
株式会社 アクセス　
作成⽇︓2021年6⽉30⽇

№ 年 ⽉ 都道府県 発 注 者 工 事 件 名 備  考
1 2011年9⽉ 徳島県 東部県土整備局 H23徳土 徳島環状線 徳・新浜本(津田横断歩道橋)橋りょう修繕工事 ラスタッフ 1110､2110､2170

2 2011年10⽉ 愛知県 名古屋市東土木事務所 歩道橋修繕工事(東-1) ラスタッフ 1120､2110､2170､3400

3 2012年1⽉ 愛知県 愛知県一宮建設事務所 安全施設管理費(単県)の内 横断歩道橋修繕工事 ラスタッフ 1120､2170

4 2012年2⽉ 愛知県 名古屋市北土木事務所 歩道橋修繕工事(北-2) ラスタッフ 2110､2170

5 2012年3⽉ 新潟県 新潟地域振興局 農村整備課 県営かんがい排⽔事業 ⼤渕排⽔路2-1次工事 ラスタッフ 2110､2110(K)

6 2012年6⽉ 新潟県 (財)新潟県下⽔道公社 H24-特修(新津)第9号新津浄化センタ-№2脱硫塔修繕 ラスタッフ 1110､2150

7 2012年11⽉ 新潟県 新潟地域振興局 農村整備課 県営かんがい排⽔事業 ⼤淵排⽔路第3次工事 ラスタッフ 2110､2110(K)

8 2013年1⽉ 富山県 高岡土木センタ- 小矢部土木事務所 小矢部川⽔系薮波川河川総合交付⾦農道橋上部工工事 ラスタッフ 2150､2170､2200

9 2013年2⽉ 滋賀県 滋賀県道路公社 道路整備課 維持 第B-21号 近江⼤橋有料道路横断歩道橋他修繕工事 ラスタッフ 1120､2110､2170

10 2013年2⽉ 新潟県 新潟地域振興局 農村整備課 県営かんがい排⽔事業 ⻲田郷第2(1期)地区 ⼤渕排⽔路第8次工事 ラスタッフ 2110､2110(K)

11 2013年3⽉ 新潟県 新潟地域振興局 農村整備課 県営かんがい排⽔事業 ⻲田郷第2(1期)地区 ⼤渕排⽔路第5次工事 ラスタッフ 2110､2110(K)

12 2013年2⽉ 新潟県 新潟地域振興局 農村整備課 県営かんがい排⽔事業 ⻲田郷第2(1期)地区 ⼤渕排⽔路第6次工事 ラスタッフ 2110､2110(K)

13 2013年2⽉ 新潟県 新潟地域振興局 農村整備課 県営かんがい排⽔事業 ⻲田郷第2(1期)地区 ⼤渕排⽔路第7次工事 ラスタッフ 2110､2110(K)

14 2013年5⽉ 新潟県 新潟地域振興局 農村整備課 県営かんがい排⽔事業 ⻲田郷第2(1期)地区 ⼤渕排⽔路第4次工事 ラスタッフ 2110､2110(K)

15 2013年6⽉ ⿅児島県 姶良・伊佐地域振興局 県営中山間地域総合整備事業霧島北部地区24-2工区 ラスタッフ 2150､2170､2200

16 2013年10⽉ 新潟県 新潟地域振興局 農村整備課 県営かんがい排⽔事業 ⻲田郷第2(1期)地区 ⼤渕排⽔路第10次工事 ラスタッフ 2110､2110(K)

17 2013年11⽉ 新潟県 新潟地域振興局 農村整備課 県営かんがい排⽔事業 ⻲田郷第2(1期)地区 ⼤渕排⽔路第12次工事 ラスタッフ 2110､2110(K)

18 2013年12⽉ 栃木県 ⾜利市役所 市道小俣町247号線1号橋 橋梁架替工事(上部工) ラスタッフ 2150､2170､2200

19 2014年1⽉ 佐賀県 武雄市役所 渕ノ尾ダム取⽔塔電気及び配管改修工事 ラスタッフ 1110､2110

20 2014年1⽉ ⻑野県 木曽広域連合 木曽広域消防 鉄塔塗装工事 ラスタッフ 2130､2150､2170､2200

21 2014年2⽉ 新潟県 新潟地域振興局 農村整備課 県営かんがい排⽔事業 ⻲田郷第2(1期)地区 ⼤渕排⽔路第9次工事 ラスタッフ 2110､2110(K)

22 2014年2⽉ 新潟県 新潟地域振興局 農村整備課 県営かんがい排⽔事業 ⻲田郷第2(1期)地区 ⼤渕排⽔路第11次工事 ラスタッフ 2110､2110(K)

23 2014年2⽉ 新潟県 新潟地域振興局 農村整備課 県営かんがい排⽔事業 ⻲田郷第2(1期)地区 ⼤渕排⽔路第3次工事 ラスタッフ 2110(K)

24 2014年2⽉ 新潟県 新潟地域振興局 農村整備課 県営かんがい排⽔事業 ⼤淵排⽔路第3次工事 ラスタッフ 2110､2110(K)

25 2014年2⽉ 新潟県 新潟地域振興局 農村整備課 県営かんがい排⽔事業 ⼤淵排⽔路第3次工事(タッチアップ) ラスタッフ 2110

26 2014年3⽉ 佐賀県 武雄市役所 渕ノ尾ダム取⽔塔電気及び配管改修工事 ラスタッフ 2110

27 2014年4⽉ 愛知県 名古屋一宮土木事務所 石田横断歩道橋始め2橋修繕工事(その2) ラスタッフ 1110､2110､2170､3400

28 2014年7⽉ ⻑野県 小諸市役所 平成26年度 市単事業 御牧ヶ原⽔道組合統合に伴う送⽔管新設工事 その1 ラスタッフ 2150､2170､2200

29 2014年7⽉ ⻑野県 小諸市役所 平成26年度 市単事業 御牧ヶ原⽔道組合統合に伴う送⽔管新設工事 その4 ラスタッフ 2150､2200

30 2014年8⽉ 愛知県 豊田加茂建設事務所 豊栄第二歩道橋 ラスタッフ 2110

31 2014年9⽉ 石川県 奥能登土木総合事務所 主要地⽅道珠洲⾥線橋りょう補修工事(明治橋､南志⾒橋) ラスタッフ 2110

32 2014年12⽉ 石川県 奥能登土木総合事務所 主要地⽅道七尾輪島線橋りょう補修工事(井蓋橋塗装1工区) ラスタッフ 2110､2110(K)

33 2014年12⽉ 石川県 奥能登土木総合事務所 主要地⽅道七尾輪島線橋りょう補修工事(井蓋橋塗装2工区) ラスタッフ 2110､2110(K)

34 2014年12⽉ 福岡県 福岡県企業局 苅田事務所 接合井補修工事 ラスタッフ 1110､2110

35 2015年1⽉ 新潟県 阿賀⽤⽔右岸土地改良区連合 土地改良施設維持管理適正化事業渡場⽤⽔路(⽔管橋)補修工事 ラスタッフ 2150､2170

36 2015年2⽉ 石川県 南加賀土木総合事務所 一般国道360号橋りょう補修(防災・安全)工事(乱橋) ラスタッフ 2110､2110(K)､2220

37 2015年2⽉ 山形県 最上総合支庁 中川原橋橋梁補修工事 ラスタッフ 2110

38 2015年2⽉ 石川県 能登町役場 平成26年度社会資本整備総合交付⾦事業 町道⽩丸2号線橋梁架設工事 ラスタッフ 2150､2170､2200

特殊エポキシ系セラミック塗装 ラスタッフ2100シリ-ズ実績表
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39 2015年3⽉ 香川県 香川県中讃土木事務所 (社会資本整備総合交付⾦)県道瀬居坂出港線 道路整備工事(築地橋) ラスタッフ 2110

40 2015年3⽉ ⻑崎県 ⻑崎県 一般県道形上宮浦港線橋梁補修工事(⼤江橋) ラスタッフ 1120､2110

41 2015年3⽉ 宮城県 宮城県⼤河原土木事務所 平成25年度社道復興橋補12-15-A01号 ⽩幡橋耐震補強工事 ラスタッフ 2110

42 2015年5⽉ 石川県 津幡土木事務所 一般県道 森本津幡線 橋りょう補修(防災・安全)工事(津幡川橋) ラスタッフ 2110､2110(K)

43 2015年5⽉ ⻑野県 茅野市役所 茅野市デジタル防災⾏政無線整備工事 ラスタッフ 1110､2110､2200､2270

44 2015年6⽉ 静岡県 静岡市役所 平成26年度葵北県橋第5号(主)南アルプス公園線(⽇向枯井沢橋)橋梁補修工事 ラスタッフ 2110､2150､2170､2220

45 2015年7⽉ 山口県 山口市役所 桜木⼤橋橋梁架替工事 ラスタッフ 2110､2220

46 2015年10⽉ (仮称)第2⻑寿⼤橋工事 ラスタッフ 2150､2170

47 2015年10⽉ 秋田県 秋田南地区維持修繕工事 ラスタッフ 2110

48 2015年10⽉ 千葉県 袖ヶ浦市役所 奈良輪第一⾬⽔幹線整備(榎⼾2号橋)工事 ラスタッフ 2150､2170､2220

49 2015年10⽉ 石川県 珠洲市役所 社会資本整備総合交付⾦事業 市道55号線橋梁補修工事(⻑⾕橋) ラスタッフ 2110､2220

50 2015年10⽉ 石川県 穴⽔町役場 平成27年度本神出橋補修工事(防災・安全) ラスタッフ 2110､2220

51 2015年11⽉ 添架管製作施工(2連) ラスタッフ 2150

52 2015年11⽉ 新潟県 新津郷土地改良区 小向揚⽔機場  除塵機整備補修工 ラスタッフ 2150､2170

53 2015年11⽉ 新潟県 新潟地域振興局 農村整備課 県営かんがい排⽔事業(一般)⻲田郷第2(1期)地区⼤渕排⽔路第16次工事 ラスタッフ 2110､2110(K)

54 2015年12⽉ 埼玉県 上尾市役所 27-36橋梁建設工事(吉野橋) ラスタッフ 2110､2150､2170､2220

55 2015年12⽉ 和歌山県 椎崎橋ほか補修工事 ラスタッフ 1110､2110､2220

56 2016年1⽉ 滋賀県 ⼤津市役所 橋梁整備工事(市道東4314号他3線)藤ケ森歩道橋 ラスタッフ 2150､2170､2220

57 2016年1⽉ 滋賀県 ⼤津市役所 橋梁整備工事(市道北0606号線)したで橋 ラスタッフ 2150､2170､2220

58 2016年2⽉ 山形県 酒田市役所 平成27年度市道矢流川2号橋梁架替え工事 ラスタッフ 2150､2170､2220

59 2016年2⽉ 東京都 第六建設事務所 厩橋⻑寿命化工事(その1) ラスタッフ 2110､2220

60 2016年2⽉ 石川県 中能登土木総合事務所 県単橋りょう補修工事(新川橋) ラスタッフ 2110､2220

61 2016年4⽉ 岐阜県 高山土木事務所 公共 防災・安全交付⾦(交通安全)(-)岩井高山停⾞場線 ラスタッフ 2150､2170､2220

62 2016年5⽉ 石川県 ⾦沢市役所 A-4号線橋梁整備工事(単-8工区) ラスタッフ 2150､2170､2220

63 2016年5⽉ 山形県 南陽市役所 26年災6552号 市道四ツ⾕線(四ツ⾕橋)橋梁災害復旧工事 ラスタッフ 2150､2170､2220

64 2016年6⽉ 山形県 南陽市役所 26年災6552号 市道四ツ⾕線(四ツ⾕橋)橋梁災害復旧工事 ラスタッフ 2110､2220

65 2016年9⽉ 石川県 穴⽔町役場 平成28年度 ⽵原橋補修工事 ラスタッフ 2110

66 2016年9⽉ 新潟県 新津郷土地改良区 ⽔管橋整備補修 ラスタッフ 2150､2170

67 2016年11⽉ 新潟県 三条地域振興局 一級河川布施⾕川広域河川一級(防災安全緊急)護岸等工事 ラスタッフ 2150､2170､2220

68 2016年11⽉ 新潟県 東北⾃然エネルギ-㈱ 新下平発電所ドラフト側壁修繕工事 ラスタッフ 2130

69 2016年12⽉ 秋田県 (国)秋田河川国道事務所 にかほ地区構造物修繕工事(⽩糸橋) ラスタッフ 2110､2220

70 2017年2⽉ ⻘森県 (国)津軽土地改良建設事務所 津軽北部二期農業⽔利事業 若宮幹線排⽔路補修(その2) ラスタッフ 2110､2110(K)

71 2017年5⽉ 石川県 南加賀土木総合事務所 主要地⽅道小松山中線橋りょう補修(防災・安全)工事(絵馬堂橋歩道橋) ラスタッフ 2110､2220

72 2017年5⽉ 千葉県 袖ヶ浦市役所 奈良輪第一⾬⽔幹線整備(28-2)工事 ラスタッフ 2150､2170､2220

73 2017年5⽉ 千葉県 富津市役所 市道荒⼾新町2号線(富⼠⾒橋)橋梁架替工事 ラスタッフ 2110､2150､2170､2220

74 2017年5⽉ 埼玉県 さいたま県土整備事務所 総簡加)社会資本整備総合交付⾦(改築)工事(新橋上部工) ラスタッフ 2150､2170､2220

75 2017年5⽉ 北海道 安曇野 ⼤⾜橋 二重管 ラスタッフ 2150

76 2017年7⽉ 埼玉県 越⾕県土整備事務所 橋りょう修繕工事(越⾕3丁目歩道橋) ラスタッフ 2110､2220､2350
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77 2017年9⽉ 群馬県 館林土木事務所 松原歩道橋補修工事 ラスタッフ 1110､2110

78 2017年9⽉ 石川県 津幡土木事務所 主要地⽅道⾦沢田鶴浜線 橋りょう補修(防災・安全)工事(内灘海浜橋)(断⾯修復工その3) ラスタッフ 2110､2220

79 2017年9⽉ 島根県 益田県土整備事務所 益田高等学校⻑寿命化(特別教室棟屋上防⽔)工事 ラスタッフ 1110､2110､3400

80 2017年10⽉ 埼玉県 さいたま市役所 街路築造工事(道場三室線2工区その9) ラスタッフ 2150､2170､2220

81 2017年10⽉ 奈良県 御所市役所 下茶屋橋架替え工事 ラスタッフ 2150､2170､2220

82 2017年11⽉ 静岡県 島田土木事務所 平成29年度 二級河川⾕稲葉川河川改良工事(橋梁上部工)(⾕稲葉4号橋) ラスタッフ 2150､2170､2220

83 2017年11⽉ 石川県 輪島市役所 平成29年度 市道二ツ屋・山岸線 源右衛⾨橋補修工事 ラスタッフ 2110､2220

84 2017年12⽉ 山形県 平成28年度 市道新橋東⻄線橋梁補修工事 ラスタッフ 2110

85 2017年12⽉ 北海道 上松町役場 小川橋修繕工事 ラスタッフ 2150

86 2017年12⽉ 石川県 能登町役場 都市計画道路駅山⼿線橋梁架設工事(上部工) ラスタッフ 2150､2170､2220

87 2018年1⽉ 茨城県 常総工事事務所 支援道改第29-03-442-0-002号 橋梁上部工事(正⽉橋) ラスタッフ 2150､2170､2220

88 2018年1⽉ 東京都 田無〜花小⾦井間花小⾦井小学校跨線橋外1箇所塗装その他工事 ラスタッフ 1110､2110

89 2018年1⽉ 石川県 県央土木総合事務所 主要地⽅道⾦沢鶴来線 橋りょう補修(防災・安全)工事(窪⼤橋歩道橋下流側) ラスタッフ 1110､2110､2110(K)､2220

90 2018年1⽉ 神奈川県 川崎市中原区役所 神奈川県矢倉橋⼈道橋橋梁整備工事(矢倉橋) ラスタッフ 2150､2170､2220

91 2018年2⽉ 岐阜県 瑞穂市役所 (仮称)野田歩道橋床版工・取付歩道整備工事 ラスタッフ 2110､2150､2170､2220

92 2018年3⽉ 埼玉県 さいたま県土整備事務所 総A除)社会資本整備総合交付⾦(橋りょう整備)工事(新橋架換工) ラスタッフ 2150､2170､2220

93 2018年3⽉ 熊本県 阿蘇地域振興局 ⿊川河川激甚災害対策特別緊急(⼿野遊⽔地農道橋 1)工事 ラスタッフ 2110､2150､2170､2220

94 2018年3⽉ 熊本県 阿蘇地域振興局 ⿊川河川激甚災害対策特別緊急(⼿野遊⽔地農道橋 2)工事 ラスタッフ 2110､2150､2170､2220

95 2018年3⽉ ⻘森県 上北地域県⺠局(上北県⺠局地域整備部) 国道102号 橋梁補修対策(小惣辺橋)工事 ラスタッフ 2110､2220

96 2018年3⽉ 新潟県 ⾒附市役所 平成29年度 市道今町新潟線(⾙喰5号橋)橋梁修繕工事 ラスタッフ 2110

97 2018年5⽉ 福井県 福井市役所 防安№2-6橋梁補修工事(⼤瀬橋) ラスタッフ 1110､2110､2220

98 2018年5⽉ 石川県 県央土木総合事務所 津幡土木事務所 主要地⽅道⾦沢田鶴浜線 橋りょう補修(防災・安全)工事(内灘海浜橋)(断⾯修復工その6) ラスタッフ 2110､2220

99 2018年7⽉ 京都府 丹南土木事務所 桂川(⻲岡)千-川広域河川改修(防災・安全)工事 ラスタッフ 2110､2150､2170､2220

100 2018年8⽉ 埼玉県 熊⾕県土整備事務所 総A除)道路改築工事((仮称)通殿川橋) ラスタッフ 2150､2170､2220

101 2018年8⽉ 埼玉県 熊⾕県土整備事務所 総A除)街路整備工事(⽉⾒橋架換工) ラスタッフ 2150､2170､2220

102 2018年9⽉ 滋賀県 南部土木事務所 平成29年度 第201-18号 中ノ井川河川改良工事(中ノ井川1号橋) ラスタッフ 2150､2170､2200

103 2018年10⽉ 愛知県 名古屋市東土木事務所 矢田横断歩道橋塗装・修繕工事 ラスタッフ 2110

104 2018年10⽉ 千葉県 君津市役所 木和田橋橋梁補修工事 ラスタッフ 1110､2110

105 2018年11⽉ 石川県 県央土木総合事務所 主要地⽅道⾦沢鶴来線 橋りょう補修(防災・安全)工事(窪⼤橋) ラスタッフ 1110､2110､2110(K)､2220

106 2018年11⽉ 千葉県 君津市役所 柳瀬橋橋梁補修工事 ラスタッフ 2110

107 2018年11⽉ ⻘森県 下北地域県⺠局 第408-1号 国道338号橋梁架替(舘越橋)工事 ラスタッフ 2150､2170､2220

108 2018年11⽉ ⻘森県 下北地域県⺠局 第408-1号 国道338号橋梁架替(舘越橋)工事 ラスタッフ 2110､2220

109 2018年11⽉ 秋田県 秋田地域振興局 県単道路補修工事 秋田北インタ-線(外旭川アンパス補修) ラスタッフ 2110

110 2018年12⽉ 愛知県 (国)新濃尾農地防災事業所 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津⽤⽔路 小牧二重堀工区(その3)改修工事 ラスタッフ 2150､2170､2220

111 2019年1⽉ 千葉県 茂原市役所 防災・安全交付⾦(橋梁修繕)工事(新藤根橋) ラスタッフ 2110､2220

112 2019年2⽉ 愛知県 (国)新濃尾農地防災事業所 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津⽤⽔路 小牧二重堀工区(その3)改修工事 ラスタッフ 2110､2220

113 2019年2⽉ 山口県 周南市役所 しゅうニャン橋守隊による猫の⼿メンテナンス活動時の試験施工 ラスタッフ 1110､ 2110

114 2019年2⽉ 愛知県 一宮市役所 道路第84号 市場橋 橋梁保全工事 ラスタッフ 1110､ 2110
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115 2019年2⽉ 秋田県 由利本荘市役所 橋梁補修工事(⼤揚橋) ラスタッフ 2110

116 2019年3⽉ 東京都 ⾸都高速道路㈱ ⾸都高試験施工 ラスタッフ 2110､2220

117 2019年3⽉ 静岡県 三菱ケミカルアクア・ソリュ-ションズ㈱ 排⽔処理設備増強工事 ラスタッフ 2150､2200､2260

118 2019年3⽉ 愛知県 名古屋市東土木事務所 第二太閤通横断歩道橋修繕工事 ラスタッフ 2110

119 2019年3⽉ ⻘森県 ㈱伊藤鉱業 津軽北部二期農業⽔利事業 若宮幹線排⽔路(その4)工事 ラスタッフ 2110､2110(K)

120 2019年3⽉ 富山県 ＹＫＫ㈱ 吉田川橋梁架替整備工事 ラスタッフ 2150､2170､2220

121 2019年5⽉ 東京都 千代田区役所 後楽橋補修工事 ﾗｽﾀｯﾌ 1110､ 2110

122 2019年5⽉ 千葉県 市原土木事務所 県単交通安全対策工事(有秋台歩道橋・補修工) ﾗｽﾀｯﾌ 1110､ 2110

123 2019年5⽉ 石川県 県央土木総合事務所 津幡土木事務所 主要地⽅道⾦沢田鶴浜線橋りょう補修(防災・安全)工事(内灘海浜橋)(断⾯修復工その6) ﾗｽﾀｯﾌ 2110､2220

124 2019年5⽉ 東京都 墨田区役所 小梅橋架替その他工事 ﾗｽﾀｯﾌ 2110､2150､2170､2220

125 2019年6⽉ 石川県 中能登土木総合事務所 一般県道⽻咋巌⾨⾃転⾞道線 橋りょう補修(防災・安全)工事(⾃転⾞道6号橋・7号橋) ﾗｽﾀｯﾌ 1110､ 2110

126 2019年6⽉ 石川県 中能登土木総合事務所 一般県道⽻咋巌⾨⾃転⾞道線 橋りょう補修(防災・安全)工事(⾃転⾞道8号橋・9号橋) ﾗｽﾀｯﾌ 2110

127 2019年6⽉ 石川県 中能登土木総合事務所 一般県道⽻咋巌⾨⾃転⾞道線 橋りょう補修(防災・安全)工事(⾃転⾞道11号橋・12号橋) ﾗｽﾀｯﾌ 2110

128 2019年7⽉ 神奈川県 (国)横浜国道事務所 国土交通省横浜国道事務所管内施工デモ(7/25) ﾗｽﾀｯﾌ 2110

129 2019年7⽉ 秋田県 秋田地域振興局 県単道路補修工事(橋梁補修)30-G854-50 ﾗｽﾀｯﾌ 2150､2170､2220

130 2019年7⽉ 静岡県 函南町 塗膜調査後の塗装復旧工 ﾗｽﾀｯﾌ 2110､2220

131 2019年10⽉ 神奈川県 (国)横浜国道事務所 国土交通省横浜国道事務所管内施工デモ(7/25) ﾗｽﾀｯﾌ 2110

132 2019年11⽉ 千葉県 南部漁港事務所 勝浦漁港⽔産流通基盤整備(港橋上部工)工事 ﾗｽﾀｯﾌ 2110､2150､2170､2220

133 2019年11⽉ 石川県 志賀町役場 ⼤中橋橋梁補修工事 ﾗｽﾀｯﾌ 2110､2110(K)､2220

134 2019年12⽉ ⻘森県 七⼾町役場 上⾒町橋橋梁整備工事 ﾗｽﾀｯﾌ 2150､2170､2220

135 2019年12⽉ 高知県 ⿊潮町役場 30防安 第580-202-1号 2号藤本橋補修工事 ﾗｽﾀｯﾌ 2110

136 2019年12⽉ 愛知県 一宮市役所 ⼋神橋橋梁保全工事 ﾗｽﾀｯﾌ 2110

137 2020年1⽉ 愛知県 一宮市役所 中島橋橋梁保全工事 ﾗｽﾀｯﾌ 1110､ 2110

138 2020年1⽉ 神奈川県 相模原市役所 ⼤沼小学校前歩道橋修繕工事 ﾗｽﾀｯﾌ 1110､ 2110

139 2020年1⽉ 愛知県 一宮市役所 小原橋 橋梁保全工事 ﾗｽﾀｯﾌ 1110､ 2110

140 2020年2⽉ 愛知県 一宮市役所 新田橋橋梁保全工事 ﾗｽﾀｯﾌ 2110

141 2020年2⽉ 愛知県 一宮市役所 蒲原橋橋梁保全工事 ﾗｽﾀｯﾌ 2110

142 2020年2⽉ 高知県 三原村役場 第31-4-2号 村道⻄ケ駄馬線三軒屋橋補修工事 ﾗｽﾀｯﾌ 2110、2220

143 2020年2⽉ 茨城県 ⽔⼾土木事務所 31国補交安 第31-04-080-0-001号 歩道新設工事 ﾗｽﾀｯﾌ 2150、2170、2220

144 2020年2⽉ ⻘森県 佐井村役場 ⻑後橋橋梁架替工事 ﾗｽﾀｯﾌ 2150、2170、2220

145 2020年3⽉ ⻘森県 (国)津軽土地改良建設事務所 津軽北部二期農業⽔利事業　下⾞⼒幹線排⽔路(その3)工事 ﾗｽﾀｯﾌ 2110、2110(K)

146 2020年3⽉ 愛知県 一宮市役所 ⼋神橋橋梁保全工事 ﾗｽﾀｯﾌ 2110

147 2020年3⽉ 石川県 小松市役所 令和元年度 県単土地改良事業 佐-木地区 排⽔路鋼矢板塗装工事 ﾗｽﾀｯﾌ 1110、2110、2220

148 2020年4⽉ 福島県 東⽇本旅客鉄道㈱ 東北本線二本松安達間高架橋補修工事 ﾗｽﾀｯﾌ 2110、2220

149 2020年4⽉ 兵庫県 香美町役場 町道和池ハチ北線スノ-シェルタ-修繕工事 ﾗｽﾀｯﾌ 2110

150 2020年5⽉ 秋田県 秋田市上下⽔道局 下管渠第35号公共下⽔道築造工事(19030) ﾗｽﾀｯﾌ 2110

151 2020年6⽉ 福島県 (国)福島河川国道事務所 令和元年〜2年度 栗⼦地区橋梁補修工事(山神橋) ﾗｽﾀｯﾌ 2110、2220

152 2020年7⽉ 秋田県 横⼿市役所 令和元年度 落合橋補修工事 DKK311-28 ﾗｽﾀｯﾌ 2110、2220
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153 2020年7⽉ 埼玉県 小川町役場 池田歩道橋補修工事 ﾗｽﾀｯﾌ 1110、2110

154 2020年7⽉ 静岡県 下田土木事務所 令和元年度〔第31-D7054-01号〕(—)湯ケ野松崎線防災・安全交付⾦(橋梁補修)工事(⼤鍋橋) ﾗｽﾀｯﾌ 2110、2220

155 2020年7⽉ 群馬県 高崎土木事務所 補助公共社会資本総合整備(防災・安全)(地⽅道・横断歩道橋)京目歩道橋補修工事 ﾗｽﾀｯﾌ 2110、2220

156 2020年7⽉ 山形県 (国)酒田河川国道事務所 鶴岡地区橋梁補修外工事 ﾗｽﾀｯﾌ 2110、2220

157 2020年8⽉ 東京都 江東区役所 塗膜調査後の塗装復旧工 ﾗｽﾀｯﾌ 2110

158 2020年8⽉ 京都府 南丹土木事務所 千々川広域河川改修(防災・安全)工事・千々川河川改良受託1工事 ﾗｽﾀｯﾌ 2150、2170、2220

159 2020年8⽉ 福島県 (国)福島河川国道事務所 栗⼦国道管内橋梁補修工事(⻄川橋) ﾗｽﾀｯﾌ 2110、2220

160 2020年9⽉ 京都府 南丹土木事務所 千々川広域河川改修(防災・安全)工事 千々川河川改良受託1工事 ﾗｽﾀｯﾌ 2110、2220

161 2020年9⽉ 石川県 ⾦沢市役所 高柳跨線橋耐震補強・補修工事 ﾗｽﾀｯﾌ 2110、2220、3400

162 2020年10⽉ 石川県 石川土木総合事務所 松任海浜公園横断連絡橋補修工事 ﾗｽﾀｯﾌ 2110、2220、2350

163 2020年10⽉ 静岡県 沼津市役所 令和元年度 御幸橋橋梁上部工事 ﾗｽﾀｯﾌ 2110、2150、2220、2270

164 2020年10⽉ 滋賀県 ⻑浜市役所 令和元年度 道河第39号 橋梁(岡⾕橋)補修工事 ﾗｽﾀｯﾌ 2110、2220

165 2020年10⽉ 埼玉県 (国)⼤宮国道事務所 R1浦和市⼤宮出張所管内歩道橋補修他工事 ﾗｽﾀｯﾌ 1110､2110､2220

166 2020年10⽉ 石川県 奥能登土木総合事務所 一般国道249号 外 道路施設⻑寿命化対策工事(設計)業務委託(⻲部田新橋外) ﾗｽﾀｯﾌ 2110

167 2020年11⽉ 埼玉県 埼玉県 県内維持補修工事 ﾗｽﾀｯﾌ 1110､2110

168 2020年11⽉ 福島県 相双建設事務所 道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁下部) ﾗｽﾀｯﾌ 2150､2170､2220

169 2020年12⽉ 愛知県 一宮市役所 道路第92号 内沼橋 橋梁保全工事 ﾗｽﾀｯﾌ 2110

170 2020年12⽉ 愛知県 一宮市役所 道路第94号 愛宕橋 橋梁保全工事 ﾗｽﾀｯﾌ 2110

171 2020年12⽉ 愛知県 一宮市役所 道路第121号 和田東橋 橋梁保全工事(その2) ﾗｽﾀｯﾌ 2110

172 2020年12⽉ 愛知県 一宮市役所 道路第101号 郷⻄橋 橋梁保全工事 ﾗｽﾀｯﾌ 2110

173 2020年12⽉ 埼玉県 ⾏田市役所 横断歩道橋修繕工事(泉小学校前歩道橋) ﾗｽﾀｯﾌ 1110､2110

174 2020年12⽉ 石川県 ⼿取川⽔道事務所 石川県⽔道⽤⽔供給事業 ⽔管橋塗装補修設計業務委託(⼿取川2号) ﾗｽﾀｯﾌ 2110

175 2020年12⽉ 埼玉県 秩父県土整備事務所 橋りょう修繕工事(桃木平橋耐震補強・補修工) ﾗｽﾀｯﾌ 2110､2220

176 2020年12⽉ 石川県 中能登土木総合事務所 一般県道 ⽻咋巌⾨⾃転⾞道線 橋りょう補修(防災・安全)工事(⾃転⾞道21号橋塗装工) ﾗｽﾀｯﾌ 2110､2110(Ｋ)､2220

177 2020年12⽉ 石川県 中能登土木総合事務所 一般県道 ⽻咋巌⾨⾃転⾞道線 橋りょう補修(防災・安全)工事(⾃転⾞道34号橋塗装工) ﾗｽﾀｯﾌ 2110､2110(Ｋ)､2220

178 2021年1⽉ 新潟県 村上地域振興局 三⾯川左岸(1期)地区第41次工事 ﾗｽﾀｯﾌ 2110

179 2021年1⽉ 埼玉県 秩父県土整備事務所 橋りょう修繕工事(新⻑若橋耐震補強工) ﾗｽﾀｯﾌ 2110、2220

180 2021年2⽉ 秋田県 湯沢市役所 市道打越渕ノ上線向鍬柄橋橋梁補修工事 ﾗｽﾀｯﾌ 2110、2220

181 2021年2⽉ 愛知県 ⻲山市役所 令和2年度 福寿第2号 筆捨橋橋梁修繕工事 ﾗｽﾀｯﾌ 2110、2220

182 2021年2⽉ 高知県 幡多田土木事務所 県道中村下田ノ口線外2路線(潮⼊橋外2橋)橋梁修繕工事 ﾗｽﾀｯﾌ 2110、2220、2350

183 2021年3⽉ 秋田県 由利本荘市役所 (由本東建工第1号)上⾥橋橋梁補修工事 ﾗｽﾀｯﾌ 2110

184 2021年3⽉ 高知県 ⿊潮町役場 押川橋補修工事 ﾗｽﾀｯﾌ 2110、2220

185 2021年3⽉ 高知県 ⿊潮町役場 天神橋外1橋補修工事 ﾗｽﾀｯﾌ 2110、2220

186 2021年3⽉ 新潟県 柏崎市 防災第2号 防災情報通信システム受信設備整備工事 ﾗｽﾀｯﾌ 2110、2220､2270

187 2021年3⽉ 福島県 三春土木事務所 道路橋りょう維持(⻑寿)工事(橋梁補修) ﾗｽﾀｯﾌ 1110、2110

188 2021年4⽉ 埼玉県 東松山県土整備事務所 舗装指定修繕工事(⻄本宿工区・下唐⼦工区)・橋りょう修繕工事(上橋外修繕工)合併 ﾗｽﾀｯﾌ 1110､2110

189 2021年4⽉ 埼玉県 (国)⼤宮国道事務所 R2管内歩道橋補修他工事 ﾗｽﾀｯﾌ 2110､2220

190 2021年4⽉ 石川県 中能登土木総合事務所 一般県道 ⽻咋巌⾨⾃転⾞道線 橋りょう補修(防災・安全)工事(⾃転⾞道31号橋塗装工) ﾗｽﾀｯﾌ 2110､2110(K)､2220
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191 2021年4⽉ 新潟県 新潟地域振興局 新津地域整備部 主要地⽅道新潟村松三川線 道路更新防災(公共橋補)仙⾒川橋補修工事 ﾗｽﾀｯﾌ 2110､2220

192 2021年5⽉ 千葉県 君津市役所 中野跨線橋橋梁補修工事 ﾗｽﾀｯﾌ 1110､2110､2220､2350

193 2021年5⽉ 新潟県 柏崎市役所 防災第1号 防災情報通信システム受信設備整備工事 ﾗｽﾀｯﾌ 2110､2200､2270

194 2021年6⽉ 埼玉県 朝霞県土整備事務所 0342橋りょう修繕工事(⾜⽴陸橋)舗装修繕合併 ﾗｽﾀｯﾌ 1110、2110

195 2021年6⽉ 茨城県 常陸⼤宮土木事務所 02国補地道 第02-03-228-0-002号 道路改良舗装工事(その4) ﾗｽﾀｯﾌ 2150、2170、2220

196 2021年6⽉ 宮城県 東⽇本旅客鉄道株式会社 くりこま高原駅ホーム改良その他工事 ﾗｽﾀｯﾌ 1110、2110、2350

197 （以下余⽩）

198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228

※納⼊年度によりセル着⾊にて区分


