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1 山幹土セ単柱橋脚耐震補強工事 西日本旅客鉄道（株） （株）熊谷組 山口県 令和2年4月

H20-T20
H20-T25
H25-T20
H25-T25

54
47
2
2

2 伊勢自動車道　津インター橋他２橋　橋梁下部工耐震補強工事 中日本高速道路（株） 飛島建設（株） 愛知県 令和2年4月 H30-T25 16

3 八戸百石線　橋梁補修（新市川橋）工事 青森県 （株）下舘組 青森県 令和2年4月
H35-T30
H35-T35

8
8

4
令和元年度相良浜岡線防災・安全交付金
(橋梁耐震対策)工事(新川橋橋脚補強工)

静岡県 （株）若杉組 静岡県 令和2年4月
H30-T25
H30-T35

4
2

5 息栖大橋（Ｐ5，Ｐ6橋脚）耐震補強工事 茨城県 常総開発工業（株） 茨城県 令和2年4月 H25-T25 24

6 令和元年度（国）１３５号防災・安全交付金（１１－０１） 静岡県 東海建設（株） 静岡県 令和2年4月 H30-T25 1

7 湯浅御坊道路有田工事　熊井第二高架橋他2橋（下部工）工事 西日本高速道路（株） 若築建設（株） 和歌山県 令和2年4月 H30-T25 4

8 一般県道 乙瀬小方線 新町陸橋耐震補強工事(その4) 広島県 広成建設（株） 広島県 令和2年5月
H25-T25
H30-T25

16
12

9 発寒・発寒中央間西発寒Ｂｏ補修工事 北海道旅客鉄道（株） 岩田地崎建設（株） 北海道 令和2年5月 H30-T30 8

10
東北自動車道仁良塚橋跨高速道路橋
（ロッキング橋脚）耐震補強工事

東日本高速道路（株） （株）竹中土木 栃木県 令和2年5月 H20-T25 4

11
東北自動車道大久保橋跨高速道路橋
（ロッキング橋脚）耐震補強工事

東日本高速道路（株） （株）淺沼組 栃木県 令和2年5月
H20-T25
H25-T25

44
8

12 室津高架橋他１橋耐震補強工事
本州四国

連絡高速道路（株）
（株）五大

コーポレーション
兵庫県 令和2年5月 H20-T25 4

13 東北本線白坂・新白河間高山こ線橋補強その他工事 東日本旅客鉄道（株） 東鉄工業（株） 福島県 令和2年5月 H25-T25 8

14 沼隈横田港線　道路災害防除工事（睦橋） 広島県 富士建設（株） 広島県 令和2年6月 H20-T30 12

15 主要地方道　泉佐野岩出線　田尻スカイブリッジ耐震補強工事 大阪府 鹿島建設（株） 大阪府 令和2年6月
H40-T55
H40-T60

4
32

16
東北自動車道吉原橋

（ロッキング橋脚）耐震補強工事
東日本高速道路（株） 戸田建設（株） 福島県 令和2年6月 H25-T25 68

17 市道伊島前島線（前島橋）下部工補修補強工事 阿南市 兼子建設（株） 徳島県 令和2年7月 H25-T25 6

18 令和元年度　１号日坂伊達方地区橋梁補強工事
国土交通省

中部地方整備局
（株）鈴木組 静岡県 令和2年7月

H35-T25
H35-T30

3
2

スルーサーＡ　納入実績一覧表（令和2年度）

株式会社 三研テクノクリエイト
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19 一般国道235号　日高町沙流川橋耐震補強工事 北海道 東海建設（株） 北海道 令和2年7月 H35-T30 3

20 新浦和橋耐震補強及び補修工事その４ さいたま市
三ツ和総合建設業

協同組合
埼玉県 令和2年8月 H25-T25 4

21 一般国道306号（治田跨線橋）橋梁耐震補強（その１）工事 三重県 （株）出口組 三重県 令和2年8月 H20-T25 18

22 一般国道306号（治田跨線橋）橋梁耐震補強（その２）工事 三重県 （株）三輪建設 三重県 令和2年8月 H20-T25 12

23 一般国道306号（治田跨線橋）橋梁耐震補強（その３）工事 三重県 （株）中村組 三重県 令和2年9月 H20-T25 12

24 飯倉ＢＬ 西日本旅客鉄道（株） 広成建設（株） 福岡県 令和2年9月

H20-T25
H25-T20
H25-T25
H30-T20

4
4
4
4

25 令和元年　道路改良事業　一般国道247号汐留橋下部工事 愛知県 石橋建設興業（株） 愛知県 令和2年9月 H30-T25 6

26 橋梁耐震補強補修工事（南袖大橋下部工） 袖ヶ浦市 （株）シバサキ建設 千葉県 令和2年9月 H30-T25 12

27 関西支社管内　阪神地区耐震補強工事（鹿ノ子橋） 西日本高速道路（株） （株）旭工建 兵庫県 令和2年10月 H30-T25 24

28 高崎支社管内第３期橋脚耐震補強（１工区）工事 東日本旅客鉄道（株） 東鉄工業（株） 埼玉県 令和2年10月 H20-T20 28

29 朝凪専用橋耐震補強ならびに補修工事
東京電力

パワーグリッド（株）
三井住友建設（株） 東京都 令和2年10月 H20-T25 30

30 秋田自動車道　大戸川橋耐震補強工事 東日本高速道路（株） 西松建設（株） 秋田県 令和2年10月 H20-T25 16

31 北但地区　蓼川大橋耐震補強・保全対策第２工区工事 兵庫県 （株）中川工務店 兵庫県 令和2年10月 H35-T55 4

32 宮前第二高架橋耐震補強工事（その１） さいたま市
三ツ和総合建設業

協同組合
埼玉県 令和2年10月 H30-T25 2

33 単県　道路工事（邑上橋Ｐ１橋脚補強） 岡山県 （株）西山組 岡山県 令和2年10月 H30-T35 4

34 池間大橋補強工事（Ｒ2-1） 沖縄県 極東建設（株） 沖縄県 令和2年10月 H25-T25 20

35 令和２年度　橋修震単大第1-5号　橋梁耐震補強工事 大分県 （株）安東建設 大分県 令和2年11月 H20-T25 24

36 主要地方道藤沢座間厚木座架依橋（P4・P5）耐震補強工事 神奈川県 関東緑地土木（株） 神奈川県 令和2年11月
H30-T40
H35-T40

6
4

37 主要地方道軽米九戸線折爪橋橋梁補強工事 岩手県 （株）丹野組 岩手県 令和2年11月 H25-T25 8

38 2019山幹土セ単柱橋脚耐震補強（複）Ｂ 西日本旅客鉄道（株） （株）フジタ 山口県 令和2年11月 H25-T20 1

株式会社 三研テクノクリエイト
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39 奥羽本線　富根・二ツ井間米代川橋りょう橋脚耐震補強 東日本旅客鉄道（株） 第一建設工業（株） 秋田県 令和2年11月 H20-T20 64

40 高松自動車道　表橋耐震補強工事 西日本高速道路（株） ショーボンド建設（株） 愛媛県 令和2年11月 H20-T25 2

41 総Ⅰ除）2010橋りょう修繕工事（玉葉橋耐震補強工） 埼玉県 金杉建設（株） 埼玉県 令和2年11月 H30-T25 6

42 令和２年度道補橋耐国第1-3号橋梁耐震補強工事 大分県 (有)双国建設 大分県 令和2年11月 H25-T25 24

43 （主）坂越御埼加里屋線　赤穂海浜大橋耐震補強工事 兵庫県 （株）上野組 兵庫県 令和2年11月
H30-T25
H30-T30
H35-T30

16
8
16

44 払川大橋（北九州芦屋線）橋梁補修補強工事 北九州市 福山総合建設（株） 福岡県 令和2年11月 H25-T25 16

45 耐震補強西川1P,2P 西日本旅客鉄道（株） 広成建設（株） 福岡県 令和2年11月
H20-T20
H20-T25

12
4

46
令和２年度　一般県道桑名東員線
（中央大橋）橋梁耐震補強工事

三重県 奥岡建設工業（株） 三重県 令和2年11月 H20-T30 4

47 令和２年度公共事業汐見橋補修・耐震補強工事（その２） 兵庫県 （株）上野組 兵庫県 令和2年11月 H20-T25 60

48 令和２年度公共事業西浜橋補修・耐震補強工事（その２） 兵庫県 晃進建設（株） 兵庫県 令和2年11月 H20-T25 20

49
（主）浜田美都線（板井川大橋）
防災安全交付金（橋梁耐震）工事

島根県 堀建設（株） 島根県 令和2年11月 H30-T25 18

50 承　第450-4号　屏風山内真部線橋梁補修（神田橋）工事 青森県 （株）和島組 青森県 令和2年11月 H30-T30 12

51 富士川大橋耐震補強工事その１０ 山梨県 井上建設（株） 山梨県 令和2年11月 H30-T25 4

52 宮崎自動車道　大淀川橋他2橋耐震補強工事 西日本高速道路（株） （株）仁木総合建設 宮崎県 令和2年11月 H30-T25 12

53 （主）坂越御埼加里屋線　赤穂海浜大橋耐震補強工事その２ 兵庫県 （株）森崎組 兵庫県 令和2年11月
H30-T30
H35-T30

16
8

54 Ｒ２・３切尾橋耐震補強工事
国土交通省

北陸地方整備局
（株）坂詰組 新潟県 令和2年12月 H30-T25 12

55
検見川浜・稲毛海岸間草野橋りょう（1Ｐ・2Ｐ）

耐震補強他工事（第４工区）
東日本旅客鉄道（株） 鉄建建設（株） 千葉県 令和2年12月

H20-T20
H30-T20

4
2

56 一般国道336号浦河町幌別橋耐震補強外一連工事
国土交通省

北海道開発局
池田建設（株） 北海道 令和2年12月 H30-T25 4

57 八戸三沢線橋梁補修（尻内橋）工事 青森県 （株）下舘組 青森県 令和2年12月 H20-T40 16

58
Ｒ２阿土　阿南勝浦線（持井橋）
阿南・上大野橋梁耐震補強工事

徳島県 森崎建設（株） 徳島県 令和2年12月 H20-T25 8

株式会社 三研テクノクリエイト
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59 境川水路橋耐震補強工事 横浜市水道局 （株）きたむら園 神奈川県 令和2年12月 H20-T25 2

60 一般国道38号　釧路市　釧路大橋耐震補強工事
国土交通省

北海道開発局
（株）田中組 北海道 令和2年12月 H30-T30 24

61 防災・安全交付金事業 上白石橋耐震補強工事 札幌市 杉原建設（株） 北海道 令和2年12月 H20-T20 4

62 主要地方道藤沢座間厚木座架依橋（P2）耐震補強工事 神奈川県 オリエンタル白石（株） 神奈川県 令和2年12月 H30-T40 24

63 武蔵野線大場川橋りょう耐震補強工事（1P-1ブロック） 東日本旅客鉄道（株） 東鉄工業（株） 埼玉県 令和2年12月 H20-T20 38

64
吉野発電所　水路橋他

耐震補強工事のうち２号水路橋耐震補強工事
関西電力（株） （株）上田工務店 奈良県 令和2年12月 H20-T25 18

65 令和元-２年度　国道196号菊間大橋耐震補強外工事
国土交通省

四国地方整備局
（株）大旺 愛媛県 令和2年12月 H25-T25 9

66 九重地区橋梁補修外工事 大分県 （株）大鐵 大分県 令和2年12月 H20-T40 8

67 国道１号木津川大橋耐震補強工事
国土交通省

近畿地方整備局
（株）長村組 京都府 令和3年1月 H35-T25 24

68
31国補橋修　第31-04-518-0-003号
息栖大橋(P3、P4橋脚)耐震補強工事

茨城県 幸武建設（株） 茨城県 令和3年1月 H25-T25 24

69
令和２年度（国）136号（湯けむり橋）
橋梁耐震対策工事 （Ｐ１橋脚補強工）

静岡県 長田建設工業（株） 静岡県 令和3年1月 H30-T40 12

70 真砂大橋耐震補強工事（2-1） 千葉市 橋本・市原JV 千葉県 令和3年1月 H30-T25 24

71 県道須崎仁ノ線防災・安全交付金（仁淀川河口大橋）工事 高知県 （株）清水新星 高知県 令和3年1月
H20-T25
H20-T80

8
8

72 R2国道16号BP御殿山高架橋耐震補強工事
国土交通省

関東地方整備局
馬淵建設（株） 東京都 令和3年1月 H25-T25 36

73 鶴見川専用橋耐震補強工事
東京電力

パワーグリッド（株）
東亜建設工業（株） 神奈川県 令和3年1月 H20-T25 18

74
令和２年度主要地方道嬉野美杉線

（森本橋ほか１橋）橋梁耐震補強工事
三重県 （株）カワセ 三重県 令和3年1月 H20-T25 8

75 令和2年度　橋梁耐震補強事業　鹿島橋耐震補強工事 掛川市 （株）若杉組 静岡県 令和3年1月 H35-T25 8

76
令和２年度　袋井小笠線

橋梁耐震対策工事（花面橋Ｐ２橋脚補強工）
静岡県 （株）若杉組 静岡県 令和3年1月 H30-T25 4

77 2農道第10号大村レインボーロード地区小川内大橋橋脚補強工事 長崎県 高瀬建設（株） 長崎県 令和3年1月 H25-T25 10

78 東北自動車道極瀬第一橋（ロッキング橋脚）耐震補強工事 東日本高速道路（株） （株）安藤・間 栃木県 令和3年1月 H20-T25 8

79 令和2年度　市道市役所前通線　上新橋　橋梁補修工事 輪島市 （株）宮地組 石川県 令和3年1月 H35-T25 6

株式会社 三研テクノクリエイト
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80 （一）仙台館腰線　太白大橋　橋梁耐震補強及び補修工事（その５） 仙台市 （株）泉工務店 宮城県 令和3年1月 H35-T25 6

81 和歌山高速道路事務所管内　南地区橋梁耐震補強工事（その１） 西日本高速道路（株） （株）大林組 和歌山県 令和3年2月
H35-T25
H25-T25

16
16

82 彦根近江八幡線補助道路修繕工事（下芹橋） 滋賀県 （株）三東工業社 滋賀県 令和3年2月 H30-T30 12

83 新湘南バイパス下町屋高架橋北耐震補強工事 中日本高速道路（株） ライト工業（株） 神奈川県 令和3年2月 H20-T25 18

84
令和２年度道路メンテ主要地方道松阪久居線

（須賀瀬大橋）橋梁耐震対策（補強）工事（その２）
三重県 （株）林組 三重県 令和3年2月 H35-T25 4

85 高橋川橋橋梁補強補修工事
国土交通省

関東地方整備局
山本建設（株） 静岡県 令和3年2月 H20-T25 24

86 一般国道204号橋梁補修工事（松浦大橋・耐震補強） 長崎県 松浦建設（株） 長崎県 令和3年2月 H30-T25 6

87
令和2年度　第X422-01号彦根近江八幡線
（愛知川橋）補助道路橋梁耐震補強工事

滋賀県 たち建設（株） 滋賀県 令和3年2月 H40-T25 2

88 農地整備事業(通作条件整備型)千町地区　三ノ坪橋耐震補強工事 岡山県 （株）元浜組 岡山県 令和3年3月 H30-T25 4

株式会社 三研テクノクリエイト


