大分県 佐伯河川国道事務所 571.0 ㎡

025 2018年10月 テトラック法尻ブロックH210型 筑後川大刀洗地区掘削外工事 福岡県 筑後川河川事務所 646.0 ㎡

026 2019年07月 テトラック法尻ブロックH210型 横瀬地区築堤護岸及び河道掘削工事 大分県 大分河川国道事務所 835.0 ㎡

027 2019年09月 テトラック法尻ブロックH230型 中畑川河川災害復旧工事第3788号 広島県 呉市役所 379.0 ㎡

028 2019年10月 テトラック法尻ブロックH230型 八戸川防災安全交付金（総流防）工事 島根県 浜田県土整備事務所 3785.0 ㎡

029 2019年11月 テトラック法尻ブロックH230型 平成３０－３１年度旧吉野川法尻補強工事 徳島県 徳島河川国道事務所 3091.0 ㎡

030 2019年11月 テトラック法尻ブロックH230型 越補河堤緊第１号の２他（二）蒼社川水系蒼社川河川堤防強化緊急対策工事 愛媛県 今治土木事務所 232.0 ㎡

031 2019年11月 テトラック法尻ブロックH230型 蒼重改第２号の１（二）蒼社川水系蒼社川総合流域防災工事 愛媛県 今治土木事務所 285.0 ㎡

032 2019年11月 テトラック法尻ブロックH230型 蒼重改第２号の２（二）蒼社川水系蒼社川総合流域防災工事 愛媛県 今治土木事務所 231.0 ㎡

033 2019年11月 テトラック法尻ブロックH230型 法勝寺川法勝寺地区堤防強化工事 鳥取県 日野川河川事務所 391.0 ㎡

034 2019年12月 テトラック法尻ブロックH210型 国分地区堤防補強外工事 大分県 大分河川国道事務所 1534.0 ㎡

035 2019年12月 テトラック法尻ブロックH230型 三財川霧島工区堤防越水対策工事 宮崎県 西都土木事務所 1031.0 ㎡

036 2019年12月 テトラック法尻ブロックH230型 三財川受関工区堤防越水対策工事 宮崎県 西都土木事務所 852.0 ㎡

037 2020年02月 テトラック法尻ブロックH230型 木津川下流堤防強化他工事 京都府 淀川河川事務所 3757.0 ㎡

038 2020年02月 テトラック法尻ブロックH230型 平成31年度土器川河道整備外工事 香川県 香川河川国道事務所 79.0 ㎡

039 2020年04月 テトラック法尻ブロックH230型 三財川戸敷工区堤防越水対策工事 宮崎県 西都土木事務所 504.0 ㎡

040 2020年04月 テトラック法尻ブロックH230型 土器川河道掘削外工事 香川県 香川河川国道事務所 126.0 ㎡

041 2020年04月 テトラック法尻ブロックH230型 蒼社川水系蒼社川総合流域防災工事 愛媛県 東予地方局 228.0 ㎡

042 2020年05月 テトラック法尻ブロックH230型 大刀洗川河川災害復旧工事 福岡県 久留米県土整備事務所 26.0 ㎡

043 2020年06月 テトラック法尻ブロックH230型 大刀洗川堤防補強工事（1工区） 福岡県 久留米県土整備事務所 359.0 ㎡

044 2020年07月 テトラック法尻ブロックH230型 大刀洗川堤防補強工事（2工区） 福岡県 久留米県土整備事務所 361.0 ㎡

045 2020年07月 テトラック法尻ブロックH230型 令和元年度島田河道掘削工事 新潟県 高田河川国道事務所 54.0 ㎡

046 2020年09月 テトラック法尻ブロックH230型 江の川三次地区掘削他工事 広島県 三次河川国道事務所 2989.0 ㎡

047 2020年10月 テトラック法尻ブロックH210型 令和２年度中原地区漏水対策外工事 徳島県 那賀川河川事務所 1248.0 ㎡

048 2020年11月 テトラック法尻ブロックH230型 三財川戸敷工区堤防越水対策工事その1 宮崎県 西都土木事務所 194.0 ㎡

049 2020年11月 テトラック法尻ブロックH230型 日野川河道掘削工事 鳥取県 日野川河川事務所 2141.0 ㎡

050 2020年12月 テトラック法尻ブロックH230型 令和２年度旧吉野川外下流堤防維持工事 徳島県 徳島河川国道事務所 323.0 ㎡

051 2020年12月 テトラック法尻ブロックH230型 土器川右岸堤防外工事 香川県 香川河川国道事務所 212.0 ㎡

052 2020年12月 テトラック法尻ブロックH230型 令和元年度　公共土木施設災害復旧工事(一)松川 長野県 須坂建設事務所 1092.0 ㎡

053 2020年12月 テトラック法尻ブロックH230型 犀川堤防法尻補強他工事 長野県 千曲川河川事務所 1992.0 ㎡

054 2020年12月 テトラック法尻ブロックH230型 生田川河川災害復旧工事 広島県 西部建設事務所 485.0 ㎡

055 2020年12月 テトラック法尻ブロックH210型 濁川堤防補強工事 島根県 県央県土整備事務所 418.0 ㎡
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056 2020年12月 テトラック法尻ブロックH230型 明石川水系明石川堤防補強工事 兵庫県 神戸土木事務所 735.0 ㎡

057 2020年12月 テトラック法尻ブロックH230型 三原川水系倭文川堤防裏補強工事 兵庫県 洲本土木事務所 3141.0 ㎡

058 2021年01月 テトラック法尻ブロックH210型 大野川種具地区根固設置外工事 大分県 大分河川国道事務所 610.0 ㎡

059 2021年01月 テトラック法尻ブロックH210型 令和２年度嘉瀬川堤防補強工事 佐賀県 武雄河川事務所 3073.0 ㎡

060 2021年01月 テトラック法尻ブロックH230型 夢前川水系水尾川堤防補強工事 兵庫県 姫路港管理事務所 247.0 ㎡

061 2021年01月 テトラック法尻ブロックH230型 武庫川水系有馬川他堤防補強他工事 兵庫県 神戸土木事務所 1457.0 ㎡

062 2021年02月 テトラック法尻ブロックH230型 武庫川水系有馬川他堤防補強工事（その２） 兵庫県 神戸土木事務所 137.0 ㎡

063 2021年02月 テトラック法尻ブロックH230型 千種川護岸工事（有年楢原地区）その１工事 兵庫県 光都土木事務所 2800.0 ㎡

064 2021年02月 テトラック法尻ブロックH230型 千種川護岸工事（有年楢原地区）その２工事 兵庫県 光都土木事務所 612.0 ㎡

065 2021年04月 テトラック法尻ブロックH230型 R2球磨川中神町地区災害復旧工事 熊本県 熊本河川国道事務所 221.0 ㎡

066 2021年05月 テトラック法尻ブロックH230型 木津川中流地区堤防強化工事 京都府 淀川河川事務所 2616.0 ㎡

067 2021年07月 テトラック法尻ブロックH210型 令和２－３年度原ヶ崎地区仮設盛土外工事 徳島県 那賀川河川事務所 3377.0 ㎡

068 2021年08月 テトラック法尻ブロックH210型 大分川横瀬地区掘削護岸（その10）工事 大分県 大分河川国道事務所 182.0 ㎡

069 2021年09月 テトラック法尻ブロックH230型 令和2-3年度　土器川河道整備外工事 香川県 香川河川国道事務所 144.0 ㎡

070 2021年08月 テトラック法尻ブロックH210型 令和２年度嘉瀬川堤防強化（その１）工事 佐賀県 武雄河川事務所 544.0 ㎡

071 2021年08月 テトラック法尻ブロックH210型 令和２年度嘉瀬川堤防強化（その２）工事 佐賀県 武雄河川事務所 685.0 ㎡

072 2021年10月 テトラック法尻ブロックH230型 （一）加古川水系油谷川堀田橋上部工工事B工区美嚢川堤防補強工事 兵庫県 北播磨県民局 435.0 ㎡

073 2021年10月 テトラック法尻ブロックH230型 木津川中流地区堤防強化他工事（神谷地区） 京都府 淀川河川事務所 2208.0 ㎡

074 2021年10月 テトラック法尻ブロックH210型 令和3年度河堤改単佐第1号河川改良工事(堅田川) 大分県 佐伯土木事務所 1251.0 ㎡

075 2021年10月 テトラック法尻ブロックH210型 令和3年度河堤改単佐第1号河川改修工事(米良川) 大分県 大分土木事務所 523.0 ㎡

076 2021年11月 テトラック法尻ブロックH210型 那賀川左岸堤防維持工事 徳島県 那賀川河川事務所 91.0 ㎡

077 2021年11月 テトラック法尻ブロックH230型 （二）武庫川水系有馬川他堆積土砂撤去他工事 兵庫県 神戸土木事務所 561.0 ㎡

078 2021年11月 テトラック法尻ブロックH230型 （二）明石川水系天上川他堤防補強他工事 兵庫県 神戸土木事務所 679.0 ㎡

079 2021年12月 テトラック法尻ブロックH230型 （二）明石川水系櫨谷川他堤防補強他工事 兵庫県 神戸土木事務所 1109.0 ㎡

080 2021年12月 テトラック法尻ブロックH230型 （一）万勝寺川堤防強化及び堆積土砂撤去他工事 兵庫県 加東土木事務所 1650.0 ㎡

081 2021年12月 テトラック法尻ブロックH230型 （一）加古川水系山田川堤防補強及び堆積土砂撤去工事 兵庫県 加東土木事務所 1128.0 ㎡

082 2022年01月 テトラック法尻ブロックH210型 Ｒ３波土宍喰川海・日比原堤防工事 徳島県 東部県土整備局 628.0 ㎡

083 2022年01月 テトラック法尻ブロックH230型 蒼重改第３号の２（二）蒼社川水系蒼社川総合流域防災工事 愛媛県 今治土木事務所 218.0 ㎡

084 2022年02月 テトラック法尻ブロックH230型 Ｒ２球磨川掘削及び人吉地区災害復旧工事 熊本県 八代河川国道事務所 50.0 ㎡

085 2022年03月 テトラック法尻ブロックH230型 （一）加古川水系美嚢川堤防補強工事（その２） 兵庫県 加東土木事務所 521.0 ㎡

85632.0 ㎡

内 テトラック法尻ブロックH230型 61716.0 ㎡

内 テトラック法尻ブロックH210型 23916.0 ㎡

合　　計
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