
令和３年度林野庁治山・林道工事コンクールで受賞した優良工事の紹介 

【北海道森林管理局長賞】                    旭川林業土木協会 

      〈治山工事〉                       〈林道工事〉 

  

  竹藤の沢治山工事    
  北海道士別市            (株)旭友興林 

  鷹泊支線林道（林業専用道）新設工事 
  北海道深川市            中本土建(株) 

  

  

 



令和３年度林野庁治山・林道工事コンクールで受賞した優良工事の紹介 

【北海道森林管理局長賞】                    北見林業土木協会 
      〈治山工事〉                        

 

 

  野上の沢治山工事 
  北海道遠軽町               津別建設(株) 

 

      〈林道工事〉 

  

  峠下左股（林業専用道）新設工事 
  北海道湧別町             興和建設(株) 

  上古丹３号沢支線林道（林業専用道）新設工事 
  北海道紋別市              大原建設(株) 



令和３年度林野庁治山・林道工事コンクールで受賞した優良工事の紹介 

【北海道森林管理局長賞】                    帯広林業土木協会 
      〈林道工事〉                     

 

 

  シュンクシタカラ林道改良工事 
  北海道釧路市             (株)本田組 

 

  

  

 



令和３年度林野庁治山・林道工事コンクールで受賞した優良工事の紹介 

【北海道森林管理局長賞】                    札幌林業土木協会 
      〈治山工事〉                        

  

  七沢越五の沢治山工事 
  北海道日高町         (株)五十嵐建設工業 

  佐伯地先の沢治山工事 
  北海道新冠町            (株)村田土建 

      〈林道工事〉 

 

 

  穂別林道新登川線改良工事 
  北海道むかわ町            (株)福田組 

 



令和３年度林野庁治山・林道工事コンクールで受賞した優良工事の紹介 

【北海道森林管理局長賞】                    函館林業土木協会 
      〈治山工事〉                        

  

  奥尻島（奥尻地区）治山工事 
  北海道奥尻町          戸沼岩崎建設(株) 

  美谷地区治山工事 
  北海道せたな町            (株)伊関組 

      〈林道工事〉 

 

 

田中工場の沢林道小錫の沢支線二の沢分線（林業専用道）新設工事  
  北海道伊達市            藤信建設(株) 

 



令和３年度林野庁治山・林道工事コンクールで受賞した優良工事の紹介 
【東北森林管理局長賞】                    青森林業土木協会 

      〈治山工事〉                     

  
  立惣辺沢治山工事 
  青森県十和田市         田中建設工業(株) 

  ヨリ沢治山工事 
  岩手県北上市          岩手建設工業(株) 

  
  湯ノ倉上流第二治山工事 
  宮城県栗原市          戸沼岩崎建設(株) 

  釜ノ沢治山工事 
  青森県外ヶ浜町           相内建設(株) 

 



令和３年度林野庁治山・林道工事コンクールで受賞した優良工事の紹介 

【東北森林管理局長賞】                    青森林業土木協会 
      〈林道工事〉                     

  
  大森沢林道（林業専用道）外新設・改良工事 
  岩手県釜石市            工藤建設(株) 

  半崎林道災害復旧・改良工事 
  岩手県山田町            刈屋建設(株) 

  
  中の沢林道外災害復旧工事 
  宮城県登米市             (株)笹原組 

  鬼泊林道改良工事 
  青森県今別町            相内建設(株) 

 



令和３年度林野庁治山・林道工事コンクールで受賞した優良工事の紹介 
【東北森林管理局長賞】                    秋田林業土木協会 

      〈治山工事〉                     

  
  黒湯沢第二治山工事 
  秋田県仙北市             (株)山脇組 

  蔵王温泉地区災害関連緊急治山工事 
  山形県山形市            羽陽建設(株) 

  
  蝉の沢地区地すべり防止工事（鋼管杭） 
  山形県大蔵村            秋保建設(株) 

  ワリ沢治山工事 
  秋田県湯沢市             (株)沼倉組 

 



令和３年度林野庁治山・林道工事コンクールで受賞した優良工事の紹介 

【東北森林管理局長賞】                    秋田林業土木協会 
      〈林道工事〉                     

  
  松沢林道（林業専用道）新設工事 
  秋田県北秋田市           (株)オオタベ 

  鉛山林道改良工事 
  山形県尾花沢市            (株)山形組 

  
  鷹巣沢林道（林業専用道）新設工事 
  秋田県由利本荘市          山科建設(株) 

  奥赤倉沢林道（林業専用道）新設工事 
  秋田県湯沢市             (株)山脇組 

 



令和３年度林野庁治山・林道工事コンクールで受賞した優良工事の紹介 
【関東森林管理局長賞】                    前橋林業土木協会 

      〈治山工事〉                     

  
  戸中地区（白子川）復旧治山工事 
  福島県棚倉町            森本建設(株) 

  鹿沢地区災害関連緊急治山工事 
  群馬県嬬恋村            池原工業(株) 

  
  松川浦地区海岸防災林造成工事 
  福島県相馬市            草野建設(株) 

  渡瀬地区復旧治山工事（Ｒ元補正） 
  福島県鮫川村          藤田建設工業(株) 

 



令和３年度林野庁治山・林道工事コンクールで受賞した優良工事の紹介 

【関東森林管理局長賞】                    前橋林業土木協会 

 

 

  矢竹上流地区予防治山工事 
  群馬県東吾妻町           池原工業(株) 

 

      〈林道工事〉                    

 

 

  三島林道災害復旧工事 
  群馬県東吾妻町           池原工業(株) 

 

 



令和３年度林野庁治山・林道工事コンクールで受賞した優良工事の紹介 
【関東森林管理局長賞】                    東京林業土木協会 

      〈治山工事〉                     

  
  須走地区（立山 2.3.4）復旧治山工事 
  静岡県小山町            小野建設(株) 

  小武川湯沢復旧治山工事（Ｒ元補正） 
  山梨県韮崎市            国際建設(株) 

  
  榛原川大札薙復旧治山工事（Ｒ元ゼロ国） 
  静岡県川根本町          (株)グロージオ 

  榛原川ホーキ薙復旧治山工事（Ｒ元ゼロ国） 
  静岡県川根本町           河津建設(株) 

 



令和３年度林野庁治山・林道工事コンクールで受賞した優良工事の紹介 

【関東森林管理局長賞】                    東京林業土木協会 
      〈林道工事〉                     

  
  東部（奈良本）林道外１改良工事（Ｒ元補正） 
  静岡県東伊豆町           東海建設(株) 

  熊ノ倉林業専用道新設工事（Ｒ元ゼロ国） 
  茨城県北茨城市            (株)根本組 

 

 

  法行沢林業専用道新設工事 
  神奈川県山北町           河津建設(株) 

 

 



令和３年度林野庁治山・林道工事コンクールで受賞した優良工事の紹介 
【中部森林管理局長賞】                    長野林業土木協会 

      〈治山工事〉                     

  
  中白沢復旧治山工事 
  長野県大町市             (株)峯村組 

  蒲原沢復旧治山工事 
  新潟県糸魚川市           (株)笠原建設 

  
  土谷川地すべり工事 
  長野県小谷村           (株)今井工務店 

  濁川地域防災対策総合治山工事 
  長野県軽井沢町           柳沢建設(株) 

 



令和３年度林野庁治山・林道工事コンクールで受賞した優良工事の紹介 

【中部森林管理局長賞】                    長野林業土木協会 

  
  伊奈川（ヤケ小屋）復旧治山工事 
  長野県南木曽町           (株)名工土木 

  畑沢２復旧治山工事 
  長野県飯田市             (株)内山組 

      〈林道工事〉                    

  
  黒河内林道災害復旧工事１ 
  長野県伊那市            石田建設(株) 

  黒河内林道災害復旧工事２ 
  長野県伊那市            小澤建設(株) 

 



令和３年度林野庁治山・林道工事コンクールで受賞した優良工事の紹介 
【中部森林管理局長賞】                   名古屋林業土木協会 

      〈治山工事〉                     

  
  大河原（角巻谷）流木防止総合対策治山工事 
  岐阜県本巣市            黒田建設(株) 

  濁河（草木谷）復旧治山工事 
  岐阜県下呂市             (株)梅田組 

  
  白井沢（フカ洞）２復旧治山工事 
  岐阜県恵那市           （有）共和土木 

  豊橋（梅田川支流）復旧治山工事 
  愛知県豊橋市            今泉建設(株) 

 



令和３年度林野庁治山・林道工事コンクールで受賞した優良工事の紹介 

【中部森林管理局長賞】                   名古屋林業土木協会 
      〈林道工事〉                     

  
  霧ケ原林業専用道新設工事 
  岐阜県中津川市           付知土建(株) 

  阿岳谷鯉子林道災害復旧工事 
  岐阜県恵那市            (株)矢野土木 

  

  

 



 

令和３年度林野庁治山・林道工事コンクールで受賞した優良工事の紹介 
【近畿中国森林管理局長賞】                   大阪林業土木協会 

      〈治山工事〉                     

  
  杉山渓間工事 
  滋賀県高島市            八峯建設(株) 

  檜股山腹工事（ゼロ国債） 
  奈良県野追川村            (株)長田組 

  

  

 



令和３年度林野庁治山・林道工事コンクールで受賞した優良工事の紹介 

【四国森林管理局長賞】                     四国林業土木協会 
      〈治山工事〉                    

  
  滝山(45)復旧治山工事（明許） 
  香川県まんのう町          大西建設(株) 

 中尾(13)復旧治山工事 
  香川県東かがわ市          大宇建設(株) 

  
  笹郷山(2015)復旧治山工事（明許） 
  愛媛県宇和島市           一若建設(株) 

  大森山(1203)復旧治山工事（明許） 
  高知県三原村         (株)大塚建設工業所 

 



令和３年度林野庁治山・林道工事コンクールで受賞した優良工事の紹介 

【四国森林管理局長賞】                     四国林業土木協会 
      

  
  野々川山(（2032）復旧治山工事（明許） 
  高知県四万十町          （有）松元建設 

  宇筒舞山(88)復旧治山工事（明許） 
  高知県香美市            高大建設(株) 

  
  朝日出山(2201)災害関連緊急工事（翌債） 
  高知県馬路村            湯浅建設(株) 

  後口山(1003)復旧治山工事（国債） 
  高知県北川村           （有）金本組 

 



 

令和３年度林野庁治山・林道工事コンクールで受賞した優良工事の紹介 
【四国森林管理局長賞】                     四国林業土木協会 

 

 

 

  南亀谷山(2015)復旧治山工事（翌債） 
  高知県馬路村           魚梁瀬産業（有） 

 

  

  

 



令和３年度林野庁治山・林道工事コンクールで受賞した優良工事の紹介 

【四国森林管理局長賞】                     四国林業土木協会 
      〈林道工事〉                    

  
  芳川林道災害復旧工事（翌債） 
  高知県県四万十町           (株)井原組 

  一の谷林道改良工事（翌債） 
  高知県檮原町            (株)田邊建設 

  

  亀谷林道災害復旧工事（明許） 
  高知県馬路村          魚梁瀬産業（有） 

  竹屋敷林道災害復旧外１工事（明許） 
  高知県北川村            多田工業(株) 



 

令和３年度林野庁治山・林道工事コンクールで受賞した優良工事の紹介 
【九州森林管理局長賞】                    九州林業土木協会 

      〈治山工事〉                     

  
  岩越治山工事 
  佐賀県有田町            山口建設(株) 

  島原温泉岳治山工事（３渓） 
  長崎県島原市            大政建設(株) 

  
  大江灘治山工事（関連災） 
  大分県佐伯市            清川産業(株) 

  霧島山治山工事 
  鹿児島県霧島市           吉村工業(株) 



 

令和３年度林野庁治山・林道工事コンクールで受賞した優良工事の紹介 
【九州森林管理局長賞】                    九州林業土木協会 

      〈林道工事〉                    

  
  池之河原林道大平支線新設工事 
  宮崎県串間市            大平開発(株) 

  高野５２林道新設工事 
  鹿児島県肝付町            (株)桑原組 

  

  

 


