
通常タイプ（６本足）

「北海道新技術情報提供システム」No.20123003

「茨城県新技術データベース」No.B-12056 積極活用

「東京都建設局・新技術登録」登録番号：1301006

「兵庫県新技術・新工法活用システム」No.120043

「福岡県新技術･新工法ライブラリー」No.1101003A 

「宮崎県新技術活用システム」　No.403

☆　土木工事実績　☆☆　土木工事実績　☆☆　土木工事実績　☆☆　土木工事実績　☆
種別 発注者 工事名 使用 備考

1

国交省 沖縄総合事務局開発建設部 那覇空港滑走路増設ボックスカルバート工事 15/12月 沖縄県浦添市

2

国交省 沖縄総合事務局開発建設部 那覇空港滑走路増設護岸ケーソン工事（第２次） 14/4月 沖縄県那覇市

3

国交省 沖縄総合事務局開発建設部 平成２８年度恩納ＢＰ３号橋下部工工事 17/6月 沖縄県国頭郡恩納村

4

国交省 沖縄総合事務局開発建設部 平成２５年度牧港高架橋下部工（Ｐ１～Ｐ３）工事 14/4月 沖縄県宜野湾市

5

国交省 沖縄総合事務局開発建設部 平成２６年度糸満高架橋上部工（上りＡ１～Ｐ５）工事 15/12月 沖縄県糸満市

6

国交省 沖縄総合事務局開発建設部 平成２７年度西崎高架橋上部工（Ｐ１～Ｐ７）工事 16/4月 沖縄県糸満市

7

国交省 沖縄総合事務局開発建設部 平成２７年度北丘高架橋下部工（ＵＤＰ７、８、９）工事 16/9月 沖縄県島尻郡南風原町

8

国交省 沖縄総合事務局開発建設部 平成２８年度南風原アーチ橋耐震補強（上りＰ８~Ｐ１０）工事 17/2月 沖縄県島尻郡南風原町

9

国交省 沖縄総合事務局開発建設部 平成２８年度南風原アーチ橋耐震補強（上りＰ１５、Ｐ１６）工事 17/2月 沖縄県島尻郡南風原町

10

国交省 沖縄総合事務局開発建設部 平成２８年度南風原アーチ橋耐震補強（上下Ｐ１３）工事 17/9月 沖縄県島尻郡南風原町

11

国交省 北海道開発局網走港湾事務所 サロマ湖漁港　航路護岸建設その他工事 13/1月 北海道北見市

12

国交省 北海道開発局紋別港湾事務所 紋別港4.0ｍ物揚場ブロック製作工事 16/8月 北海道紋別市

13

国交省 東北地方整備局岩手河川国道事務所 簗川新橋下部工工事 17/4月 岩手県盛岡市

14

国交省 東北地方整備局岩手河川国道事務所 区界簗川地区道路改良工事 17/8月 岩手県盛岡市

15

国交省 東北地方整備局三陸国道事務所 国道１０６号小山田地区道路工事 17/10月 岩手県久慈市

16

国交省 東北地方整備局三陸国道事務所 田子沢地区道路改良工事 17/10月 岩手県宮古市

17

国交省 東北地方整備局三陸国道事務所 牛沢地区道路改良工事 17/8月 岩手県宮古市

18

国交省 東北地方整備局三陸国道事務所 国道４５号近内地区道路工事 17/6月 岩手県宮古市

19

国交省 東北地方整備局三陸国道事務所 国道１０６号茂市地区道路工事 15/11月 岩手県宮古市

20

国交省 東北地方整備局三陸国道事務所 国道４５号外 千徳小山田道路工事 16/1月 岩手県宮古市

21

国交省 東北地方整備局三陸国道事務所 国道４５号山田第１トンネル工事 15/12月 岩手県下閉伊郡山田町

22

国交省 東北地方整備局北上川ダム統合管理事務所 湯田ダム法面防災工事 15/9月 岩手県西和賀町

23

国交省 東北地方整備局山形河川国道事務所 岩清水地区道路改良工事 13/10月 山形県最上郡戸沢村

24

国交省 東北地方整備局山形河川国道事務所 津谷地区道路改良工事 13/10月 山形県戸沢村

25

国交省 東北地方整備局酒田河川国道事務所 庄内こ線橋下部工工事 16/3月 山形県酒田市

26

国交省 東北地方整備局酒田河川国道事務所 藤崎地区函渠工その１工事 17/5月 山形県飽海郡遊佐町

27

国交省 東北地方整備局酒田河川国道事務所 藤崎地区函渠工その２工事 17/5月 山形県飽海郡遊佐町

28

国交省 東北地方整備局酒田河川国道事務所 大町地区橋梁下部工工事 14/4月 秋田県酒田市

29

国交省 東北地方整備局仙台河川国道事務所 国道４５号気仙沼湾横断橋松崎地区下部工工事 15/10月 宮城県気仙沼市

30

国交省 東北地方整備局仙台河川国道事務所 大浦地区道路改良工事 17/7月 宮城県気仙沼市

31

国交省 東北地方整備局北上川下流河川事務所 北上川下流横川地区排水樋管・機場新設工事 14/3月 宮城県石巻市

32

国交省 東北地方整備局磐城河川国道事務所 平管内法面保護工事 13/10月 福島県いわき市

33

国交省 東北地方整備局福島河川国道事務所 東北中央自動車道川向地区道路改良工事 13/10月 福島県伊達市

34

国交省 関東地方整備局下館河川事務所 Ｈ２９鬼怒川右岸坂手築堤護岸工事 17/12月 茨城県常総市

35

国交省 関東地方整備局常総国道事務所 圏央道鬼怒川橋下部その２工事 14/1月 茨城県常総市

36

国交省 関東地方整備局常総国道事務所 圏央道上郷高架橋ＢＲ２下部その他工事 13/12月 茨城県つくば市

37

国交省 関東地方整備局常総国道事務所 圏央道飯沼川高架橋BR3･4･5下部工事 13/9月 茨城県坂東市

38

国交省 関東地方整備局常総国道事務所 圏央道飯沼川高架橋ＢＲ６下部工事 14/12月 茨城県坂東市

39

国交省 関東地方整備局常総国道事務所 国道６号土浦BP上高津高架橋下部（２）工事 14/12月 茨城県土浦市

40

国交省 関東地方整備局常総国道事務所 東関道青沼地区函渠工事 16/2月 茨城県行方市

41

国交省 関東地方整備局常総国道事務所 東関道当間靭負線跨道橋下部工事 16/3月 茨城県鉾田市

42

国交省 関東地方整備局川崎国道事務所 国道16号町田立体上部架設(その1)工事 13/4月 東京都町田市

43

国交省 関東地方整備局横浜国道事務所 厚木秦野道路伊勢原北ＩＣ改良（その３）工事 17/12月 神奈川県伊勢原市

44

国交省 中部地方整備局沼津河川国道事務所 平成24年度伊豆縦貫塚原高架橋鋼上部仮設工事 13/7月 静岡県沼津市

45

国交省 中部地方整備局静岡河川事務所 平成２８年度　富士海岸蒲原離岸堤工事 17/5月 静岡県静岡市

46

国交省 中部地方整備局北勢国道事務所 平成24年度 東海環状東員跨道橋下部工事 13/11月 三重県いなべ市

47

国交省 中部地方整備局北勢国道事務所 平成２５年度　東海環状青川橋南下部工事 14/3月 三重県員弁郡東員町

48

国交省 中部地方整備局北勢国道事務所 平成２５年度 東海環状東員高架橋下部工事 13/12月 三重県員弁郡東員町

49

国交省 中部地方整備局北勢国道事務所 平成２５年度東海環状東員員弁南高架橋北下部工事 14/7月 三重県員弁郡東員町

50

国交省 中部地方整備局北勢国道事務所 平成２５年度東海環状東員跨道橋下部工事 14/7月 三重県員弁郡東員町

51

国交省 中部地方整備局北勢国道事務所 平成２５年度東海環状東員高架橋中下部工事 14/11月 三重県員弁郡東員町
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52

国交省 中部地方整備局北勢国道事務所 平成２５年度東海環状北勢治田高架橋南下部工事 14/7月 三重県いなべ市北勢町

53

国交省 近畿地方整備局大阪港湾・空港整備事務所 大阪港北港南地区航路(-16m)附帯施設護岸(1)被覆工事(第1工区) 17/12月 大阪府堺市

54

国交省 近畿地方整備局大阪港湾・空港整備事務所 大阪港北港南地区航路(-16m)附帯施設護岸(1)被覆工事(第2工区) 17/12月 大阪府堺市

55

国交省 近畿地方整備局紀南河川国道事務所 近畿自動車道紀勢線稲成高架橋本線上部工事 14/4月 和歌山県田辺市

56

国交省 近畿地方整備局大和川河川事務所 三宝大和川樋門築造工事 11/6月 大阪府堺市

57

国交省 近畿地方整備局浪速国道事務所 清滝生駒道路高山大橋交差点改良工事 14/4月 奈良県生駒市

58

国交省 中国地方整備局岡山国道事務所 総社一宮バイパス刑部地区下部工事 18/1月 岡山県総社市

59

国交省 中国地方整備局岡山国道事務所 倉敷立体船穂高架橋下部工事 17/4月 岡山県倉敷市

60

国交省 中国地方整備局岡山国道事務所 倉敷立体高梁川大橋下部その７工事 18/1月 岡山県倉敷市

61

国交省 中国地方整備局岡山国道事務所 玉島笠岡道路鴨方ＩＣ改良工事 17/5月 岡山県浅口市

62

国交省 四国地方整備局香川河川国道事務所 財田上視距改良第１工事 16/6月 香川県三豊市

63

国交省 四国地方整備局徳島河川国道事務所 平成２９年度　沖洲高架橋下部（Ａ１、Ｐ１０）工事 18/1月 徳島県徳島市

64

国交省 四国地方整備局那賀川河川事務所 平成２８ー２９年度　加茂谷川樋門新設外工事 17/5月 徳島県阿南市

65

国交省 四国地方整備局小松島港湾・空港整備事務所 撫養港海岸桑島瀬戸地区堤防改良工事 15/10月 徳島県鳴門市

66

国交省 四国地方整備局大洲河川国道事務所 平成２７年度惣瀬地区樋門新設外工事 15/12月 愛媛県大洲市

67

国交省 四国地方整備局大洲河川国道事務所 平成28-29年度惣瀬堤防工事 17/4月 愛媛県大洲市

68

国交省 四国地方整備局高知河川国道事務所 平成２８年度　仁井田海岸堤防改良（その３）工事 17/7月 高知県高知市

69

国交省 四国地方整備局高知河川国道事務所 平成２８ー２９年度　十市海岸堤防改良（その２）工事 17/7月 高知県南国市

70

国交省 四国地方整備局土佐国道事務所 平成２９ー３０年度　立花大橋下部工事 18/1月 高知県高岡郡越知町

71

国交省 四国地方整備局土佐国道事務所 平成２８ー２９年度　和食東改良第１工事 17/4月 高知県安芸郡芸西村

72

国交省 四国地方整備局土佐国道事務所 平成２８ー２９年度　高知中央ＩＣランプ橋下部工事 17/7月 高知県高知市

73

国交省 四国地方整備局土佐国道事務所 平成２９年度　高知中央ＩＣランプ橋下部第２工事 17/10月 高知県高知市

74

国交省 四国地方整備局土佐国道事務所 平成２８ー２９年度　五台山第３高架橋下部第１工事 17/6月 高知県高知市

75

国交省 四国地方整備局土佐国道事務所 平成２８ー２９年度　五台山第３高架橋下部第３工事 17/7月 高知県高知市

76

国交省 四国地方整備局中村河川国道事務所 平成25年度 九樹高架橋下部工事 13/7月 高知県四万十市

77

国交省 四国地方整備局中村河川国道事務所 平成25年度押ノ川改良工事 14/6月 高知県宿毛市

78

国交省 四国地方整備局中村河川国道事務所 平成26-27年度 押ノ川改良外工事 15/7月 高知県宿毛市

79

国交省 四国地方整備局中村河川国道事務所 平成２６-２７年度　市野瀬改良第２工事 15/7月 高知県黒潮町

80

国交省 四国地方整備局中村河川国道事務所 平成26-27年度 芳奈改良外工事 15/5月 高知県宿毛市

81

国交省 四国地方整備局中村河川国道事務所 平成２８年度　平田舗装工事 16/7月 高知県宿毛市

82

国交省 四国地方整備局中村河川国道事務所 橘川改良工事 16/4月 高知県幡多郡黒潮町

83

国交省 四国地方整備局中村河川国道事務所 平成２７ー２８年度 浜の宮改良工事 16/10月 高知県幡多郡黒潮町

84

国交省 四国地方整備局中村河川国道事務所 平成２７ー２８年度 和田改良外工事 16/10月 高知県宿毛市

85

国交省 四国地方整備局中村河川国道事務所 平成２７ー２８年度　和田改良工事 16/11月 高知県宿毛市

86

国交省 四国地方整備局中村河川国道事務所 平成２８ー２９年度　和田高架橋下部工事 17/2月 高知県宿毛市

87

国交省 四国地方整備局中村河川国道事務所 平成２８ー２９年度　和田トンネル工事 17/10月 高知県宿毛市

88

国交省 四国地方整備局中村河川国道事務所 平成２８ー２９年度　佐賀橋下部工事 17/10月 高知県幡多郡黒潮町

89

国交省 九州地方整備局福岡国道事務所 福岡２０８号　早津江川橋下部工（Ｐ４）工事 17/4月 福岡県大川市

90

国交省 九州地方整備局福岡国道事務所 福岡２０８号栄皿垣地区改築工事 12/5月 福岡県柳川市

91

国交省 九州地方整備局福岡国道事務所 福岡２０８号塩塚川橋下部工A1外一連工事 12/5月 福岡県柳川市

92

国交省 九州地方整備局福岡国道事務所 福岡２０８号皿垣高架橋床版（Ｐ３５—Ｐ３７）外工事 11/8月 福岡県柳川市

93

国交省 九州地方整備局福岡国道事務所 福岡２０８号三橋北地区改良外工事 13/4月 福岡県柳川市

94

国交省 九州地方整備局福岡国道事務所 福岡２０８号南野高架橋床版（Ｐ１９—Ａ２）工事 11/9月 福岡県柳川市

95

国交省 九州地方整備局福岡国道事務所 福岡３号甘木跨線橋下部工外工事 14/10月 福岡県久留米市

96

国交省 九州地方整備局福岡国道事務所 福岡３号香椎駅東橋（下り線）下部工Ａ２工事 13/8月 福岡県福岡市

97

国交省 九州地方整備局福岡国道事務所 福岡３号香椎駅東橋（上り線）下部工Ａ１・Ｐ２外工事 15/12月 福岡県福岡市

98

国交省 九州地方整備局福岡国道事務所 福岡３号香椎高架橋下部工Ａ一外工事 15/3月 福岡県福岡市

99

国交省 九州地方整備局北九州国道事務所 福岡２０１号筑豊烏尾トンネル管理用通路設置工事 16/11月 福岡県飯塚市

100

国交省 九州地方整備局北九州国道事務所 福岡201下三緒地区舗装(本線)工事 09/11月 福岡県飯塚市

101

国交省 九州地方整備局北九州国道事務所 福岡201号飯塚庄内バイパス（有安～弓削田）安全対策工事 14/1月 福岡県糸田町

102

国交省 九州地方整備局北九州国道事務所 福岡２０１号有安１号橋下部工（Ａ１）工事 13/12月 福岡県飯塚市

103

国交省 九州地方整備局北九州国道事務所 福岡3号前田地区改良（２工区）工事 10/7月 福岡県北九州市

104

国交省 九州地方整備局北九州国道事務所 福岡３号前田地区改良（３工区）工事 11/7月 福岡県北九州市

105

国交省 九州地方整備局遠賀川河川事務所 楽市第１排水樋管応急対策（飯塚市楽市地先）工事 10/1月 福岡県飯塚市

106

国交省 九州地方整備局遠賀川河川事務所 川宮第３排水樋管外１箇所応急対策工事 13/12月 福岡県田川市

107

国交省 九州地方整備局遠賀川河川事務所 直方・宮田管内函体補修外根固製作工事 10/1月 福岡県直方市

108

国交省 九州地方整備局遠賀川河川事務所 福地川下境排水樋管新設工事 14/12月 福岡県直方市

109

国交省 九州地方整備局筑後川河川事務所 花月川三和地区（上流）掘削護岸災害復旧合併工事 14/9月 大分県日田市

110

国交省 九州地方整備局筑後川河川事務所 花月川城内頭首工改築工事 17/1月 大分県日田市

111

国交省 九州地方整備局筑後川河川事務所 筑後川瀬下地区護岸外工事 12/4月 福岡県久留米市

112

国交省 九州地方整備局博多港湾・空港整備事務所 平成29年度博多港（アイランドシティ地区）道路（IP17-IP21)橋梁下部工事 18/1月 福岡県福岡市

113

国交省 九州地方整備局博多港湾・空港整備事務所 福岡空港(月隈調節池)用地造成(連通管)工事 16/7月 福岡県福岡市

114

国交省 九州地方整備局苅田港湾事務所 苅田港(南港地区)防波堤Ｌ型ブロック外２件製作工事 10/7月 福岡県北九州市

115

国交省 九州地方整備局佐賀国道事務所 佐賀３４号丁后川橋下部工外工事 14/12月 佐賀県武雄市

116

国交省 九州地方整備局佐賀国道事務所 佐賀３４号大崎地区改良工事 17/2月 佐賀県武雄市

117

国交省 九州地方整備局佐賀国道事務所 佐賀４９７号古里1号橋下部外工事 13/12月 佐賀県伊万里市

118

国交省 九州地方整備局佐賀国道事務所 佐賀４９７号大曲地区改良工事 13/10月 佐賀県伊万里市

119

国交省 九州地方整備局佐賀国道事務所 佐賀４９７号谷口地区改良工事 13/7月 佐賀県伊万里市
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120

国交省 九州地方整備局佐賀国道事務所 佐賀４９７号乙房地区函渠設置工事 16/6月 佐賀県伊万里市

121

国交省 九州地方整備局佐賀国道事務所 佐賀４９７号高瀬地区改良工事 16/8月 佐賀県伊万里市

122

国交省 九州地方整備局佐賀国道事務所 佐賀４９７号府招乙房地区９号函渠設置工事 16/11月 佐賀県伊万里市

123

国交省 九州地方整備局佐賀国道事務所 佐賀４９７号府招平松地区南改良工事 17/11月 佐賀県伊万里市

124

国交省 九州地方整備局佐賀国道事務所 佐賀４９７号伊万里３号・５号跨道橋工事 16/11月 佐賀県伊万里市

125

国交省 九州地方整備局佐賀国道事務所 佐賀４９７号高瀬地区２工区舗装工事 17/8月 佐賀県伊万里市

126

国交省 九州地方整備局佐賀国道事務所 佐賀４９７号高瀬地区改良外工事 18/1月 佐賀県伊万里市

127

国交省 九州地方整備局佐賀国道事務所 佐賀４９７号伊万里道路府招上地区改良工事 17/8月 佐賀県伊万里市

128

国交省 九州地方整備局佐賀国道事務所 佐賀４９７号府招平松地区南改良工事 17/8月 佐賀県伊万里市

129

国交省 九州地方整備局佐賀国道事務所 佐賀２０８号飯盛地区１号函渠設置工事 17/8月 佐賀県佐賀市

130

国交省 九州地方整備局佐賀国道事務所 佐賀２０８号東与賀ＩＣ橋下部工工事 17/9月 佐賀県佐賀市

131

国交省 九州地方整備局佐賀国道事務所 佐賀２０８号鹿子地区１号函渠設置工事 17/10月 佐賀県佐賀市

132

国交省 九州地方整備局武雄河川事務所 禅門樋管改築工事 18/1月 佐賀県佐賀市

133

国交省 九州地方整備局港湾空港関連 平成29年度伊万里港(七ツ島地区)道路(橋梁下部工)工事 17/11月 佐賀県伊万里市

134

国交省 九州地方整備局港湾空港関連 伊万里港（七ツ島地区）道路（橋梁下部工）工事 16/8月 佐賀県伊万里市

135

国交省 九州地方整備局長崎河川国道事務所 長崎57号下井牟田赤崎高架橋下部工（P0-P1）工事 14/12月 長崎県諫早市

136

国交省 九州地方整備局熊本復興事務所 平成２９年度災害復旧熊本３２５号阿蘇大橋取付部下部工工事 17/11月 熊本県南阿蘇村

137

国交省 九州地方整備局熊本河川国道事務所 浜戸川西走樋管改築工事 13/10月 熊本県宇土市

138

国交省 九州地方整備局熊本河川国道事務所 緑川宮上樋管改築工事 12/1月 熊本県甲佐町

139

国交省 九州地方整備局菊池川河川事務所 合志川平島堰改築（１期）工事 16/3月 熊本県熊本市

140

国交省 九州地方整備局菊池川河川事務所 合志川平島堰改築（２期）工事 17/2月 熊本県熊本市

141

国交省 九州地方整備局八代河川国道事務所 熊本３号小頭川橋下部工外工事 17/7月 熊本県水俣市

142

国交省 九州地方整備局八代河川国道事務所 熊本３号小津奈木第２橋下部工（Ｐ３・Ｐ４）外工事 15/10月 熊本県水俣市

143

国交省 九州地方整備局宮崎河川国道事務所 歌舞伎橋下部工（Ａ１，Ａ２）受託工事 18/1月 宮崎県都城市

144

国交省 九州地方整備局宮崎河川国道事務所 宮崎１０号簑原地区第３号函渠設置外工事 17/9月 宮崎県都城市

145

国交省 九州地方整備局宮崎河川国道事務所 宮崎１０号南横市ＩＣ改良工事 17/9月 宮崎県都城市

146

国交省 九州地方整備局宮崎河川国道事務所 武床谷第１砂防堰堤工事 18/1月 宮崎県都城市

147

国交省 九州地方整備局鹿児島国道事務所 鹿児島３号針原川橋下部工Ａ１工事 17/12月 鹿児島県出水市

148

国交省 九州地方整備局鹿児島国道事務所 鹿児島３号前田川橋下部工（Ａ１・Ｐ１・Ｐ２）工事 16/11月 鹿児島県出水市

149

国交省 九州地方整備局鹿児島国道事務所 鹿児島3号前田川橋下部工（P3,P4,P5)工事 16/11月 鹿児島県出水市

150

国交省 九州地方整備局鹿児島国道事務所 鹿児島３号前田川橋下部工（Ｐ６・Ｐ７・Ｐ８）工事 17/2月 鹿児島県出水市

151

国交省 九州地方整備局鹿児島国道事務所 鹿児島３号前田川橋下部工（Ａ２）工事 17/2月 鹿児島県出水市

152

国交省 九州地方整備局鹿児島国道事務所 鹿児島３号前田川橋下部工（Ｐ９）工事 17/10月 鹿児島県出水市

153

国交省 九州地方整備局鹿児島国道事務所 鹿児島3号出水地区5工区函渠設置工事 14/4月 鹿児島県出水市

154

国交省 九州地方整備局鹿児島国道事務所 鹿児島3号出水地区６工区函渠設置工事 14/11月 鹿児島県出水市

155

国交省 九州地方整備局鹿児島国道事務所 鹿児島3号津山地区函渠設置外工事 13/12月 鹿児島県出水市

156

国交省 九州地方整備局鹿児島国道事務所 鹿児島3号餅井橋下部工Ａ一外工事 14/10月 鹿児島県出水市

157

国交省 九州地方整備局鹿児島国道事務所 鹿児島３号櫓木川橋下部工（Ｐ４・Ｐ５・Ｐ６）工事 17/2月 鹿児島県出水市

158

国交省 九州地方整備局大隅河川国道事務所 東九州道（大崎～鹿屋）細山田橋下部工（Ｐ２）工事 17/5月 鹿児島県鹿屋市

159

国交省 九州地方整備局大隅河川国道事務所 鹿児島２２０号白水地区函渠工工事 17/2月 鹿児島県鹿屋市

160 ＪＲ他鉄道関係

東武鉄道 東武野田線連続立体交差事業に伴う高架化工事（４工区） 16/5月 千葉県野田市

161 ＪＲ他鉄道関係

JR西日本・彦根市 ＪＲ東海道線稲枝駅橋上化工事 15/12月 滋賀県彦根市

162 ＪＲ他鉄道関係

西日本鉄道 西日本鉄道高架工事西春町 16/11月 福岡県福岡市

163

ＮＥＸＣＯ NEXCO西日本九州支社 東九州自動車道上毛東工事 14/1月 福岡県築上郡

164

国その他 防衛省九州防衛局 築城(26)燃料施設新設土木工事 17/3月 福岡県築上郡

165

国その他 日本下水道事業団 静清流域下水道静清浄化センター工事 11/6月 静岡県静岡市

166

国その他 日本下水道事業団 宇部・阿知須公共下水道組合阿知須浄化センター建設工事その７ 14/5月 山口県山口市

167

国その他 日本下水道事業団 北九州市東中島ポンプ場雨水滞水池建設工事 17/3月 福岡県北九州市

168

国その他 日本下水道事業団 福津市福間浄化センター建設工事その8 12/3月 福岡県福津市

169

国その他 日本下水道事業団 吉野ヶ里町浄化センター建設工事その６ 15/10月 佐賀県吉野ヶ里町

170

国その他 日本下水道事業団 鹿島市浄化センター建設工事（その10） 13/5月 佐賀県鹿島市

171

国その他 日本下水道事業団 鳥栖市浄水場浄水池兼配水池築造工事 15/11月 佐賀県鳥栖市

172

国その他 日本下水道事業団 別府市中央浄化センター建設その５工事 13/7月 大分県別府市

173

国その他 日本下水道事業団 薩摩川内市宮里浄化センター建設工事その５ 18/1月 鹿児島県薩摩川内市　

174

国その他 （独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構 平成２７年度福岡地区旧保有鉱区坑廃水改善対策工事（旧松岡炭鉱）第１工区 16/4月 福岡県鞍手町

175

国その他 九州農政局筑後川下流農業水利事務所 平成２５年度筑後川下流農業水利事業多久導水路（古賀平工区）工事 14/11月 佐賀県多久市

176

国その他 九州農政局筑後川下流農業水利事務所 筑後川下流農業水利事業　多久導水路（羽佐間工区）建設工事 17/2月 佐賀県多久市

177

国その他 九州農政局有明海岸保全事業所 平成２９年度福富海岸保全事業正面堤防（No.55～No.58）裏法面被覆他工事 17/6月 佐賀県白石町

178

国その他 山神水道企業団 浄水場改良工事（高度浄水処理施設 土木・建築） 10/5月 福岡県筑紫野市

179

国その他 福岡 下水道事業団 福岡市新西部水処理センター建設工事 10/1月 福岡県福岡市

180

国その他 福岡 下水道事業団 福岡市新西部水処理センター建設工事その8 13/3月 福岡県福岡市

181

国その他 九州電力 塚原発電所立坑・放水路ﾄﾝﾈﾙ更新 17/6月 宮崎県諸塚村

182

都道府県 北海道建設部・土木(網走建設管理部) 網走地区（斜里漁港）水産物供給基盤機能保全工事（補正）（繰越） 16/6月 北海道斜里町

183

都道府県 山形県最上総合支所 河川等災害復旧事業24年災7402号道路災害復旧工事（1工区） 13/11月 山形県新庄市

184

都道府県 山形県最上総合支所 新内橋橋梁下部工事（Ｐ１） 17/5月 山形県酒田市

185

都道府県 新潟県佐渡地域振興局 一般国道３５０号　両津バイパス　貝喰橋２期線下部工事 17/5月 新潟県佐渡市

186

都道府県 岩手県沿岸広域振興局宮古地域振興センター 一般県道宮古山田線豊間根地区（仮称）豊間根跨線橋下部工工事 15/8月 岩手県山田町

187

都道府県 岩手県沿岸広域振興局宮古地域振興センター 里地先海岸災害復旧（２３災５８６号）その３工事 16/1月 岩手県宮古市
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188

都道府県 岩手県沿岸広域振興局宮古地域振興センター 神林地先海岸災害復旧（２３災６２７号）工事 16/6月 岩手県宮古市

189

都道府県 岩手県沿岸広域振興局宮古地域振興センター 主要地方重茂半島線川代地区道路改良（その２）工事 16/10月 岩手県宮古市

190

都道府県 岩手県沿岸広域振興局宮古地域振興センター 宮古港海岸藤の川地区防潮堤その3工事 17/5月 岩手県宮古市

191

都道府県 岩手県沿岸広域振興局大船渡地域振興センター 一般国道340号（仮称）今泉大橋橋梁下部（その１）工事 17/11月 岩手県陸前高田市

192

都道府県 岩手県県南広域振興局 一般国道284号バイパス宿前地区道路改良工事 15/7月 岩手県一関市

193

都道府県 岩手県総務部総務室 二級河川津軽石川筋津軽石地区防潮堤その２工事 15/10月 岩手県宮古市

194

都道府県 岩手県県南広域振興局総務部 一般国道397号新小谷木橋（仮称）下部工（P3）工事  16/3月 岩手県北上市

195

都道府県 岩手県県南広域振興局総務部 一般国道397号新小谷木橋（仮称）下部工（P1、P2）工事  16/3月 岩手県北上市

196

都道府県 岩手県県南広域振興局総務部 一般国道106号宮古西道路松山地区道路改良工事 16/4月 岩手県北上市

197

都道府県 岩手県県南広域振興局総務部 一般国道106号宮古西道路田鎮地区道路改良工事 16/10月 岩手県宮古市

198

都道府県 岩手県県南広域振興局総務部 一般国道106号宮古西道路田鎮地区その２道路改良工事 17/3月 岩手県宮古市

199

都道府県 岩手県県南広域振興局総務部 一般国道106号宮古西道路（仮称）閉伊川横断橋（A1)下部工工事    17/6月 岩手県宮古市

200

都道府県 岩手県県南広域振興局総務部 国道107号杉名畑地区復旧工事 16/8月 岩手県北上市

201

都道府県 岩手県漁港漁村課 船越漁港海岸災害復旧（防潮堤その１）工事 16/7月 岩手県山田町

202

都道府県 岩手県漁港漁村課 田老漁港海岸災害復旧（23災県第678号防潮堤その３）工事 17/11月 岩手県宮古市

203

都道府県 宮城県道路公社 みやぎ県北高速幹線道路（Ⅲ）道路改良（２－１工区）工事 17/9月 宮城県登米市

204

都道府県 茨城県土木部都市局公園街路課 （仮称 猫帰橋）橋梁下部工事 P2 14/7月 茨城県鹿嶋市

205

都道府県 茨城県土木部港湾課 岸壁・内防波堤・護岸（仁井田）災害復旧工事 15/11月 茨城県北茨城市

206

都道府県 茨城県土木部港湾課 国災大漁－６ｍ岸壁（仁井田）災害復旧工事その３  16/5月 茨城県北茨城市

207

都道府県 茨城県土木部港湾課 国災大漁－６ｍ岸壁（仁井田）災害復旧工事その４ 16/10月 茨城県北茨城市

208

都道府県 茨城県土木部港湾課 国補高潮　陸閘整備工事（その４） 17/1月 茨城県日立市

209

都道府県 茨城県土木部河川課

国補高潮対策　第２７－５５－０６１－０－００６号　下桜井海岸堤防嵩上工事（その１）  

16/11月 茨城県北茨城市

210

都道府県 茨城県土木部河川課 国補高潮対策　第２７－５５－０６１－００１号 17/9月 茨城県北茨城市

211

都道府県 茨城県土木部河川課 国補高潮対策　第２７－５５－０６１－０-０１2号 17/10月 茨城県北茨城市

212

都道府県 茨城県土木部常陸太田工事事務所 国補災第24-53-532-0-003号橋梁下部工事（里川橋） 13/10月 茨城県常陸太田市

213

都道府県 茨城県土木部常陸太田工事事務所 耐震補強工事（幸久大橋）（Ｐ８～Ｐ１２，Ｐ１５）（※とりおり２）  16/2月 茨城県常陸太田市

214

都道府県 茨城県土木部常陸大宮土木事務所 橋梁下部工事（仮称ささの湯橋）とりおり２／２ 16/1月 茨城県常陸大宮市

215

都道府県 茨城県土木部常陸大宮土木事務所 橋梁下部工事（大子橋Ａ２）  15/12月 茨城県常陸大宮市

216

都道府県 茨城県土木部常陸大宮土木事務所大子工務所 25-03-794-0-003橋梁下部工事（（仮称）南田気大橋） 14/1月 茨城県大子町

217

都道府県 茨城県土木部筑西土木事務所 函渠新設工事（西町橋）  16/1月 茨城県結城市

218

都道府県 茨城県土木部鉾田工事事務所 橋梁下部工事（Ａ２）（柳下橋） 16/4月 茨城県結城市

219

都道府県 茨城県土木部高萩工事事務所 橋梁工事（念仏橋） 16/1月 茨城県高荻市

220

都道府県 茨城県土木部高萩工事事務所 鮎川停車線道路改良工事 17/5月 茨城県高荻市

221

都道府県 茨城県農林水産部県南農林事務所 経営体育成基盤整備事業　利根北部地区　集落排水路工事　 16/11月 茨城県利根町

222

都道府県 埼玉県越谷県土整備事務所 社会資本整備総合交付金（河川）工事（１号ポンプ設備更新工事） 13/12月 埼玉県八潮市

223

都道府県 山梨県中北建設事務所  H28(主)北杜八ヶ岳公園線 白樺橋橋梁耐震補強工事（一部債務） 16/6月 山梨県北杜市

224

都道府県 山梨県中北建設事務所  H29(主)北杜八ヶ岳公園線 白樺橋橋梁耐震補強工事（一部債務） 17/5月 山梨県北杜市

225

都道府県 東京都南多摩西部建設事務所 萩原橋補修工事（橋脚補強） 17/3月 東京都八王子市

226

都道府県 東京都下水道局 森ヶ崎水再生センター（東）特高受変電棟工事 10/6月 東京都大田区

227

都道府県 東京都港湾局 平成２７年度阿古漁港－４・５Ｍ岸壁建設工事 15/12月 東京都三宅島三宅村

228

都道府県 東京都港湾局 平成28年度阿古漁港（２）突堤及びその他ブロック製作工事 16/11月 東京都三宅島三宅村

229

都道府県 東京都港湾局 平成２８年度坪田漁港（３）防波堤建設及びその他工事 16/6月 東京都三宅島三宅村

230

都道府県 長野県伊那建設事務所 平成２９年度社会資本整備総合交付金（広域連携）工事　大久保橋 18/1月 長野県上伊那郡宮田村

231

都道府県 三重県四日市建設事務所 一般国道477号四日市湯の山道路改良工事(吉沢高架橋下部工１) 13/10月 三重県四日市市

232

都道府県 三重県四日市建設事務所 一般国道477号四日市湯の山道路改良工事(吉沢高架橋下部工２) 13/10月 三重県四日市市

233

都道府県 三重県四日市建設事務所 平成24年度一般国道477号西浦バイパス道路改良工事 13/5月 三重県四日市市

234

都道府県 福井県土木部嶺南振興局河内川ダム建設事務所 （県単）河内川ダム小水力発電設備整備工事29-1 17/9月 福井県三方上中郡若狭町

235

都道府県 滋賀県南部管内南部流域下水道事務所 湖南中部浄化センター５系2/2水処理施設建設工事 16/5月 滋賀県草津市

236

都道府県 和歌山県海草振興局建設部 平成２８年度県債防交金第２０４号－２ 加茂川河川整備工事 17/12月 和歌山県海南市

237

都道府県 兵庫県阪神南県民センター西宮土木事務所 猪名川流域下水道事業　右岸第二幹線　人孔改修工事 16/1月 兵庫県西宮市

238

都道府県 兵庫県丹波県民局県土整備事務所 丹南バイパス南矢代交差点改良工事 16/12月 兵庫県篠山市

239

都道府県 兵庫県 播磨県民局県土整備事務所 法華山谷川水系法華山谷川水管橋下部工補強工事 17/4月 兵庫県高砂市

240

都道府県 兵庫県淡路県民局県土整備事務所 久留麻海岸護岸補強等工事その４ 15/4月 兵庫県淡路市

241

都道府県 兵庫県淡路県民局本局 経営体育成基盤整備事業国衙地区　第2-2工区工事 16/8月 兵庫県南あわじ市

242

都道府県 兵庫県淡路県民局本局 経営体育成基盤整備事業新田地区　第7-2工区工事 16/9月 兵庫県南あわじ市

243

都道府県 兵庫県淡路県民局本局 経営体育成基盤整備事業新田地区　第8-4工区工事 17/12月 兵庫県南あわじ市

244

都道府県 兵庫県淡路県民局本局 阿万港防潮堤工事（その３） 16/11月 兵庫県南あわじ市

245

都道府県 兵庫県淡路県民局本局 福良港１号離岸堤改良（その１）工事 17/9月 兵庫県南あわじ市

246

都道府県 兵庫県淡路県民局本局 経営体育成基盤整備事業国衙地区　第4-2工区工事 17/9月 兵庫県南あわじ市

247

都道府県 兵庫県淡路県民局本局 下町地区北谷池改修工事 17/10月 兵庫県南あわじ市

248

都道府県 兵庫県淡路県民局本局 奥池地区奥池改修工事（その１） 19/1月 兵庫県淡路市

249

都道府県 兵庫県淡路県民局本局 千草地区千草地区上田原大池改修工事 17/12月 兵庫県洲本市

250

都道府県 広島県土木局 広島港臨港道路廿日市草津線道路改良工事 15/１月 広島県広島市

251

都道府県 高知県中央東土木事務所 県道高知本山線防災・安全交付金（仮称１号橋Ａ１橋台）工事 17/4月 高知県土佐郡土佐町

252

都道府県 高知県土木部防災砂防課 平成25年度砂防第9-3号 岡ノ前谷川通常砂防工事 14/6月 高知県幡多郡三原村

253

都道府県 高知県幡多土木事務所 県道足摺岬公園線社会資本整備総合交付金橋梁下部工事31号 13/7月 高知県土佐清水市

254

都道府県 高知県幡多土木事務所 県道足摺岬公園線防災・安全交付金橋梁下部工事第101-011-2号 13/7月 高知県土佐清水市

255

都道府県 高知県幡多土木事務所 国道321号道交国防（交安）第115-003-12号 14/6月 高知県幡多郡大月町

4



256

都道府県 高知県幡多土木事務所 河改第10-1-1 蛎瀬川河川改修工事 16/10月 高知県幡多郡黒潮町

257

都道府県 高知県幡多土木事務所 県道大用大方線防災・安全交付金工事 16/10月 高知県幡多郡黒潮町

258

都道府県 高知県幡多土木事務所 県道中村宿毛線防災・安全交付金工事 17/1月 高知県幡多郡三原村

259

都道府県 高知県幡多土木事務所 県道中村宿毛線防災・安全交付金工事 17/9月 高知県幡多郡三原村

260

都道府県 福岡県伊良原ダム建設事務所 付替国道496号11号橋橋梁下部工（A1）工事 13/12月 福岡県みやこ町

261

都道府県 福岡県伊良原ダム建設事務所 付替国道496号11号橋橋梁下部工（A2）工事 13/9月 福岡県みやこ町

262

都道府県 福岡県伊良原ダム建設事務所 付替国道496号11号橋橋梁下部工（P1）工事 12/12月 福岡県みやこ町

263

都道府県 福岡県伊良原ダム建設事務所 付替国道496号11号橋橋梁下部工（P2）工事 13/8月 福岡県みやこ町

264

都道府県 福岡県伊良原ダム建設事務所 付替国道４９６号１３号橋橋梁下部工（Ａ１）工事 14/1月 福岡県みやこ町

265

都道府県 福岡県伊良原ダム建設事務所 付替国道496号13号橋橋梁下部工（A2） 14/3月 福岡県みやこ町

266

都道府県 福岡県伊良原ダム建設事務所 付替国道４９６号４号橋橋梁下部工（Ａ２）工事 14/1月 福岡県みやこ町

267

都道府県 福岡県伊良原ダム建設事務所 付替国道496号4号橋橋梁下部工（P1）工事 13/12月 福岡県みやこ町

268

都道府県 福岡県伊良原ダム建設事務所 付替国道496号7号橋橋梁下部工（P2） 13/10月 福岡県みやこ町

269

都道府県 福岡県伊良原ダム建設事務所 付替町道広瀬トチノキ線1号橋橋梁下部工工事（A1.A2) 15/12月 福岡県みやこ町

270

都道府県 福岡県伊良原ダム建設事務所 祓川新善治橋(仮称)橋梁下部工工事(A1,A2) 16/12月 福岡県みやこ町

271

都道府県 福岡県県土整備部苅田港事務所 苅田港南港地区新港橋橋梁補修工事 16/11月 福岡県苅田町

272

都道府県 福岡県久留米県土整備事務所 一般国道２６４号道路新設３工区工事 12/1月 福岡県久留米市

273

都道府県 福岡県久留米県土整備事務所 県道久留米筑紫野線石崎高架橋（仮称）橋梁下部工工事（P2） 13/12月 福岡県久留米市

274

都道府県 福岡県久留米県土整備事務所 県道八女香春線寿橋橋梁下部工（Ｐ２）工事 13/3月 福岡県うきは市

275

都道府県 福岡県久留米県土整備事務所 都市計画道路東合川野伏間線道路新設(ｱﾝﾀﾞｰ部13工区) 10/11月 福岡県久留米市

276

都道府県 福岡県久留米県土整備事務所 都市計画道路東合川野伏間線道路新設(ｱﾝﾀﾞｰ部14工区) 10/9月 福岡県久留米市

277

都道府県 福岡県飯塚県土整備事務所 県道飯塚穂波線（建花寺工区）函渠工（飯塚市建花寺） 17/11月 福岡県飯塚市

278

都道府県 福岡県飯塚県土整備事務所 （仮称）北勢田第２排水樋管工事 12/12月 福岡県飯塚市

279

都道府県 福岡県飯塚県土整備事務所 県道飯塚穂波線道路改良（２工区）工事 13/10月 福岡県飯塚市

280

都道府県 福岡県飯塚県土整備事務所 都市計画道路鯰田中線道路改良（４工区）工事 12/11月 福岡県飯塚市

281

都道府県 福岡県飯塚県土整備事務所 都市計画道路鯰田中線道路改良工事 13/10月 福岡県飯塚市

282

都道府県 福岡県飯塚県土整備事務所 飯塚穂波線橋梁下部工工事（一工区） 12/5月 福岡県飯塚市

283

都道府県 福岡県飯塚県土整備事務所 明星寺川調整池上池造成工事 13/2月 福岡県飯塚市

284

都道府県 福岡県飯塚県土整備事務所 明星寺川調整池中仕切堤（１工区）工事 12/8月 福岡県飯塚市

285

都道府県 福岡県飯塚県土整備事務所 明星寺調整池中仕切堤(3工区)工事 10/12月 福岡県飯塚市

286

都道府県 福岡県田川県土整備事務所 国道三二二号香春大任バイパス七—二号橋（仮称）下部工（Ａ一橋台） 17/6月 福岡県香春町

287

都道府県 福岡県田川県土整備事務所 国道三二二号香春大任バイパス七—二号橋（仮称）下部工（Ａ二橋台） 17/6月 福岡県香春町

288

都道府県 福岡県田川県土整備事務所 国道三二二号香春大任バイパス道路改良工事（５号橋（仮称）Ａ１側） 17/8月 福岡県香春町

289

都道府県 福岡県田川県土整備事務所 県道八女香春線法光寺橋下部工新築Ａ２工事 13/2月 福岡県添田町

290

都道府県 福岡県直方県土整備事務所 市道勝野長井鶴線宮若３工区道路改良４工区 14/10月 福岡県宮若市

291

都道府県 福岡県那珂県土整備事務所 県道筑紫野古賀線側道橋橋梁下部工工事 13/4月 福岡県太宰府市

292

都道府県 福岡県那珂県土整備事務所 那珂川（那珂地区）橋本橋下部工工事 14/11月 福岡県那珂川町

293

都道府県 福岡県南筑後県土整備事務所 県道大牟田川副線沖端川大橋（仮称）橋梁下部工（P3）工事 13/11月 福岡県柳川市

294

都道府県 福岡県南筑後県土整備事務所 沖端川出の橋A1橋台工事 16/6月 福岡県柳川市

295

都道府県 福岡県南筑後県土整備事務所 沖端川大門橋橋脚工事 16/6月 福岡県柳川市

296

都道府県 福岡県南筑後県土整備事務所 大根川菖蒲橋Ａ二橋台 17/11月 福岡県みやま市

297

都道府県 福岡県北九州県土整備事務所 都市計画道路福間駅松原線道路拡幅工事（３工区） 15/11月 福岡県福津市

298

都道府県 福岡県北九州県土整備事務所 県道宮田遠賀線　虫生津橋橋梁下部工（Ａ２）工事 17/3月 福岡県遠賀町

299

都道府県 福岡県土整備事務所 福岡直方線橋梁下部工(久山町) 工事 12/12月 福岡県久山町

300

都道府県 福岡県土整備事務所 都市計画道路粕屋久山線広田橋（仮称）下部工工事（Ａ２） 17/12月 福岡県福岡市

301

都道府県 福岡県警施設課 仮自動車訓練場整備に伴う調整池設置工事 13/6月 福岡県飯塚市

302

都道府県 福岡県建築都市部総務課 矢部川流域下水道事業水処理施設（第2系列）築造工事 09/8月 福岡県八女市

303

都道府県 福岡県建築都市部総務課 遠賀川下流流域下水道事業水処理施設第五系列築造（3工区） 16/12月 福岡県中間市

304

都道府県 福岡県交通企画課 那珂川（那珂地区）曰佐江井堰改築４工区工事 13/1月 福岡県那珂川町

305

都道府県 福岡県農山漁村振興課 狩野地区平成２３年度起工第１号ため池工事 12/1月 福岡県桂川町

306

都道府県 福岡県農林水産部 戸原古屋敷地区平成２７年度起工第１号堰体工事 15/12月 福岡県粕屋町

307

都道府県 佐賀県杵藤土木事務所 蔵堂入江河川保全工事（樋管工） 18/1月 佐賀県武雄市

308

都道府県 佐賀県杵藤土木事務所 国道498号道路整備交付金工事（道路改良工） 16/3月 佐賀県武雄市

309

都道府県 佐賀県杵藤土木事務所 松浦川広域河川改修（通常）工事（護岸工） 15/12月 佐賀県武雄市

310

都道府県 佐賀県杵藤土木事務所 松浦川広域河川改修（通常）工事（護岸工） 17/1月 佐賀県武雄市

311

都道府県 佐賀県杵藤農林事務所 白石平野地区県営地盤沈下対策事業工事（暗渠工） 16/2月 佐賀県白石町

312

都道府県 佐賀県杵藤農林事務所 大高野地区県営ため池等整備事業工事（堤体工） 16/3月 佐賀県武雄市

313

都道府県 佐賀県杵藤農林事務所 国道４９８号道路整備交付金工事（道路改良工） 16/11月 佐賀県武雄市

314

都道府県 佐賀県杵藤農林事務所 坂田地区県営ため池等整備事業工事（堤体工） 16/12月 佐賀県白石町

315

都道府県 佐賀県杵藤農林事務所 廻里江地区県営海岸保全施設整備事業工事（波返工） 17/11月 佐賀県白石町

316

都道府県 佐賀県県土づくり本部 【有明海沿岸道路】国道４４４号道路改良工事（函渠工） 14/9月 佐賀県小城市

317

都道府県 佐賀県鹿島土木事務所 国道２０７号道路整備交付金（橋脚工）３号工事 14/9月 佐賀県鹿島市

318

都道府県 佐賀県神埼土木事務所 田手川広域河川改修（堰下部工）工事 13/12月 佐賀県吉野ヶ里町

319

都道府県 佐賀県土木事務所 多久若木線道路整備交付金（函渠工） 15/2月 佐賀県多久市

320

都道府県 佐賀県土木事務所 多久若木線（長尾）道路整備交付金工事（道路改良工） 16/12月 佐賀県多久市

321

都道府県 佐賀県唐津土木事務所 厳木富士線道路整備交付金（橋梁補強工） 14/10月 佐賀県唐津市

322

都道府県 佐賀県東部土木事務所 中原鳥栖線道路整備交付金（橋梁下部工）3号 15/4月 佐賀県鳥栖市

323

都道府県 佐賀県東部土木事務所 中原鳥栖線道路整備交付金工事（橋梁下部工） 15/12月 佐賀県鳥栖市

5



324

都道府県 佐賀県東部土木事務所 神埼北茂安線（中津隈工区）道路整備交付金工事（函渠工） 16/4月 佐賀県みやき町

325

都道府県 佐賀県東部土木事務所 久留米基山筑紫野線 道路橋りょう保全工事（擁壁工） 17/7月 佐賀県鳥栖市

326

都道府県 佐賀県有明沿岸道路整備事務所 国道４４４号道路改良（国道）（二Ａ）（道路改良工）工事 15/5月 佐賀県小城市

327

都道府県 佐賀県有明沿岸道路整備事務所 国道４４４号道路改良（国道）（二Ａ）（道路改良工）工事 16/9月 佐賀県小城市

328

都道府県 佐賀県有明沿岸道路整備事務所 国道444号道路改良58号 15/4月 佐賀県小城市

329

都道府県 佐賀県有明沿岸道路整備事務所 【有明海沿岸道路】国道４４４号道路改良（国道）（二Ａ）（函渠工）工事 14/11月 佐賀県小城市

330

都道府県 佐賀県有明沿岸道路整備事務所 【有明海沿岸道路】国道４４４号道路改良1号工事（函渠工） 14/10月 佐賀県小城市

331

都道府県 佐賀県有明沿岸道路整備事務所
【有明海沿岸道路】国道４４４号道路改良（国道）（２Ａ）工事（橋梁下部工）    

16/7月 佐賀県小城市

332

都道府県 佐賀県有明沿岸道路整備事務所
【有明海沿岸道路】国道４４４号道路改良（国道）（２Ａ）工事（橋梁下部工）    

16/7月 佐賀県小城市

333

都道府県 佐賀県有明沿岸道路整備事務所
【有明海沿岸道路】国道４４４号道路改良（国道）（２Ａ）工事（橋梁下部工）    

16/7月 佐賀県小城市

334

都道府県 佐賀県有明沿岸道路整備事務所
【有明海沿岸道路】国道４４４号道路改良（国道）（２Ａ）工事（橋梁下部工）    

16/9月 佐賀県小城市

335

都道府県 佐賀県有明沿岸道路整備事務所
【有明海沿岸道路】国道４４４号道路改良（国道）（２Ａ）工事（橋梁下部工）    

16/9月 佐賀県白石町

336

都道府県 佐賀県有明沿岸道路整備事務所
【有明海沿岸道路】国道４４４号道路改良（国道）（２Ａ）工事（橋梁下部工）    

16/9月 佐賀県小城市

337

都道府県 佐賀県有明沿岸道路整備事務所
【有明海沿岸道路】国道４４４号道路改良（国道）（２Ａ）工事（橋梁下部工）    

17/1月 佐賀県小城市

338

都道府県 佐賀県有明沿岸道路整備事務所
【有明海沿岸道路】国道４４４号道路改良（国道）（２Ａ）工事（橋梁下部工）    

17/4月 佐賀県小城市

339

都道府県 佐賀県有明沿岸道路整備事務所
【有明海沿岸道路】国道４４４号道路改良（国道）（２Ａ）工事（橋梁下部工）    

17/5月 佐賀県小城市

340

都道府県 佐賀中部農林事務所 佐賀中部地区県営地盤沈下対策事業 15/3月 佐賀県小城市

341

都道府県 佐賀中部農林事務所 佐賀中部地区県営地盤沈下対策事業工事（排水機場下部） 17/2月 佐賀県小城市

342

都道府県 長崎県水産部漁港漁場課 平戸北部生月地区増殖場整備工事(下中野1工区） 16/11月 長崎県平戸市

343

都道府県 長崎県水産部漁港漁場課 平戸北部生月地区増殖場整備工事（大山２工区その１） 17/5月 長崎県平戸市

344

都道府県 大分県中津土木事務所 平成27年度防安地改中第4-2号道路改良工事 16/3月 大分県中津市

345

都道府県 鹿児島県北薩地域振興局建設部 道路補修（交付金）（橋梁）工事（須崎橋２８１工区） 17/5月 鹿児島県薩摩川内市　

346

都道府県 鹿児島県北薩地域振興局農林水産部 県営かん水防除隈之城21-1工区工事 09/12月 鹿児島県薩摩川内市　

347

都道府県 鹿児島南薩地域振興局建設部 道路改築工事（川辺道路20-24工区）工事 09/12月 鹿児島県南九州市

348

都道府県 鹿児島県 姶良・伊佐地域振興局 農村地域防災減災事業(河川応急) 大窪地区 28-1工区 16/12月 鹿児島県霧島市

349

都道府県 鹿児島県 姶良・伊佐地域振興局 街路（交付金）工事（向花29-4工区） 17/12月 鹿児島県霧島市

350

都道府県 鹿児島県 大隅地域振興局 道路改築工事（志布志道路27-1工区） 17/3月 鹿児島県志布志市

351

都道府県 沖縄県土木建築部北部土木事務所 国道４４９号本部大橋Ｐ２補修工事（Ｈ２８） 17/10月 沖縄県本部町

352

都道府県 沖縄県土木建築部中部土木事務所 浦添西原線（港川道路）道路改良工事（Ｈ２８ー２） 17/7月 沖縄県浦添市

353

都道府県 沖縄県那覇港管理組合 泊ふ頭６号岸壁（-4.5ｍ）改良工事（H28-1） 17/9月 沖縄県那覇市

354

都道府県 沖縄県南部水道企業団 摩文仁浄水場1号、2号池耐震補強及び防水塗装工事 16/5月 沖縄県豊見城志

355

市町村 岩手県田野畑村 平井賀漁港地区漁業集落道整備海鳴台線（橋梁下部工）工事 15/１月 岩手県田野畑村

356

市町村 岩手県宮古市 北部環状線（第２工区）道路整備事業（その３工事） 18/1月 岩手県宮古市

357

市町村 岩手県宮古市 北部環状線（第２工区）道路整備事業（その１工事） 16/3月 岩手県宮古市

358

市町村 岩手県北上市 九年橋洗掘対策工事 16/10月 岩手県北上市

359

市町村 宮城県仙台市 井土長町線広瀬橋橋梁耐震補強及び補修工事 16/3月 宮城県仙台市

360

市町村 宮城県仙台市 井土長町線広瀬橋補強工事 17/5月 宮城県仙台市

361

市町村 茨城県日立市水道局 那珂久慈流域関連雨水管渠築造工事（根道調整池） 13/10月 茨城県日立市

362

市町村 茨城県東海村 国補交付金中央地区勝木田下の内線橋梁上部工事 16/4月 茨城県東海村

363

市町村 茨城県常陸太田市 落合上水取水場・内田浄水場付帯工事 13/10月 茨城県常陸太田市

364

市町村 栃木県那須塩原市 市道新南・下中野線蛇尾川橋梁下部工事（分割１号） 18/1月 栃木県那須塩原市

365

市町村 横浜市道路局河川事業課 阿久和川慶林橋架替工事 16/12月 神奈川県横浜市

366

市町村 広島県福山市港湾河川課 排水機築造工事（石井浜排水機）（土木工事） 17/7月 広島県福山市

367

市町村 高知県土四万十町 町道志和大屋敷ヒショケ谷線橋梁架設工事（下部工） 18/1月 高知県四万十町

368

市町村 高知県土佐清水市水道課 久百々・大岐統合簡易水道事業配水池築造工事 13/9月 高知県土佐清水市

369

市町村 愛媛県今治市 桜井浄水場施設整備工事 11/12月 愛媛県今治市

370

市町村 愛媛県今治市 今治市新ごみ処理施設建設工事（土木・建築） 16/5月 愛媛県今治市

371

市町村 愛媛県松山市 余戸北吉田線道路改良工事（その５） 17/3月 愛媛県松山市

372

市町村 北九州市建設局道路部 国道３号（大川橋交差点）上大川橋下部工工事 14/2月 福岡県北九州市

373

市町村 北九州市建設局道路部 国道３号（大川橋交差点）上大川橋（下流側）下部工工事 16/4月 福岡県北九州市

374

市町村 北九州市建設局道路部 砂津長浜線道路改良工事(26-1) 14/12月 福岡県北九州市

375

市町村 北九州市建設局道路部 砂津長浜線道路改良工事(27-2) 16/7月 福岡県北九州市

376

市町村 北九州市建設局道路部 砂津長浜線道路改良工事（２９－１） 17/9月 福岡県北九州市

377

市町村 北九州市建設局道路部 砂津長浜線道路改良工事（２８－３） 17/9月 福岡県北九州市

378

市町村 北九州市建設局道路部 戸畑枝光線（牧山枝光間）橋梁下部工（二七—二） 16/3月 福岡県北九州市

379

市町村 北九州市港湾空港局整備部 一般国道199号砂津バイパス防波堤工事（21-2） 10/5月 福岡県北九州市

380

市町村 北九州市港湾空港局整備部 一般国道199号砂津バイパス防波堤工事（21-3） 10/5月 福岡県北九州市

381

市町村 北九州市港湾空港局整備部 一般国道199号砂津バイパス防波堤工事（22） 10/6月 福岡県北九州市

382

市町村 福岡県桂川町 土居・笹尾線中ノ坪橋拡幅工事 13/2月 福岡県桂川町

383

市町村 福岡県岡垣町 平成２７年海老津白谷線道路改良工事(その３) 16/6月 福岡県岡垣町

384

市町村 福岡県小竹町 蛇牟田川改修排水機場工事 09/6月 福岡県小竹町

385

市町村 飯塚市上下水道局 片島ポンプ場雨水滞水池新設（土木）工事 11/8月 福岡県飯塚市

386

市町村 福岡県飯塚市 鎮西中学校区小中一貫校造成（１工区）工事 16/3月 福岡県飯塚市

387

市町村 福岡県宮若市 所田堤防線（交付金第6工区）道路改良工事 12/12月 福岡県宮若市

388

市町村 福岡県宮若市 福丸・下有木線（交付金第１０工区）道路改良工事 13/10月 福岡県宮若市

389

市町村 福岡市交通局 福岡市地下鉄七隈線中間駅（仮称）西工区建設工事 17/12月 福岡県福岡市

390

市町村 福岡市契約課 警固公園整備（その２）工事 12/9月 福岡県福岡市

391

市町村 福岡市道路水道局 薬院新川幹線築造工事 14/10月 福岡県福岡市
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392

市町村 福岡県久留米市 （仮称）西郷浄化センター工事 11/12月 福岡県久留米市

393

市町村 福岡県久留米市 長門石橋耐震補強（Ｐ１・Ｐ二橋脚）工事 15/2月 福岡県久留米市

394

市町村 佐賀県江北町 町道門前～観音下線（国道34号）交差点改良工事 16/7月 佐賀県江北町

395

市町村 佐賀県武雄市 市道小楠永島線 道路改良工事 16/11月 佐賀県武雄市

396

市町村 佐賀県武雄市 市道小楠永島線（戸樋渡橋）下部工工事 17/3月 佐賀県武雄市

397

市町村 佐賀県嬉野市 市道今寺落合線路防災工事 15/12月 佐賀県嬉野市

398

市町村 佐賀県白石町 町道白石15号線（古賀辺田線）道路改良工事 16/11月 佐賀県白石町

399

市町村 長崎県長崎市 西部下水処理場水処理施設(土木)築造工事 13/4月 長崎県長崎市

400

市町村 長崎県諫早市 有喜・松里地区漁業集落排水処理場建設 15/4月 長崎県諫早市

401

市町村 熊本市 砂原四方寄線（花園工区）下硯川高架橋下部工（Ｐ16,Ｐ17） 13/11月 熊本県熊本市

402

市町村 熊本市 砂原四方寄線（花園工区）花園高架２号橋下部工（Ｐ１）工事 14/1月 熊本県熊本市

403

市町村 熊本市上下水道局 南区城南町阿高竹ノ下橋付近φ３００粍水管橋工事 16/2月 熊本県熊本市

404

市町村 宮崎市 下北方浄水場新系浄水施設整備事業 17/11月 宮崎県宮崎市

405

市町村 鹿児島市企画財政局財政部 Ｈ２８吉野地区土地区画整理事業宅地整地工事（その５） 17/5月 鹿児島県鹿児島市

406

市町村 鹿児島県阿久根市 阿久根上下水道第6次拡張工事 09/11月 鹿児島県阿久根市

407

市町村 北薩広域行政事務組合 一般廃棄物処理施設敷地造成工事（その２－１) 17/7月 鹿児島県出水市

種別 発注者 工事名 使用 備考

1

国交省 国土交通省官庁営繕部 中央合同庁舎第６号館A棟増築（０９）建築その他工事 10/6月 東京都千代田区

2

国交省 東北地方整備局営繕部 秋田法務総合庁舎(11)建築その他改修工事 12年11月 秋田県秋田市

3

国交省 関東地方整備局長野国道事務所 中部横断自動車道管理施設新築工事 10/7月 長野県佐久市

4

国交省 関東地方整備局東京第二営繕事務所 製品評価生物遺伝資源長期保存施設（Ｈ２６）建築工事 14年9月 千葉県木更津市

5

国交省 関東地方整備局利根川下流河川事務所 H24利根川下流河川事務所庁舎建築その他工事 13年12月 千葉県香取市

6

国交省 関東地方整備局宇都宮営繕事務所 宇都宮法務総合庁舎（１５）建築工事 16/8月 栃木県宇都宮市

7

国交省 中部地方整備局営繕部 Ｈ２１小牧自動車検査登録事務所庁舎建築工事 10/6月 愛知県小牧市

8

国交省 中部地方整備局営繕部 H25清水港湾合同庁舎耐震改修工事 13年11月 静岡県静岡市

9

国交省 中部地方整備局営繕部 Ｈ２５静岡地方法務局藤枝出張所建築工事 13年7月 静岡県藤枝市

10

国交省 中部地方整備局紀勢国道事務所 平成24年度42号尾鷲地区電気室建築工事 12年12月 三重県尾鷲市

11

国交省 北陸地方整備局営繕部 佐渡海上保安署（１６）建築工事 17/9月 新潟県佐渡市

12

国交省 近畿地方整備局本局 福井公共職業安定所庁舎新築工事 10/11月 福井県福井市

13

国交省 大阪航空局 福岡空港西側電源局舎外1棟新築工事 16/12月 福岡県福岡市

14

国交省 四国地方整備局営繕部 平成21/22年度小豆島海上保安署建築その他工事 10/9月 香川県小豆島町

15

国交省 四国地方整備局営繕部 平成２７ー２９年度　高知県警察機動隊建築工事 16/12月 高知県南国市

16

国交省 中国地方整備局鳥取河川国道事務所 駟馳山バイパス外トンネル電気室新築工事 13年7月 鳥取県鳥取市

17

国交省 中国地方整備局本局 山口地家裁耐震建築その他改修工事 10/7月 山口県山口市

18

国交省 中国地方整備局本局 福山税務署増築その他建築工事 10/6月 広島県福山市

19

国交省 九州地方整備局営繕部  福岡第２法務総合庁舎（２８）建築工事 17/9月 福岡県福岡市

20

国交省 九州地方整備局営繕部 九州管区警察学校（２６）本館建築工事 15年9月 福岡県福岡市

21

国交省 九州地方整備局契約課 九州管区警察学校生徒寮建築工事 09/10月 福岡県福岡市

22

国交省 九州地方整備局本局 動物検疫所門司支所（鹿児島）畜舎新築その他工事 09/11月 鹿児島県霧島市

23

国交省 九州地方整備局本局 熊本合同庁舎A棟新築工事 09/9月 熊本県熊本市

24

国交省 九州地方整備局営繕部 ハローワーク加世田建築その他工事 13年9月 鹿児島県南さつま市

25

国その他 財務省東海財務局 公務員宿舎若水住宅及び千種東住宅整備事業 10/6月 愛知県名古屋市

26

国その他 防衛省東北防衛局 松島（２３）隊舎改修建築その他工事 12年10月 宮城県東松島市

27

国その他 防衛省北関東防衛局 技本土浦（２３）試験室新設建築その他工事 12年9月 茨城県阿見町

28

国その他 防衛省近畿中部防衛局 奈良（27）隊舎新設建築その他工事 16/8月 奈良県奈良市

29

国その他 防衛省中国四国防衛局 岩国飛行場(H27)愛宕山(運動施設地区)野球場新設建築その他工事 16年2月 山口県岩国市

30

国その他 防衛省熊本防衛支局 鹿屋（20）訓練施設建築工事 09/10月 鹿児島県鹿屋市

31

国その他 防衛省沖縄防衛局 瑞慶覧H19熱源棟新設建築工事 09/11月 沖縄県宜野湾市

32

国その他 防衛省沖縄防衛局 与那国(26)宿舎新設建築その他工事 15年8月 沖縄県与那国町

33

国その他 厚生労働省 国立駿河療養所車庫更新築整備その他工事 17/11月 静岡県長泉町

34

国その他 （独）国立青少年教育振興機構本部 国立中央青少年交流の家研修棟新営工事 09/11月 静岡県御殿場市

35

国その他 (独)鉄道建設･運輸施設整備支援機構 北陸新幹線　富山駅新築工事 12年12月 富山県富山市

36

国その他 (国)日本原子力研究開発機構 26Ｊ－ＰＡＲＣ放射化物使用棟建築工事 16/6月 茨城県東海村

37

国その他 （独）東北大学 東北大学（星陵）ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ﾒｶﾞﾊﾞﾝｸ等拠点施設新営工事 13年5月 宮城県仙台市

38

国その他 （独）物質・材料研究機構 構造材料総合研究棟等建設工事 14年4月 茨城県つくば市

39

国その他 国立循環器病研究センター 国立循環器病研究センター移転建替整備事業 17/5月 大阪府吹田市

40

国その他 九州旅客鉄道（株） JR九州ホテル鹿児島増築棟建設工事 09/9月 鹿児島県鹿児島市

41

国その他 九州旅客鉄道（株） ＭＪＲ九大学研都市駅前新築（建築）工事 07/9月 福岡県前原市

42

国その他 国立大学法人筑波大学 筑波大学地域医療・健康科学イノベーションセンター棟建築工事 10/7月 茨城県つくば市

43

国その他 法務省 福岡刑務所収容棟H等新営（建築）工事 09/8月 福岡県須恵町

44

国その他 財務省北海道財務局 公務員宿舎月寒東住宅（仮称）整備事業 10/4月 北海道札幌市

45
ＪＲ他鉄道関係

JR西日本・彦根市 ＪＲ東海道線稲枝駅橋上化工事 15年12月 滋賀県彦根市

46

都道府県 宮城県庁 亘理町上浜街道地区災害公営住宅新築工事（その2） 14年3月 宮城県亘理町

47

都道府県 新潟県庁 新潟県立野球場（仮称）内野スタンド建設工事 07/12月 新潟県新潟市

48

都道府県 新潟県土木部都市局営繕課　 巻高校特別教室棟・体育館棟（第二工区）建築工事 10/5月 新潟県新潟市

49

都道府県 東京都オリンピック・パラリンピック準備局 有明アリーナ（仮称）（27）新築工事 17/9月 東京都江東区

50

都道府県 東京都財務局 豊洲新市場（仮称）管理施設棟建設外市場衛生検査所整備工事 14年9月 東京都江東区

☆　建築工事実績　☆☆　建築工事実績　☆☆　建築工事実績　☆☆　建築工事実績　☆
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51

都道府県 東京都財務局 豊洲新市場（仮称）水産仲卸売場棟ほか建設工事（その２） 14年11月 東京都江東区

52

都道府県 東京都財務局 豊洲新市場（仮称）水産卸売場棟ほか建設工事（その２） 14年11月 東京都江東区

53

都道府県 東京都財務局 豊洲新市場（仮称）青果棟ほか建設工事（その２） 14年11月 東京都江東区

54

都道府県 東京都第三建設事務所 善福寺川調節池機械設備棟新築工事（その２） 16年1月 東京都杉並区

55

都道府県 東京都病院経営本部 精神医療センター（松沢病院）整備運営事業PFI 10/6月 東京都世田谷区

56

都道府県 東京都警視庁 警視庁下谷警察署庁舎(28)改築工事 18/1月 東京都台東区

57

都道府県 東京都警視庁 警視庁本所警察署庁舎(21)改築工事 10/3月 東京都墨田区

58

都道府県 山口県土木建築部 山口県立宇部総合支援学校実習等新築工事 10/6月 山口県宇部市

59

都道府県 山口県土木建築部 平成24年度東岐波県営住宅新築工事 12年12月 山口県宇部市

60

都道府県 福岡県建築都市総務課 福岡女子大学学生寮新築工事 10/5月 福岡市

61

都道府県 長崎県土木部 長崎県立総合運動公園新陸上競技場（仮称）新築工事(1工区) 11年7月 長崎県諫早市

62

都道府県 長崎県土木部 長崎県立総合運動公園新陸上競技場（仮称）新築工事(2工区) 11年7月 長崎県諫早市

63

都道府県 鹿児島県・鹿児島市 新鴨池公園水泳プール整備PFI工事 09/8月 鹿児島県鹿児島市

64

都道府県 鹿児島県建築課 北薩地域振興局会議室兼書庫棟新築工事 09/10月 鹿児島県

65

市町村 南三陸町 南三陸町役場歌津総合支所新築工事 16/5月 宮城県南三陸町

66

市町村 新潟県上越市 上越火力発電所建設工事 10/9月 新潟県上越市

67

市町村 富山県高岡市 高岡西部総合公園野球場新築工事 13年11月 富山県高岡市

68

市町村 所沢市 （仮称）新所沢複合施設建設（建築）工事 09/12月 埼玉県所沢市

69

市町村 東埼玉資源環境組合 第二工場ごみ処理施設建設工事 13年12月 埼玉県草加市

70

市町村 津市 津市産業・スポーツセンター（名称・サオリーナ）建築、設備工事 16/1月 三重県津市

71

市町村 大阪市 阿倍野A1地区第2種市街地再開発事業A2棟建設工事 10/6月 大阪市阿倍野区

72

市町村 鳴門市 鳴門市大麻中学校校舎改築工事のうち建築工事 10/8月 徳島県鳴門市

73

民間 日本赤十字社 北見赤十字病院新病院建設工事 12年12月 北海道北見市

74

民間 野村不動産（株） （仮称）東雲キャナルコート地区（複合街区）計画 10/8月 東京都江東区

75

民間 歌舞伎座・松竹 「（仮称）歌舞伎座ＫＳ計画新築工事」 11年6月 東京都中央区

76

民間 三井不動産（株） 室町東地区開発計画2-3街区新築工事 12年12月 東京都中央区

77

民間 三井不動産ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙ(株) (仮称)月島一丁目再開発計画 12年9月 東京都中央区

78

民間 清水建設（株） 清水建設（株）新本社プロジェクト新築工事 10/8月 東京都中央区

79

民間 東京建物 （仮称）Brilliaひばりが丘新築工事 09/7月 東京都西東京市

80

民間 富士山静岡空港（株） 富士山静岡空港旅客ターミナル建設工事 07/10月 静岡県牧之原市・島田市

81

民間 （株）東芝 （株）東芝四日市工場250棟建築工事 10/7月 三重県四日市市

82

民間 関西電力 高浜発電所緊急時対策所(耐震)設置工事のうち建物工事 18年1月 福井県高浜町

83

民間 NTT都市開発他 大阪駅北地区先行開発区域プロジェクト／Ｂブロック工事 10/11月 大阪府大阪市

84

民間 （株）電気ビル （仮称）電気ビル南館建設計画 10/9月 福岡県福岡市

85

民間 福岡赤十字病院 福岡赤十字病院新築工事 10/3月 福岡市

86

民間 ＵＲ九州支社 アーベインルネス若久（仮称）３ブロック建築その他 14年4月 福岡県福岡市

87

民間 肥後銀行 肥後銀行本店新築工事 13年10月 熊本県熊本市

88

民間 中央町23番街区市街地再開発組合 鹿児島市中央町23番街区再開発工事 09/8月 鹿児島県鹿児島市
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