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1 下北停車場線　橋梁補修（下北橋）工事 青森県 （株）柴田組 青森県 令和2年4月 H20-0P 12

2 令和元年度23号堀切川橋耐震補強工事
国土交通省

中部地方整備局
丸亀産業（株） 三重県 令和2年4月 H30-0P 8

3
平成31年度 主要県道光上関線(中央橋)

橋梁補修(防災・安全交付金 耐震)地方道工事 第1工区
山口県 兼本建設（株） 山口県 令和2年4月 H30-0P 8

4 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 H20-0P 6

5 一般国道487号道路災害防除工事（早瀬大橋耐震補強） 広島県 大新土木（株） 広島県 令和2年9月 H20-0P 46

6 八戸三沢線橋梁補修（尻内橋）工事 青森県 （株）田名部組 青森県 令和2年10月 H20-0P 16

7 国道24号十市橋他耐震補強他工事
国土交通省

近畿地方整備局
（株）高崎組 奈良県 令和2年11月 H20-0P 20

8
道交都(防災・安全)第1・4号(都)高知駅奏南町線

防災・安全交付金工事
高知県 大旺新洋（株） 高知県 令和2年11月 H25-0P 16

9
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 H20-0P 2

10
令和２年度(一)清水函南停車場線

橋梁耐震対策工事(大場橋P1橋脚耐震補強工)(11-01)
静岡県 加和太建設（株） 静岡県 令和2年11月 H30-0P 23

11 桜岡橋橋梁耐震補強工事 宮城県 （株）浅野工務店 宮城県 令和2年12月 H30-0P 4

12 令和２年度防緊国橋耐佐　第１号　橋梁耐震補強工事 大分県 （株）小野明組 大分県 令和2年12月 H30-0P 10

13 (一)静岡焼津線橋梁耐震対策工事(当目大橋橋脚補強工) 静岡県 五洋建設（株） 静岡県 令和2年12月 H30-0P 16

14 令和元年度　美濃屋川橋耐震補強工事
国土交通省

中部地方整備局
東海土建（株） 三重県 令和2年12月 H30-0P 8

15 国道188号光井橋耐震補強工事
国土交通省

中国地方整備局
新光産業（株） 山口県 令和2年12月 H30-0P 12

16 一般国道306号(菰野大橋)橋梁耐震補強工事 三重県 （株）真光組 三重県 令和2年12月 H25-0P 18

17 令和２年度　橋梁耐震補強事業　金城橋耐震補強工事 掛川市 掛川土建（株） 静岡県 令和2年12月 H20-0P 12

18 国補道橋第10号1城東橋橋りょう長寿命化修繕工事 今治市 （株）日淺 愛媛県 令和2年12月 H25-0P 12

スルーサーＰ　納入実績一覧表（令和2年度）
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19 令和２年度　四日市北地区橋梁耐震補強工事
国土交通省

中部地方整備局
（株）丸谷建設 三重県 令和2年12月 H35-0P 8

20 国道2号道口架橋耐震補強補修その６工事
国土交通省

中国地方整備局
山陽ロード工業（株） 岡山県 令和2年12月 H30-0P 2

21 さくら草橋耐震補強工事その２ さいたま市 （株）松永建設 埼玉県 令和2年12月 H40-0P 4

22 橋りょう補修事業　国道23号　前芝大橋下部工補強工事 愛知県 （株）オーテック 愛知県 令和2年12月 H30-0P 8

23 令和元年度　１号芳川橋下部補強工事
国土交通省

中部地方整備局
（株）鈴木組 静岡県 令和2年12月 H35-0P 12

24 一般国道306号（藤原大橋）橋梁耐震補強工事 三重県 （株）岡興産 三重県 令和2年12月 H25-0P 8

25 令和２年度橋梁耐震対策工事(富島橋） 兵庫県 常盤興業（株） 兵庫県 令和2年12月 H30-0P 6

26
（国）113号（次第浜橋）防災安全緊急
（橋梁耐震）橋脚補強（その５）工事

新潟県 （株）岩村組 新潟県 令和3年1月 H30-0P 4

27 橋りょう補修事業県道碧南半田常滑線東雲橋下部補強工事 愛知県 （株）七番組 愛知県 令和3年1月 H20-0P 18

28 主要地方道藤島由良線藤浪橋耐震補強工事 山形県 （株）誠朋建設 山形県 令和3年1月 H20-0P 12

29
令和２年度　清水函南停車場線

橋梁耐震対策工事（中島橋橋脚補強工）
静岡県 中林建設（株） 静岡県 令和3年1月 H30-0P 8

30
令和元年度社道復興橋補12-31-002号

荒川橋耐震補強工事（その２）
宮城県 第一建設工業（株） 宮城県 令和3年1月 H30-0P 6

31 一般県道中川代川尻余目線外大口橋外橋耐震補強工事 山形県 （株）山田工務店 山形県 令和3年1月 H20-0P 12

32 主要地方道余目温海線宮の台橋外耐震補強工事 山形県 （株）マルゴ 山形県 令和3年1月 H20-0P 12

33
令和２年度(一)蓮台寺本郷線（立野橋）

橋梁耐震対策工事（Ｐ1橋脚補強工）（11-01）
静岡県 丸三工業（株） 静岡県 令和3年1月 H30-0P 4

34 令和2・3年度広渡橋耐震補強工事
国土交通省

九州地方整備局
松尾建設（株） 宮崎県 令和3年1月 H25-0P 30

35 令和2年度　津管内橋梁耐震補強補修工事
国土交通省

中部地方整備局
（株）田村組 三重県 令和3年1月 H30-0P 8

36 東九州自動車道荏隈高架橋他２橋耐震補強工事 西日本高速道路（株） （株）竹中土木 大分県 令和3年2月 H30-0P 40

37 令和2年度　橋梁耐震補強事業　領家高橋耐震補強工事 掛川市 川島・金田JV 静岡県 令和3年2月 H30-0P 2

38 令和2年度　鈴鹿地区橋梁耐震補強補修工事
国土交通省

中部地方整備局
徳倉建設（株） 三重県 令和3年2月 H30-0P 8
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39 令和2年度　1号三池橋二俣跨線橋　橋梁補強工事
国土交通省

中部地方整備局
（株）鈴恭組 静岡県 令和3年2月 H30-0P 8

40 新深良橋橋梁補強補修工事
国土交通省

中部地方整備局
駿豆建設（株） 静岡県 令和3年3月 H25-0P 8

41
長沖橋橋梁耐震補強工事

【令和元年度社道防安19-252-A01号】
宮城県 菅甚建設（株） 宮城県 令和3年3月 H30-0P 4

42
道保防安第2037-0-001号福良江井岩屋線

橋梁耐震補強工事（新川橋）
兵庫県 （有）松本住宅設備 兵庫県 令和3年3月 H30-0P 2
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