
CCM協会製品

マイティーネット工･ロープネット工･プラスネット工･カーテンネット工　施工実績表
(平成14年度～平成29年度)



役　所　名 工 事 名 工 種 施工数量(㎡)

富山県富山土木工事事務所 (県)東猪谷富山線県単独災害防除法面工工事 ロープネット工 780 平成14年 4月

石川県輪島市役所 市道鳳来･鴨ヶ池線急傾斜地対策工事 ロープネット工 1,120 平成14年 4月

国土交通省北陸地方整備局立山砂防工事事務所 砂防専用軌道落石対策(その2)工事 マイティーネット工 506 平成14年 5月

国土交通省北陸地方整備局立山砂防工事事務所 有峰山腹工(その2)工事 マイティーネット工 1,680 平成14年 6月

国土交通省北陸地方整備局立山砂防工事事務所 多枝原谷山腹工(その2)工事 マイティーネット工 1,509 平成14年 6月

国土交通省北陸地方整備局立山砂防工事事務所 砂防専用軌道落石対策工事 ロープネット工 1,270 平成14年 7月

富山県富山農地林務事務所 ふるさと林道真川線法面工区工事 ロープネット工 3,267 平成14年 8月

石川県鶴来土木事務所 主要地方道白山公園線緊急地方道路整備(災害･A)工事 マイティーネット工 370 平成14年 8月

富山県富山土木センター立山土木事務所 (県)弘法称名立山停車場線地方特定道路整備落石防止ネット工事 ロープネット工 730 平成14年 10月

富山県富山農地林務事務所 ふるさと林道小口川線法面工事
ロープネット工
マイティーネット工 1,200 平成14年 10月

国土交通省北陸地方整備局立山砂防工事事務所 桑谷落石対策工事 マイティーネット工 500 平成14年 10月

石川県石川郡吉野谷村役場 平成14年発生林道下吉野線災害復旧工事 ロープネット工 454 平成14年 10月

富山県富山農地林務事務所 ふるさと林道小口川線法面工事 ロープネット工
マイティーネット工 870 平成15年 6月

富山県富山農地林務事務所 ふるさと林道真川線法面3工区工事 マイティーネット工 3,300 平成15年 6月

国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所 有峰山腹工事 マイティーネット工 1,950 平成15年 7月

国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所 立山カルデラ工事用道路法面対策工事 マイティーネット工 1,000 平成15年 7月

国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所 砂防専用軌道落石対策工事 マイティーネット工 1,600 平成15年 7月

富山県富山土木センター (県)東猪谷富山宣地方特定道路災害防除落石防護工工事 ロープネット工 800 平成15年 8月

国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所 砂防専用軌道落石対策その2工事 マイティーネット工 650 平成15年 8月

富山県高岡土木センター小矢部土木事務所 (県)福岡宮島峡公園線県単独災害防除法面工工事 マイティーネット工 600 平成15年 9月

石川県石川農林総合事務所 平成15年度環境防災林整備事業大前林地区山腹工事 ロープネット工 32 平成15年 9月

石川県輪島土木事務所 主要地方道能都内浦線道路災害防除工事(2工区) ロープネット工 84 平成15年 9月

富山県富山土木センター立山土木事務所 (県)弘法立山停車場線地方特定道路整備落石防止ネット工事 ロープネット工 740 平成15年 10月

着工月



役　所　名 工 事 名 工 種 施工数量(㎡)

富山県富山土木センター (県)471号県単独災害防除落石防護工工事 ロープネット工 300 平成15年 10月

国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所 桑谷落石対策工事 マイティーネット工 200 平成15年 10月

石川県石川農林総合事務所 平成15年度予防治山事業口直海地区山腹工事 ロープネット工 624 平成15年 10月

富山県富山土木センター (県)荒屋敷月岡町線地方特定道路整備落石防護工工事 マイティーネット工 240 平成15年 11月

石川県輪島土木事務所 主要地方道能都内浦線道路災害防除工事(4工区) ロープネット工 252 平成16年 3月

富山県富山土木センター (県)471号県単独災害防除落石防護工工事 ロープネット工 800 平成16年 7月

富山県高岡土木センター小矢部土木事務所 (県)福岡宮島峡公園線県単独災害防除法面工工事 マイティーネット工 629 平成16年 7月

国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所 有峰山腹工事 マイティーネット工 2,000 平成16年 7月

富山県富山農地林務事務所 ふるさと林道小口川線法面4工区工事 ロープネット工 1,600 平成16年 8月

富山県富山農地林務事務所 ふるさと林道真川線法面4工区工事 マイティーネット工 960 平成16年 8月

富山県富山土木センター立山土木事務所 (県)弘法称名停車場線県単独災害防除落石防止網工工事 マイティーネット工 467 平成16年 8月

富山県富山土木センター立山土木事務所 主要地方道富山立山公園線地方特定道路整備落石防護網工事 マイティーネット工 400 平成16年 9月

富山県富山農地林務事務所 ふるさと林道有峰線落石防止工事 カーテンネット工 851 平成16年 9月

富山県富山土木センター (県)471号県単独災害防除落石防護工工事 ロープネット工 632 平成16年 9月

石川県奥能登土木総合事務所 主要地方道輪島富来線緊急地方道路整備(災害防除)工事 ロープネット工 216 平成16年 9月

富山県富山土木センター立山土木事務所 (県)弘法称名停車場線県単独災害防除落石防止網工事 マイティーネット工 400 平成16年 10月

富山県富山土木センター (県)河内花崎線地方特定道路整備災害防除落石防護網工事
ロープネット工
マイティーネット工 391 平成16年 10月

石川県輪島市役所 平成16年度市道鳳来･鴨ヶ浦線災害防除工事 ロープネット工 132 平成16年 12月

富山県富山農地林務事務所 平成16年度復旧治山(木ノ根)山腹工事 マイティーネット工 912 平成17年 4月

石川県奥能登土木総合事務所 平成16年度道路バリアフリー化促進(交通安全(2種))工事 ロープネット工 60 平成17年 4月

石川県輪島土木事務所 主要地方道輪島浦上線緊急地方道路整備(災害防除)工事(その1) ロープネット工 228 平成17年 4月

国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所 有峰山腹工事 マイティーネット工 2,460 平成17年 6月

国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所 砂防軌道落石対策工事 マイティーネット工 738 平成17年 7月

着工月



役　所　名 工 事 名 工 種 施工数量(㎡)

国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所 砂防軌道落石対策(その2)工事 マイティーネット工 638 平成17年 7月

富山県富山農地林務事務所 平成17年度復旧治山(木ノ根)山腹工事 マイティーネット工 912 平成17年 7月

国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所 砂防軌道落石対策(その3)工事 ロープネット工
マイティーネット工 1,481 平成17年 8月

富山県富山森林管理署 緊急治山渓間工事 ロープネット工 364 平成17年 8月

富山県新川土木センター入善土木事務所 (県)音沢中ノ口線地方特定災害防除落石対策工工事 ロープネット工 465 平成17年 9月

富山県富山土木センター (県)471号県単独災害防除落石防護工工事 ロープネット工 728 平成17年 9月

立山黒部貫光株式会社 立山ケーブルカー線斜面保護工事 マイティーネット工 188 平成17年 10月

石川県石川農林総合事務所 平成17年度予防治山事業千万才地区山腹工事 ロープネット工 134 平成17年 10月

石川県石川農林総合事務所 平成17年度予防治山事業赤ボケ地区山腹工事 ロープネット工 208 平成17年 10月

石川県輪島土木事務所 主要地方道輪島浦上線緊急地方道路整備(災害防除)工事(法面工) ロープネット工 203 平成18年 1月

石川県奥能登土木総合事務所 (主)能都内浦線緊急地方道路整備(災害防除)工事(法面工その2) ロープネット工 338 平成18年 2月

石川県珠洲土木事務所 主要地方道珠洲穴水線緊急地方道路整備(災害防除)工事(法面工) マイティーネット工 144 平成18年 4月

富山県富山土木センター立山土木事務所 主要地方道上市北馬場島線地方特定道路整備(災害防除)工事 ロープネット工 113 平成18年 5月

富山県富山土木センター立山土木事務所 主要地方道富山立山公園線県単独道路維持修繕法面応急工事 ロープネット工 230 平成18年 5月

石川県石川農林総合事務所 平成17年度災害関連緊急治山事業大コロ地区山腹工事 ロープネット工 100 平成18年 5月

　同上 　同上 マイティーネット工 1,120 平成18年 5月

石川県石川農林総合事務所 平成17年度予防治山事業千万才地区山腹工事(ゼロ国) ロープネット工 419 平成18年 5月

国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所 有峰山腹工事 マイティーネット工 3,678 平成18年 7月

国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所 水谷沢下流山腹工事 マイティーネット工 2,503 平成18年 7月

富山県富山農地林務事務所 平成18年度復旧治山(木ノ根)山腹工事 マイティーネット工 3,000 平成18年 8月

富山県富山農地林務事務所 ふるさと林道小口川線法面2工区工事
ロープネット工
マイティーネット工 1,716 平成18年 8月

富山県高岡土木センター小矢部土木事務所 (県)福岡宮島峡公園線外県単独災害防除法面工事 マイティーネット工 486 平成18年 8月

石川県奥能登土木総合事務所 主要地方道輪島浦上線緊急地方道路整備(災害防除)工事 ロープネット工 180 平成18年 8月

着工月



役　所　名 工 事 名 工 種 施工数量(㎡)

国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所 砂防軌道落石対策(その4)工事 マイティーネット工 696 平成18年 9月

国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所 砂防軌道落石対策(千寿ヶ原区)工事 マイティーネット工 176 平成18年 9月

国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所 砂防軌道落石対策(鬼ヶ城区)工事 マイティーネット工 486 平成18年 9月

国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所 砂防軌道落石対策(サブ谷区)工事 マイティーネット工 396 平成18年 9月

石川県石川農林総合事務所 平成18年度予防治山事業東島地区 ロープネット工 516 平成18年 9月

立山黒部貫光株式会社 立山ケーブルカー線軌道沿い斜面保護工事 ロープネット工 164 平成18年 10月

富山県富山農地林務事務所 ふるさと林道小口川線法面4工区その2工事 ロープネット工 189 平成18年 10月

富山県富山土木センター (国)360号災害防除落石防護網第一工区工事 カーテンネット工 327 平成18年 12月

国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所 常願寺川砂防維持工事 マイティーネット工 696 平成19年 1月

　同上 　同上
カーテンネット工
無支柱 113 平成19年 1月

石川県奥能登土木総合事務所 主要地方道輪島浦上線緊急地方道路整備(災害防除)工事(その2) ロープネット工 201 平成19年 2月

石川県石川土木総合事務所 白山町急傾斜地崩壊対策工事 ロープネット工 546 平成19年 3月

富山県富山土木センター (国)360号災害防除落石防護網第二工区工事 カーテンネット工 455 平成19年 4月

富山県砺波土木センター (国)156号道路災害防除菅沼落石防止網設置工事 ロープネット工 1,183 平成19年 4月

石川県奥能登土木総合事務所 主要地方道輪島浦上線密着型落石防護網工 ロープネット工 296 平成19年 4月

国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所 砂防軌道落石対策(妙寿工区)工事 マイティーネット工 525 平成19年 5月

　同上 　同上 ロープネット工 853 平成19年 5月

富山県道路公社 立山有料道路災害防除落石防止網設置工事 ロープネット工 246 平成19年 5月

黒部市 市道下立1号線災害防除工事 ロープネット工 304 平成19年 5月

国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所 水谷沢下流山腹(その2)工事 マイティーネット工 3,590 平成19年 6月

国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所 有峰山腹工事 マイティーネット工 1,994 平成19年 6月

富山県富山農地林務事務所 ふるさと林道真川線落石防止工事 ロープネット工 887 平成19年 6月

富山県富山農地林務事務所 ふるさと林道小口川線法面5工区工事 ロープネット工 1,692 平成19年 6月

着工月



役　所　名 工 事 名 工 種 施工数量(㎡)

国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所 水谷沢下流山腹工事 マイティーネット工 2,508 平成19年 7月

国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所 有峰材料運搬道路補修およびその他工事 マイティーネット工 360 平成19年 7月

　同上 　同上 マイティーネット工 1,164 平成19年 7月

国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所 砂防軌道落石対策(大谷工区)工事 ロープネット工 704 平成19年 7月

国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所 砂防軌道落石対策(グス谷工区外1件)工事 マイティーネット工 1,730 平成19年 7月

　同上 　同上 ロープネット工 1,266 平成19年 7月

石川県石川土木総合事務所 白山町急傾斜地崩壊対策工事 ロープネット工 615 平成19年 7月

富山県新川土木センター 主要地方道宇奈月大沢野線県単独災害防除落石防護網設置工事 マイティーネット工 67 平成19年 8月

富山県新川土木センター入善土木事務所 県単独治山事業尾の沼地区山腹工事 ロープネット工 125 平成19年 8月

国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所 砂防軌道落石対策(妙寿工区その2)工事 ロープネット工 304 平成19年 9月

国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所 砂防軌道落石対策(サブ谷工区その2)工事 マイティーネット工 437 平成19年 10月

富山県富山土木センター (国)471号線災害防除ロックシェッド下部工工事 ロープネット工 53 平成19年 10月

富山県富山土木センター立山土木事務所 (県)弘法称名立山停車場県単独災害防除落石防止網設置工事 ロープネット工 312 平成19年 10月

富山県道路公社 立山有料道路災害防除落石防止網設置その2工事 マイティーネット工 245 平成19年 10月

　同上 　同上 ロープネット工 493 平成19年 10月

富山県富山土木センター立山土木事務所 (県)弘法称名立山停車場線地方特定道路整備落石防止網設置工事 ロープネット工 777 平成19年 10月

石川県北河内ダム建設事務所 町野川総合開発事業貯水池斜面対策工事(法面工2工区) ロープネット工 1,180 平成19年 10月

石川県北河内ダム建設事務所 町野川総合開発事業貯水池斜面対策工事(法面工3工区) ロープネット工 1,260 平成19年 10月

富山県道路公社 立山有料道路災害防除落石防止網設置その3工事 マイティーネット工 142 平成19年 11月

立山黒部貫光株式会社 立山ケーブルカー線落石･土砂崩れ対策工事 ロープネット工 64 平成19年 11月

富山県富山土木センター 主要地方道富山庄川線県単独災害防除法面工工事 ロープネット工 259 平成19年 11月

富山市山田総合行政センター 市道鍋谷谷線法面災害保護工事 マイティーネット工 142 平成19年 12月

国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所 常願寺川砂防維持工事 マイティーネット工 774 平成19年 12月

着工月



役　所　名 工 事 名 工 種 施工数量(㎡)

石川県珠洲市役所 市道532号線道路災害復旧工事 ロープネット工 1,528 平成19年 12月

石川県奥能登土木総合事務所 緊急地方道路整備(災害防除)工事 ロープネット工 35 平成19年 12月

石川県北河内ダム建設事務所 町野川総合開発事業貯水池斜面対策工事(法面工4工区) カーテンネット工 533 平成20年 3月

富山県富山土木センター立山土木事務所 主要地方道富山立山公園線地方特定道路整備落石防止網設置工事 ロープネット工 219 平成20年 4月

国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所 砂防軌道落石対策(樺平工区)工事 マイティーネット工 508 平成20年 6月

　同上 　同上 ロープネット工 415 平成20年 6月

富山県富山農林振興センター 水源地域(木ノ根)山腹その2工事 マイティーネット工 966 平成20年 6月

石川県石川土木総合事務所 白山町急傾斜地崩壊対策工事(H19ゼロ国) ロープネット工 156 平成20年 6月

石川県石川土木総合事務所 白山町急傾斜地崩壊対策工事 ロープネット工 132 平成20年 6月

国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所 水谷下流山腹工事 マイティーネット工 6,264 平成20年 7月

国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所 水谷沢下流山腹工事 マイティーネット工 4,824 平成20年 7月

国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所 有峰材料運搬道路補修及びその他工事 マイティーネット工 652 平成20年 7月

国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所 常願寺川砂防維持工事 マイティーネット工 1,643 平成20年 7月

国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所 砂防軌道落石対策(七郎工区外1件)工事 マイティーネット工 16 平成20年 9月

石川県石川農林総合事務所 平成20年度特定流域総合治山事業大コロ地区山腹工事 ロープネット工 72 平成20年 9月

富山県富山土木センター立山土木事務所 主要地方道宇奈月大沢野線県単独災害防除落石防止網設置工事 ロープネット工 142 平成20年 10月

富山県高岡土木センター小矢部土木事務所 一般県道福岡宮島峡公園線県単独災害防除落石防止網設置工事 マイティーネット工 827 平成20年 12月

富山市山田総合行政センター 市道鍋谷谷線法面災害保護工事 マイティーネット工 220 平成20年 12月

石川県輪島市役所 県単急傾斜地崩壊対策工事大沢地区 ロープネット工 80 平成21年 3月

富山県富山農林振興センター 水源地域(木ノ根)山腹工事 マイティーネット工 1,661 平成21年 4月

富山県富山土木センター立山土木事務所 (県)弘法称名立山停車場線地方特定道路整備落石防止網設置工事 ロープネット工 1,124 平成21年 4月

国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所 水谷下流山腹(その2)工事 マイティーネット工 5,440 平成21年 6月

国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所 水谷下流山腹工事 マイティーネット工 6,210 平成21年 6月

着工月



役　所　名 工 事 名 工 種 施工数量(㎡)

国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所 真川護岸山腹(その2)工事 マイティーネット工 6,100 平成21年 6月

国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所 真川護岸山腹工事 マイティーネット工 6,624 平成21年 6月

国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所 多枝原谷上流第4号砂防堰堤工事 マイティーネット工 1,400 平成21年 6月

国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所 水谷沢下流山腹工事 マイティーネット工 5,457 平成21年 7月

富山県高岡土木センター小矢部土木事務所 一般県道福岡宮島峡公園線県単独災害防除落石防止網設置工事 マイティーネット工 550 平成21年 7月

国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所 有峰材料運搬道路補修及びその他工事 マイティーネット工 955 平成21年 7月

国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所 多枝原谷山腹工事 マイティーネット工 2,222 平成21年 8月

石川県石川農林総合事務所 特定流域総合治山事業 ロープネット工 140 平成21年 9月

国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所 常願寺川砂防維持工事 ロープネット工 1,070 平成21年 10月

富山県富山土木センター立山土木事務所 (県)弘法称名立山停車場線地方特定道路整備落石防止網設置工事 ロープネット工 1,027 平成21年 10月

富山県新川土木センター入善土木事務所 主要地方道黒部朝日公園線災害防除法面工工事 ロープネット工 1,186 平成21年 10月

国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所 砂防軌道落石対策(津之浦工区外1件)工事 マイティーネット工 208 平成21年 10月

富山県新川土木センター 一般県道黒谷上村木線県単独災害防除落石防護網工事 マイティーネット工 130 平成21年 12月

石川県奥能登農林総合事務所 平成21年度環境防災林整備事業曽々木地区山腹工事 ロープネット工 270 平成21年 12月

石川県石川土木総合事務所 (主)白山公園線災害に強い道路整備(道路災害防除)工事(地方特定) ロープネット工 113 平成22年 3月

富山県高岡土木センター小矢部土木事務所 (県)福岡宮島峡公園線県単独災害防除落石防止網設置第2工区工事 マイティーネット工 685 平成22年 5月

石川県石川土木総合事務所 主要地方道白山公園線災害に強い道路整備工事 ロープネット工 1,339 平成22年 5月

石川県石川土木総合事務所 主要地方道白山公園線災害に強い道路整備工事(その2) ロープネット工 1,309 平成22年 5月

石川県石川土木総合事務所 主要地方道白山公園線災害に強い道路整備工事(その3) ロープネット工 761 平成22年 5月

国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所 水谷下流山腹工事 マイティーネット工 5,950 平成22年 6月

国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所 真川護岸山腹(その2)工事 マイティーネット工 7,230 平成22年 6月

国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所 水谷沢下流山腹工事 マイティーネット工 3,755 平成22年 6月

国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所 砂防軌道落石対策(樺平工区)工事 マイティーネット工 1,666 平成22年 6月

着工月
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国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所 砂防軌道落石対策(樺平工区)工事 ロープネット工 243 平成22年 6月

国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所 多枝原谷第28号砂防えん堤工事 マイティーネット工 868 平成22年 6月

国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所 有峰材料運搬道路補修及びその他工事 マイティーネット工 777 平成22年 7月

富山県新川土木センター 主要地方道宇奈月大沢野線県単独災害防除法面対策工工事 ロープネット工 226 平成22年 7月

国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所 砂防軌道落石対策(千寿ヶ原工区外2件)工事 ロープネット工 2,134 平成22年 7月

石川県石川土木総合事務所 大杉谷川県単砂防地すべり対策工事 ロープネット工 428 平成22年 7月

国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所 多枝原谷山腹試験施工工事 マイティーネット工 487 平成22年 8月

国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所 真川護岸山腹(その3)工事 マイティーネット工 4,023 平成22年 8月

国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所 砂防軌道落石対策(鬼ヶ城工区)工事 ロープネット工 590 平成22年 8月

富山県富山土木センター立山土木事務所 主要地方道富山立山公園線県単独道路災害防除落石防止網設置工事 ロープネット工 154 平成22年 8月

石川県石川土木総合事務所 主要地方道白山公園線災害に強い道路整備工事(岩接着工その3) ロープネット工 129 平成22年 8月

石川県石川土木総合事務所 主要地方道白山公園線災害に強い道路整備工事(その3) ロープネット工 163 平成22年 8月

石川県石川農林総合事務所 平成22年度特定流域総合治山事業大コロ地区山腹工事 ロープネット工 397 平成22年 9月

富山県新川土木センター入善土木事務所 主要地方道黒部朝日公園線地方特定災害防除法面工工事 ロープネット工 1,443 平成22年 10月

石川県奥能登農林総合事務所 平成22年度海岸保全施設整備事業(浸食)鵜入2期地区法面保護工事 マイティーネット工 920 平成22年 10月

富山県富山農林振興センター ため池等整備 舟倉寺津地区 舟倉用水路5工区工事 ロープネット工 192 平成22年 11月

石川県南加賀土木総合事務所 一般国道364号国道特殊改良Ⅲ類工事 カーテンネット工 836 平成22年 11月

国土交通省北陸地方整備局金沢河川国道事務所 砂防資材運搬道路補修工事 ロープネット工 48 平成22年 11月

石川県石川農林総合事務所 平成22年度山地災害総合減災対策治山事業大前林地区山腹工事 ロープネット工 115 平成22年 11月

石川県奥能登土木総合事務所 一般国道249号 道路災害防除工事(法面2工区) マイティーネット工 51 平成23年 4月

石川県奥能登土木総合事務所 一般国道249号 道路災害防除工事(法面1工区) ロープネット工 824 平成23年 4月

石川県奥能登土木総合事務所 一般国道249号 道路災害防除工事(2工区) ロープネット工 934 平成23年 4月

北陸電力株式会社 称名川第二発電所 水圧管路法面修繕工事 ロープネット工 98 平成23年 5月

着工月
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国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所 平成22年度 砂防軌道落石対策(津之浦工区)工事 ロープネット工 3,491 平成23年 6月

　同上 　同上 マイティーネット工 581 平成23年 6月

国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所 平成22年度 水谷下流山腹工事 マイティーネット工 6,281 平成23年 6月

国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所 平成22年度 水谷沢下流山腹工事 マイティーネット工 4,794 平成23年 6月

国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所 平成22年度 真川護岸山腹工事 マイティーネット工 5,640 平成23年 6月

国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所 平成22年度 砂防軌道落石対策(妙寿工区)工事 ロープネット工 1,229 平成23年 6月

石川県輪島市 平成22年度 市道五十洲深見線落石対策工事 ロープネット工 287 平成23年 6月

石川県奥能登土木総合事務所 一般国道249号 道路災害防除工事(法面2工区) ロープネット工 338 平成23年 6月

国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所 平成22年度 砂防軌道落石対策(樺平工区)工事 ロープネット工 181 平成23年 7月

国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所 平成23年度 真川護岸山腹工事 マイティーネット工 5,130 平成23年 7月

国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所 平成23年度 真川護岸山腹(その2)工事 マイティーネット工 3,522 平成23年 7月

国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所 平成23年度 多枝原谷山腹工事 マイティーネット工 2,155 平成23年 8月

石川県石川土木総合事務所 主要地方道白山公園線道路災害防除工事 ロープネット工 155 平成23年 9月

富山地方鉄道株式会社 立山線 本宮～立山駅間落石対策工事 ロープネット工 515 平成23年 11月

関西電力株式会社 ダム搬入路法面落石防護設備修繕工事 ロープネット工 340 平成23年 11月

石川県奥能登土木総合事務所 一般国道249号 道路災害防除工事(法面1工区) ロープネット工 60 平成23年 11月

富山県富山農林振興センター 平成23年度 復旧治山(伏木)落石防止その2工事 ロープネット工 2,258 平成24年 4月

石川県石川土木総合事務所 主要地方道 白山公園線 道路災害防除工事(その1) ロープネット工 390 平成24年 4月

石川県石川土木総合事務所 主要地方道 白山公園線 道路災害防除工事(その3) ロープネット工 349 平成24年 4月

石川県石川土木総合事務所 主要地方道 白山公園線 道路災害防除工事(その4) ロープネット工 656 平成24年 4月

国土交通省北陸地方整備局 立山砂防事務所 H24 真川護岸山腹(その2)工事 マイティーネット工 3,250 平成24年 6月

国土交通省北陸地方整備局 立山砂防事務所 H24 多枝原谷山腹工事 マイティーネット工 2,523 平成24年 6月

国土交通省北陸地方整備局 立山砂防事務所 H24 砂防軌道落石対策(グス谷工区)工事 ロープネット工 988 平成24年 6月

着工月
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国土交通省北陸地方整備局 立山砂防事務所 H24 砂防軌道落石対策(七郎工区)工事 ロープネット工 1,602 平成24年 6月

国土交通省北陸地方整備局 立山砂防事務所 H24 真川護岸山腹工事 マイティーネット工 4,730 平成24年 7月

国土交通省北陸地方整備局 立山砂防事務所 H24 多枝原谷山腹(その2)工事 マイティーネット工 3,127 平成24年 7月

石川県石川農林総合事務所 平成23年度 奥地保安林保全緊急対策事業 赤清水地区山腹工事 ロープネット工 65 平成24年 7月

国土交通省北陸地方整備局 立山砂防事務所 H24 砂防軌道落石対策(津之浦工区)工事 ロープネット工 519 平成24年 9月

石川県石川農林総合事務所 平成24年度 奥地保安林保全緊急対策事業 赤清水地区山腹工事 ロープネット工 36 平成24年 9月

石川県石川農林総合事務所 平成24年度 奥地保安林保全緊急対策事業 赤清水地区山腹工事 マイティネット工 206 平成24年 9月

富山県富山農林振興センター 予防治山(芦生)山腹工事 マイティーネット工 334 平成24年 10月

富山県新川土木センター 一般県道坪野湯上線地方特定災害防除法面工その2工事 マイティーネット工 133 平成24年 11月

　同上 　同上 ロープネット工 54 平成24年 11月

石川県石川農林総合事務所 平成24年度 予防治山事業 口直海地区山腹工事 ロープネット工 121 平成24年 11月

石川県県央農林総合事務所 平成24年度 県有林道維持修繕事業 河内谷線ほか1 維持修繕工事 ロープネット工 35 平成24年 11月

石川県奥能登土木総合事務所 主要地方道宇出津町野線 道路災害防除工事(法面工2工区) ロープネット工 1,196 平成25年 1月

石川県石川農林総合事務所 平成24年度 予防治山事業 口直海地区山腹工事 その2 ロープネット工 91 平成25年 5月

石川県石川土木総合事務所 一般国道157号 道路災害防除工事(その2) ロープネット工 32 平成25年 5月

国土交通省北陸地方整備局 立山砂防事務所 H25 有峰地区渓岸対策工事 マイティーネット工 3,518 平成25年 6月

国土交通省北陸地方整備局 立山砂防事務所 H25 有峰下流左岸山腹工事 マイティーネット工 5,940 平成25年 6月

林野庁中部森林管理局 富山森林管理署 称名川復旧治山工事 ロープネット工 3,160 平成25年 6月

国土交通省北陸地方整備局 立山砂防事務所 H25 多枝原谷山腹(その2)工事 マイティーネット工 3,628 平成25年 6月

国土交通省北陸地方整備局 立山砂防事務所 H25 多枝原谷山腹工事 マイティーネット工 2,247 平成25年 6月

石川県石川土木総合事務所 主要地方道 白山公園線 道路災害防除工事(その5) ロープネット工 419 平成25年 6月

石川県石川土木総合事務所 主要地方道 白山公園線 道路災害防除工事(その6) ロープネット工 572 平成25年 6月

石川県石川土木総合事務所 主要地方道 白山公園線 災害防除工事 ロープネット工 516 平成25年 6月

着工月



役　所　名 工 事 名 工 種 施工数量(㎡)

国土交通省北陸地方整備局 立山砂防事務所 H25 鬼ヶ城他斜面対策工事 マイティーネット工 1,120 平成25年 7月

林野庁中部森林管理局 富山森林管理署 ブナクラ谷復旧治山工事 ロープネット工 1,151 平成25年 8月

国土交通省北陸地方整備局 立山砂防事務所 H25 空谷斜面対策工事 ロープネット工 1,407 平成25年 10月

林野庁中部森林管理局 富山森林管理署 小又川復旧治山工事 ロープネット工 1,116 平成25年 10月

富山県砺波農林振興センター 復旧治山広谷山腹工事 マイティーネット工 641 平成25年 10月

石川県石川土木総合事務所 一般国道157号 災害防除工事 ロープネット工 430 平成25年 10月

林野庁中部森林管理局 富山森林管理署 スゴ谷上流復旧治山工事 ロープネット工 598 平成25年 10月

石川県石川農林総合事務所 H24年度 山地災害総合減災対策治山事業 大前林地区2工区 山腹工事 ロープネット工 85 平成25年 11月

石川県石川農林総合事務所 平成24年度 予防治山事業 口直海地区 山腹工事その3 ロープネット工 8 平成25年 11月

石川県奥能登土木総合事務所 川島 急傾斜地崩壊対策工事(法面工)(その2) ロープネット工 51 平成25年 11月

林野庁中部森林管理局 富山森林管理署 小又川2復旧治山工事 ロープネット工 1,128 平成26年 6月

国土交通省北陸地方整備局 立山砂防事務所 H26 有峰地区渓岸対策(一の谷)工事 マイティーネット工 2,719 平成26年 6月

富山県砺波農林振興センター 環境防災林整備田向山腹工事 ロープネット工 848 平成26年 6月

国土交通省北陸地方整備局 立山砂防事務所 H26 有峰下流左岸山腹工事 マイティーネット工 6,530 平成26年 6月

国土交通省北陸地方整備局 立山砂防事務所 H26 有峰下流左岸山腹(その2)工事 マイティーネット工 4,387 平成26年 6月

国土交通省北陸地方整備局 立山砂防事務所 H26 有峰地区渓岸対策(一の谷)その2工事 マイティーネット工 3,063 平成26年 6月

石川県石川農林総合事務所 H25年度山地災害総合減災対策治山事業大前林地区2工区山腹工事 ロープネット工 213 平成26年 6月

国土交通省北陸地方整備局 立山砂防事務所 H26 空谷他斜面対策工事 ロープネット工 345 平成26年 7月

国土交通省北陸地方整備局 立山砂防事務所 H26 有峰地区渓岸対策(水谷)工事 ロープネット工 981 平成26年 9月

石川県石川土木総合事務所 主要地方道 白山公園線 災害防除工事 ロープネット工 534 平成26年 10月

石川県奥能登土木総合事務所 主要地方道 大谷狼煙飯田線 道路災害防除工事(馬緤1工区) マイティーネット工 96 平成26年 10月

富山県生活環境文化部自然保護課 能登半島国定公園九殿浜園地園路法面工事 マイティーネット工 96 平成27年 3月

国土交通省北陸地方整備局 立山砂防事務所 H27 有峰地区渓岸対策(水谷)工事 ロープネット工 1,142 平成27年 6月

着工月



役　所　名 工 事 名 工 種 施工数量(㎡)

国土交通省北陸地方整備局 立山砂防事務所 H27 有峰下流左岸山腹工事 マイティーネット工 4,092 平成27年 6月

国土交通省北陸地方整備局 立山砂防事務所 H27 有峰地区渓岸対策(一の谷)工事 マイティーネット工 3,510 平成27年 6月

国土交通省北陸地方整備局 立山砂防事務所 H27 樺平他斜面対策工事 マイティーネット工 2,257 平成27年 7月

　同上 　同上 ロープネット工 458 平成27年 7月

石川県石川土木総合事務所 主要地方道 白山公園線 災害防除工事 プラスネット工 339 平成27年 8月

石川県石川農林総合事務所 平成27年度 予防治山事業 口直海地区山腹工事 ロープネット工 12 平成27年 11月

石川県志賀町 町道第1046号 機具岩線 法面改修工事(1工区) ロープネット工 154 平成28年 1月

国土交通省北陸地方整備局 立山砂防事務所 H28 樺平他斜面対策工事 マイティーネット工 1,398 平成28年 6月

　同上 　同上 ロープネット工 360 平成28年 6月

国土交通省北陸地方整備局 立山砂防事務所 H28 有峰下流左岸山腹工事 マイティーネット工 2,470 平成28年 6月

石川県石川土木総合事務所 主要地方道白山公園線 道路災害防除工事(駒山工区) プラスネット工 330 平成28年 6月

石川県県央土木総合事務所 一般県道倉谷土清水線 道路災害防除工事(浮石除去工その2) プラスネット工 36 平成28年 9月

石川県石川土木総合事務所 主要地方道白山公園線 道路災害防除工事(駒山工区その2) プラスネット工 317 平成28年 9月

石川県石川土木総合事務所 一般国道157号 道路災害防除工事(落石防止網工) ロープネット工 162 平成28年 11月

石川県石川農林総合事務所 平成28年度 予防治山事業瀬戸野地区山腹工事 プラスネット工 336 平成28年 11月

石川県石川農林総合事務所 平成28年度 緊急予防治山事業 口直海地区山腹工事 プラスネット工 18 平成28年 12月

富山県砺波土木センター (国)304号道路総合交付金落石対策工大鋸屋工区工事 プラスネット工 293 平成29年 5月

国土交通省北陸地方整備局 立山砂防事務所 H29 有峰地区渓岸対策(一の谷)工事 マイティーネット工 1,771 平成29年 6月

国土交通省北陸地方整備局 立山砂防事務所 H29 有峰下流左岸山腹工事 マイティーネット工 2,410 平成29年 6月

富山県富山土木センター 立山土木事務所 (県)弘法称名立山停車場線道路総合交付金落石防止工工事 ロープネット工 1,301 平成29年 6月

国土交通省北陸地方整備局 立山砂防事務所 H29 有峰砂防工事用道路その他工事 ロープネット工 1,020 平成29年 6月

国土交通省北陸地方整備局 立山砂防事務所 H29 樺平他斜面対策工事 ロープネット工 338 平成29年 7月

　同上 　同上 マイティーネット工 138 平成29年 7月

着工月



役　所　名 工 事 名 工 種 施工数量(㎡)

富山県富山土木センター 立山土木事務所 一般県道剣岳公園線県単独災害防除落石防止工工事 マイティーネット工 482 平成29年 9月

石川県石川農林総合事務所 平成29年度 予防治山事業瀬戸野地区山腹工事 プラスネット工 292 平成29年 9月

富山県新川土木センター 入善土木事務所 (県)上路市振停車場線県単独道路維持修繕覆式落石防護網工工事 ロープネット工 100 平成29年 11月

着工月


