
ＫＫシート実績表（平成29年度）

事業主体/発注者 工 事 名 工事 枚数 施工場所

国土交通省 北海道開発局 一般国道２７４号日高町千呂露橋上部工事 上部工 100 北海道日高町

国土交通省 北海道開発局 旭川十勝道路　富良野市　新富良野大橋Ｂ橋上部工事 上部工 40 北海道富良野市

国土交通省 北海道開発局 山部二期地区山部幹線用水路付帯施設工事 土木 50 北海道富良野市

国土交通省 北海道開発局 道央圏連絡道路千歳市泉郷ランプ橋上部工事 上部工 50 北海道千歳市

国土交通省 北海道開発局 函館江差自動車道北斗市渡島大橋上部工事 上部工 1000 北海道北斗市

国土交通省 北海道開発局 函館新外環状道路函館市墓園通跨道橋上部外一連工事 上部工 50 北海道函館市

国土交通省 北海道開発局 函館新外環状道路函館市本通見晴橋上部外一連工事 上部工 110 北海道函館市

国土交通省 北海道開発局 函館江差自動車道木古内町新亀川大橋上部工事 上部工 25 北海道木古内町

国土交通省 東北地方整備局 国道１０６号箱石地区道路工事 トンネル 50 岩手県下閉伊郡川井村

国土交通省 東北地方整備局 国道４５号長内川橋工事 上部工 125 岩手県宮古市

国土交通省 東北地方整備局 国道４５号夏井高架橋工事 上部工 750 岩手県久慈市夏井町

国土交通省 東北地方整備局 国道４５号樫内地区トンネル工事（田代川橋) 上部工 25 ドーピー建設工業

国土交通省 東北地方整備局 国道４５号高家川橋上部工工事 上部工 400 岩手県九戸郡洋野町

国土交通省 東北地方整備局 国道４５号摂待道路工事 上部工 500 岩手県宮古市

国土交通省 東北地方整備局 小本高架橋上部工工事 床板 25 岩手県下閉伊郡岩泉町

国土交通省 東北地方整備局 閉伊川橋床版工工事 床板 70 岩手県宮古市

国土交通省 東北地方整備局 三陸縦貫自動車道「釜石山田道路」大沢第１橋外上部工 上部工 5 岩手県上閉伊郡大槌町

国土交通省 東北地方整備局 八雲こ道橋工事 上部工 300 岩手県釜石市

国土交通省 東北地方整備局 坪内沢橋上部工工事 上部工 30 岩手県釜石市

国土交通省 東北地方整備局 柳沢川橋上部工工事 上部工 75 宮城県気仙沼市

国土交通省 東北地方整備局 気仙沼地区跨道橋工事 上部工 21 宮城県気仙沼市

国土交通省 東北地方整備局 港川橋上部工工事 上部工 90 宮城県本吉郡南三陸町

国土交通省 東北地方整備局 脇神こ道橋外上部工工事 上部工 50 秋田県北秋田市

国土交通省 東北地方整備局 河島地区床版工工事 床板 25 山形県村山市

国土交通省 東北地方整備局 小国川橋上部工工事 上部工 25 福島県伊達市

国土交通省 東北地方整備局 甲塚こ道橋上部工外工事 上部工 10 福島県いわき市

国土交通省 東北地方整備局 東北中央自動車道　今田高架橋今田前地区上部工工事 上部工 225 福島県相馬市

国土交通省 東北地方整備局 東北中央自動車道　今田高架橋薮内地区上部工工事 上部工 150 福島県相馬市

国土交通省 関東地方整備局  Ｈ２８五十里ダム施設改良工事 ダム・砂防 25 栃木県日光市

国土交通省 関東地方整備局 Ｈ２８金花山１号橋上部工事 床板 50 群馬県吾妻郡長野原町

国土交通省 関東地方整備局 八ッ場ダム本体建設工事 ダム 375 群馬県長野原町、東吾妻町

国土交通省 関東地方整備局 Ｈ２８中部横断富沢ＩＣアクセスランプ３号橋他上部工事三菱富沢アクセスランプ３号工事 上部工 25 山梨県南巨摩郡南部町

国土交通省 関東地方整備局 中部横断向之沢上部工上部工事 床板 75 山梨県南巨摩郡南部町

国土交通省 関東地方整備局 中部横断椿川橋上部工事 上部工 150 山梨県南巨摩郡身延町

国土交通省 関東地方整備局 ＩＨＩインフラ建設柳原導水路橋上部工事 上部工 25 長野県長野市

国土交通省 中部地方整備局 佐久間道路佐久間第２トンネル工事 トンネル 25 静岡県浜松市

国土交通省 中部地方整備局 平成２７年度１５３号伊南バイパス４号橋南ＰＣ上部工事 上部工 50 長野県上伊那郡飯島町

国土交通省 中部地方整備局 平成２７年度１５３号伊南バイパス４号橋北ＰＣ上部工事 上部工 195 長野県上伊那郡飯島町

国土交通省 中部地方整備局 平成２８年度１５３号伊南バイパス４号橋中田切ＰＣ上部工事 上部工 1125 長野県上伊那郡飯島町

国土交通省 中部地方整備局  平成２７年度東海環状北桧高架橋外回り鋼上部工事 床板 80 岐阜県大垣市

国土交通省 中部地方整備局 平成２８年度東海環状武儀川橋ＰＣ上部工事 上部工 150 岐阜県岐阜市

国土交通省 中部地方整備局 平成２７年度天城北道路狩野川横断高架橋上部工事 上部工 125 静岡県伊豆市

国土交通省 中部地方整備局 平成２８年度天城北道路狩野川高架橋西ＰＣ上部工事 上部工 10 静岡県伊豆市

国土交通省 中部地方整備局 平成２８年度天城北道路狩野川高架橋中ＰＣ上部工事 上部工 10 静岡県伊豆市

国土交通省 中部地方整備局 平成２８年度天城北道路湯ヶ島第２高架橋ＰＣ上部工事 上部工 75 静岡県伊豆市

国土交通省 中部地方整備局 平成２８年度天城北道路湯ヶ島第３高架橋ＰＣ上部工事 上部工 100 静岡県伊豆市

国土交通省 中部地方整備局 平成２９年度天城北道路Ａランプ橋ＰＣ上部工事 上部工 125 静岡県伊豆市

国土交通省 中部地方整備局 平成２７年度名二環梅之郷南交差点南下部工事 下部工 15 愛知県海部郡飛島村
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ＫＫシート実績表（平成29年度）

事業主体/発注者 工 事 名 工事 枚数 施工場所

国土交通省 北海道開発局 一般国道２７４号日高町千呂露橋上部工事 上部工 100 北海道日高町

国土交通省 中部地方整備局 平成２７年度名二環かの里３高架橋北下部工事 下部工 50 愛知県名古屋市

国土交通省 中部地方整備局 平成２７年度名二環西蟹田交差点南下部工事 下部工 19 愛知県名古屋市

国土交通省 中部地方整備局  平成２８年度　東海環状大安南部改良工事 土木 10 三重県いなべ市

国土交通省 中部地方整備局 平成２８年度東海環状東一色２上部工下部工事 下部工 25 三重県いなべ市

国土交通省 中部地方整備局 平成２８年度東海環状南大社１上部工下部工事 下部工 100 三重県員弁郡東員町

国土交通省 中部地方整備局 東海環状高柳北上部工下部工事 下部工 50 三重県いなべ市

国土交通省 中部地方整備局 東海環状長深５高架橋 床板 43 三重県員弁郡東員町

国土交通省 中部地方整備局 平成２８年度　東海環状長深２橋梁鋼上部工事 床板 25 三重県員弁郡東員町

国土交通省 中部地方整備局 平成２８年度　東海環状北金井３橋梁鋼上部工事 床板 50 三重県いなべ市

国土交通省 中部地方整備局 平成２８年度東海環状大安南部改良工事 床板 100 三重県いなべ市

国土交通省 中部地方整備局 平成２８年度東海環状南大社３上部工下部工事 下部工 75 三重県員弁郡東員町

国土交通省 近畿地方整備局 大津信楽線新3号線工事 上部工 150 滋賀県大津市

国土交通省 近畿地方整備局 十津川道路今戸高架橋上下部工事 上部工 25 奈良県吉野郡十津川村

国土交通省 中国地方整備局 多伎朝山道路口田儀第4高架橋ＰＣ上部工事 上部工 200 島根県出雲市

国土交通省 四国地方整備局 平成２７ー２８年度小松島地区Ｃ１ランプ橋上部工 床板 25 徳島県徳島市

国土交通省 四国地方整備局 平成２８ー２９年度中島ＯＦＦランプ橋上部（その２）工事 上部工 25 徳島県阿南市

国土交通省 四国地方整備局 番屋川１号橋上部工事 上部工 25 香川県香川県東かがわ市

国土交通省 四国地方整備局 平成２８ー２９年度一宮第４高架橋上部工事 床板 100 高知県高知市

国土交通省 中国地方整備局 可部バイパス可部跨線橋上部第２工事 上部工 25 広島県広島市

国土交通省 中国地方整備局 多伎朝山道路口田儀第4高架橋ＰＣ上部工事 上部工 100 島根県出雲市

国土交通省 中国地方整備局 鳥取西道路高江高架橋ＰＣ床版工事 床板 200 鳥取県鳥取市

国土交通省 中国地方整備局 朝山大田道路江谷川橋ＰＣ床版外工事 床板 100 島根県大田市

国土交通省 中国地方整備局 多伎朝山道路小田第1高架橋ＰＣ上部工事 上部工 25 島根県出雲市

国土交通省 中国地方整備局 朝山大田道路大原川橋ＰＣ床版工事 床板 25 島根県大田市

国土交通省 中国地方整備局 倉敷立体船穂高架橋ＯＮランプＰＣ上部工事 上部工 10 岡山県倉敷市

国土交通省 中国地方整備局 倉敷立体船穂高架橋ＰＣ上部工事 上部工 6 岡山県倉敷市

国土交通省 九州地方整備局 福岡３号遠賀高架橋オフランプ外上部工工事 上部工 25 福岡県遠賀郡遠賀町

国土交通省 九州地方整備局 唐津港湾合同庁舎（２８）建築その他工事 建築 50 佐賀県唐津市

国土交通省 九州地方整備局 九州横断道（嘉島～山都）河内橋上部工工事 上部工 16 熊本県上益城郡益城町

国土交通省 九州地方整備局 九州横断道（嘉島～山都）太田川橋上部工工事 上部工 25 熊本県上益城郡御船町

国土交通省 九州地方整備局 東九州道（清武～北郷）赤木橋上部工工事 上部工 200 宮崎県宮崎市

国土交通省 九州地方整備局 下内田樋管改築（２期）工事 土木 30 鹿児島県薩摩川内市

農林水産省 北陸農政局 手取川流域農業水利事業白山頭首工（二期）建設工事 河川・港湾 25 石川県能美市

農林水産省 中国四国農政局  那賀川（一期）農地防災事業　南岸堰取水施設建設工事 河川・港湾 175 徳島県阿南市那賀川町

内閣府 沖縄総合事務局 平成２８年度金武ＢＰ２号橋上部工（Ａ１～Ｐ４）工事 上部工 25 沖縄県国頭郡金武町

発注者（高速道路関係） 工事 枚数 施工場所

NEXCO 東日本高速道路 東北中央自動車道上山インターチェンジ工事 土木 25 山形県上山市

NEXCO 東日本高速道路 東北中央自動車道大洞トンネル工事 トンネル 40 山形県東置賜郡高畠町

NEXCO 東日本高速道路 東北中央自動車道白竜大橋(鋼上部工)工事 床板 125 山形県東置賜郡高畠町・南陽市

NEXCO 東日本高速道路 関越自動車道荒川橋（ＰＣ上部工）工事 上部工 80 埼玉県嵐山町・本庄市

NEXCO 東日本高速道路 上信越自動車道渋江川橋(PC上部工)工事 上部工 150 新潟県上越市・妙高市

NEXCO 東日本高速道路 信越自動車道二俣川橋（ＰＣ上部工）工事 上部工 335 新潟県妙高市

NEXCO 中日本高速道路 新東名高速道路秋山高架橋（ＰＣ上部工）工事 上部工 150 神奈川県伊勢原市

NEXCO 中日本高速道路 新東名高速道路仁杉高架橋他1橋工事 上部工 250 静岡県御殿場市

NEXCO 中日本高速道路 東名高速道路（特定更新等）沼津ＩＣ～富士ＩＣ間床版取替工事（平成２８年度） 床板 87 静岡県沼津市・富士市

NEXCO 中日本高速道路 中部横断自動車道新清水ジャンクションＨランプ橋他４橋（ＰＣ上部工）工事 上部工 1,315 静岡県静岡市

NEXCO 中日本高速道路 中部横断自動車道前沢橋（PC上部工）工事 上部工 25 静岡県静岡市
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ＫＫシート実績表（平成29年度）

事業主体/発注者 工 事 名 工事 枚数 施工場所

国土交通省 北海道開発局 一般国道２７４号日高町千呂露橋上部工事 上部工 100 北海道日高町

NEXCO 中日本高速道路 中部横断自動車道前沢橋（PC上部工）工事 上部工 7 静岡県 静岡市

NEXCO 中日本高速道路 中部横断自動車道中富ＩＣＢランプ工事 上部工 100 山梨県南巨摩郡身延町

NEXCO 中日本高速道路 上信越自動車道閼伽流山トンネル補強工事 トンネル 175 長野県佐久市

NEXCO 中日本高速道路 東海北陸自動車道池之島橋他３橋（PC上部工）工事 上部工 750 岐阜県高山市

NEXCO 中日本高速道路 東海北陸自動車道惣則橋他１橋（ＰC上部工)工事 上部工 700 岐阜県高山市

NEXCO 中日本高速道路 東海北陸自動車道八百僧橋他３橋（ＰＣ上部工） 上部工 150 岐阜県郡上市

NEXCO 中日本高速道路 東海北陸自動車道鷲見橋工事 上部工 550 岐阜県郡上市

NEXCO 中日本高速道路 名古屋第二環状自動車道名古屋西ジャンクションＣランプ橋他7橋（下部工）工事 上部工 200 愛知県名古屋市

NEXCO 中日本高速道路 新名神高速道路　亀山西ジャンクションランプ橋（鋼上部工）工事 床板 50 三重県⻲⼭市
NEXCO 中日本高速道路 新名神高速道路安楽川橋他１橋工事 上部工 2510 三重県亀山市

NEXCO 中日本高速道路 新名神高速道路安坂山高架橋（ＰＣ上部工）工事 上部工 425 三重県亀山市

NEXCO 中日本高速道路 新名神高速道路 菰野第一高架橋（ＰＣ上部工） 工事 上部工 153 三重県三重郡菰野

NEXCO 中日本高速道路 新名神高速道路菰野第二高架橋他3橋（ＰＣ上部工）工事 上部工 4475 三重県三重郡菰野

NEXCO 中日本高速道路 新名神高速道路潤田高架橋（ＰＣ上部工）工事 上部工 275 三重県三重郡菰野

NEXCO 西日本高速道路 四国横断自動道吉野川大橋工事 上部工 225 徳島県徳島市

NEXCO 西日本高速道路 舞鶴若狭自動車道伊佐津川橋（ＰＣ上部工）工事 上部工 25 京都府綾部市

NEXCO 西日本高速道路 新名神高速道路有馬川橋（鋼・ＰＣ複合上部工）工事 上部工 215 兵庫県神戸市

NEXCO 西日本高速道路 新名神高速道路生野大橋（ＰＣ上部工）工事 上部工 125 兵庫県神戸市

NEXCO 西日本高速道路 中国自動車道（特定更新等）本村川橋床版取替工事 床板 25 広島県安芸高田市

NEXCO 西日本高速道路  高松自動車道宮池橋他２橋（ＰＣ上部工）工事. 上部工 250 香川県東かがわ市

NEXCO 西日本高速道路 大内工事 上部工 125 香川県東かがわ市

NEXCO 西日本高速道路 長崎自動車道平間橋（ＰＣ上部工） 上部工 150 長崎県長崎市

NEXCO 西日本高速道路 長崎自動車道日見夢大橋（PC上部工）工事 上部工 100 長崎県長崎市

高速道路各社 首都高速道路 首都高横浜環状北西線ｼｰﾙﾄﾞ工事 トンネル 175 神奈川県横浜市

高速道路各社 首都高速道路 首都高環状2号線ﾄﾝﾈﾙ（その2） トンネル 50 東京都中央区

発注者（地方自治体関係） 工事 枚数 施工場所

自治体 北海道 ３・５・５１川東通改築工事（交付金）（上部工上部工）見晴橋 上部工 40 北海道北見市

自治体 北海道士幌町 士幌上音更線西上橋災害復旧工事 上部工 150 北海道河東郡士幌町

自治体 岩手県 二級河川大槌川筋大槌の１地区ほか河川災害復旧（23災617号及び622号）水門設備工事 河川・港湾 1125 岩手県上閉伊郡大槌町

自治体 岩手県 宮古港海岸藤原地区防潮堤その3工事 河川・港湾 40 岩手県宮古市

自治体 岩手県 山田漁港海岸災害復旧（23災県第680号防潮堤その５）工事 河川・港湾 25 岩手県宮古市

自治体 岩手県 主要地方道重茂半島線(仮称)里大橋上部工工事 上部工 275 岩手県宮古市

自治体 岩手県 赤前地先海岸災害復旧工事その3工事＞ 河川・港湾 50 岩手県宮古市

自治体 岩手県 二級河川閉伊川筋藤原地区河川災害復旧（23災662号）水門土木工事 河川・港湾 25 岩手県宮古市

自治体 岩手県 鵜住居川筋鵜住居地区河川災害復旧水門土木工事 河川・港湾 60 岩手県釜石市

自治体 岩手県 大船渡港跡浜地区海岸防潮堤ほか工事 河川・港湾 125 岩手県大船渡市

自治体 岩手県奥州市 北鵜ノ木西田線工事 上部工 25 岩手県奥州市

自治体 宮城県 唐桑防潮堤災害復旧工事 河川・港湾 75 宮城県気仙沼市

自治体 宮城県 （仮）小乗浜橋上部工工事 上部工 25 宮城県牡鹿郡女川町

自治体 宮城県 女川河川災害復旧工清水橋工事 上部工 25 宮城県牡鹿郡女川町

自治体 宮城県 清水田地区海岸外災害復旧工事 河川・港湾 75 宮城県石巻市

自治体 宮城県 平成28年度県債311地震災6965-001号伊里前橋災害復旧（上部工）工事 上部工 20 宮城県本吉郡南三陸町

自治体 山形県 平成２８年度道路改築事業（防災安全）主要地方道大石田畑線亀井田橋床版工事 床板 10 山形県大石田町

自治体 福島県 国道３９９号道路橋りょう整備(再復）工事（上部工上部）（東舞子橋） 上部工 650 福島県いわき市

自治体 福島県 道路橋りょう整備（再復）工事（上部工上部）（仮称）三森二号橋 上部工 25 福島県郡山市

自治体 福島県 公共災害復旧（再復）工事（河川） 河川・港湾 150 福島県双葉郡楢葉町

自治体 福島県 道路橋りょう整備（再復）工事（上部工上部工）井出川橋 上部工 290 福島県双葉郡楢葉町
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ＫＫシート実績表（平成29年度）

事業主体/発注者 工 事 名 工事 枚数 施工場所

国土交通省 北海道開発局 一般国道２７４号日高町千呂露橋上部工事 上部工 100 北海道日高町

自治体 茨城県 霞ヶ浦濃縮槽築造工事工事 上下水道 50 茨城県

自治体 茨城県北茨城市 磯原海岸堤防嵩上工事（その３）  河川・港湾 50 茨城県北茨城市

自治体 栃木県 一般県道名草小俣線小俣立体(仮称)PC橋上部工建設工事その1 上部工 25 栃木県足利市

自治体 栃木県 砂防堰堤工事御幸小沢その１（補助砂防） ダム・砂防 15 栃木県日光市

自治体 千葉県 ちば野菊の里浄水場（第２期）高度浄水処理施設築造工事 上下水道 200 千葉県松戸市下矢切1342-1

自治体 千葉県 江戸川第一終末処理場汚泥処理施設土木工事 上下水道 25 千葉県市川市

自治体 東京都 東西線南砂町 駅始端部工区改良土木工事 土木 1 東京都江東区

自治体 東京都 海の森水上競技場 土木 10 東京都江東区

自治体 東京都 坂浜橋(仮称)上部製作・架設工事 上部工 25 東京都稲城市

自治体 東京都 拝島給水所２号配水池築造及び送水管(2000mm・1350mm）新設工事 上下水道 100 東京都昭島市

自治体 神奈川県川崎市 京浜急行大師線連続立体交差事業第1工区 鉄道 425 神奈川県川崎市

自治体 神奈川県横浜市 小雀浄水場３・４号配水池耐震補強工事（その２） 上下水道 20 神奈川県横浜市

自治体 神奈川県横浜市 南部処理区大岡川右岸雨水幹線下水道整備工事(その4) 上下水道 200 神奈川県横浜市

自治体 山梨県 一般県道割子切石線（仮称）中富ＩＣ下田原１８工区上部工上部工建設工事 上部工 150 山梨県南巨摩郡身延町

自治体 山梨県 一般県道割子切石線(仮称)中富IC下田原19工区上部工上部工建設工事 上部工 275 山梨県南巨摩郡身延町

自治体 山梨県 一般県道割子切石線(仮称)下田原高架橋下田原28工区上部工上部工事 上部工 115 山梨県南巨摩郡身延町

自治体 山梨県 国道300号新灯橋(仮称)上部工事 上部工 5 山梨県南巨摩郡身延町

自治体 長野県 平成２６年度（国）４０３号　東筑摩郡筑北村～安曇野市　矢越防災（矢越橋上部工） 上部工 4 長野県東筑摩郡筑北村・安曇野市

自治体 岐阜県岐阜市 （仮称）伊自良川橋架設工事 上部工 25 岐阜県岐阜市

自治体 静岡県静岡市 国道150号静岡バイパス中島高架橋 上部工 25 静岡県静岡市

自治体 名古屋高速道路公社  市道高速１号名古屋西JCT工区上部工事及び名古屋第二環状自動車道名古屋西ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝFﾗﾝﾌﾟ橋(鋼上部工)工事 床板 20 愛知県名古屋市

自治体 三重県 山村浄水場耐震化工事 上下水道 8 三重県四日市市

自治体 滋賀県  琵琶湖流域下水道湖南中部浄化センター5系2/2水処理施設建設工事 上下水道 100 滋賀県草津市

自治体 京都府京都市 御薗橋改築工事 上部工 10 京都府京都市

自治体 京都府京都市 一・三・２５鴨川東岸線（第２工区）上部工上部工（その２）工事 上部工 75 京都府京都市

自治体 大阪府 阪南港海岸　忠岡岸和田地区　北水門改良等工事その２ 河川・港湾 25 大阪府泉北郡忠岡町

自治体 大阪府 都市計画道路大和川線常磐東開削トンネル工事（躯体工） ダム・砂防 1175 堺市

自治体 兵庫県尼崎市 （大浜）大浜橋上部工工事 上部工 25 兵庫県尼崎市

自治体 和歌山県 紀の川左岸地区仮称・九度山２号橋上部道路工事 上部工 20 和歌山県伊都郡九度山町

自治体 和歌山県 白浜温泉線(仮称才野高架橋上部)道路改良工事 上部工 175 和歌山県

自治体 和歌山県 国道３７１号（仮称宮ノ谷５号橋上部工）道路改良工事 上部工 293 和歌山県 田辺市

自治体 和歌山県 山畑２期地区基幹農道（仮称２号橋）上部工事 上部工 50 和歌山県海草郡紀美野町

自治体 鳥取県 名由良川改修工事（瀬戸橋上部工）（３工区） 上部工 5 鳥取県東伯郡北栄町

自治体 岡山県 県道岡山赤穂線　道路工事（新田ヶ原橋（仮称）上部工） 上部工 25  岡山県和気郡和気町 

自治体 広島県広島市  一般国道４３３号（大古谷～川角）第３橋梁（仮称）上部工その他工事 上部工 5 広島県広島市

自治体 広島高速道路公社 中山地区跨道橋 上部工 75 広島県広島市

自治体 愛媛県四国中央市 中田井浄水場等更新整備・運営事業 上下水道 70 愛媛県四国中央市
自治体 香川県高松市 高松市新病院（仮称）新築工事 建築 6 香川県高松市

自治体 福岡県 西鉄天神大牟田線（春日原～下大利）連続立体交差事業 鉄道 125 福岡県大野城市・春日市

自治体 福岡県 県道鳥栖朝倉線福童高架橋（仮称）上部工上部工工事（1工区）. 上部工 25 福岡県小郡市

自治体 福岡県 県営ため池等整備事業（河川応急）　稲吉二期地区　平成２９年度起工第１号　堰体工事 土木 100 福岡県小郡市

自治体 福岡県 県道高田山川線今福工区橋梁上部工（Ａ１－Ｐ３）工事 上部工 25 福岡県みやま市

自治体 福岡県福岡市 西鉄天神大牟田線連続立体交差事業（雑餉隈駅付近） 鉄道 150 福岡県福岡市

自治体 福岡県福岡市 西鉄春日原駅付近高架工事 鉄道 50 福岡県福岡市

自治体 福岡県北九州市 総合療育センター改築工事 建築 30 福岡県北九州市

自治体 福岡県春日市 若草市営住宅Ｃ棟建設工事（建築本体工事）. 建築 10 福岡県春日市

自治体 福岡県古賀市 平成29年度社会資本整備総合交付金事業浜大塚線上部工工事（PC5径間） 上部工 100 福岡県古賀市
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ＫＫシート実績表（平成29年度）

事業主体/発注者 工 事 名 工事 枚数 施工場所

国土交通省 北海道開発局 一般国道２７４号日高町千呂露橋上部工事 上部工 100 北海道日高町

自治体 佐賀県玄海町 町道長倉藤平線上部工上部工工事 上部工 200 佐賀県東松浦郡玄海町

自治体 長崎県 一般県道諌早外環状線道路改良（河川3号橋床版工） 床板 25 長崎県諫早市

自治体 長崎県 一般国道251号道路改良工事 土木 50 長崎県雲仙市

自治体 長崎県平戸市 市道山中・紐差線道路改良工事(橋梁上部工) 上部工 125 長崎県平戸市

自治体 熊本市 一般県道砂原四方寄線（池上工区）島崎高架橋上部工工事 上部工 50 熊本県熊本市

自治体 熊本県 国道266号交通円滑化改築（新天門橋）工事 上部工 100 熊本県上天草市・宇城市

自治体 大分県 平成28年度交付地改中第1-3号道路改良工事 上部工 1,000 大分県中津市

自治体 大分県 平成２９年度床浸対第１号　床上浸水対策特別緊急工事（雲與橋） 上部工 50 大分県中津市

自治体 宮崎県 高鍋高岡線本庄橋工区本庄橋上部工(Ｐ１張出)工事 上部工 75 宮崎県東諸県郡国富町

自治体 宮崎県 高鍋高岡線本庄橋工区本庄橋上部工(Ｐ２・Ｐ３張出)工事 上部工 100 宮崎県東諸県郡国富町

自治体 宮崎県宮崎市 昭和通線(小戸之橋)新橋設置工事(上部工１工区)」 上部工 1,400 宮崎県宮崎市

自治体 鹿児島県 藺牟田瀬戸架線第３橋28-2工区 上部工 875 鹿児島県薩摩川内市

自治体 鹿児島県 藺牟田瀬戸架橋第4橋28―2工区 上部工 350 鹿児島県薩摩川内市

自治体 鹿児島県 欄牟田瀬戸架橋第2橋２６－1工区 上部工 225 鹿児島県薩摩川内市

自治体 鹿児島県 藺牟田瀬戸架橋3橋 上部工 275 鹿児島県薩摩川内市

自治体 鹿児島県 道路改築工事（泊野道路２８‐１工区）泊野８号橋 上部工 500 鹿児島県薩摩郡さつま町

自治体 鹿児島県南さつま市 市道高橋宮崎線(堀川橋)上部工上部工工事 上部工 50 鹿児島県南さつま市

発注者（鉄道関係ほか） 工事 枚数 施工場所

立行政法人鉄道・運輸機構 北陸新幹線、九頭竜川橋りょう他 上部工 150 福井県福井市

立行政法人鉄道・運輸機構 九州新幹線（西九州）、 大草野トンネル外1箇所他 トンネル 25 佐賀県武雄市・嬉野市

独立行政法人 鉄道・運輸機構 相鉄・ＪＲ直通線羽沢駅工事 上部工 675 神奈川県横浜市

独立行政法人等 鉄道・運輸機構 相鉄・東急直通線、新横浜駅他工事 上部工 700 神奈川県横浜市

独立行政法人等 鉄道・運輸機構 北陸新幹線、加賀温泉駅高架橋他 上部工 50 石川県加賀市

独立行政法人 鉄道・運輸機構 北陸新幹線手取川橋りょう他工事 上部工 650 石川県金沢市・小松市

独立行政法人等 鉄道・運輸機構 錢高・富士ＰＳ・吉光ＪＶ北陸新幹線、動橋川橋りょう他 上部工 125 石川県加賀市

独立行政法人等 鉄道・運輸機構 北陸新幹線、福井高柳高架橋他 上部工 250 福井県福井市

独立行政法人等 鉄道・運輸機構 九州新幹線（西九州）、井手川内橋りょう（PCけた） 上部工 1325 佐賀県嬉野市

独立行政法人等 鉄道・運輸機構 九州新幹線（西九州）、新大村駅高架橋他 上部工 100 長崎県大村市

独立行政法人等 鉄道・運輸機構 九州新幹線（西九州）、第1本明川橋りょう（PCけた） 上部工 6 長崎県諫早市

独立行政法人等 鉄道・運輸機構 九州新幹線（西九州）、東大川橋りょう(PCけた) 上部工 100 長崎県諫早市

独立行政法人等 鉄道・運輸機構 九州新幹線（西九州）、彼杵川橋りょう 上部工 525 長崎県東彼杵郡東彼杵町

鉄道各社 東日本旅客鉄 八戸線陸中中野・侍浜間高家川跨線橋新設ほか 上部工 600 岩手県久慈市

鉄道各社 西日本旅客鉄道 富山高架西ＢＬ新設他2工事（Ⅱ期工事） 上部工 100 富山県富山市

鉄道各社 九州旅客鉄道 西鉄天神大牟田線連続立体交差事業（雑餉隈駅付近）工事（Ｂ下り線） 上部工 50 福岡県福岡市

鉄道各社 九州旅客鉄道 MJR桜坂ザ・レジデンス 建築 20 福岡県福岡市

鉄道各社 新京成電鉄 鎌ケ谷都市計画都市高速鉄道第2号線新京成線連続立体交差事業 上部工 25 千葉県鎌ケ谷市

鉄道各社 東武鉄道 東武東上線　東武竹ノ塚駅高架Ⅲ工区 上部工 100 東京都足立区

鉄道各社 相模鉄道 相模鉄道本線（星川駅～天王町駅）連続立体交差事業 上部工 25 神奈川県横浜市

鉄道各社 阪急電鉄 阪急京都線・千里線淡路駅付近連続立体交差事業5工区 上部工 10 大阪府大阪市

鉄道各社 阪急電鉄 本線住吉・芦屋間連続立体交差工事土木関係主体工事第２工区 上部工 100 兵庫県神戸市

独立行政法人 都市再生機構 志津川地区(仮称)志中大橋外上部工整備他工事 上部工 50 宮城県南三陸町

地方共同法人 日本下水道事業団 松島浪打浜雨ﾎﾟﾝﾌﾟ場ほか2施設建設工事 上下水道 50 宮城県宮城郡松島町

地方共同法人 日本下水道事業団  町田市鶴見川クリーンセンター建設工事その２２ 上下水道 75 東京都町田市

地方共同法人 日本下水道事業団  高砂市高砂浄化センター雨水ポンプ施設建設工事 上下水道 100 兵庫県高砂市

地方共同法人 日本下水道事業団 東中島ポンプ場雨水滞水地建設工事 上下水道 18 福岡県北九州市

発注者（民間） 工事 枚数 施工場所
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ＫＫシート実績表（平成29年度）

事業主体/発注者 工 事 名 工事 枚数 施工場所

国土交通省 北海道開発局 一般国道２７４号日高町千呂露橋上部工事 上部工 100 北海道日高町

民間 東北電力 東通原子力迂回路設置工事 土木 50 青森県下北郡東通村

民間 山形広域環境事務組合 エネルギー回収施設（川口）建設 その他 125 山形県上山市

民間 福島ガス発電 相馬LNG貯蔵タンク 土木 525 福島県相馬郡新地町

民間 石油資源開 福島天然ガス発電所土木工事 土木 75 福島県相馬郡新地町

民間 常陸那珂ジェネレーション 工業常陸那珂共同火力発電所１号機 土木 16 茨城県那珂郡東海村

民間 鹿島ﾊﾟﾜｰ 鹿島火力発電所２号機建設工事 土木 25 茨城県鹿嶋市

民間 鉄建建設 成田研修ｾﾝﾀｰ拡充 建築 25 千葉県成田市

民間 ヒューリック (仮称)ヒューリック有楽町二丁目開発計画 土木 10 東京都中央区

民間 東京メトロ 東京メトロ銀座線移設事業 土木 50 東京都渋谷区

民間 東急電鉄 町田都市計画事業南町田駅周辺土地区画整理事業 土木 9 東京都町田市

民間 戸田建設 南青山BCP拠点兼研修施設建設工事 建築 29 東京都港区

民間 住友商事 亀山・関テクノヒルズ開発事業造成工事 土木 10 三重県亀山市

民間 上組 （仮称）上組神戸部品センター増築工事 建築 725 兵庫県神戸市

民間 エア・ウォーター＆エネルギア・パワー山口 防府発電所土木建設工事 土木 50 山口県防府市

民間 四国電力 明谷ダム ダム・砂防 8 徳島県美馬郡つるぎ町

民間 九州電力 山須原発電所ダム通砂対策工事のうち土木工事 土木 84 宮崎県東臼杵郡美郷町

民間 九州電力 塚原発電所総合更新工事 土木 125 宮崎県東臼杵郡諸塚村

民間 TokyoCollegeofMusic(TCM) 東京音楽大学キャンパス 建築 3 東京都目黒区

　　　平成２８年度　ＫＫシート　納入実績表

発注者（国の機関） 工 事 名 工事 枚数 施工場所

国土交通省 北海道開発局 函館新外環状道路　函館市　笹流橋上部工事 上部工 50 北海道函館市

国土交通省 北海道開発局 函館新外環状道路　函館市　東山大橋（下り）上部工事 上部工 150 北海道函館市

国土交通省 北海道開発局 函館江差自動車道　木古内町　新亀川大橋上部工事 上部工 375 海道木古内町

国土交通省 北海道開発局 北海道横断自動車道　訓子府町　常盤沢橋上部工事 上部工 60 北海道訓子府町

国土交通省 北海道開発局  一般国道４５２号　三笠市　桂沢ダム８号橋上部工事 上部工 500 北海道三笠市

国土交通省 東北地方整備局 八雲こ道橋工事 上部工 50 岩手県釜石市

国土交通省 東北地方整備局 国道４５号　吉浜釜石道路工事 上部工 100 岩手県釜石市

国土交通省 東北地方整備局 国道４５号吉浜釜石道路工事 上部工 250 岩手県釜石市

国土交通省 東北地方整備局 松倉地区外上部工工事 上部工 5 岩手県釜石市

国土交通省 東北地方整備局 国道４５号　夏井高架橋工事 上部工 1,000 岩手県久慈市

国土交通省 東北地方整備局 国道４５号　長内川橋工事 上部工 475 岩手県宮古市

国土交通省 東北地方整備局 国道４５号　樫内地区トンネル工事（田代川橋) 上部工 375 岩手県宮古市

国土交通省 東北地方整備局 国道４５号摂待道路工事 上部工 1,250 岩手県宮古市

国土交通省 東北地方整備局 国道４５号　長部高架橋上部工工事 上部工 25 岩手県陸前高田市

国土交通省 東北地方整備局 国道４５号長部高架橋上部工工事 上部工 175 岩手県陸前高田市

国土交通省 東北地方整備局 国道１０６号　箱石地区道路工事 トンネル 25 岩手県下閉伊郡川井村

国土交通省 東北地方整備局 川井箱石地区道路改良工事 土木 5 岩手県下閉伊郡川井村

国土交通省 東北地方整備局 立沢南地区上部工工事 上部工 275 宮城県本吉郡南三陸町

国土交通省 東北地方整備局 蛇王川橋上部工工事 上部工 300 宮城県本吉郡南三陸町

国土交通省 東北地方整備局 立沢北地区上部工工事 上部工 300 宮城県本吉郡南三陸町

国土交通省 東北地方整備局 名取川閖上水門災害復旧工事 河川・港湾 75 宮城県名取市

国土交通省 東北地方整備局 菅波大橋下部工外工事 下部工 195 福島県いわき市

国土交通省 東北地方整備局 小名浜港東港地区臨港道路航路部上部工事 上部工 50 福島県いわき市

国土交通省 東北地方整備局 地蔵橋橋梁補修工事 床板 25 福島県いわき市

国土交通省 東北地方整備局 東北中央自動車道　布川大橋上部工工事 上部工 175 福島県伊達市

国土交通省 関東地方整備局 東関道　当間靱負線跨道橋上部工事 上部工 28 茨城県鉾田市
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ＫＫシート実績表（平成29年度）

事業主体/発注者 工 事 名 工事 枚数 施工場所

国土交通省 北海道開発局 一般国道２７４号日高町千呂露橋上部工事 上部工 100 北海道日高町

国土交通省 関東地方整備局 国道１６号町田立体オフランプ第２橋上部工事 上部工 50 東京都町田市

国土交通省 関東地方整備局 中部横断椿川橋上部工事 上部工 575 山梨県南巨摩郡身延町

国土交通省 関東地方整備局 中部横断丸滝トンネル工事 トンネル 25 山梨県南巨摩郡身延町

国土交通省 関東地方整備局 中部横断丸滝トンネル工事 トンネル 25 山梨県南巨摩郡身延町

国土交通省 関東地方整備局 大月バイパス桂川橋上部工事 床板 150 山梨県大月市

国土交通省 関東地方整備局 中部横断自動車道　大沢地区他跨道橋工事 上部工 25 長野県佐久市

国土交通省 関東地方整備局 中部横断自動車道　前山地区他跨道橋２工事 上部工 25 長野県佐久市

国土交通省 関東地方整備局 塩嶺大橋上部工事 上部工 72 長野県岡谷市

国土交通省 北陸地方整備局 国道８号　歌高架橋（第２工区）上部工事 上部工 50 新潟県糸魚川市

国土交通省 北陸地方整備局 国道８号　歌高架橋（第３工区）上部工事 上部工 50 新潟県糸魚川市

国土交通省 北陸地方整備局 国道７号　大夫興野ＩＣ橋（下り）上部工事 上部工 50 新潟県北蒲原郡聖籠町

国土交通省 北陸地方整備局 大夫興野ＩＣ橋（下り）上部工 上部工 25 新潟県北蒲原郡聖籠町

国土交通省 北陸地方整備局 国道２５３号八箇峠 トンネル舗装その２工事 土木 25 新潟県南魚沼市

国土交通省 北陸地方整備局 Ｈ２６ー２８金沢東環　神谷内トンネル（２期線）工事 トンネル 100 石川県金沢市

国土交通省 中部地方整備局 北陸自動車道（特定更新等）日野川橋床版更新工事 床板 40 福井県越前市

国土交通省 中部地方整備局 平成２７年度　１５３号伊南バイパス赤穂跨道橋ＰＣ上部工事 上部工 70 長野県駒ケ根市

国土交通省 中部地方整備局  平成２８年度　１５３号伊南バイパス４号橋中田切ＰＣ上部工事 上部工 550 長野県上伊那郡飯島町

国土交通省 中部地方整備局 平成２７年度１５３号伊南バイパス４号橋南ＰＣ上部工事 上部工 125 長野県上伊那郡飯島町

国土交通省 中部地方整備局 平成２７年度１５３号伊南バイパス４号橋北ＰＣ上部工事 上部工 500 長野県上伊那郡飯島町

国土交通省 中部地方整備局 平成２６年度　三遠南信イタチ川大橋ＰＣ上部工事 上部工 500 長野県飯田市

国土交通省 中部地方整備局 平成２８年度　三遠南信２４号橋ＰＣ床版工事 床板 25 長野県飯田市

国土交通省 中部地方整備局 平成２８年度東海環状武儀川橋ＰＣ上部工事 上部工 50 岐阜県岐阜市

国土交通省 中部地方整備局 平成２７年度新丸山ダム井尻八百津線第２小和沢橋ＰＣ上部工事 上部工 125 岐阜県可児郡御嵩町

国土交通省 中部地方整備局 平成２６年度新丸山ダム井尻八百津線新小和沢橋ＰＣ上部工事 上部工 266 岐阜県加茂郡八百津町

国土交通省 中部地方整備局 平成26年度東海環状養老鉄道跨線橋鋼上部工事 床板 100 岐阜県養老郡養老町

国土交通省 中部地方整備局 平成２７年度東海環状烏江高架橋鋼上部工事 床板 75 岐阜県養老郡養老町

国土交通省 中部地方整備局 平成２７年度東海環状口ヶ島南高. 架橋鋼上部工事 床板 25 岐阜県養老郡養老町

国土交通省 中部地方整備局 平成２７年度佐久間道路川合地区ＰＣ上部工事 上部工 225 静岡県浜松市

国土交通省 中部地方整備局 平成２７年度天城北道路狩野川横断高架橋上部工事 上部工 475 静岡県伊豆市

国土交通省 中部地方整備局 平成２８年度天城北道路湯ヶ島第３高架橋ＰＣ上部工事 上部工 150 静岡県伊豆市

国土交通省 中部地方整備局 平成２８年度天城北道路湯ヶ島第２高架橋ＰＣ上部工事 上部工 250 静岡県伊豆市

国土交通省 中部地方整備局 平成２８年度天城北道路湯ヶ島第３高架橋ＰＣ上部工事 上部工 150 静岡県伊豆市

国土交通省 中部地方整備局 平成２８年度狩野川大平地区江尻樋管改築工事 土木 50 静岡県伊豆市

国土交通省 中部地方整備局 平成２７年度名二環小川３高架橋南下部工事 上部工 14 愛知県名古屋市

国土交通省 中部地方整備局 平成２７年度三遠道路５号橋ＰＣ上部工事 上部工 20 愛知県新城市

国土交通省 中部地方整備局 平成２６年度設楽ダム設楽根羽線２号橋ＰＣ上部工事 上部工 5 愛知県北設楽郡設楽町

国土交通省 中部地方整備局 平成２７年度名二環梅之郷北２高架橋下部工事 下部工 75 愛知県海部郡飛島村

国土交通省 中部地方整備局 平成２７年度名二環梅之郷南交差点南下部工事 下部工 25 愛知県海部郡飛島村

国土交通省 中部地方整備局 平成２７年度名二環西蟹田高架橋南下部工事 下部工 25 愛知県名古屋市

国土交通省 中部地方整備局 平成２７年度名二環木場２高架橋下部工事 下部工 50 愛知県海部郡飛島村

国土交通省 中部地方整備局 平成２７年度名二環大西北高架橋下部工事 下部工 75 愛知県名古屋市

国土交通省 中部地方整備局 平成２６年度設楽ダム設楽根羽線２号橋ＰＣ上部工事 床板 15 愛知県北設楽郡設楽町

国土交通省 中部地方整備局 平成２７年度４２号松阪多気ＢＰ御前池ＰＣ上部工事 上部工 200 三重県松阪市

国土交通省 中部地方整備局 平成２７年度四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区道路（霞４号幹線）橋梁（Ｐ４９～Ｐ５３）上部工事 上部工 25  三重県三重郡川越町

国土交通省 中部地方整備局 平成28年度四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区道路(霞4号幹線)橋梁(P31-P38)上部工事 上部工 75  三重県三重郡川越町

国土交通省 中部地方整備局 平成２８年度東海環状南大社６橋梁下部工事 上部工 250 三重県員弁郡東員町

国土交通省 中部地方整備局 平成２７年度東海環状北金井北橋梁下部工事 下部工 50 三重県いなべ市
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ＫＫシート実績表（平成29年度）

事業主体/発注者 工 事 名 工事 枚数 施工場所

国土交通省 北海道開発局 一般国道２７４号日高町千呂露橋上部工事 上部工 100 北海道日高町

国土交通省 中部地方整備局 平成２８年度東海環状東一色２橋梁下部工事 下部工 175 三重県いなべ市

国土交通省 中部地方整備局 平成２７年度東海環状北金井橋梁下部工事 下部工 50 三重県いなべ市

国土交通省 中部地方整備局 平成２８年度東海環状東一色１橋梁下部工事 下部工 150 三重県いなべ市

国土交通省 中部地方整備局 平成２８年度東海環状北勢橋梁下部工事 下部工 75 三重県いなべ市

国土交通省 中部地方整備局 平成２８年度東海環状南大社４橋梁下部工事 下部工 125 三重県員弁郡東員町

国土交通省 中部地方整備局 平成２８年度東海環状南大社５橋梁下部工事 下部工 100 三重県員弁郡東員町

国土交通省 中部地方整備局 平成２８年度東海環状南大社３橋梁下部工事 下部工 100 三重県員弁郡東員町

国土交通省 東北地方整備局 小猿部川橋床版工工事 床板 25 島根県出雲市

国土交通省 近畿地方整備局 永平寺大野道路轟３号橋ＰＣ上部工事 上部工 6 福井県吉田郡永平寺町

国土交通省 近畿地方整備局 永平寺大野道路轟２号橋ＰＣ上部工事 上部工 40 福井県吉田郡永平寺町

国土交通省 近畿地方整備局 大津信楽線新3号線工事 上部工 500 滋賀県大津市

国土交通省 近畿地方整備局 大津信楽線新８号橋上部工工事 上部工 5 滋賀県大津市

国土交通省 近畿地方整備局  城陽ＩＣ関連寺田地区改良Ｋランプ橋ＰＣ上部工事 上部工 40 京都府城陽市

国土交通省 近畿地方整備局 八鹿日高道路青山橋上下部工事 上部工 10 兵庫県養父市

国土交通省 近畿地方整備局  国道２８号円行寺橋上部拡幅他工事 床板 40 兵庫県南あわじ市

国土交通省 近畿地方整備局 赤旗堰堤補強工事 河川・港湾 200 兵庫県神戸市

国土交通省 近畿地方整備局 大和御所道路御所南ＩＣランプ橋上部工事 上部工 25 奈良県御所市

国土交通省 近畿地方整備局 大和御所道路朝町トンネル工事 トンネル 8 奈良県御所市

国土交通省 近畿地方整備局 大和御所道路出屋敷高架橋鋼上部工事 床板 50 奈良県五條市

国土交通省 近畿地方整備局 紀北西道路北別所高架橋上下部工事 上部工 675 和歌山県和歌山市

国土交通省 近畿地方整備局 紀北西道路雄ノ山高架橋（移行部）上下部工事 上部工 275 和歌山県岩出市

国土交通省 近畿地方整備局 紀北西道路雄ノ山高架橋（分合流部）上下部工事 上部工 750 和歌山県岩出市

国土交通省 四国地方整備局 平成２８ー２９年度　中島ＯＦＦランプ橋上部工事 上部工 25 徳島県阿南市

国土交通省 四国地方整備局 薊野第１高架橋上部工事 上部工 65 高知県高知市

国土交通省 四国地方整備局 平成２８年度　一宮第１高架橋上部第１工事 上部工 41 高知県高知市

国土交通省 四国地方整備局 五台山第１高架橋上部工事 上部工 15 高知県高知市

国土交通省 四国地方整備局 平成２８年度　薊野第１高架橋上部第２工事 上部工 60 高知県高知市

国土交通省 四国地方整備局 平成２６ー２８年度市野瀬橋上部工事 上部工 75 高知県幡多郡黒潮町

国土交通省 中国地方整備局 多伎朝山道路３号跨道橋外上部工事 上部工 15 島根県出雲市

国土交通省 中国地方整備局 多伎朝山道路口田儀第4高架橋ＰＣ上部工事 上部工 700 島根県出雲市

国土交通省 中国地方整備局 多伎朝山道路小田第1高架橋ＰＣ上部工事 上部工 850 島根県出雲市

国土交通省 中国地方整備局 朝山大田道路波根川橋ＰＣ床版工事 床板 100 島根県大田市

国土交通省 中国地方整備局 可部バイパス可部跨線橋上部工事 上部工 10 広島県広島市

国土交通省 中国地方整備局 安芸バイパス八本松ＩＣランプ橋外下部工事 下部工 12 広島県東広島市

国土交通省 中国地方整備局 小月バイパス松屋ランプ橋上部工事 上部工 25 山口県下関市

国土交通省 中国地方整備局 小月バイパス木屋川大橋第２高架橋ＰＣ第２上部工事 上部工 25 山口県下関市

国土交通省 中国地方整備局 長門俵山道路赤ノ谷橋ＰＣ上部工事 上部工 400 山口県長門市

国土交通省 九州地方整備局 福岡３号　香椎駅東橋（上り線）上部工工事 上部工 100 福岡県福岡市

国土交通省 九州地方整備局 錦橋架替上部工工事 上部工 25 福岡県宮若市

国土交通省 九州地方整備局 佐賀３４号姉川橋架替（上り線）上部工工事 上部工 25 佐賀県神埼市

国土交通省 九州地方整備局 佐賀４９７号原屋敷橋上部工工事 床板 25 佐賀県伊万里市

国土交通省 九州地方整備局 長崎２０５号深谷橋ランプ橋上部工工事 上部工 25 長崎県佐世保市

国土交通省 九州地方整備局  九州横断道（嘉島～山都）一都度橋上部工工事 上部工 25 熊本県上益城郡御船町

国土交通省 九州地方整備局 九州横断道（嘉島?山都）一都度橋上部工工事 上部工 25 熊本県上益城郡御船町

国土交通省 九州地方整備局 九州横断道（嘉島?山都）釜出地区跨道橋上部工工事 上部工 25 熊本県上益城郡御船町

国土交通省 九州地方整備局 九州横断道（嘉島～山都）北中島跨道橋上部工工事 上部工 3 熊本県上益城郡山都町

国土交通省 九州地方整備局 熊本３号小津奈木第２橋上部工（Ｐ７～Ａ２）工事 上部工 325 熊本県水俣市
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ＫＫシート実績表（平成29年度）

事業主体/発注者 工 事 名 工事 枚数 施工場所

国土交通省 北海道開発局 一般国道２７４号日高町千呂露橋上部工事 上部工 100 北海道日高町

国土交通省 九州地方整備局 熊本３号小津奈木第２橋上部工（Ａ１～Ｐ３）工事 トンネル 5 熊本県水俣市

国土交通省 九州地方整備局 九州横断道（嘉島～山都）田代第二トンネル新設工事 トンネル 25 熊本県上益城郡御船町

国土交通省 九州地方整備局 八代港(外港地区)岸壁(-12m)(改良)工事 河川・港湾 325 熊本県八代市

国土交通省 九州地方整備局 大分２１２号　三光第１号トンネル新設工事 トンネル 25 大分県中津市

国土交通省 九州地方整備局  東九州道（清武～北郷）赤木橋上部工工事 上部工 1050 宮崎県宮崎市

国土交通省 九州地方整備局 東九州道（清武-北郷)鏡洲川橋上部工 上部工 225 宮崎県宮崎市

国土交通省 九州地方整備局 東九州道（北郷～日南）山澄小谷川橋上部工工事 上部工 75 宮崎県日南市

国土交通省 九州地方整備局 東九州道（清武～北郷）猪八重橋上部工工事 上部工 25 宮崎県日南市

国土交通省 九州地方整備局 鹿児島3号高尾野川橋上部工工事 上部工 275 鹿児島県出水市

国土交通省 九州地方整備局 東九州道（志布志～大崎）春日堀跨道橋外上部工工事 上部工 25 鹿児島県志布志市

国土交通省 九州地方整備局 東九州道（志布志～大崎）平良上第一跨道橋下部工工事 下部工 25 鹿児島県曽於郡大崎町

国土交通省 東海農政局 新濃尾（二期）地区　新木津用水路朝宮工区機械設備製作据付工事 土木 50 愛知県春日井市

国土交通省 東海農政局 新濃尾（二期）地区　新木津用水路二重堀及び下末工区機械設備製作据付工事 土木 50 愛知県小牧市

内閣府 沖縄総合事務局  平成２７年度牧港高架橋上部工（Ｐ７～Ａ２）工事 上部工 250 沖縄県浦添市

内閣府 沖縄総合事務局 平成２７年度牧港高架橋上部工（Ｐ７～Ａ２）工事 上部工 250 沖縄県浦添市

内閣府 沖縄総合事務局 平成２６年度牧港高架橋上部工（Ａ１～Ｐ４）工事 上部工 150 沖縄県浦添市

内閣府 沖縄総合事務局 平成28年度港川高架橋上部工(下りＰ５～Ｐ９)外工事 上部工 625 沖縄県浦添市

内閣府 沖縄総合事務局 平成２７年度恩納南ＢＰ３号橋上部工（ＫＰ５～ＫＡ２）工事 上部工 325 沖縄県国頭郡恩納村

発注者（高速道路関係） 工事 枚数 施工場所

NEXCO 東日本高速道路 北海道横断自動車道天神橋(PC上部工)工事 上部工 125 北海道小樽市

NEXCO 東日本高速道路 北海道横断自動車道朝里川橋(PC上部工)工事 上部工 1375 北海道小樽市

NEXCO 東日本高速道路 北海道横断自動車道桃内橋（PC上部工）工事 上部工 1500 北海道小樽市

NEXCO 東日本高速道路  東北中央自動車道　にしごうトンネル工事 トンネル 2 山形県上山市 

NEXCO 東日本高速道路 東北中央自動車道　大洞トンネル工事 トンネル 75 山形県東置賜郡高畠町

NEXCO 東日本高速道路  東北中央自動車道　大洞トンネル工事 トンネル 53 山形県東置賜郡高畠町 

NEXCO 東日本高速道路 東北中央自動車道上山インターチェンジ工事 土木 77 山形県上山市

NEXCO 東日本高速道路 東北自動車道 吾妻橋床版取替工事（大森川橋床板工事分） 床板 100 福島県二本松市

NEXCO 東日本高速道路  関越自動車道　荒川橋工事 上部工 850 埼玉県比企郡嵐山町

NEXCO 東日本高速道路 東京外環自動車道　三郷第二インターチェンジ橋(下部工)工事 下部工 50 埼玉県三郷市

NEXCO 東日本高速道路 東京外環自動車道　三郷第二インターチェンジ橋(鋼上部工)工事 床板 50 埼玉県三郷市

NEXCO 東日本高速道路  京葉道路　鬼高パーキングエリア橋(鋼上部工)工事 床板 50 千葉県市川市

NEXCO 東日本高速道路 東京外環自動車道大和田地区雨水函渠付替工事 土木 400 千葉県市川市

NEXCO 東日本高速道路 東京外かく環状道路　大泉南工事 トンネル 8 東京都練馬区

NEXCO 東日本高速道路 上信越自動車道　渋江川橋(PC上部工)工事 上部工 100 新潟県上越市

NEXCO 東日本高速道路 磐越自動車道　五十母川橋(PC上部工)工事 上部工 25 新潟県東蒲原郡阿賀町

NEXCO 東日本高速道路 磐越自動車道五十母川橋（ＰＣ上部工）工事 上部工 25 新潟県東蒲原郡阿賀町

NEXCO 東日本高速道路 信越自動車道二俣川橋（ＰＣ上部工）工事 上部工 200 新潟県妙高市

NEXCO 東日本高速道路 上信越自動車道　儀明川橋(下部工)工事 下部工 25 新潟県上越市

NEXCO 中日本高速道路 東海北陸自動車道ソヨギ橋他１橋（ ＰＣ上部工）工事 上部工 125 岐阜県郡上市

NEXCO 中日本高速道路 東海北陸自動車道八百僧橋他３橋（ＰＣ上部工）工事 上部工 275 岐阜県郡上市

NEXCO 中日本高速道路 東海北陸自動車道鷲見橋工事 上部工 100 岐阜県郡上市

NEXCO 中日本高速道路 東海北陸自動車道　惣則橋他１橋（ＰC上部工)工事     上部工 350 岐阜県高山市

NEXCO 中日本高速道路 東海北陸自動車道　池之島橋他３橋（PC上部工）工事 上部工 825 岐阜県高山市

NEXCO 中日本高速道路 東海北陸自動車道 六厩高架橋(PC上部工)工事 上部工 175 岐阜県高山市

NEXCO 中日本高速道路 名神高速道路安八スマート インターチェンジ工事 土木 25 岐阜県安八郡安八町

NEXCO 中日本高速道路 中部横断自動車道新清水 ジャンクションＨランプ橋他４橋（ＰＣ上部工）工事 上部工 700 静岡県静岡市

NEXCO 中日本高速道路 中部横断自動車道前沢橋（PC上部工）工事 上部工 150 静岡県静岡市

協立エンジ株式会社 9 / 61 



ＫＫシート実績表（平成29年度）

事業主体/発注者 工 事 名 工事 枚数 施工場所

国土交通省 北海道開発局 一般国道２７４号日高町千呂露橋上部工事 上部工 100 北海道日高町

NEXCO 中日本高速道 新東名高速道路谷ケ山トンネル西工事 トンネル 25 静岡県駿東郡

NEXCO 中日本高速道路 名古屋第二環状自動車道 名古屋西ジャンクションＣランプ橋他7橋（下部工）工事 下部工 25 愛知県名古屋市

NEXCO 中日本高速道路 名古屋第二環状自動車道　飛島木場高架橋（下部工）工事 下部工 50 愛知県海部郡飛島村

NEXCO 中日本高速道路 新名神高速道路安楽川橋他１橋工事 上部工 1500 三重県亀山市

NEXCO 中日本高速道路 三井住友建設第二名神高速道路 錐ヶ瀧橋（PC 上部工）下り線東工事 上部工 100 三重県亀山市

NEXCO 中日本高速道路 新名神高速道路　潤田高架橋（ＰＣ上部工）工事 上部工 150 三重県三重郡菰野町

NEXCO 西日本高速道路 綾部伊佐津川橋　舞鶴若狭自動車道 伊佐津川橋（ＰＣ上部工）工事　 上部工 50 京都府綾部市

NEXCO 西日本高速道路 佐保川橋(PC上部工)工事 上部工 825 大阪府茨木市

NEXCO 西日本高速道路  新名神高速道路 安威川橋（ＰＣ上部工）工事 上部工 25 大阪府茨木市

NEXCO 西日本高速道路 新名神高速道路東畦野トンネル工事 トンネル 250 大阪府箕面市

NEXCO 西日本高速道路  新名神高速道路有馬川橋（鋼・ＰＣ複合上部工）工事 上部工 122 兵庫県神戸市

NEXCO 西日本高速道路 新名神高速道路生野大橋（ＰＣ上部工）工事 上部工 1000 兵庫県神戸市

NEXCO 西日本高速道路 新名神高速道路塩川橋他１橋工事 上部工 140 兵庫県川西市

NEXCO 西日本高速道路 新名神坊川第三橋工事 上部工 1250 兵庫県宝塚市

NEXCO 西日本高速道路 新名神高速道路生野大橋（ＰＣ上部工）工事 上部工 175 兵庫県神戸市

NEXCO 西日本高速道路 高松自動車道吹田高架橋他１橋（ＰＣ上部工）工事 上部工 200 徳島県板野郡板野町

NEXCO 西日本高速道路 長崎自動車道平間橋（PC上部工）工事 上部工 350 長崎県長崎市

NEXCO 西日本高速道路 長崎自動車道中尾橋（PC上部工）工事 上部工 50 長崎県長崎市

高速道路各社 首都高速道路 首都高環状第２号線トンネル（その２）工事 トンネル 75 東京都中央区

高速道路各社 首都高速道路 （改）板橋熊野町ＪＣＴ間改良工事. 土木 400 東京都板橋区

高速道路各社 首都高速道路 臨海副都心入口の立体化整備 土木 40 東京都港区

高速道路各社 首都高速道路 首都高速（改）小松川ＪＣＴ河川部工事 土木 25 東京都江東区

高速道路各社 首都高速道路 首都高速晴海線ＨＭ１１・１３工区上部工 床板 20 東京都中央区

発注者（地方自治体関係） 工事 枚数 施工場所

自治体 北海道 川東通改築工事　見晴橋上部工事1工区 上部工 375 北海道北見市

自治体 北海道 辺別川災害関連工事１工区 土木 25 北海道上川郡美瑛町

自治体 青森県 国道２８０号バイパス蓬田～蟹田バイパスⅠ工【蟹田跨線橋】 上部工 50 青森県外ヶ浜町

自治体 岩手県 主要地方道一関北上線(仮称)柵の瀬橋上部工工事 上部工 200 岩手県一関市

自治体 岩手県 二級河川甲子筋水門土木工事 河川・港湾 375 岩手県釜石市

自治体 岩手県 二級河川大槌川筋大槌の１地区ほか河川災害復旧（23災617号及び622号）水門設備工事 河川・港湾 250 岩手県上閉伊郡大槌町

自治体 岩手県 二級河川長部川筋長部川水門土木工事 河川・港湾 25 岩手県陸前高田市

自治体 宮城県 下清水橋 上部工 35 宮城県女川町

自治体 宮城県 八幡橋（上部工）工事 床板 3 宮城県本吉郡南三陸

自治体 宮城県 鹿折川河川外災害復旧工事（その３） 河川・港湾 25 宮城県気仙沼市

自治体 宮城県 二級河川鵜住居川筋鵜住居地区河川災害復旧(23災647号)水門土木工事 河川・港湾 300 宮城県釜石市

自治体 宮城県 伊里前川河川災害復旧工事その2 河川・港湾 5 宮城県本吉郡南三陸町

自治体 宮城県仙台市 鶴巻ポンプ場建設工事(土木) 上下水道 275 仙台市宮城野区

自治体 宮城県名取市 北釜中央線（北釜橋）災害復旧工事（上部工架設工事） 上部工 25 宮城県名取市

自治体 山形県天童市 平成２８年度市道矢野目高擶線道路改良工事（橋梁上部工） 上部工 30 山形県天童市

自治体 福島県 道路橋りょ う整備 (再復) 工事 (橋梁上部). （仮称）天神橋 上部工 175 福島県双葉郡

自治体 茨城県 27国補地道第３４９－２号、橋梁上部工事（大子橋） 上部工 50 茨城県大子町

自治体 茨城県  国補地道第27-03-335-0-009号橋梁上部工事（幸久大橋）（P4～P8）   上部工 25 茨城県那珂市 

自治体 茨城県 橋梁上部工事（（仮称）岩塙高架橋）  上部工 70 茨城県北茨城市

自治体 茨城県 国補地道 第27-03-281-0-003号 橋梁上部工事（（仮称）岩塙高架橋）  上部工 25 茨城県北茨城市

自治体 茨城県 上部工製作・架設工事（柳下橋） 上部工 25 茨城県鉾田市

自治体 茨城県 国補地道第26-03-180-Z-001号橋梁上部工事（もりやみらい橋）  床板 30 茨城県つくばみらい市

自治体 茨城県北茨城市 磯原海岸堤防嵩上工事（その３）  河川・港湾 50 茨城県北茨城市
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ＫＫシート実績表（平成29年度）

事業主体/発注者 工 事 名 工事 枚数 施工場所

国土交通省 北海道開発局 一般国道２７４号日高町千呂露橋上部工事 上部工 100 北海道日高町

自治体 栃木県 一般県道名草小俣線小俣立体（仮称）ＰＣ橋上部工建設工事その１ 上部工 25 栃木県足利市

自治体 栃木県栃木市  市道Ｄ３１１号線新千塚橋上部工事（市道１４１１１号線） 　 上部工 50 栃木県栃木市

自治体 群馬県 国道145号 上信自動車道　鳶ヶ沢橋上部工工事 上部工 50 群馬県吾妻郡東吾妻町

自治体 群馬県 水源地域整備事業(受託補助)中央長野原橋上部工工事(分割1号) 上部工 50 群馬県吾妻郡長野原町

自治体 群馬県 水源地域整備事業（受託補助）中央長野原橋上部工工事（分割２号 上部工 75 群馬県吾妻郡長野原町

自治体 埼玉県 社会資本整備総合交付金(街路)工事（1工区上部工R側） 上部工 25 埼玉県川越市

自治体 千葉県 （一般国道409号長生グリーンライン）国道道路改築工事（３号橋上部工） 上部工 15 千葉県長生郡長南町

自治体 千葉県 江戸川左岸流域下水道江戸川第一終末処理場着水井土木工事 上下水道 25 千葉県市川市

自治体 千葉県 白潟北　排水樋門工事 上下水道 25 千葉県長生郡白子町

自治体 千葉県千葉市 （主）浜野四街道長沼線（下田大橋）床版工事（２７－１） 床板 50 千葉市若葉区

地方公営企業 北千葉広域水道企業団 沼南調整池築造工事 上下水道 50 千葉県柏市

自治体 東京都 木下川水機場耐震補強(導水管整備）工事 上下水道 25 東京都江戸川区

自治体 東京都 八王子水再生センター西系水処理施設建設その３工事 上下水道 25 東京都八王子市

自治体 神奈川県 京浜急行大師線連続立体交差事業第1工区 鉄道 75 神奈川県川崎市

自治体 神奈川県横浜市 高速横浜環状北西線 北八朔換気所建設工事 土木 50 神奈川県横浜市緑区北八朔町220-4

自治体 神奈川県横浜市 横浜環状北西線　東方換気所建設工事 土木 50 神奈川県横浜市

自治体 神奈川県横浜市 小雀浄水場３・４号配水池耐震補強工事（その２） 上下水道 167 神奈川県横浜市

自治体 神奈川県川崎市 渡田ポンプ場改築土木その２工事 上下水道 25 神奈川県川崎市

自治体 新潟県 一般県道押廻加治線(加治跨線橋)防災安全(橋補)橋梁補修工事 床板 25 新潟県新発田市下中地内　加治橋跨線橋付近

自治体 富山県 一般国道４１５号道路総合交付金富山東バイパス東富山跨線橋上部工工事 上部工 75  富山県富山市 

自治体 富山県 主要地方道小杉婦中線道路総合交付金戸破高架橋上部工工事 上部工 50 富山県 射水市 

自治体 富山県富山市 八田橋(上流側)架替 工事 上部工 25 富山県富山市

自治体 山梨県 一般県道割子切石線(仮称)下田原高架橋 下田原27工区 橋梁上部工事 上部工 25 山梨県南巨摩郡身延町

自治体 山梨県 一般県道割子切石線(仮称)中富IC下田原18工区橋梁上部工建設 工事 上部工 300 山梨県南巨摩郡身延町

自治体 山梨県 一般県道割子切石線（仮称）中富ＩＣ下田原１９工区橋梁上部工建設工事 上部工 250 山梨県南巨摩郡身延町

自治体 長野県  （国）４０３号　東筑摩郡筑北村～安曇野市　矢越防災（矢越橋上部工） 上部工 325 長野県東筑摩郡筑北村

自治体 長野県 平成27年度社会資本整備総合交付金(広域連携)工事（樽川大橋) 上部工 175 長野県下高井郡木島平村

自治体 岐阜県 （仮称）伊自良川橋架設工事 上部工 300 岐阜県岐阜市

自治体 岐阜県 公共　広域河川改修事業　伊自良川（堰下部工） 下部工 400 岐阜県岐阜市

自治体 愛知県 橋りょう整備事業 一般国道419号 高浜立体上部工事 床板 100 愛知県高浜市

自治体 愛知県半田市 砂谷第２高架型配水池建設工事 上下水道 10 愛知県半田市

道路公社 名古屋高速道路公社. 市道高速１号名古屋西JCT工区上部工事及び名古屋第二環状自動車道名古屋西ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝFﾗﾝﾌﾟ橋(鋼上部工)工事 床板 50 愛知県名古屋市

自治体 滋賀県  琵琶湖流域下水道湖南中部浄化センター5 系2 / 2水処理施設建設工事 上下水道 600 滋賀県草津市

自治体 京都府京都市 御薗橋改築（その３）工事（桁製作工） 上部工 50 京都府京都市

自治体 京都府京都市 一・三・２５鴨川東岸線（第2工区）橋梁上部工（その１）工事 上部工 100 京都市東山区

自治体 京都府丹波市 市道上牧春日町線（（仮称）六ヶ坪橋）上部工工事 上部工 15 京都府丹波市

自治体 大阪府 安威川ダム　左岸道路橋梁上部工事（９号橋） 上部工 57 大阪府茨木市

自治体 大阪府 主要地方道　伏見柳谷高槻線高槻東道路　磐手橋上部工事 上部工 15 大阪府高槻市

自治体 大阪府 一般国道　４８０号　第２橋梁上部工事 上部工 10 大阪府和泉市

自治体 大阪府  都市計画道路大和川線常磐東開削トンネル工事（躯体工） トンネル 700 ⼤阪府堺市
自治体 大阪府 主要地方道　伏見柳谷高槻線高槻東道路仮称五領高架橋上部工事 床板 13 大阪府高槻市

自治体 大阪府高槻市 都市計画道路南平台日吉台線橋梁（演習橋）上部工第１期工事 上部工 10 大阪府高槻市

自治体 兵庫県 （主）網干たつの線（仮）松原跨線橋上部工（その１）工事 上部工 25 兵庫県たつの市

自治体 奈良県 一般国道１６８号辻堂バイパス堂平大橋上部工事 上部工 200 奈良県五條市

自治体 和歌山県 国道３７１号（仮称宮ノ谷５号橋上部工）道路改良工事 上部工 50 和歌山県田辺市

自治体 和歌山県 山畑２期地区基幹農道（仮称２号橋）上部工事 上部工 300 和歌山県海草郡紀美野町

自治体 島根県  （一）窪田山口線　川奥大橋工区　防災安全交付金（橋梁修繕）工事　（川奥大橋上部工　経済対策） 上部工 25 島根県大田市
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ＫＫシート実績表（平成29年度）

事業主体/発注者 工 事 名 工事 枚数 施工場所

国土交通省 北海道開発局 一般国道２７４号日高町千呂露橋上部工事 上部工 100 北海道日高町

自治体 広島 県三次市 みらさか土地区画整理事業都市計画道路三良坂駅前線橋梁整備 上部工 10 広島 県三次市

道路公社 広島高速道路公社 県道広島海田線 新大洲橋架替上部工事（その１） 上部工 10 広島県安芸郡府中町

自治体 山口県  一般国道４３５号３号橋（仮称）橋りょう整備工事（上部工） 上部工 125 山口県下関市

自治体 山口県 一般国道435号祗園橋 (仮称)橋りょう整備工事(上部工) 上部工 125 山口県下関市

自治体 徳島県 緊急地方道路整備工事　（阿野橋PB分） 上部工 25 名西郡神山町

自治体 徳島県 一般国道１９５号道路改築工事出合大橋上部工 床板 50 徳島県那賀郡那賀町

自治体 香川県  県道円座香南線　道路改築工事（橋梁上部工）（第７工区） 上部工 20 香川県高松市

自治体 香川県  県道円座香南線　道路改築工事（橋梁上部工）（第４工区） 西山崎高架橋 上部工 10 香川県高松市

自治体 香川県高松市 高松市新病院（仮称）新築工事 建築 140 香川県高松市

自治体 香川県高松市 高松市立ヨット競技場(仮称)建設工事 土木 19 香川県高松市

自治体 愛媛県四国中央市  中田井浄水場 上下水道 200 愛媛県四国中央市

自治体 福島県 道路橋りょう整備（（復交）工事（砂子田橋） 上部工 25 福島県相馬郡新地町

自治体 福岡県 都市計画道路境口頓野線勘六橋橋梁上部工工事（１工区） 上部工 25 福岡県直方市

自治体 福岡県 付替町道新倉谷七曲線５号橋橋梁上部工工事 上部工 25 福岡県筑紫郡那珂川町

自治体 福岡県福岡市 西鉄春日原駅付近高架工事 上部工 50 福岡県福岡市

自治体 佐賀県玄海町 平成28・29年度　電源立地地域対策　交付金事業　福祉施設建設（建築主体）工事 建築 100 佐賀県東松浦郡玄海町

自治体 長崎県佐世保市 黒島小中学校校舎改築（建築）工事 建築 50 長崎県佐世保市

自治体 熊本県 国道266号交通円滑化改築（新天門橋）工事 上部工 750 熊本県上天草市

自治体 大分県 都市計画道路庄の原佐野線　元町・下郡工区｢新大分川架橋（仮称）｣ 上部工 100 大分県大分市

自治体 大分県杵築市 H27社総交道新工第1号　市駅錦江橋線道路改良工事 上部工 50 大分県杵築市大字猪尾

自治体 大分県杵築市 市駅錦江橋線道路改良工事 上部工 50 大分県杵築市

自治体 宮崎県宮崎市 小戸之橋 上部工 150 宮崎県宮崎市

自治体 鹿児島県 道路整備（交付金）工事（西光寺２７‐１工区）（西光寺７号橋） 上部工 800 鹿児島県霧島市

自治体 鹿児島県 藺牟田瀬戶架橋第２橋（26-1工区） 上部工 100 鹿児島県薩摩川内市

自治体 鹿児島県 藺牟田瀬戶架橋第２橋（26-2工区） 上部工 600 鹿児島県薩摩川内市

自治体 鹿児島県 藺牟田瀬戸架橋3橋 上部工 14 鹿児島県薩摩川内市

自治体 鹿児島県南大隅町 牛牧橋新設工事 上部工 50 鹿児島県南大隅町

発注者（鉄道関係ほか） 工事 枚数 施工場所

独立行政法人等 鉄道・運輸機構 相鉄・東急直通線、羽沢トンネル他 トンネル 25 神奈川県横浜市

独立行政法人 鉄道・運輸機構 相鉄・ＪＲ直通線羽沢駅工事 鉄道 150 神奈川県横浜市

独立行政法人等 鉄道・運輸機構 相鉄・東急直通線、新横浜駅他工事 鉄道 205 神奈川県横浜市

独立行政法人等 鉄道・運輸機構 相鉄・東急直通線西谷駅周辺工（西谷1工区） 鉄道 275 神奈川県横浜市

高速道路各社 首都高速道路 ＹＫ41工区(2)ＹＫ42工区（1-1）上部・橋脚建設工事 床板 30 神奈川県横浜市

独立行政法人 鉄道・運輸機構 北陸新幹線手取川橋りょう他工事 上部工 325 石川県金沢市・小松市

独立行政法人等 鉄道・運輸機構 北陸新幹線、九頭竜川橋りょう他 上部工 950 福井県福井市

独立行政法人等 鉄道・運輸機構 えちぜん鉄道、福井駅外２箇所新築 鉄道 50 福井県福井市

独立行政法人等 鉄道・運輸機構 九州新幹線（西九州）嬉野温泉駅高架橋他 上部工 25 佐賀県嬉野市

独立行政法人等 鉄道・運輸機構 九州新幹線（西九州）、井手川内橋りょう（PCけた） 上部工 175 佐賀県嬉野市

独立行政法人等 鉄道・運輸機構 九州新幹線（西九州）嬉野温泉駅高架橋他 上部工 75 佐賀県嬉野市

独立行政法人等 鉄道・運輸機構 九州新幹線（西九州）、第１平山トンネル外３箇所他 上部工 150 長崎県諫早市

独立行政法人等 鉄道・運輸機構 九州新幹線（西九州）松原高架橋他 上部工 550 長崎県大村市

独立行政法人等 鉄道・運輸機構 九州新幹線（西九州） 新大村駅高架橋他工事; 上部工 25  長崎県大村市

独立行政法人等 鉄道・運輸機構 九州新幹線（西九州）福重高架橋他工事 上部工 175 長崎県大村市

独立行政法人等 鉄道・運輸機構 九州新幹線（西九州）、串川橋りょう 上部工 500 長崎県東彼杵郡東彼杵町

鉄道各社 新京成電鉄 鎌ケ谷都市計画都市高速鉄道第2号線新京成線連続立体交差事業 （新京成初富駅JV工事 鉄道 10 千葉県鎌ケ谷市

鉄道各社 新京成電鉄 新京成線鎌ヶ谷大仏駅～くぬぎ山駅間連続立体交差事業 鉄道 25 千葉県鎌ケ谷市南初富6-1-21

鉄道各社 東京メトロ 東上野四丁目第１ビル（仮称）新築に伴う上野地下車庫改良土木工事 土木 465 東京都台東区
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ＫＫシート実績表（平成29年度）

事業主体/発注者 工 事 名 工事 枚数 施工場所

国土交通省 北海道開発局 一般国道２７４号日高町千呂露橋上部工事 上部工 100 北海道日高町

鉄道各社 東京メトロ 東京メトロ銀座線の｢外苑前駅｣。出入り口の拡幅、エレベーターの設置工事 土木 25 東京都港区

鉄道各社 東武鉄道 東武東上線　東武竹ノ塚駅高架Ⅲ工区 鉄道 150 東京都足立区

鉄道各社 小田急電鉄 小田急小田原線連続立体交差工事・複々線化工事第４工区 鉄道 7 東京都世田谷区

鉄道各社 相模鉄道 相模鉄道本線（星川駅～天王町駅）連続立体交差事業 鉄道 25 神奈川県横浜市

鉄道各社 阪急電鉄 阪急京都線・千里線淡路駅付近連続立体交差事業5工区 鉄道 20 大阪府大阪市

鉄道各社 東日本旅客鉄道 信越線新潟駅付近高架天神尾工区 鉄道 50 新潟県新潟市

鉄道各社 東日本旅客鉄道 信越線新潟駅付近高架化駅笹口工区 鉄道 300 新潟県新潟市

鉄道各社 東日本旅客鉄道 信越線新潟駅付近高架化駅東工区 鉄道 25 新潟県新潟市

鉄道各社 西日本鉄道 西鉄天神大牟田線連続立体交差事業（雑餉隈駅付近）工事（Ｂ下り線） 鉄道 50 福岡県福岡市博多区

独立行政法人等 都市再生機構 震災復興事業　陸前高田かさ上げ部整地（2号橋裏田橋） 上部工 50 岩手県陸前高田市

地方共同法人 日本下水道事業団 松島浪打浜雨ﾎﾟﾝﾌﾟ場ほか2施設建設工事 上下水道 25 宮城県宮城郡松島町

地方共同法人 日本下水道事業団 東中島ポンプ場雨水滞水地建設工事 上下水道 25 福岡県北九州市

発注者（民間） 工事 枚数 施工場所

民間 北海道ガス 石狩LNGﾀﾝｸ工事 土木 150 北海道石狩市

民間 東北電力 女川原子力発電所土木工事 土木 25 宮城県牡鹿郡女川町

民間 山形広域環境事務組合 エネルギー回収施設（川口）建設 土木 50 山形県上山市

民間 住友大阪セメント 小名浜ＳＳｻｲﾛ増設 土木 5 福島県いわき市

民間 府中駅南口第一地区市街地再開発組合 府中駅南口第一地区再開発 土木 77 東京都府中市

民間 メタウォーター 横須賀米軍基地汚水処理施設現場 上下水道 32 神奈川県横須賀市

民間 東北電力 鹿瀬発電所改修工事 土木 75 新潟県東蒲原郡阿賀町

民間 四国電力 明谷ダム ダム・砂防 25 徳島県美馬郡つるぎ町

民間 響灘火力発電所 響灘火力発電所（仮称）ペレットサイロ 土木 75 福岡県北九州市

民間 日本通運 福岡支店福岡警送事業所建築 建築 100 福岡県福岡市

民間 日本ピーエス　資材課 865

民間 昭和コンクリート工業　調達部 50

海外 ミャンマー連邦共和国 ヤンゴン市新タケタ橋建設工事 上部工 375 ミャンマー連邦共和国ヤンゴン市

　　　平成２７年度　ＫＫシート　納入実績表

発注者（国の機関） 工 事 名 工事 枚数 施工場所

国土交通省 北海道開発局 一般国道２３２号遠別町歌越別橋上部製作架設工事 橋梁 50 北海道

国土交通省 北海道開発局 築別橋桁製作工事 橋梁 500 北海道

国土交通省 北海道開発局 一般国道４０号中川町天塩川橋上部工事 橋梁 100 北海道

国土交通省 北海道開発局 道央圏連絡道路千歳市トプシナイ改良工事 その他 25 北海道

国土交通省 北海道開発局 一般国道２３７号平取町振内改良外一連工事 床板 25 北海道

国土交通省 北海道開発局 函館新外環状道路函館市見晴橋上部工事 橋梁 50 北海道

国土交通省 東北地方整備局 上北地区床板工 床板 13 青森県

国土交通省 東北地方整備局 国道４５号山田第１トンネル工事 トンネル 12 岩手県

国土交通省 東北地方整備局 国道45号小本道路工事 その他 25 岩手県

国土交通省 東北地方整備局 国道45号青野滝川橋外上部工工事 橋梁 400 岩手県

国土交通省 東北地方整備局 国道４５号摂待道路工事 橋梁 30 岩手県

国土交通省 東北地方整備局 国道４５号長部高架橋上部工工事 橋梁 250 岩手県

国土交通省 東北地方整備局 牧田地区こ道橋 橋梁 125 岩手県

国土交通省 東北地方整備局 国道４５号吉浜釜石道路工事（荒川トンネル・唐丹第2高架橋） 橋梁 325 岩手県

国土交通省 東北地方整備局 国道４５号吉浜釜石道路工事（唐丹第１・２高架橋） 橋梁 1,050 岩手県

国土交通省 東北地方整備局 国道４５号大上坊川橋上部工工事 橋梁 500 宮城県

国土交通省 東北地方整備局 志津川ＩＣランプ橋上部工工事 橋梁 50 宮城県

国土交通省 東北地方整備局 国道４５号小泉大橋下部工復旧工事 その他 15 宮城県
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ＫＫシート実績表（平成29年度）

事業主体/発注者 工 事 名 工事 枚数 施工場所

国土交通省 北海道開発局 一般国道２７４号日高町千呂露橋上部工事 上部工 100 北海道日高町

国土交通省 東北地方整備局 国道45号線南三陸地区道路改良工事 その他 25 宮城県

国土交通省 東北地方整備局 国道４５号大上坊川橋上部工工事 橋梁 25 宮城県

国土交通省 東北地方整備局 旧北上川左岸鶴家排水樋門新設工事 その他 75 宮城県

国土交通省 東北地方整備局 北上川下流月浜第二水門災害復旧工事 その他 340 宮城県

国土交通省 東北地方整備局 鳴瀬川野蒜水門災害復旧工事 その他 152 宮城県

国土交通省 東北地方整備局 村山北地区橋梁上部工工事 橋梁 25 山形県

国土交通省 東北地方整備局 小猿部川橋床版工工事 床板 15 秋田県

国土交通省 東北地方整備局 小名浜港東港地区臨港道路航路部上部工事 橋梁 300 福島県

国土交通省 東北地方整備局 今田高架橋床版外工事 床板 50 福島県

国土交通省 東北地方整備局 国道１１５号月舘高架橋上部工工事 橋梁 1,400 福島県

国土交通省 東北地方整備局 国道１１５号犬飼大橋上部工工事 橋梁 350 福島県

国土交通省 東北地方整備局 小国開発㈱新長老沢橋外床版工工事 床板 75 福島県

国土交通省 東北地方整備局 新長老沢橋外床版工工事 床板 25 福島県

国土交通省 関東地方整備局 圏央道飯沼川高架橋上部その３工事 橋梁 75 茨城県

国土交通省 関東地方整備局 圏央道高須賀第２高架橋上部工事 床板 25 茨城県

国土交通省 関東地方整備局 圏央道花島高架橋上部工事 橋梁 75 茨城県

国土交通省 関東地方整備局 圏央道三坂高架橋上部工事 床板 200 茨城県

国土交通省 関東地方整備局 圏央道谷田川高架橋上部その２工事 床板 50 茨城県

国土交通省 関東地方整備局 花島高架橋 床板 25 茨城県

国土交通省 関東地方整備局 圏央道小貝川渡河橋上部工事 床板 25 茨城県

国土交通省 関東地方整備局 圏央道柳橋高架橋上部その２工事 床板 25 茨城県

国土交通省 関東地方整備局 国道６号土浦ＢＰ常名高架橋上部工事 床板 25 茨城県

国土交通省 関東地方整備局 圏央道江川橋上部工事 床板 25 茨城県

国土交通省 関東地方整備局 幸手地区側道橋上部その２工事 橋梁 4 埼玉県

国土交通省 関東地方整備局 大月バイパス桂川橋上部工事 橋梁 525 山梨県

国土交通省 関東地方整備局  湾岸道路本牧地区７・８号橋工事 その他 25 神奈川県

国土交通省 関東地方整備局 横浜港臨港道路南本牧ふ頭本牧線(Ⅵ工区)PC桟橋築造・仮設桟橋桟台撤去工事 橋梁 50 神奈川県

国土交通省 関東地方整備局 中部横断自動車道北沢橋床版工事 床板 10 長野県

国土交通省 関東地方整備局 中部横断自動車道上野橋上部工事 橋梁 575 長野県

国土交通省 関東地方整備局 中部横断自動車道臼田橋上部工事 橋梁 250 長野県

国土交通省 関東地方整備局 中部横断自動車道小宮山橋工事 橋梁 40 長野県

国土交通省 関東地方整備局 中部横断自動車道宮の入地区他跨道橋工事 橋梁 25 長野県

国土交通省 関東地方整備局 富士見橋上部工事 橋梁 5 長野県

国土交通省 関東地方整備局 中部横断自動車道北沢橋床版工事 橋梁 25 長野県

国土交通省 関東地方整備局 富富士見橋上部工事 橋梁 25 長野県

国土交通省 関東地方整備局 国道１６号町田立体地下歩道工事 その他 100 東京都

国土交通省 北陸地方整備局 井田川・合場川石田橋付替附帯工事 橋梁 5 富山県

国土交通省 中部地方整備局 鈴鹿川派川南五味塚樋門新設工事 橋梁 3 三重県

国土交通省 中部地方整備局 平成２６年度紀勢線大田賀高架橋ＰＣ上部工事 橋梁 45 三重県

国土交通省 中部地方整備局 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区道路(霞4号幹線)橋梁(P48～P50)下部工事 下部 100 三重県

国土交通省 中部地方整備局 平成２５年度東海環状北勢第一高架橋中下部工事 下部 150 三重県

国土交通省 中部地方整備局 平成２６年度名二環春田野２高架橋北下部工事 下部 5 愛知県

国土交通省 中部地方整備局 飛島大橋左岸下部工事 下部 50 愛知県

国土交通省 中部地方整備局 平成２６年度新丸山ダム井尻八百津線新小和沢橋ＰＣ上部工事 橋梁 650 岐阜県

国土交通省 中部地方整備局 平成２７年度新丸山ダム井尻八百津線第２小和沢橋ＰＣ上部工事 橋梁 50 岐阜県

国土交通省 中部地方整備局 平成２５年度天城北道路狩野川高架橋ＰＣ上部工事 橋梁 452 静岡県

国土交通省 中部地方整備局 平成２６年度天城北道路湯ヶ島第１高架橋ＰＣ上部工事 橋梁 925 静岡県
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ＫＫシート実績表（平成29年度）

事業主体/発注者 工 事 名 工事 枚数 施工場所

国土交通省 北海道開発局 一般国道２７４号日高町千呂露橋上部工事 上部工 100 北海道日高町

国土交通省 中部地方整備局 平成２６年度佐久間道路大千瀬川橋ＰＣ上部工事 橋梁 1,100 静岡県

国土交通省 中部地方整備局 平成２５年度佐久間道路佐久間第２トンネル工事 ﾄﾝﾈﾙ 125 静岡県

国土交通省 中部地方整備局 木平成２６年度三遠南信２３号橋ＰＣ上部工事 橋梁 100 長野県

国土交通省 近畿地方整備局 国道１６１号青柳第１高架橋ＰＣ上部工事 橋梁 30 滋賀県

国土交通省 近畿地方整備局 第二阪和国道深日高架橋他ＰＣ上部工事 橋梁 25 大阪府

国土交通省 近畿地方整備局 清滝生駒道路高山大橋上部工事 橋梁 75 奈良県

国土交通省 近畿地方整備局 永平寺大野道路轟４号橋上部工事 橋梁 50 福井県

国土交通省 近畿地方整備局 八鹿日高道路青山川橋上下部工事 橋梁 325 兵庫県

国土交通省 近畿地方整備局 八鹿日高道路青山橋上下部工事 その他 1 兵庫県

国土交通省 近畿地方整備局 近畿自動車道紀勢線中万呂地区他跨道橋工事 床板 5 和歌山県

国土交通省 近畿地方整備局 紀北西道路岡野第一橋上下部工事 橋梁 75 和歌山県

国土交通省 近畿地方整備局 紀北西道路雄ノ山高架橋（移行部）上下部工事 橋梁 450 和歌山県

国土交通省 近畿地方整備局 紀北西道路雄ノ山高架橋（分合流部）上下部工事 橋梁 2,073 和歌山県

国土交通省 近畿地方整備局 紀北西道路北別所高架橋上下部工事 橋梁 350 和歌山県

国土交通省 近畿地方整備局 紀北西道路岡野第一橋上下部工事 橋梁 175 和歌山県

国土交通省 近畿地方整備局 紀北西道路岡野第二橋上下部工事 橋梁 75 和歌山県

国土交通省 近畿地方整備局 紀北西道路北別所高架橋上下部工事 橋梁 100 和歌山県

国土交通省 近畿地方整備局 紀北西道路和歌山ＪＣＴＤランプ橋上下部工事 橋梁 500 和歌山県

国土交通省 中国地方整備局 総社一宮バイパス今岡第1高架橋ＰＣ上部工事 橋梁 25 岡山県

国土交通省 中国地方整備局 水島港水島玉島地区臨港道路（水島側）橋梁上部工事（その３） 橋梁 23 岡山県

国土交通省 中国地方整備局 安芸バイパス大山高架橋ＰＣ上部工事 橋梁 50 広島県

国土交通省 中国地方整備局 東広島バイパス瀬野高架橋床版工事 床板 30 広島県

国土交通省 中国地方整備局 小月バイパス木屋川大橋第1高架橋ＰＣ第1上部工事 橋梁 20 山口県

国土交通省 中国地方整備局 長門俵山道路赤ノ谷橋ＰＣ上部工事 橋梁 100 山口県

国土交通省 中国地方整備局 米子道路浦津２号橋ＰＣ上部工事 橋梁 10 鳥取県

国土交通省 中国地方整備局 鳥取西道路御熊高架橋ＰＣ上部工事 橋梁 10 鳥取県

国土交通省 中国地方整備局 鳥取西道路桂見高架橋ＰＣ床版工事 床板 75 鳥取県

国土交通省 中国地方整備局 鳥取西道路下坂本高架橋床版工事 床板 100 鳥取県

国土交通省 中国地方整備局 鳥取西道路気高第1トンネル西工事 ﾄﾝﾈﾙ 10 鳥取県

国土交通省 中国地方整備局 多伎朝山道路口田儀第１高架橋ＰＣ上部工事 橋梁 25 島根県

国土交通省 中国地方整備局 多伎朝山道路口田儀第3高架橋鋼上部工事 橋梁 10 島根県

国土交通省 中国地方整備局 多伎朝山道路口田儀第4高架橋ＰＣ上部工事 橋梁 250 島根県

国土交通省 中国地方整備局 多伎朝山道路小田第1高架橋ＰＣ上部工事 橋梁 325 島根県

国土交通省 中国地方整備局 浜田・三隅道路西村高架橋第２ＰＣ上部工事 橋梁 225 島根県

国土交通省 四国地方整備局 H23-27鹿野川ダムトンネル洪水吐新設工事 トンネル 133 愛媛県

国土交通省 四国地方整備局 平成２６年度朝倉第１高架橋上部第１工事 橋梁 8 愛媛県

国土交通省 四国地方整備局 平成２６ー２７年度朝倉第１高架橋上部第３工事 橋梁 15 愛媛県

国土交通省 四国地方整備局 平成２６ー２７年度朝倉第３高架橋上部工事 橋梁 50 愛媛県

国土交通省 四国地方整備局 九樹高架橋上部工事 橋梁 125 高知県

国土交通省 四国地方整備局 平成２６ー２８年度市野瀬橋上部工事 橋梁 925 高知県

国土交通省 四国地方整備局 高知空港ＩＣ高架橋上部工事 橋梁 100 高知県

国土交通省 四国地方整備局 平成２６ー２７年度伊達野高架橋床版工事 床板 8 高知県

国土交通省 四国地方整備局 平成２６ー２７年度枝川西高架橋上部第１工事 橋梁 25 高知県

国土交通省 四国地方整備局 平成２７年度高知空港ＩＣ高架橋上部工事 橋梁 75 高知県

国土交通省 九州地方整備局 東九州道（清武-北郷)鏡洲川橋上部工 橋梁 375 宮崎県

国土交通省 九州地方整備局 東九州道（清武～北郷）広渡川橋上部工工事 橋梁 350 宮崎県

国土交通省 九州地方整備局 東九州道（清武～北郷）猪八重橋上部工工事 橋梁 625 宮崎県
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ＫＫシート実績表（平成29年度）

事業主体/発注者 工 事 名 工事 枚数 施工場所

国土交通省 北海道開発局 一般国道２７４号日高町千呂露橋上部工事 上部工 100 北海道日高町

国土交通省 九州地方整備局 九州横断道（嘉島～山都）太田川橋上部工工事 橋梁 500 熊本県

国土交通省 九州地方整備局 九州横断道（嘉島～山都）上野橋上部工工事 橋梁 50 熊本県

国土交通省 九州地方整備局 白川宇留毛樋管設置及び築堤護岸工事 その他 25 熊本県

国土交通省 九州地方整備局 緑川下新開樋管改築工事 その他 25 熊本県

国土交通省 九州地方整備局 熊本３号小津奈木第２橋上部工（Ｐ７～Ａ２）工事 橋梁 75 熊本県

国土交通省 九州地方整備局 鹿児島３号浦田川橋上部工工事 橋梁 125 鹿児島県

国土交通省 九州地方整備局 東九州道（志布志～大崎）下堀跨道橋外上部工工事 橋梁 25 鹿児島県

国土交通省 九州地方整備局 東九州道（志布志～大崎）宮脇跨道橋上部工工事 橋梁 25 鹿児島県

国土交通省 九州地方整備局 大分５７号大野竹田道路笹無田橋上部工工事 橋梁 50 大分県

国土交通省 九州地方整備局 大分５７号大野竹田道路坪泉跨道橋上部工工事 橋梁 25 大分県

国土交通省 九州地方整備局 長崎４９７号今福地区構造物設置工事 その他 50 長崎県

国土交通省 九州地方整備局 長崎４９７号調川トンネル２号新設工事 ﾄﾝﾈﾙ 25 長崎県

内閣府 沖縄総合事務局 平成27年度西崎高架橋上部工(P1～P7)工事 橋梁 50 沖縄県

内閣府 沖縄総合事務局 平成２６年度恩納南ＢＰ４号橋上部工（下り）工事 橋梁 225 沖縄県

内閣府 沖縄総合事務局 平成２６年度金武ＢＰ１号橋上部工（Ａ１～Ｐ７）工事 橋梁 25 縄県国

内閣府 沖縄総合事務局 平成２６年度糸満高架橋上部工（上りＰ５～Ｐ８）工事 橋梁 300 沖縄県

内閣府 沖縄総合事務局 平成26年度西原地区側道2号橋上部工(上り)工事 橋梁 70 沖縄県

内閣府 沖縄総合事務局 平成２６年度牧港高架橋上部工（Ａ１～Ｐ４）工事 橋梁 125 沖縄県

防衛省 沖縄防衛局 嘉手納(H23)格納庫新設建築工事 その他 50 沖縄県

発注者（高速道路関係） 工事 枚数 施工場所

NEXCO 東日本高速道路(株) 北海道横断自動車道朝里川橋(PC上部工)工事 橋梁 1,000 北海道

NEXCO 東日本高速道路(株) 北海道横断自動車道桃内橋（PC上部工）工事 橋梁 500 北海道

NEXCO 東日本高速道路(株) 北海道横断自動車道天神橋(PC上部工)工事 橋梁 775 北海道

NEXCO 東日本高速道路(株) 東北自動車道中山橋床版補強工事 床板 25 宮城県

NEXCO 東日本高速道路(株) 東北中央自動車道上山インターチェンジ工事 橋梁 25 山形県

NEXCO 東日本高速道路(株) 首都圏中央連絡自動車道桶川第５高架橋（下部工）工事 下部 10 埼玉県

NEXCO 東日本高速道路(株) 関越自動車道荒川橋工事 橋梁 75 埼玉県

NEXCO 東日本高速道路(株) 東京外環自動車道三郷第二インターチェンジ橋（下部工）工事 下部 3 埼玉県

NEXCO 東日本高速道路(株) 京葉道路作草部高架橋(鋼上部工)工事 床板 15 千葉県

NEXCO 東日本高速道路(株) 東京外環自動車道大和田地区雨水函渠付替工事 その他 50 千葉県

NEXCO 東日本高速道路(株) 東京外かく環状道路大泉ジャンクション立坑工事 その他 225 東京都

NEXCO 東日本高速道路(株) 東北自動車道  岩舟工事（川入橋･田代橋) 橋梁 40 栃木県

NEXCO 中日本高速道路(株) 新名神高速道路安楽川橋他１橋工事 橋梁 725 三重県

NEXCO 中日本高速道路(株) 名古屋第二環状自動車道名古屋西ジャンクションＣランプ橋他７橋（下部工）工事 その他 25 愛知県

NEXCO 西日本高速道路(株) 新名神高速道路高槻インターチェンジ工事 橋梁 50 大阪府

NEXCO 西日本高速道路(株) 佐保川橋(PC上部工)工事 橋梁 1,000 大阪府

NEXCO 西日本高速道路(株) 新名神高速道路東畦野トンネル工事 トンネル 300 大阪府

NEXCO 西日本高速道路(株) 新名神高速道路竜王山トンネル工事 トンネル 100 大阪府

NEXCO 西日本高速道路(株) 忍頂寺高架橋他3橋工事 橋梁 550 大阪府

NEXCO 西日本高速道路(株) 西名阪自動車道郡山中工事 その他 50 奈良県

NEXCO 西日本高速道路(株) 新名神高速道路武庫川橋工事 橋梁 50 兵庫県

NEXCO 西日本高速道路(株) 新名神高速道路生野大橋（ＰＣ上部工）工事 橋梁 1,500 兵庫県

NEXCO 西日本高速道路(株) 新名神高速道路猪渕西第一橋他４橋（ＰＣ上部工）工事 橋梁 700 兵庫県

NEXCO 西日本高速道路(株) 新名神高速道路塩川橋他１橋工事 橋梁 50 兵庫県

NEXCO 西日本高速道路(株) 新名神高速道路船坂川橋（鋼上部工）工事 床板 100 兵庫県

NEXCO 西日本高速道路(株) 新名神坊川第三橋工事 橋梁 4,025 兵庫県

NEXCO 西日本高速道路(株) 新名神高速道路塩川橋他１橋工事 橋梁 300 兵庫県

協立エンジ株式会社 16 / 61 



ＫＫシート実績表（平成29年度）

事業主体/発注者 工 事 名 工事 枚数 施工場所

国土交通省 北海道開発局 一般国道２７４号日高町千呂露橋上部工事 上部工 100 北海道日高町

NEXCO 西日本高速道路(株) 新名神高速道路生野大橋（ＰＣ上部工）工事 橋梁 500 兵庫県

NEXCO 西日本高速道路(株) 新名神高速道路猪名川橋（ＰＣ上部工）工事 橋梁 1,825 兵庫県

NEXCO 西日本高速道路(株) 阪和自動車道和歌山ジャンクションＡランプ橋工事 橋梁 525 和歌山県

NEXCO 西日本高速道路(株) 高松自動車道吹田高架橋他１橋（ＰＣ上部工）工事 橋梁 125 徳島県

NEXCO 西日本高速道路(株) 長崎自動車道中尾橋（PC上部工）工事 橋梁 225 長崎県

高速道路各社 首都高速道路(株) (改)上部工補強工事1-106 橋梁 75 東京都

高速道路各社 首都高速道路(株) 1・4・6 号 高速横浜環状北線（港北IC) 橋梁 25 神奈川県

高速道路各社 首都高速道路(株) （高負）子安台換気所その２ その他 50 神奈川県

高速道路各社 首都高速道路(株) ＹＫ１１工区（２）上部・橋脚工事 床板 80 神奈川県

高速道路各社 首都高速道路(株) YK43工区(A・C連結路)上部・橋脚工事 橋梁 15 神奈川県

高速道路各社 首都高速道路(株) 子安台換気所工事 その他 50 神奈川県

発注者（地方自治体関係） 工事 枚数 施工場所

自治体 北海道 ３・５・５１川東通改築工事（交付金）（橋梁上部工） 橋梁 500 北海道

自治体 北海道松前町 町道茂草橋改良工事 橋梁 50 北海道

自治体 岩手県 気仙川災害復旧事業（気仙川水門） その他 225 岩手県

自治体 青森県 国道２７９号二枚橋バイパス事業二枚橋２号橋２期 橋梁 200 青森県

自治体 青森県 国道２８０号バイパス蓬田～蟹田バイパスⅠ工【蟹田跨線橋】 橋梁 50 青森県

自治体 岩手県 一般国道340号元町橋架替工事 橋梁 25 岩手郡

自治体 岩手県 気仙川災害復旧事業（気仙川水門） 橋梁 100 岩手県

自治体 岩手県 港湾（交付（再復））工事（陸閘） その他 100 福島県

自治体 岩手県 二級河川気仙川筋砂盛地区河川災害復旧（２３災５８９号）水門土木工事 その他 425 岩手県

自治体 岩手県山田町 織笠漁港海岸災害復旧（２３災町第６６４号）工事（ブロック３，４ その他 50 岩手県

自治体 宮城県 南三陸町志津川西地区災害公営住宅新築工事その１ 橋梁 75 宮城県

自治体 宮城県 二級河川鵜住居川筋鵜住居地区河川災害復旧(23災647号)水門土木工事 その他 175 宮城県

自治体 宮城県仙台市 荒井東雨水ポンプ場建設工事（土木) その他 25 仙台市

自治体 宮城県山元町 新山下駅周辺地区市街地整備工事外 その他 26 宮城県

自治体 山形県 主要地方道米沢高畠線羽黒川橋製作架設工事 橋梁 25 山形県

自治体 福島県 新田橋（上部工）復興道路改良工事 橋梁 25 福島県

自治体 茨城県 （仮称下大賀高架橋 床板 15 茨城県

自治体 茨城県 もりやみらい橋 床板 20 茨城県

自治体 茨城県 県南改築県単粒状活性炭ろ過池築造工事（その１） その他 125 茨城県

自治体 茨城県 粒状活性炭ろ過池築造工事（その2） その他 25 茨城県

自治体 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 橋梁 50 茨城県

自治体 栃木県 一般国道294号新箒橋(仮称)鋼橋上部工建設工事 床板 75 栃木県

自治体 栃木県 主要地方道矢板那珂川線大鳥橋(仮称)PC橋上部工建設工事 橋梁 50 栃木県

自治体 群馬県 （仮称）吾妻大橋上部工工事分割１号 橋梁 500 群馬県

自治体 群馬県 （仮称）吾妻大橋上部工工事分割2号 橋梁 25 群馬県

自治体 群馬県 （仮称）吾妻大橋上部工工事分割２号 橋梁 200 群馬県

自治体 群馬県 新富岡大橋（上り線）上部工工事（分割１号） 橋梁 175 群馬県

自治体 群馬県 新富岡大橋（上り線）上部工工事（分割２号） 橋梁 100 群馬県

自治体 群馬県 新富岡大橋（上り線）上部工工事（分割３号) 橋梁 50 群馬県

自治体 群馬県 社会資本総合整備（広域連携）(仮称)新高瀬橋上部工工事 橋梁 100 群馬県

自治体 群馬県 水源地域整備事業（受託補助）中央長野原橋上部工工事（分割２号 橋梁 125 吾妻郡

自治体 群馬県前橋市 防災・安全交付金（道路）橋梁上部工工事 橋梁 25 前橋市

自治体 埼玉県横瀬町 町道５号線下横瀬橋桁架設工事その2 橋梁 20 埼玉県

自治体 千葉県 （一）船橋行徳線市川市妙典（仮称）妙典橋 橋梁 30 千葉県

自治体 東京都 環２地下トンネル（仮称）築造工事（23一―環２新大橋工区） その他 25 東京都
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ＫＫシート実績表（平成29年度）

事業主体/発注者 工 事 名 工事 枚数 施工場所

国土交通省 北海道開発局 一般国道２７４号日高町千呂露橋上部工事 上部工 100 北海道日高町

自治体 東京都 後楽園北歩道橋緊急調査・工事（後楽園ブリッジ改修) 橋梁 30 東京都

自治体 東京都中央区 歩行者専用橋整備工事（下部工及び上部工）晴海歩道橋 橋梁 110 東京都

自治体 新潟県上越市 上越市廃棄物処理施設整備及び運営事業建設工事上越市新クリーンセンター（仮称） その他 25 上越市

自治体 福井県 吉野瀬川ダム3号橋 橋梁 200 福井県

自治体 福井県 一般県道勝山インター線（勝山大橋) 橋梁 400 福井県

自治体 長野県 平成２５年度県営農道整備事業上水内北部２期地区三念沢橋梁上部工事 床板 25 長野県

自治体 長野県 （国）４０６号長野市西組バイパス２工区 橋梁 175 長野県

自治体 長野県 （国）４０３号東筑摩郡筑北村～安曇野市矢越防災（新矢越トンネル） トンネル 25 東筑摩

自治体 長野県 平成２６年度（国）４０６号長野市西組バイパス２工区 橋梁 200 長野県

自治体 愛知県 豊田・岡崎地区研究開発施設用地造成事業中工区 その他 10 愛知県

自治体 愛知県名古屋市 正江橋（仮称）築造工事（右岸取付道ＰＣ上部工） 橋梁 50 愛知県

自治体 三重県 沢地浄水場耐震補強工事 その他 25 三重県

自治体 三重県  平成24年度二期改良 沢地浄水場耐震補強工事 その他 25 三重県

自治体 滋賀県 葛木竜法師線都市計画街路工事 橋梁 120 滋賀県

自治体 京都府 国道163号北大河原バイパス整備事業北大河原橋 橋梁 5 京都府

自治体 大阪府 安威川ダム左岸道路橋梁上部工事（３号橋） 橋梁 10 茨木市

自治体 大阪府 安威川ダム左岸道路橋梁上部工事（１０号橋） 橋梁 50 大阪府

自治体 大阪府 都市計画道路堺港大堀線近鉄跨線橋上部工事（その１） 橋梁 25 大阪府

自治体 大阪府 安威川ダム左岸道路橋梁上部工事（１０号橋） 橋梁 75 大阪府

自治体 大阪府 二級河川　槇尾川　改修工事２７‐３工区（管理橋上部工） 橋梁 18 大阪府

自治体 大阪府大阪市 長堀抽水所雨水滞水池築造工事（その５） その他 400 大阪府

自治体 大阪府羽曳野市 第5次水道施設整備事業石川浄水場更新工事 その他 2 大阪府

自治体 奈良県奈良市 緑ヶ丘浄水場急速ろ過設備改良工事 橋梁 10 奈良市

自治体 広島県 庄原ダム 河川総合開発事業 ダム本体工事(公共) その他 25 広島県

自治体 山口県 一般国道４３４号４号橋（仮称）橋りょう整備工事（上部工） 橋梁 10 岩国市

自治体 山口県 広域営農団地農道整備事業カルスト地区第1工区橋梁 橋梁 100 山口県

自治体 山口県 玉蔵橋末武川単独河川改修（臨債・玉蔵橋上部工）工事第６工区 橋梁 5 山口県

自治体 山口県 一般国道４３５号３号橋（仮称）橋りょう整備工事（上部工） 橋梁 100 山口県

自治体 徳島県 徳島東環状線街路工事末広住吉高架橋上部工 橋梁 180 徳島県

自治体 福岡県 県道久留米筑紫野線神代橋橋梁上部工工事（１工区） 橋梁 700 福岡県

自治体 福岡県 県道久留米筑紫野線神代橋橋梁上部工工事（２工区） 橋梁 625 福岡県

自治体 福岡県 県道久留米筑紫野線石崎高架橋（仮称）橋梁上部工工事（１工区） 橋梁 25 福岡県

自治体 福岡県 県道久留米柳川線傘橋橋梁上部工工事 橋梁 50 久留米

自治体 福岡県 星野川筋道光橋上部工工事 橋梁 25 福岡県

自治体 福岡県 都市計画道路境口頓野線勘六橋橋梁上部工工事（１工区） 橋梁 300 福岡県

自治体 福岡県 都市計画道路境口頓野線勘六橋橋梁上部工工事（２工区） 橋梁 200 福岡県

自治体 福岡県 付替県道入部中原停車場線3号橋橋梁上部工事 橋梁 75 福岡県

自治体 福岡県 付替県道入部中原停車場線4号橋橋梁上部工工事(1工区) 橋梁 50 福岡県

自治体 福岡県 付替国道４９６号７号橋橋梁上部工工事（２工区）（伊良原7号橋） 橋梁 25 福岡県

自治体 福岡県 付替国道４９６号9号橋橋梁上部工工事（伊良原9号橋） 橋梁 25 福岡県

自治体 福岡県 付替町道広瀬トチノキ線１号橋橋梁上部工工事（１工区） 橋梁 50 福岡県

自治体 福岡県 付替町道広瀬トチノキ線1号橋橋梁上部工工事（2工区） 橋梁 50 福岡県

自治体 福岡県 付替町道新倉谷七曲線６号橋橋梁上部工工事 橋梁 75 福岡県

自治体 福岡県福岡市 西鉄雑餉隈駅付近連続立体交差 橋梁 25 福岡県

自治体 長崎県 一般国道２５１号橋梁整備工事（３号橋上部工） 橋梁 275 長崎県

自治体 熊本県 国道266号交通円滑化改築（新天門橋）工事 橋梁 100 熊本県

自治体 熊本県熊本市 一般県道花園インター線花園ランプ１号橋上部工工事 橋梁 75 熊本県
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ＫＫシート実績表（平成29年度）

事業主体/発注者 工 事 名 工事 枚数 施工場所

国土交通省 北海道開発局 一般国道２７４号日高町千呂露橋上部工事 上部工 100 北海道日高町

自治体 熊本県熊本市 一般県道花園インター線花園インター2号橋上部工工事 橋梁 25 熊本県

自治体 熊本県熊本市 一般県道花園インター線花園ランプ２号橋上部工（Ａ１～Ｐ３）工事 橋梁 75 熊本県

自治体 熊本県甲佐町 社会資本整備総合交付金事業町道上揚井戸江線(仮称)井戸江峡橋上部工事 橋梁 75 熊本県

自治体 大分県 別府狭間線道路改良工事（通称：浜脇跨線橋） 橋梁 50 大分県

自治体 宮崎県 一級河川五ヶ瀬川水系祝子川鹿狩瀬地区鹿狩瀬橋上部工事 橋梁 125 宮崎県

自治体 宮崎県五ヶ瀬町 赤谷中央線赤谷橋上部工 橋梁 50 宮崎県

自治体 鹿児島県霧島市 H26新川北線（しらさぎ橋）上部工事 橋梁 225 鹿児島県

自治体 鹿児島県薩摩川内市 天辰第一地区土地区画整理事業新立山橋橋梁上部工工事 橋梁 175 鹿児島県

自治体 沖縄県那覇市 (仮称)消防樋川出張所新築工事(建築) 橋梁 5 沖縄県

発注者（鉄道関係ほか） 工事 枚数 施工場所

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 相鉄・ＪＲ直通線羽沢駅工事 橋梁 200 神奈川県

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 相鉄・東急直通線、羽沢トンネル他 トンネル 100 神奈川県

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 相鉄・東急直通線西谷駅周辺工（西谷1工区） その他 325 神奈川県

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 九州新幹線（西九州）嬉野温泉駅高架橋他 橋梁 225 佐賀県

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 九州新幹線（西九州）栄田高架橋他 橋梁 25 長崎県

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 九州新幹線（西九州、福重高架橋他 橋梁 200 長崎県

鉄道各社 東日本旅客鉄道(株) 東北本線仙台駅構内宮城野こ線橋改築東工区 橋梁 25 宮城県

鉄道各社 東日本旅客鉄道(株) 信越線新潟駅付近高架化駅笹口工区 橋梁 400 新潟県

鉄道各社 東日本旅客鉄道(株) 信越線新潟駅付近高架化駅西工区 橋梁 300 新潟県

鉄道各社 東日本旅客鉄道(株) 信越線新潟駅付近高架化駅東工区 橋梁 925 新潟県

鉄道各社 西日本旅客鉄道(株) おおさか東線東海道こ線橋外新設他工事（吹田こ線橋) 橋梁 50 大阪府

鉄道各社 九州旅客鉄道(株) 植木・西里間下硯川BO上部工新設他工事 橋梁 50 熊本県

鉄道各社 京成電鉄（株） 京成成田駅東口BF化工事 その他 50 千葉県

鉄道各社 新京成電鉄（株） 新京成線鎌ヶ谷大仏駅～くぬぎ山駅間連続立体交差事業 橋梁 125 千葉県

鉄道各社 新京成電鉄（株） 新京成線鎌ヶ谷大仏駅～くぬぎ山駅間連続立体交差事業（初富駅付近) 橋梁 150 千葉県

鉄道各社 新京成電鉄（株） 東急・京成JV新京成初富作業所 橋梁 150 千葉県

鉄道各社 京浜急行電鉄(株) 大師線立体交差工事１工区 橋梁 175 神奈川県

鉄道各社 名古屋鉄道(株) 名鉄犬山線布袋駅付近鉄道高架事業 橋梁 376 愛知県

鉄道各社 大阪外環状鉄道(株) おおさか東線東海道 橋梁 125 大阪府

独立行政法人 水資源機構 小石原川ダム利水放流トンネル工事 トンネル 75 福岡県

地方共同法人 日本下水道事業団 岩沼市二野倉排水ポンプ場復興建設工事 その他 100 宮城県

地方共同法人 日本下水道事業団 市川市大和田ポンプ場建設工事 その他 25 千葉県

発注者（民間） 工事 枚数 施工場所

民間 北海道ガス（株） 石狩LNGﾀﾝｸ工事 PCﾀﾝｸ 450 北海道

民間 東北電力(株) 女川原子力発電所土木工事 その他 150 宮城県

民間 東北電力(株) 東通原発非常時水源設置工事 その他 150 青森県

民間 石油資源開発(株) 相馬ＬＮＧ受入基地地上式ＬＮＧタンク建設 PCﾀﾝｸ 775 福島県

民間 東京電力(株) 東電富津LNG地下タンク その他 25 千葉県

民間 府中駅南口第一地区市街地再開発組合 府中駅南口第一地区再開発 その他 75 東京都

民間 関西電力(株)  下小鳥発電所放水路トンネル工事 トンネル 20 岐阜県

民間 四国電力(株) 四国電力分水第一発電所改良土木工事 その他 200 高知県

民間 極東興和(株) 静岡工場 橋梁 3 静岡県

民間 川田建設(株) 那須工場 橋梁 50 栃木県

民間 ｵﾘｴﾝﾀﾙ白石(株) 滋賀工場 その他 8 滋賀県

民間 鹿島建設(株) 鹿島建設㈱西調布実験場 その他 2 東京都

民間 ジオスター(株) 東松山工場 その他 150 埼玉県

　　　平成２６年度　ＫＫシート　納入実績表
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ＫＫシート実績表（平成29年度）

事業主体/発注者 工 事 名 工事 枚数 施工場所

国土交通省 北海道開発局 一般国道２７４号日高町千呂露橋上部工事 上部工 100 北海道日高町

発注者（国の機関） 工 事 名 工事 枚数 施工場所

国土交通省 北海道開発局 旭川十勝道路　富良野市　四線川橋上部工事 橋梁 175 北海道

国土交通省 北海道開発局 一般国道337号 当別町 札幌大橋RA橋床版設置外一連工事 床板 25 北海道

国土交通省 北海道開発局 一般国道４４号　釧路町　オビラシケ川橋上部工事 橋梁 75 北海道

国土交通省 北海道開発局 石狩川改修補償工事の内　旧夕張川南４号半排水機場改築外工事 その他 25 北海道

国土交通省 北海道開発局 忠別川上流床固工工事　（石狩川砂防事業)　 砂防 25 北海道

国土交通省 北海道開発局 函館江差自動車道　木古内町　大釜谷川橋上部工事 橋梁 750 北海道

国土交通省 北海道開発局 北海道横断自動車道　訓子府町　第１ポンケトナイ川橋上部工事 橋梁 200 北海道

国土交通省 東北地方整備局 東道ノ上こ道橋 橋梁 50 青森県

国土交通省 東北地方整備局 国道４５号　吉浜道路上部工工事 橋梁 1,050 岩手県

国土交通省 東北地方整備局 小名浜港　東港地区臨港道路航路部上部工事 橋梁 125 岩手県

国土交通省 東北地方整備局 一関遊水地工事関連 その他 175 岩手県

国土交通省 東北地方整備局 池月地区跨道橋 橋梁 25 宮城県

国土交通省 東北地方整備局 山王地区ＰＣ上部工工事 橋梁 75 宮城県

国土交通省 東北地方整備局 志津川ＩＣランプ橋上部工工事 橋梁 35 宮城県

国土交通省 東北地方整備局 南宮地区ＰＣ上部工工事 橋梁 25 宮城県

国土交通省 東北地方整備局 新井田川橋上部工工事 橋梁 30 宮城県

国土交通省 東北地方整備局 国道４５号　多賀城地区橋梁上部工工事 橋梁 190 宮城県

国土交通省 東北地方整備局 国道１３号　野黒沢高架橋床版工工事 床板 25 山形県

国土交通省 東北地方整備局 村山北地区橋梁上部工工事 橋梁 35 山形県

国土交通省 東北地方整備局 上川中流新津谷揚水樋門工事 その他 50 山形県

国土交通省 東北地方整備局 摩当川橋床版工工事 床板 10 秋田県

国土交通省 東北地方整備局 国道７号　雄物大橋上部工工事 橋梁 125 秋田県

国土交通省 東北地方整備局 小名浜港　東港地区臨港道路航路部上部工事 橋梁 1,225 福島県

国土交通省 東北地方整備局 小名浜港　東港地区橋梁 橋梁 150 福島県

国土交通省 東北地方整備局 西楢這橋上部工工事 橋梁 300 福島県

国土交通省 東北地方整備局 熊屋敷橋上部工工事 橋梁 25 福島県

国土交通省 東北地方整備局 月舘高架橋下部工第２工事 下部 25 福島県

国土交通省 東北地方整備局 国道１１５号　月舘高架橋上部工工事 橋梁 100 福島県

国土交通省 東北地方整備局 国道１１５号　犬飼大橋上部工工事 橋梁 325 福島県

国土交通省 東北地方整備局 当保志橋上部工工事 橋梁 150 福島県

国土交通省 関東地方整備局 圏央道　五霞地区高架橋上部その２工事 床板 100 茨城県

国土交通省 関東地方整備局 圏央道　五霞地区高架橋上部その４工事 床板 75 茨城県

国土交通省 関東地方整備局 圏央道　五霞地区高架橋上部その５工事 床板 25 茨城県

国土交通省 関東地方整備局 圏央道　利根川高架橋上部その１工事（五霞第2ICランプ橋上部工事) 床板 75 茨城県

国土交通省 関東地方整備局 圏央道　利根川高架橋上部その２工事 床板 50 茨城県

国土交通省 関東地方整備局 圏央道　山崎地区改良その４工事 その他 50 茨城県

国土交通省 関東地方整備局 倉松川橋上部その２工事 橋梁 2 埼玉県

国土交通省 関東地方整備局 中部横断自動車道　田原川橋上部工事 橋梁 125 山梨県

国土交通省 関東地方整備局 中部横断自動車道　富士川橋下部工事(20) 橋梁 9 山梨県

国土交通省 関東地方整備局 中部横断自動車道　渡々沢川橋上部工事 橋梁 300 山梨県

国土交通省 関東地方整備局 さがみ縦貫　相模原ＩＣランプ橋上部工事 橋梁 575 神奈川県

国土交通省 関東地方整備局 外環　北国分函渠（その2）工事 その他 225 千葉県

国土交通省 関東地方整備局 ３５７号　湾岸千葉地区改良その６工事 地下立体 25 千葉県

国土交通省 関東地方整備局 高谷IC改良その６工事 橋梁 25 千葉県

国土交通省 関東地方整備局 堀之内地区函渠　 その他 300 千葉県
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ＫＫシート実績表（平成29年度）

事業主体/発注者 工 事 名 工事 枚数 施工場所

国土交通省 北海道開発局 一般国道２７４号日高町千呂露橋上部工事 上部工 100 北海道日高町

国土交通省 関東地方整備局 中部横断自動車道　倉沢橋上部工事 橋梁 75 長野県

国土交通省 関東地方整備局 中部横断自動車道　前山地区他跨道橋工事 橋梁 29 長野県

国土交通省 関東地方整備局 中部横断自動車道　大石川橋上部工事 橋梁 750 長野県

国土交通省 関東地方整備局 国道１６号　町田立体地下歩道工事 その他 75 東京都

国土交通省 北陸地方整備局 糸魚川東バイパス　海川高架橋（第３工区）上部工事 橋梁 625 新潟県

国土交通省 北陸地方整備局 能越道　城山高架橋上部その1工事 橋梁 425 石川県

国土交通省 北陸地方整備局 能越道　城山高架橋上部その２工事 橋梁 650 石川県

国土交通省 北陸地方整備局 Ｈ２６小松バイパス　蓮代寺～津波倉舗装その３工事 その他 25 石川県

国土交通省 北陸地方整備局 入善黒部バイパス　高橋川橋上部工事 橋梁 100 富山県

国土交通省 北陸地方整備局 利賀ダム 下島大橋上部工 橋梁 250 富山県

国土交通省 中部地方整備局 平成２５年度　名二環梅之郷北５高架橋下部工事 下部工 54 愛知県

国土交通省 中部地方整備局 平成２５年度　名二環梅之郷北６高架橋中下部工事 下部工 50 愛知県

国土交通省 中部地方整備局 飛島大橋右岸下部工事 下部 50 愛知県

国土交通省 中部地方整備局 飛島大橋左岸下部工事 下部 25 愛知県

国土交通省 中部地方整備局 名二環　梅之郷北高架橋下部工事 下部工 44 愛知県

国土交通省 中部地方整備局 平成２５年度　名二環梅之郷北３高架橋北下部工事 下部工 50 愛知県

国土交通省 中部地方整備局 平成２５年度東海環状　今宮高架橋ＰＣ上部工事 橋梁 100 岐阜県

国土交通省 中部地方整備局 平成２６年度東海環状　大垣西ＩＣランプ橋床版工事 床板 50 岐阜県

国土交通省 中部地方整備局 東海環状　上切高架橋ＰＣ上部工事 橋梁 60 岐阜県

国土交通省 中部地方整備局 ４１号　上切高架橋ＰＣ上部工事 橋梁 50 岐阜県

国土交通省 中部地方整備局 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区道路(霞4号幹線) 橋梁 50 三重県

国土交通省 中部地方整備局 １号　笹原山中ＢＰ１号橋ＰＣ上部工事 橋梁 510 静岡県

国土交通省 中部地方整備局 平成２５年度　天城北道路狩野川高架橋ＰＣ上部工事 橋梁 125 静岡県

国土交通省 中部地方整備局 平成２５年度　佐久間道路川合地区１号橋ＰＣ上部工事 橋梁 150 静岡県

国土交通省 中部地方整備局 平成２６年度　佐久間道路大千瀬川橋ＰＣ上部工事 橋梁 250 静岡県

国土交通省 近畿地方整備局 近畿自動車道　紀勢線袋川橋上部工事 橋梁 66 歌山県

国土交通省 近畿地方整備局 丹波綾部道路　大簾川橋ムカイ山地区上部工事 橋梁 550 京都府

国土交通省 近畿地方整備局 丹波綾部道路　峠谷橋上下部工事 橋梁 100 京都府

国土交通省 近畿地方整備局 丹波綾部道路　由良川橋広野地区上下部工事 橋梁 500 京都府

国土交通省 近畿地方整備局 丹波綾部道路　由良川橋才原地区上下部工事 橋梁 2,000 京都府

国土交通省 近畿地方整備局 丹波綾部道路　高屋川橋上部工事 橋梁 650 京都府

国土交通省 近畿地方整備局 国道１６１号　青柳第１高架橋ＰＣ上部工事 橋梁 25 滋賀県

国土交通省 近畿地方整備局 第二阪和国道　深日高架橋他ＰＣ上部工事 橋梁 75 大阪府

国土交通省 近畿地方整備局 大和御所道路　中町高架橋 床板 50 奈良県

国土交通省 近畿地方整備局 大和御所道路　中町高架橋（下り）工事 床板 35 奈良県

国土交通省 近畿地方整備局 大和御所道路　本馬３号橋鋼上部工事 床板 25 奈良県

国土交通省 近畿地方整備局 大和御所道路　玉手２号橋鋼上部工事 床板 50 奈良県

国土交通省 近畿地方整備局 大和御所道路　蛇穴3号橋PC上部工事 橋梁 100 奈良県

国土交通省 近畿地方整備局 大和御所道路　秋津高架橋鋼上部工事 床板 150 奈良県

国土交通省 近畿地方整備局 清滝生駒道路　高山大橋交差点改良工事 橋梁 50 奈良県

国土交通省 近畿地方整備局 永平寺大野道路　大畑高架橋上部工事 橋梁 25 福井県

国土交通省 近畿地方整備局 永平寺大野道路　轟４号橋上部工事 橋梁 225 福井県

国土交通省 近畿地方整備局 八鹿日高道路　門前トンネル工事 トンネル 75 兵庫県

国土交通省 近畿地方整備局 近畿自動車道　紀勢線和深川第一橋工事 橋梁 350 和歌山県

国土交通省 近畿地方整備局 近畿自動車道　紀勢線 秋津高架橋付属物工事 その他 25 和歌山県

国土交通省 近畿地方整備局 近畿自動車道　紀勢線和深川トンネル他工事 トンネル 25 和歌山県

国土交通省 近畿地方整備局 近畿自動車道　紀勢線和深川第一橋工事 橋梁 和歌山県
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ＫＫシート実績表（平成29年度）

事業主体/発注者 工 事 名 工事 枚数 施工場所

国土交通省 北海道開発局 一般国道２７４号日高町千呂露橋上部工事 上部工 100 北海道日高町

国土交通省 近畿地方整備局 紀北西道路　雄ノ山高架橋（移行部）上下部工事 橋梁 100 和歌山県

国土交通省 近畿地方整備局 和歌山下津港　海岸(海南地区)水門本体築造工事(第1工区) その他 290 和歌山県

国土交通省 近畿地方整備局 玉置口第一橋工事 橋梁 700 和歌山県

国土交通省 近畿地方整備局 和歌山岬道路　平井地区函渠他工事 その他 50 和歌山県

国土交通省 四国地方整備局 平成２５ー２６年度　三間川橋上部工事 橋梁 250 愛媛県

国土交通省 四国地方整備局 平成２６ー２７年度　朝倉第２高架橋上部工事 橋梁 50 愛媛県

国土交通省 中国地方整備局 木原道路　内畠高架橋PC上部工事 橋梁 10 広島県

国土交通省 中国地方整備局 木原道路　下木原第1高架橋ＰＣ上部工事 橋梁 50 広島県

国土交通省 中国地方整備局 松永道路　神村高架橋ＰＣ上部工事 橋梁 75 広島県

国土交通省 中国地方整備局 東広島・呉道路　大多田高架橋床版外工事 床板 125 広島県

国土交通省 四国地方整備局 平成２６ー２７年度　伊達野高架橋床版工事 床板 175 高知県

国土交通省 中国地方整備局 岩国港臨港道路　装束新港線橋梁上部工事（その２） 橋梁 110 山口県

国土交通省 中国地方整備局 小瀬川両国橋ＰＣ上部工事 橋梁 15 山口県

国土交通省 中国地方整備局 下関北バイパス　綾羅木高架橋ＰＣ第３上部工事 橋梁 35 山口県

国土交通省 中国地方整備局 小月バイパス　浜田川橋鋼上部工事 橋梁 25 山口県

国土交通省 中国地方整備局 浜田・三隅道路　西村高架橋ＰＣ上部工事 橋梁 70 島根県

国土交通省 中国地方整備局 浜田・三隅道路　西村高架橋第２ＰＣ上部工事 橋梁 200 島根県

国土交通省 中国地方整備局 多伎朝山道路　口田儀第１高架橋ＰＣ上部工事 橋梁 125 島根県

国土交通省 中国地方整備局 仁摩温泉津道路　馬路第１高架橋ＰＣ上部第４工事 橋梁 10 島根県

国土交通省 四国地方整備局 朝倉第１高架橋上部工事 橋梁 25 愛媛県

国土交通省 四国地方整備局 湊川橋上部工事 橋梁 10 香川県

国土交通省 四国地方整備局 平成２６年度　枝川ＯＦＦランプ河渡橋外１件上部工事 橋梁 25 高知県

国土交通省 九州地方整備局 東九州道　（清武～北郷）広渡川橋上部工工事 橋梁 125 宮崎県

国土交通省 九州地方整備局 熊本３号　石田橋上部工（Ａ１-Ｐ４）工事 橋梁 125 熊本県

国土交通省 九州地方整備局 熊本３号町　中第１橋外上部工工事 橋梁 55 熊本県

国土交通省 九州地方整備局 緑川笹原樋管改築工事 その他 100 熊本県

国土交通省 九州地方整備局 伊万里港　（久原南地区）橋梁（上部工）工事 橋梁 75 佐賀県

国土交通省 九州地方整備局 阿波井堰改築工事 その他 75 鹿児島県

国土交通省 九州地方整備局 福岡３号　香椎駅東橋（下り線）上部工工事　 橋梁 25 福岡県

内閣府 沖縄総合事務局 那覇港（浦添ふ頭地区）臨港道路　（浦添線）空寿崎海側橋梁上部工工事 橋梁 100 沖縄県

内閣府 沖縄総合事務局 那覇港　（浦添ふ頭地区）臨港道路（浦添線）海側橋梁上部工工事 橋梁 200 沖縄県

内閣府 沖縄総合事務局 那覇港　（浦添ふ頭地区）臨港道路（浦添線）西洲海側橋梁上部工工事 橋梁 7 沖縄県

内閣府 沖縄総合事務局 与根高架橋上部工（下りＡ１～Ｐ８）工事 橋梁 325 沖縄県

内閣府 沖縄総合事務局 与根高架橋上部工（下りＰ８～Ｐ１５）工事 橋梁 325 沖縄県

内閣府 沖縄総合事務局 与根高架橋上部工（下りP15～P18）工事 橋梁 250 沖縄県

内閣府 沖縄総合事務局 平成２５年度　糸満高架橋上部工（上りＰ１７～Ａ２）工事 橋梁 50 沖縄県

内閣府 沖縄総合事務局 平成２６年度　糸満高架橋上部工（上りＰ５～Ｐ８）工事 橋梁 450 沖縄県

内閣府 沖縄総合事務局 平成２６年度　中山第２橋床版工外１件工事 床板 25 沖縄県

内閣府 沖縄総合事務局 平成25年度　報得川高架橋上部工（下りP12～P15）工事 橋梁 250 沖縄県

内閣府 沖縄総合事務局 平成２５年度　金武ＢＰ２号橋上部工（Ｐ４～Ａ２）工事 橋梁 25 沖縄県

防衛省 沖縄防衛局 嘉手納(H23)格納庫新設建築工事 その他 7 沖縄県

発注者（高速道路関係） 工事 枚数 施工場所

NEXCO 東日本高速道路(株) 首都圏中央連絡自動車道　桶川第1高架橋(鋼上部工)工事 橋梁 75 埼玉県

NEXCO 東日本高速道路(株) 首都圏中央連絡自動車道　桶川第3高架橋(鋼上部工)工事 床板 125 埼玉県

NEXCO 東日本高速道路(株) 関越自動車道　片品川橋補強工事 床板 25 群馬県

NEXCO 東日本高速道路(株) 東京外環自動車道　新葛飾橋(鋼上部工)工事 床板 150 埼玉県

NEXCO 東日本高速道路(株) 桶川第２高架橋（ＰＣ上部工）工事 橋梁 725 埼玉県
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事業主体/発注者 工 事 名 工事 枚数 施工場所

国土交通省 北海道開発局 一般国道２７４号日高町千呂露橋上部工事 上部工 100 北海道日高町

NEXCO 東日本高速道路(株) 東京外環自動車道　市川中工事 その他 25 千葉県

NEXCO 東日本高速道路(株) 東京外環自動車道　田尻工事 橋梁 250 千葉県

NEXCO 中日本高速道路(株) 新名神高速道路　四日市ジャンクションB ランプ橋他5 橋(PC 上部工) 橋梁 25 三重県

NEXCO 中日本高速道路(株) 東海北陸自動車道　荘川トンネル工事 トンネルその他 25 岐阜県

NEXCO 西日本高速道路(株) 新名神高速道路　高槻インターチェンジ工事 橋梁 75 大阪府

NEXCO 西日本高速道路(株) 新名神高速道路　猪渕西第一橋他４橋（ＰＣ上部工）工事 橋梁 500 兵庫県

NEXCO 西日本高速道路(株) 新名神高速道路　猪名川橋（ＰＣ上部工）工事 橋梁 650 兵庫県

NEXCO 西日本高速道路(株) 新名神高速道路　猪名川西工事 下部工 17 兵庫県

NEXCO 西日本高速道路(株) 新名神高速道路　武庫川橋工事 橋梁 200 兵庫県

NEXCO 西日本高速道路(株) 坊川第三橋工事 橋梁 2,000 兵庫県

NEXCO 西日本高速道路(株) 新名神高速道路　東畦野トンネル工事 橋梁 250 大阪府

NEXCO 西日本高速道路(株) 阪和自動車道　和歌山ジャンクションＡランプ橋工 橋梁 50 和歌山県

NEXCO 西日本高速道路(株) 東九州自動車道　伊呂波川高架橋（ＰＣ上部工）工事 橋梁 25 大分県

高速道路各社 首都高速道路(株) （改）上部工補強工事1-106 橋梁 25 東京都

高速道路各社 首都高速道路(株) 首都高速道路　中央環状品川線大橋ジャンクション関連 その他 475 東京都

高速道路各社 首都高速道路(株) ＹＫ１１工区（２）上部・橋脚工事 床板 50 神奈川県

高速道路各社 阪神高速道路(株) 阪神高速大和川線　三宝JCT 橋梁 60 大阪府

発注者（地方自治体関係） 工事 枚数 施工場所

自治体 北海道 ３・４・４７文教通改良工事（上部工）（繰越外） 床板 25 北海道

自治体 北海道 仁木赤井川線　道路改良工事(大正橋上部工) 橋梁 50 北海道

自治体 北海道 利別川改修工事　（中流地区）町道豊栄橋上部工 橋梁 50 北海道

自治体 青森県 国道279号橋　梁整備(二枚橋２号橋)工事 橋梁 75 青森県

自治体 青森県 第二津軽大橋（五所川原車力線改良工事） 橋梁 70 青森県

自治体 岩手県 九年橋補修 床板 72 岩手県

自治体 岩手県 一般県道安家玉川線　（仮称）下安家大橋上部工工事 橋梁 250 岩手県

自治体 岩手県 二級河川気仙川筋　砂盛地区河川災害復旧（23災589号）水門設備工事 橋梁 100 岩手県

自治体 岩手県 二級河川気仙川筋　砂盛地区河川災害復旧（２３災５８９号）水門土木工事 橋梁 325 岩手県

自治体 秋田県 一般国道１０３号　葛原１号橋 橋梁 50 秋田県

自治体 山形県 主要地方道米沢高畠線　羽黒川橋製作架設工事 橋梁 150 山形県

自治体 山形県新庄市 指野配水池築造工事 ＰＣﾀﾝｸ 10 山形県

自治体 茨城県 国補地道第25-03-104-Z-001号橋梁上部工事（（仮称）小貝川新橋） 橋梁 255 茨城県

自治体 茨城県 国補地道 第25-03-104-Z-002号 橋梁上部工事（（仮称）小貝川新橋） 橋梁 175 茨城県

自治体 茨城県 井野上新町環状線　ＰＣ上部工（仮称）井野跨線橋 橋梁 6 茨城県

自治体 茨城県 高倉橋 橋梁 20 茨城県

自治体 栃木県 主要地方道宇都宮船生藤原線　観音橋 床板 50 栃木県

自治体 栃木県 新大光寺橋その2 床板 75 栃木県

自治体 群馬県 （仮称）吾妻大橋上部工工事　分割１号 橋梁 125 群馬県

自治体 群馬県 （仮称）吾妻大橋上部工工事　分割2号 橋梁 250 群馬県

自治体 群馬県 (仮）大沢川橋上部工製作架設工事 橋梁 25 群馬県

自治体 群馬県 補助公共社会資本総合整備　（広域連携）新富岡大橋（上り線）上部工（分割２号） 橋梁 125 群馬県

自治体 群馬県 補助公共社会資本総合整備　（広域連携）新富岡大橋（上り線）上部工（分割１号） 橋梁 75 群馬県

自治体 群馬県 社会資本総合整備　（広域連携） （仮称）新高瀬橋 上部工工事 橋梁 125 群馬県

自治体 埼玉県 社会資本整備総合交付金　(改築)工事朝霞大橋2期線上部工1工区 床板 55 埼玉県

自治体 埼玉県 西部地域振興ふれあい拠点施設（仮称）新築工事（その１） その他 50 埼玉県

自治体 埼玉県さいたま市 相野原配水場　配水池増設工事 PCﾀﾝｸ 50 埼玉県

自治体 千葉県 江戸川第一終末処理場　水処理第１系列土木工事 その他 125 千葉県

自治体 千葉県 社会資本総合交付金工事　（仮称印旛捷水路橋合成床版工その１） 床板 25 千葉県
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ＫＫシート実績表（平成29年度）

事業主体/発注者 工 事 名 工事 枚数 施工場所

国土交通省 北海道開発局 一般国道２７４号日高町千呂露橋上部工事 上部工 100 北海道日高町

自治体 千葉県 福増浄水場　１号配水池耐震補強工事 その他 25 千葉県

自治体 東京都 中央環状線　五反田換気所下部工事 その他 200 東京都

自治体 東京都 環２地下トンネル　（仮称）築造工事（23一―環２新大橋工区） トンネル 25 東京都

自治体 東京都 森ヶ崎水再生センター併設東糀谷ポンプ所耐震補強工事 その他 25 東京都

自治体 東京都江東区 豊洲駅地下自転車駐車場整備工事（その１） その他 50 東京都

自治体 神奈川県川崎市 （仮称）溝口駅南口地下駐輪場新築工事ほか その他 175 神奈川県

自治体 神奈川県川崎市 平間配水所調整池更新工事 その他 50 神奈川県

自治体 川崎市・京浜急行電鉄（株） 大師線立体交差工事 その他 50 神奈川県

自治体 富山県 主要地方道入善朝日線　道路総合交付金(防災・架替）赤川橋上部工事 橋梁 25 富山県

自治体 石川県加賀市 市道A第172号線　道路改良工事（橋梁上部工） 橋梁 25 石川県

自治体 福井県 吉野瀬川ダム建設工事　（社会特会）その1工事（３号橋） 橋梁 100 福井県

自治体 岐阜県 公共社会資本整備総合交付金事業　（仮称）平岩1号橋上部工（翌債）工事 橋梁 350 岐阜県

自治体 岐阜県 県営基幹農道整備事業　神岡４期地区麻生野大橋上部工事 橋梁 500 岐阜県

自治体 静岡県 国）１３６号　（道路施設長寿命化緊急対策（国道橋梁補修））工事（浜橋上部工） 橋梁 25 静岡県

自治体 愛知県 名鉄犬山線　布袋駅付近鉄道高架事業 橋梁 75 愛知県

自治体 愛知県岡崎市 六供配水場　配水池改良工事(第2期工事) その他 10 愛知県

自治体 三重県 一般国道４７７号四日市湯の山道路　道路改良（吉沢高架橋（仮称）上部工）工事 床板 50 三重県

自治体 三重県三重県 沢地浄水場耐震補強工事 その他 150 三重県

自治体 三重県南牟婁郡紀宝町 波静橋架替工事その３ 橋梁 50 三重県

自治体 滋賀県 葛木竜法師線　都市計画街路工事 橋梁 50 滋賀県

自治体 京都府 府道広野綾部線　（（仮称）大簾川橋上部工） 橋梁 400 京都府

自治体 大阪府 主要地方道伏見柳谷高槻線　高槻東道路磐手橋上部工事（Ｈ２６－１工区） 床板 25 大阪府

自治体 大阪府高槻市 都市計画道路南平台日吉台線　橋梁（演習橋）上部工第１期工事 橋梁 8 大阪府

自治体 大阪府枚方市 春日受水場更新工事 その他 25 大阪府

自治体 大阪広域水道企業団 大庭浄水場　沈澱池更新工事 その他 40 大阪府

自治体 兵庫県 （国）１７８号　浜坂道路　大庭大橋上部工事 橋梁 350 兵庫県

自治体 兵庫県 (国)179号　徳久バイパス 太田井橋上部工事 橋梁 50 兵庫県

自治体 兵庫県 （主）日高竹野線　竹野新橋上部工製作・架設工事 橋梁 55 兵庫県

自治体 兵庫県 千種川水系佐用川　新笹々丘橋上部工工事 橋梁 25 兵庫県

自治体 兵庫県 川西インター線　（仮）一庫大路次川橋上部工事 橋梁 450 兵庫県

自治体 兵庫県三木市 三木山配水池更新工事 ＰＣﾀﾝｸ 150 兵庫県

自治体 奈良県 国道168号線辻堂バイパス　辻堂３－１号橋 橋梁 25 奈良県

自治体 奈良県 一般国道168号地域連携推進事業　（国道改築）工事（新閉君橋） 橋梁 425 奈良県

自治体 和歌山県 白浜温泉線　(仮称安久川高架橋上部）道路改良工事 橋梁 100 和歌山県

自治体 島根県 掛合大東線　中之瀬工区防災安全交付金（橋梁架替）工事 橋梁 20 島根県

自治体 鳥取県 山口谷川砂防堰堤工事（2工区) 砂防 25 鳥取県

自治体 岡山県津山市 広戸池新設工事 その他 150 岡山県

自治体 広島県 庄原ダム現場事務所 150 広島県

自治体 広島県広島市 西風新都環状線　橋梁架設その他工事 床板 25 広島県

自治体 山口県 県道中ノ関港線　新大崎橋(仮称)橋りょう整備工事(上部工) 床板 30 防府市

自治体 山口県 一般国道435号八道橋(仮称)橋りょう整備工事(上部工) 橋梁 25 山口県

自治体 山口県 広域営農団地農道整備事業　カルスト地区第 1 工区 橋梁 橋梁 50 山口県

自治体 徳島県 H25徳環徳島東環状線　徳・安宅PRC橋上部工事 橋梁 100 徳島県

自治体 香川県 県道円座香南線　道路改築工事（橋梁上部工）（第１工区） 橋梁 25 香川県

自治体 香川県 県道円座香南線　道路改築工事（橋梁上部工）（第３工区） 橋梁 10 香川県

自治体 香川県 県道太田上町志度線　道路整備工事（（仮称）多肥高架橋上部工） 橋梁 10 香川県

自治体 福岡県 県道久留米筑紫野線　神代橋橋梁上部工工事（２工区） 橋梁 500 福岡県
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ＫＫシート実績表（平成29年度）

事業主体/発注者 工 事 名 工事 枚数 施工場所

国土交通省 北海道開発局 一般国道２７４号日高町千呂露橋上部工事 上部工 100 北海道日高町

自治体 福岡県 都市計画道路境口頓野線　勘六橋橋梁上部工工事（1工区） 橋梁 50 福岡県

自治体 福岡県 都市計画道路境口頓野線　勘六橋橋梁上部工工事（2工区） 橋梁 50 福岡県

自治体 福岡県 都市計画道路鯰田中線　（川島大橋）橋梁上部工工事（２工区） 橋梁 125 福岡県

自治体 福岡県 県道久留米筑紫野線　神代橋橋梁上部工工事（１工区） 橋梁 125 福岡県

自治体 福岡県 県道大牟田川副線　沖端川大橋（仮称）橋梁上部工工事（４工区） 橋梁 25 福岡県

自治体 福岡県 付替県道入部中原停車場線　４号橋橋梁上部工工事（２工区） 橋梁 275 福岡県

自治体 福岡県 付替国道４９６号　11号橋橋梁上部工工事（1工区） (伊良原11号橋) 橋梁 450 福岡県

自治体 福岡県 付替国道４９６号　１１号橋橋梁上部工工事（２工区） 橋梁 225 福岡県

自治体 福岡県 付替国道４９６号　４号橋橋梁上部工工事（１工区） (伊良原4号橋) 橋梁 200 福岡県

自治体 福岡県 付替国道４９６号　４号橋橋梁上部工工事（２工区）(伊良原４号橋) 橋梁 350 福岡県

自治体 福岡県 付替国道４９６号　７号橋橋梁上部工工事（１工区） (伊良原7号橋) 橋梁 275 福岡県

自治体 福岡県 付替国道４９６号　７号橋橋梁上部工工事（２工区）（伊良原7号橋） 橋梁 200 福岡県

自治体 福岡県 付替国道４９６号　9号橋橋梁上部工工事（伊良原9号橋） 橋梁 25 福岡県

自治体 福岡県北九州市 ３号線　（両国橋）上部工工事（２４－１） 橋梁 25 福岡県

自治体 福岡県久留米市 久留米市北部一般廃棄物処理施設整備・運営事業　関連 その他 10 福岡県

自治体 大分県竹田市 市道宮原米賀線　（仮）新灰迫橋上部工工事 橋梁 25 大分県

自治体 長崎県 主要地方道佐世保吉井松浦線　橋梁整備工事（吉井１号橋上部工） 橋梁 150 長崎県

自治体 熊本県 町道上揚井戸江線　(仮称)井戸江峡橋上部工事 橋梁 100 熊本県

自治体 熊本県熊本市 一般県道砂原四方寄線　(花園工区)下硯川高架橋(P6～P11)上部工工事 橋梁 350 熊本県

自治体 熊本県熊本市 都市計画道路子飼新大江線　橋梁上部工工事（上流側） 橋梁 150 熊本県

自治体 鹿児島県 （主）志布志福山線  とどろ大橋 橋梁 250 鹿児島県

自治体 鹿児島県霧島市 H26新川北線　(しらさぎ橋)上部工事 橋梁 500 鹿児島県

自治体 鹿児島県曽於市 財建26-5過疎対策事業　堤線堤橋上部工事 橋梁 50 鹿児島県

発注者（鉄道関係ほか） 工事 枚数 施工場所

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 相鉄・ＪＲ直通線　羽沢駅工事 橋梁 200 神奈川県

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北陸新幹線、白山車両基地下り入出区線金剣高架橋 橋梁 150 石川県

独立行政法人 都市再生機構 25-国文都市地区　国文4号線1号橋上部工その他工事他1件 橋梁 300 大阪府

独立行政法人 都市再生機構 宮古市田老地区整備工事 建築 25 岩手県

独立行政法人 北陸新幹線建設局 北陸新幹線、飯山トンネル（板倉）インバート補強対策工他 その他 75 新潟県

独立行政法人 水資源機構 武蔵水路整備関連 その他 200

鉄道各社 東日本旅客鉄道(株) 信越線新潟駅付近高架化駅東工区 橋梁 575 新潟県

鉄道各社 東日本旅客鉄道(株) 新潟駅付近連続立体交差事業 橋梁 150 新潟県

鉄道各社 東日本旅客鉄道(株) 新潟駅周辺整備事業 橋梁 25 新潟県

鉄道各社 東日本旅客鉄道(株) 新潟駅付近連続立体交差事業(新潟連立駅西) 橋梁 125 新潟県

鉄道各社 東日本旅客鉄道(株) 常磐線復旧工事　坂元工区 橋梁 120 宮城県

鉄道各社 東日本旅客鉄道(株) 山手線　高田馬場駅～目白駅間耐震補強工事 その他 25 東京都

鉄道各社 東日本旅客鉄道(株) 取手・藤代間川戸川橋りょう改築工事(川戸川橋りょう作業所) 橋梁 25 茨城県

鉄道各社 四国旅客鉄道(株) 土讃線　布師田・土佐一宮布師田こ線橋　下り線上部工新設工事 橋梁 125 高知県

鉄道各社 九州旅客鉄道(株) 谷山高架中村Bℓ新設工事 橋梁 25 鹿児島県

鉄道各社 新京成電鉄（株） 新京成線　鎌ヶ谷大仏駅～くぬぎ山駅間連続立体交差事業 橋梁 125 千葉県

鉄道各社 小田急電鉄(株) 小田急下北沢地区複々線化工　第４工区 その他 50 東京都

発注者（民間） 工事 枚数 施工場所

民間 北海道電力(株) 新岩松水力発電所新設工事 その他 175 北海道

民間 東北電力(株) 女川原子力発電所　土木工事 その他 250 宮城県

民間 東京電力(株) 泰浜線工事 その他 50 神奈川県

民間 東京電力(株) 東通原子力非常時水源設置工事 その他 175 青森県
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ＫＫシート実績表（平成29年度）

事業主体/発注者 工 事 名 工事 枚数 施工場所

国土交通省 北海道開発局 一般国道２７４号日高町千呂露橋上部工事 上部工 100 北海道日高町

民間 四国電力(株) 伊方原発構外ヘリポート その他 6 愛媛県

民間 大阪ガス(株) 大阪ガス泉北製造所　5号LNGタンク設置（土木）工事 防液堤 50 大阪府

民間 オリエンタル白石(株) 技術研究所 その他 25 栃木県

　　　平成２５年度　ＫＫシート　納入実績表

発注者（国の機関） 工 事 名 工事 枚数 施工場所

国土交通省 北海道開発局 北海道横断自動車道　訓子府町　第１ポンケトナイ川橋上部工事 橋梁 50 北海道

国土交通省 北海道開発局 北海道横断自動車道　白糠町　白音トンネル工事（段階選抜） ﾄﾝﾈﾙ 25 北海道

国土交通省 北海道開発局 平成２５年度　函館江差自動車道　木古内町　大釜谷川橋上部工事 橋梁 400 北海道

国土交通省 北海道開発局 平成２５年度　函館新外環状道路　函館市　中野川橋上部外一連工事 橋梁 25 北海道

国土交通省 北海道開発局 一般国道４４号　釧路町　オビラシケ川橋上部工事（段階選抜） 橋梁 750 北海道

国土交通省 北海道開発局 一般国道２３２号　小平町　鬼泊橋上部工事 橋梁 200 北海道

国土交通省 北海道開発局 常呂川改修附帯工事の内　蘭栄橋上部工事 橋梁 25 北海道

国土交通省 北海道開発局 北海道横断自動車道　訓子府町　三豊橋上部工事 橋梁 350 北海道

国土交通省 北海道開発局 旭川十勝道路　富良野市　富良野北ＩＣ橋上部工事 橋梁 25 北海道

国土交通省 北海道開発局 函館新外環状道路　函館市　Ｆランプ橋下部工事 橋梁 25 北海道

国土交通省 東北地方整備局 国道４５号　釜石山田道路工事（水海高架橋） 橋梁 20 岩手県

国土交通省 東北地方整備局 国道４５号　多賀城地区橋梁上部工工事 橋梁 75 宮城県

国土交通省 東北地方整備局 国道４５号　吉浜道路上部工工事 橋梁 1,625 岩手県

国土交通省 東北地方整備局 小名浜港　東港地区臨港道路航路部上部工事 橋梁 975 福島県

国土交通省 東北地方整備局 大川白神橋 橋梁 25 青森県

国土交通省 東北地方整備局 国道101号　岩木川橋床版工工事 床板 25 青森県

国土交通省 東北地方整備局 月崎栗子跨道橋上部工工事 橋梁 25 福島県

国土交通省 東北地方整備局 新井田川橋上部工工事 橋梁 250 宮城県

国土交通省 東北地方整備局 芋田橋上部工工事 橋梁 15 岩手県

国土交通省 東北地方整備局 姥岩橋上部工工事 橋梁 25 青森県

国土交通省 東北地方整備局 国道７号　雄物大橋上部工工事 橋梁 400 秋田県

国土交通省 東北地方整備局 鮫川大橋床版工工事 床版 100 福島県

国土交通省 東北地方整備局 小原地区ＰＣ上部工工事 橋梁 40 宮城県

国土交通省 東北地方整備局 新井田川橋上部工工事 橋梁 100 宮城県

国土交通省 東北地方整備局 多賀城高架橋ＰＣ上部工工事 橋梁 50 宮城県

国土交通省 東北地方整備局 東北中央自動車道　長老沢３号橋上部工工事 橋梁 75 福島県

国土交通省 東北地方整備局 当保志橋上部工工事 橋梁 125 福島県

国土交通省 東北地方整備局 六貫田地区　ＰＣ上部工工事 橋梁 125 宮城県

国土交通省 東北地方整備局 普代地区　床版外工事 床板 25 岩手県

国土交通省 東北地方整備局 津軽ダム　県道付替川原平橋上部工工事 橋梁 175 青森県

国土交通省 東北地方整備局 小原地区ＰＣ上部工工事 橋梁 20 宮城県

国土交通省 東北地方整備局 北上川上流平成橋橋台工事 下部工 600 岩手県

国土交通省 関東地方整備局 さがみ縦貫　相模原ＩＣランプ橋上部工事 橋梁 75 神奈川県

国土交通省 関東地方整備局 さがみ縦貫　串川橋上部工事 橋梁 1,950 神奈川県

国土交通省 関東地方整備局 さがみ縦貫　小倉第二高架橋上部工事 床版 125 神奈川県

国土交通省 関東地方整備局 さがみ縦貫　城山ＩＣランプ橋上部工事 橋梁 500 神奈川県

国土交通省 関東地方整備局 さがみ縦貫　相模原ＩＣランプ橋上部工事 橋梁 725 神奈川県

国土交通省 関東地方整備局 さがみ縦貫　相模川橋上部工事 橋梁 725 神奈川県

国土交通省 関東地方整備局 H23・24圏央道　在家高架橋上部工事 床版 55 埼玉県

国土交通省 関東地方整備局 Ｈ２４・２５圏央道　桶川北本インター２号橋上部工事 橋梁 5 埼玉県

国土交通省 関東地方整備局 圏央道　太田袋地区高架橋上部工事 橋梁 50 埼玉県

協立エンジ株式会社 26 / 61 



ＫＫシート実績表（平成29年度）

事業主体/発注者 工 事 名 工事 枚数 施工場所

国土交通省 北海道開発局 一般国道２７４号日高町千呂露橋上部工事 上部工 100 北海道日高町

国土交通省 関東地方整備局 圏央道　幸手地区高架橋上部その５工事 床版 50 埼玉県

国土交通省 関東地方整備局 圏央道　幸手地区高架橋上部その６工事 橋梁 100 埼玉県

国土交通省 関東地方整備局 圏央道　天神島地区高架橋上部工事 橋梁 80 埼玉県

国土交通省 関東地方整備局 圏央道　五霞ＩＣ改良他工事 床板 50 茨城県

国土交通省 関東地方整備局 圏央道　桑山跨道橋外工事 橋梁 15 茨城県

国土交通省 関東地方整備局 圏央道　織部前地区高架橋上部工事 床版 225 埼玉県

国土交通省 関東地方整備局 Ｈ２５　貢川橋上部工事 橋梁 25 山梨県

国土交通省 関東地方整備局 荒川橋上部工事 橋梁 75 山梨県

国土交通省 関東地方整備局 北国分地区函渠その２工事 その他 400 千葉県

国土交通省 関東地方整備局 横浜港南本牧地区コンテナヤード整備工事 その他 100 神奈川県

国土交通省 関東地方整備局 湾岸道路　根岸高架橋床版工事 床版 25 神奈川県

国土交通省 関東地方整備局 新久芳橋上部工事 橋梁 125 群馬県

国土交通省 関東地方整備局 上武道路　尾島・境高架橋上部その２工事 橋梁 100 群馬県

国土交通省 北陸地方整備局 能越道　城山高架橋上部その２工事 橋梁 525 石川県

国土交通省 北陸地方整備局 能越道　城山高架橋上部その１工事 橋梁 950 石川県

国土交通省 北陸地方整備局 能越道　氷見第１２トンネル工事 トンネル 25 富山県

国土交通省 北陸地方整備局 小松バイパス　蓮代寺～津波倉舗装その２工事 床板 50 石川県

国土交通省 北陸地方整備局 魚津滑川バイパス　延槻大橋上部その１工事 橋梁 25 富山県

国土交通省 北陸地方整備局 海川高架橋（第４区間）上部工事 橋梁 75 新潟県

国土交通省 北陸地方整備局 管内橋梁補修その1・その2工事 その他 25 新潟県

国土交通省 北陸地方整備局 国道１８号　高田大橋（二期線）上部工事 橋梁 25 新潟県

国土交通省 北陸地方整備局 国道２８９号　４号橋梁上部工事 橋梁 50 新潟県

国土交通省 北陸地方整備局 糸魚川東バイパス　海川高架橋（第３工区）上部工事 橋梁 175 新潟県

国土交通省 北陸地方整備局 新井田川橋上部工 橋梁 200 宮城県

国土交通省 北陸地方整備局 平成大橋耐震補強工事 橋梁 25 新潟県

国土交通省 中部地方整備局 平成２４年度　１号静清瀬名高架橋瀬名東地区ＰＣ上部工事 橋梁 50 静岡県

国土交通省 中部地方整備局 平成２４年度　１号静清川合高架橋西地区ＰＣ上部工事 橋梁 50 静岡県

国土交通省 中部地方整備局 平成２３年度　１５３号伊南バイパス２号橋ＰＣ上部工事 橋梁 600 長野県

国土交通省 中部地方整備局 平成２４年度　三遠南信２０号橋ＰＣ上部工事 橋梁 460 長野県

国土交通省 中部地方整備局 平成２４年度　１号中筋橋ＰＣ上部工事 橋梁 4 愛知県

国土交通省 中部地方整備局 平成２３年度　２３号蒲郡ＢＰ蒲郡ＩＣ鋼上部工事 床版 135 愛知県

国土交通省 中部地方整備局 平成２３年度　紀勢線赤羽川橋 床板 25 三重県

国土交通省 中部地方整備局 平成２４年度　２６０号棚橋第２橋ＰＣ上部工事 橋梁 425 三重県

国土交通省 近畿地方整備局 秋津高架橋P5-P10 橋梁 25 和歌山県

国土交通省 近畿地方整備局 永平寺大野道路　轟５号橋 橋梁 25 福井県

国土交通省 近畿地方整備局 永平寺大野道路　谷口高架橋上部工事 橋梁 80 福井県

国土交通省 近畿地方整備局 永平寺大野道路　松岡高架橋ＯＦＦランプ橋上部工事 橋梁 20 福井県

国土交通省 近畿地方整備局 近畿自動車道　紀勢線和深川第一橋工事 橋梁 200 和歌山県

国土交通省 近畿地方整備局 近畿自動車道　紀勢線安宅トンネル工事 トンネル 75 和歌山県

国土交通省 近畿地方整備局 近畿自動車道　紀勢線柿谷橋上部工事 床版 25 和歌山県

国土交通省 近畿地方整備局 近畿自動車道　紀勢線秋津高架橋Ｐ５ーＰ１０上部工事 橋梁 75 和歌山県

国土交通省 近畿地方整備局 近畿自動車道　紀勢線秋津高架橋Ｐ１５ーＡ２上部工事 橋梁 75 和歌山県

国土交通省 近畿地方整備局 近畿自動車道　紀勢線新川橋上部工事 床版 75 和歌山県

国土交通省 近畿地方整備局 近畿自動車道　紀勢線日置川橋Ａ１橋台工事 下部工 50 歌山県

国土交通省 近畿地方整備局 丹波綾部道路　曽根川橋上部工事 橋梁 375 京都府

国土交通省 近畿地方整備局 丹波綾部道路　由良川橋広野地区上下部工事 橋梁 800 京都府

国土交通省 近畿地方整備局 丹波綾部道路　由良川橋才原地区上下部工事 橋梁 3,000 京都府
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ＫＫシート実績表（平成29年度）

事業主体/発注者 工 事 名 工事 枚数 施工場所

国土交通省 北海道開発局 一般国道２７４号日高町千呂露橋上部工事 上部工 100 北海道日高町

国土交通省 近畿地方整備局 丹波綾部道路　峠谷橋上下部工事 橋梁 100 京都府

国土交通省 近畿地方整備局 丹波綾部道路　瀧谷高架橋上部工事 橋梁 1,125 京都府

国土交通省 近畿地方整備局 紀北東道路　穴伏川高架橋Ｐ２上下部工事 橋梁 100 歌山県

国土交通省 近畿地方整備局 紀北東道路　切畑高架橋ＰＣ上部工事 橋梁 38 和歌山県

国土交通省 近畿地方整備局 紀北東道路　佐野高架橋ＰＣ上部工事 橋梁 15 歌山県

国土交通省 近畿地方整備局 大和御所道路　蛇穴3号橋PC上部工事 橋梁 100 奈良県

国土交通省 近畿地方整備局 大和御所道路　本馬高架橋ＰＣ上部工事 橋梁 125 奈良県

国土交通省 近畿地方整備局 奥瀞道路　谷口橋上部工事 橋梁 25 和歌山県

国土交通省 近畿地方整備局 紀勢線　秋津高架橋P10-P15上部工事 橋梁 75 和歌山県

国土交通省 近畿地方整備局 第二阪和国道　深日高架橋他ＰＣ上部工事 橋梁 250 大阪府

国土交通省 近畿地方整備局 田辺西バイパス　茨谷高架橋上部工事 橋梁 50 和歌山県

国土交通省 近畿地方整備局 伝導谷堰堤工事 その他 25 滋賀県

国土交通省 近畿地方整備局 本町橋上部工製作架設工事 橋梁 25 兵庫県

国土交通省 近畿地方整備局 栗東水口道路　石部南高架橋（下り）上部工事 橋梁 8 滋賀県

国土交通省 近畿地方整備局 和歌山岬道路　大谷高架橋北ＰＣ上部工事 橋梁 60 和歌山県

国土交通省 近畿地方整備局 田辺西バイパス　茨谷高架橋上部工事 橋梁 25 和歌山県

国土交通省 近畿地方整備局 那智勝浦道路.インターＢランプ上部工事 橋梁 50 和歌山県

国土交通省 近畿地方整備局 福知山道路　堀高架橋ＰＣ上部工事 橋梁 225 京都府

国土交通省 近畿地方整備局 塩津バイパス　塩津浜大橋上部工事 橋梁 325 滋賀県

国土交通省 近畿地方整備局 田辺西バイパス　大屋谷高架橋上部工事 橋梁 125 和歌山県

国土交通省 中国地方整備局 尾道・松江自動車道　宇賀垰橋外床版工事 床版 200 広島県

国土交通省 中国地方整備局 尾道・松江自動車道　岡田跨線橋ＰＣ上部工事 橋梁 10 広島県

国土交通省 中国地方整備局 尾道・松江自動車道　山手地区跨道橋上部工事 橋梁 25 広島県

国土交通省 中国地方整備局 東広島・呉道路　南方高架橋ＰＣ上部工事 橋梁 50 広島県

国土交通省 中国地方整備局 東広島・呉道路　馬木高架橋第２鋼上部工事 橋梁 300 島根県

国土交通省 中国地方整備局 東広島・呉道路　馬木高架橋ＰＣ上部工事 橋梁 300 広島県

国土交通省 中国地方整備局 仁摩温泉津道路　湯里高架橋ＰＣ上部工事 橋梁 600 島根県

国土交通省 中国地方整備局 仁摩温泉津道路　馬路第１高架橋ＰＣ上部第３工事 橋梁 100 島根県

国土交通省 中国地方整備局 小月バイパス　堀川高架橋第３ＰＣ上部工事 橋梁 25 山口県

国土交通省 中国地方整備局 小月バイパス　堀川高架橋第２ＰＣ上部工事 橋梁 25 山口県

国土交通省 中国地方整備局 下関北バイパス　武久川橋ＰＣ上部工事 橋梁 50 山口県

国土交通省 中国地方整備局 下関北バイパス　綾羅木高架橋ＰＣ第2上部工事 橋梁 400 山口県

国土交通省 中国地方整備局 鳥取西道路　勝見川橋外上部工事 橋梁 2 鳥取県

国土交通省 中国地方整備局 大田湯里高架橋湯里高架橋PC上部工事 橋梁 200 島根県

国土交通省 中国地方整備局 浜田・三隅道路　内田高架橋ＰＣ上部工事 橋梁 50 島根県

国土交通省 中国地方整備局 松永道路　神村高架橋ＰＣ上部工事 橋梁 250 広島県

国土交通省 中国地方整備局 岩国港臨港道路　装束新港線橋梁上部工事（その２） 橋梁 300 山口県

国土交通省 中国地方整備局 三原バイパス　下木原高架橋ＰＣ第２上部工事 橋梁 25 広島県

国土交通省 中国地方整備局 水島港水島玉島地区臨港道路（水島側）橋梁上部工事 橋梁 5 岡山県

国土交通省 中国地方整備局 多伎朝山道路　口田儀第１高架橋ＰＣ上部工事 橋梁 275 島根県

国土交通省 四国地方整備局 平成２４ー２７年度　金上野トンネル工事 トンネル 100 高知県

国土交通省 四国地方整備局 平成２４ー２５年度　石手川橋上部工事 橋梁 75 愛媛県

国土交通省 四国地方整備局 平成２４ー２５年度　中央公園第３高架橋上部工事 橋梁 55 愛媛県

国土交通省 四国地方整備局 平成２５年度　松山中央公園第１高架橋上部工事 橋梁 50 愛媛県

国土交通省 四国地方整備局 平成２５年度　寺山第２高架橋上部第２工事 橋梁 75 高知県

国土交通省 四国地方整備局 平成２５ー２６年度　田村高架橋上部東工事 橋梁 50 高知県

国土交通省 四国地方整備局 沖浦堤防工事 その他 75 愛媛県
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ＫＫシート実績表（平成29年度）

事業主体/発注者 工 事 名 工事 枚数 施工場所

国土交通省 北海道開発局 一般国道２７４号日高町千呂露橋上部工事 上部工 100 北海道日高町

国土交通省 九州地方整備局 九州横断道　（嘉島～山都）八丁第一橋上部工工事 橋梁 200 熊本県

国土交通省 九州地方整備局 九州横断道　（嘉島～山都）八勢川橋上部工工事 橋梁 700 熊本県

国土交通省 九州地方整備局 東九州道（佐伯～蒲江）番匠川橋上部工 橋梁 625 大分県

国土交通省 九州地方整備局 東九州道（佐伯～蒲江）大越川橋上部工工事 橋梁 850 大分県

国土交通省 九州地方整備局 東九州道（鹿屋～曽於）月野川第二橋上部工工事 橋梁 250 鹿児島県

国土交通省 九州地方整備局 東九州道（鹿屋～曽於）炭床橋上部工工事 橋梁 100 鹿児島県

国土交通省 九州地方整備局 大分５７号　大野竹田道路桑原跨道橋上部工工事 橋梁 25 大分県

国土交通省 九州地方整備局 大分５７号　大野竹田道路三寺原跨道橋上部工工事 橋梁 25 大分県

国土交通省 九州地方整備局 大分５７号　大野竹田道路宮迫跨道橋外２橋上部工工事 橋梁 25 大分県

国土交通省 九州地方整備局 熊本３号　石田橋上部工（Ａ１-Ｐ４）工事 橋梁 700 熊本県

国土交通省 九州地方整備局 熊本３号　女島トンネル新設工事 トンネル 225 熊本県

国土交通省 九州地方整備局 鹿児島３号　都ＩＣランプ橋上部工工事 橋梁 150 鹿児島県

国土交通省 九州地方整備局 鹿児島３号　野田川橋上部工工事 橋梁 150 鹿児島県

国土交通省 九州地方整備局 福岡２０８号　柳川高架橋下部工 下部工 25 福岡県

国土交通省 九州地方整備局 阿波井堰改築工事 その他 75 鹿児島県

国土交通省 九州地方整備局 日南税務署（２４）増築その他工事 その他 25 宮崎県

国土交通省 九州地方整備局 伊万里港（久原南地区）橋梁（上部工）工事 橋梁 75 佐賀県

農林水産省 東北農政局 仙台東特定災害復旧事業　農地復旧及び除塩（その１５）工事 その他 25 宮城県

農林水産省 関東農政局 印旛沼二期農業水利事業　白山甚兵衛機場建設工事 その他 25 千葉県

内閣府 沖縄総合事務局 那覇港　(浦添ふ頭地区)臨港道路(浦添線)陸側橋梁上部工（Ｐ３・Ｐ４）工事 橋梁 600 沖縄県

内閣府 沖縄総合事務局 那覇港　（浦添ふ頭地区） 臨港道路（浦添線）海側橋梁上部工工事 橋梁 400 沖縄県

内閣府 沖縄総合事務局 那覇港　（浦添ふ頭地区）臨港道路（浦添線）空寿崎海側橋梁上部工工事 橋梁 225 沖縄県

内閣府 沖縄総合事務局 那覇港　（浦添ふ頭地区）臨港道路（浦添線）空寿崎陸側橋梁上部工工事 橋梁 208 沖縄県

内閣府 沖縄総合事務局 那覇港　（浦添ふ頭地区）臨港道路（浦添線）西洲海側橋梁上部工工事 橋梁 1,000 沖縄県

内閣府 沖縄総合事務局 那覇港　（浦添ふ頭地区）臨港道路（浦添線）西洲陸側橋梁上部工工事 橋梁 60 沖縄県

内閣府 沖縄総合事務局 平成25年度　与根高架橋上部工(下りP15～P18)工事 橋梁 500 沖縄県

内閣府 沖縄総合事務局 平成24年度　与根高架橋上部工（下りP18-P21)工事 橋梁 200 沖縄県

内閣府 沖縄総合事務局 平成24年度　与根高架橋上部工（下りＰ２１～Ｐ２４）工事 橋梁 50 沖縄県

内閣府 沖縄総合事務局 平成24年度　与根高架橋上部工（下りP29～P35）工事 橋梁 150 沖縄県

内閣府 沖縄総合事務局 平成24年度　糸満高架橋上部工（上りＰ１３～Ｐ１７）工事 橋梁 50 沖縄県

内閣府 沖縄総合事務局 平成24年度　報得川高架橋上部工（下りＰ６～Ｐ１２）工事 橋梁 797 沖縄県

内閣府 沖縄総合事務局 平成24年度　豊見城高架橋上部工（下りＰ７～Ｐ１３）工事 橋梁 5 沖縄県

内閣府 沖縄総合事務局 与那原1号橋上部工（上り）工事 橋梁 100 沖縄県

防衛省 南関東防衛局 相模米軍(H25)雨水排水(0030)等整備工事 その他 100 神奈川県

発注者（高速道路関係） 工事 枚数 施工場所

ＮＥＸＣＯ 東日本高速道路（株） 常磐自動車道　大清水橋（鋼上部工）工事 床版 60 福島県

ＮＥＸＣＯ 東日本高速道路（株） 上信越自動車道　佐久管内トンネル変状対策工事 トンネル 25 長野県

ＮＥＸＣＯ 中日本高速道路（株） 新東名高速道路　岡崎サービスエリアランプ橋他2 橋(PC上部工) 橋梁 50 愛知県

ＮＥＸＣＯ 中日本高速道路（株） 北陸自動車道　横越高架橋延長床版他工事 床板 25 福井県

ＮＥＸＣＯ 中日本高速道路（株） 第二東名高速道路　郡界川橋工事 橋梁 850 愛知県

ＮＥＸＣＯ 中日本高速道路（株） 第二東名高速道路 豊田巴川橋他５橋（ＰＣ上部工）工事 橋梁 1,875 愛知県

ＮＥＸＣＯ 中日本高速道路（株） 第二東名高速道路　豊川橋（PC上部工） 橋梁 130 愛知県

ＮＥＸＣＯ 中日本高速道路（株） 舞鶴若狭自動車道　笙の川橋工事 橋梁 925 福井県

ＮＥＸＣＯ 西日本高速道路（株） 新名神高速道路　芥川橋（ＰＣ上部工）工事 橋梁 4 大阪府

ＮＥＸＣＯ 西日本高速道路（株） 新名神高速道路　猪名川西工事 その他 6 兵庫県

ＮＥＸＣＯ 西日本高速道路（株） 新名神高速道路　武庫川橋工事 橋梁 400 神戸市

ＮＥＸＣＯ 西日本高速道路（株） 東九州自動車道　伊呂波川高架橋（ＰＣ上部工）工事 橋梁 175 大分県
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ＫＫシート実績表（平成29年度）

事業主体/発注者 工 事 名 工事 枚数 施工場所

国土交通省 北海道開発局 一般国道２７４号日高町千呂露橋上部工事 上部工 100 北海道日高町

ＮＥＸＣＯ 西日本高速道路（株） 東九州自動車道　征矢原川橋（ＰＣ上部工）工事 橋梁 60 宮崎県

ＮＥＸＣＯ 西日本高速道路(株) 東九州自動車道 上町川橋（ＰＣ上部工）工事 橋梁 25 宮崎県

ＮＥＸＣＯ 西日本高速道路(株) 東九州自動車道 稗田工事 橋梁 75 福岡県

高速道路各社 首都高速道路(株) 中央環状品川線シールドトンネル(北行）工事 トンネル 450 東京都

高速道路各社 首都高速道路(株) 中央環状品川線シールドトンネル工事－２ トンネル 25 東京都

高速道路各社 首都高速道路(株) （高関）ＳＪ２２工区（３）街路築造・その他（その２）工事 その他 25 東京都

高速道路各社 首都高速道路(株) 首都高八重洲線架替作業所 橋梁 25 東京都

高速道路各社 首都高速道路(株) 中央環状品川線シールドトンネル（北行）工事　五反田出入口工事 トンネル 150 東京都

高速道路各社 首都高速道路(株) 首都高速道路　中央環状品川線大橋ジャンクション関連 その他 625 東京都

高速道路各社 阪神高速道路(株) 阪神高速大和川線　三宝第３工区（その１）開削トンネル工事 トンネル 25 大阪府

高速道路各社 阪神高速道路(株) 阪神高速大和川線　三宝４－１工区（南島） その他 200 大阪府

高速道路各社 阪神高速道路(株) 松原ジャンクション下部その他工事 下部工 187 大阪府

発注者（地方自治体関係） 工事 枚数 施工場所

地方自治体 北海道 下愛冠川砂防工事 砂防 25 北海道

地方自治体 北海道 利別川改修工事　（利別川中流地区）町道豊栄橋上部工 橋梁 100 北海道

地方自治体 北海道 土佐東浜線（総交848）改築工事（橋梁下部工） 下部工 25 北海道

地方自治体 北海道 函館南茅部線（改良）工事（上部工）亀尾橋 橋梁 25 北海道

地方自治体 北海道 サロマ湖漁港橋梁建設工事 橋梁 25 北海道

地方自治体 北海道札幌市 下愛冠川砂防工事 砂防 25 北海道

地方自治体 北海道札幌市 新川さくら並木橋工事 橋梁 25 北海道

地方自治体 北海道札幌市 富丘通新川さくら並木橋（上部工）新設工事 橋梁 50 北海道

地方自治体 青森県 白糠大橋 橋梁 50 青森県

地方自治体 青森県 第二津軽大橋 橋梁 25 青森県

地方自治体 岩手県 一般国道３４０号和井内５号橋橋梁上部工工事 橋梁 400 岩手県

地方自治体 宮城県 貞山ふ頭１号岸壁外災害復旧工事 その他 25 宮城県

地方自治体 宮城県仙台市 仙台市高速鉄道東西線　連坊工区土木工事 その他 25 宮城県

地方自治体 宮城県仙台市 東西線　卸町作業所　 その他 25 宮城県

地方自治体 秋田県 地方道路交付金工事（改築）（葛原１号橋） 橋梁 200 秋田県

地方自治体 茨城県 合併橋梁上部工事（五輪堂橋） 橋梁 50 茨城県

地方自治体 茨城県 国補地道 第25-03-104-Z-002号 橋梁上部工事（（仮称）小貝川新橋） 橋梁 100 茨城県

地方自治体 栃木県 一般国道 119号下川俣立体（仮称）鋼橋上部工建設工事その１ 橋梁 100 栃木県

地方自治体 栃木県 下川俣立体（仮称）鋼橋上部工建設工事その１ 橋梁 100 栃木県

地方自治体 群馬県 社会資本総合整備（活力創出基盤整備）（仮称）湖面１号橋上部工分割１号） 橋梁 200 群馬県

地方自治体 群馬県 単独公共　地方特定道路整備事業光明寺橋（仮称）上部工製作架設工事 床版 10 群馬県

地方自治体 埼玉県 社会資本整備総合交付金（改築）工事（新東松山橋上部工その１） 橋梁 250 埼玉県

地方自治体 埼玉県・川越市 西部地域振興ふれあい拠点新築工事（建築その1） その他 100 埼玉県

地方自治体 東京都 中央環状線五反田換気所下部工事 その他 475 東京都

地方自治体 東京都 みやぎ水再生センター雨水ポンプ棟建設その３－１工事 その他 100 東京都

地方自治体 東京都 環２朝潮運河橋りょう（仮称）ＰＣけた製作・架設工事（２３一－環２築地） 橋梁 100 東京都

地方自治体 東京都 芝浦水再生センター 関連 その他 400 東京都

地方自治体 神奈川県 県土経1-29　主要地方道横浜伊勢原線　新用田橋新設（上部工）工事 床版 30 神奈川県

地方自治体 神奈川県 神奈川県道22号横浜伊勢原線用田バイパス工事 橋梁 18 神奈川県

地方自治体 神奈川県海老名市 貫抜橋 橋梁 25 神奈川県

地方自治体 新潟県 佐渡一周線　松ヶ崎大橋 橋梁 50 新潟県

地方自治体 新潟県 一般国道３４５号総合交付金（国道改築）旭橋上部工（その２）工事 橋梁 575 新潟県

地方自治体 富山県 福田高架橋上部工工事 橋梁 16 富山県

地方自治体 富山県 戸出石代川原線橋梁 橋梁 25 富山県
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ＫＫシート実績表（平成29年度）

事業主体/発注者 工 事 名 工事 枚数 施工場所

国土交通省 北海道開発局 一般国道２７４号日高町千呂露橋上部工事 上部工 100 北海道日高町

地方自治体 富山県 主要地方道小杉婦中線道路　針原跨線橋上部工その１工事 橋梁 25 富山県

地方自治体 富山県 針原跨線橋（仮称）上部工その２ 橋梁 150 富山県

地方自治体 石川県 主要地方道金沢田鶴浜線　地方道改築　（内灘海浜橋上部工１工区） 橋梁 25 石川県

地方自治体 石川県 二級河川浅野川　広域河川改修工事（小橋用水堰左岸下部工） 橋梁 250 石川県

地方自治体 石川県 能登道　大谷川橋下部外工事 橋梁 50 石川県

地方自治体 石川県金沢市 県土経1-29　主要地方道横浜伊勢原線　新用田橋新設（上部工）工事 床版 20 神奈川県

地方自治体 福井県 夏井地区海岸堤防工事 その他 175 福島県

地方自治体 山梨県 （主）韮崎南アルプス中央線　浅原橋6工区橋梁工事（一部債務） 橋梁 25 山梨県

地方自治体 山梨県 （主）韮崎南アルプス中央線　浅原橋左岸道路工事（明許） その他 70 山梨県

地方自治体 長野県 （国）４０３号　飯山市　中央橋架替（3） 橋梁 300 長野県

地方自治体 長野県 （国）４０３号　飯山市　中央橋架替（５） 橋梁 250 長野県

地方自治体 長野県 （一）内川姨捨（停）線 千曲市冠着橋3工区 橋梁 25 長野県

地方自治体 岐阜県 県営基幹農道整備事業　山口３期地区　椿大橋（上部）新設工事 橋梁 225 岐阜県

地方自治体 岐阜県 公共 道路改築事業　金山下呂道路（仮称）本線1号橋上部工 橋梁 600 岐阜県

地方自治体 岐阜県 公共社会資本整備総合交付金　（宮川２号橋床版工事【債務】）工事 床版 25 岐阜県

地方自治体 岐阜県  公共社会資本整備総合交付金事業　　(仮称)新東雲橋上部工工事 橋梁 575 岐阜県

地方自治体 静岡県 （主）焼津森線　（県道道路改築）工事（広幡橋上部工２期工事） 橋梁 30 静岡県

地方自治体 静岡県鶴岡市 鶴岡市立朝暘第四小学校改築工事 その他 25 山形県

地方自治体 愛知県 知多浄水場浄水池外築造（その３）工事 その他 25 愛知県

地方自治体 三重県 宮川流域下水道(宮川諸陸９浄化センター その他 30 三重県

地方自治体 滋賀県 国道４２１号道路整備工事(佐目橋) 橋梁 175 滋賀県

地方自治体 京都府 重要港湾舞鶴港　にぎわいの港整備工事 橋梁 3 京都府

地方自治体 京都府 亀岡園部線　（（仮称）保津高架橋上部工（その２）） 橋梁 25 京都府

地方自治体 大阪府 一級河川　高川水路橋架替工事 橋梁 25 大阪府

地方自治体 大阪府 二級河川 松尾川 橋梁上部工工事(庄の川橋) 橋梁 20 大阪府

地方自治体 大阪府 安威川　ダム建設工事 ダム 300 大阪府

地方自治体 大阪府 主要地方道　大阪中央環状線新明治橋第４橋上部工事 床版 12 大阪府

地方自治体 大阪府・東大阪市・近鉄　共同事業 近鉄奈良線連続立体交差事業 橋梁 25 大阪府

地方自治体 兵庫県 （国）１７８号　浜坂道路　大庭大橋上部工事 橋梁 200 兵庫県

地方自治体 兵庫県 (一)茅野福岡線 口大谷橋 上部工設置工事 橋梁 40 兵庫県

地方自治体 兵庫県 志筑川水系　志筑川　中田橋上部工工事 橋梁 25 兵庫県

地方自治体 兵庫県 多賀橋（二）千種川水系千種川　多賀橋上部工工事 橋梁 25 兵庫県

地方自治体 兵庫県三木市 三木山配水池更新工事 ＰＣﾀﾝｸ 150 兵庫県

地方自治体 奈良県 国道168号線辻堂バイパス　辻堂３－１号橋 橋梁 100 奈良県

地方自治体 鳥取県 県営船郡地区中山間（門尾橋梁上部工）工事 橋梁 15 鳥取県

地方自治体 広島県 加茂油木線　道路改良工事（（仮称）東ノ免橋上部工） 橋梁 55 広島県

地方自治体 広島県広島市 広島南道路　太田川工区橋りょう新設工事 橋梁 775 広島県

地方自治体 山口県 県道妻崎開作小野田線　大塚高架橋橋りょう整備工事（上部工） 床板 25 山口県

地方自治体 山口県宇部市 市道岩鼻中野開作線　道路改良工事 床版 50 宇部市

地方自治体 山口県 県道妻崎開作小野田線　大塚高架橋橋りょう整備工事（上部工） 床板 30 山口県

地方自治体 香川県 広域河川　綾川　改修工事 橋梁 50 島根県

地方自治体 香川県高松市 浅野浄水場急速系浄水施設築造工事 その他 50 香川県

地方自治体 香川県高松市 福岡ポンプ場土木工事 その他 100 福岡県

地方自治体 愛媛県宇和島市 市道坂下津1号線 九島大橋（仮称）建設工事 橋梁 70 愛媛県

地方自治体 愛媛県松山市 中央公園高架橋（上り線） 橋梁 25 愛媛県

地方自治体 高知県 国道４３９号（木屋ヶ内２号橋上部工）工事 床版 9 高知県

地方自治体 高知県 国道１９５号社会資本整備総合交付金（布師田高架橋上部工） 橋梁 75 高知県
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ＫＫシート実績表（平成29年度）

事業主体/発注者 工 事 名 工事 枚数 施工場所

国土交通省 北海道開発局 一般国道２７４号日高町千呂露橋上部工事 上部工 100 北海道日高町

地方自治体 福岡県 県道八女香春線寿橋橋梁上部工 橋梁 50 福岡県

地方自治体 福岡県 沖端川筑紫橋橋梁上部工工事. 橋梁 50 福岡県

地方自治体 福岡県 県道山内吉富線緒方橋橋梁上部工 橋梁 25 福岡県

地方自治体 長崎県 一般国道３８４号道路改良工事（（仮称）新相河橋上部工） 橋梁 12 南松浦

地方自治体 長崎県 主要地方道佐世保吉井松浦線橋梁整備工事（吉井１号橋上部工） 橋梁 250 長崎県

地方自治体 熊本県 熊本高森線（新山渡瀬橋）単県橋りょう改築工事　他合併 橋梁 25 阿蘇郡

地方自治体 大分県 拝田橋（平成24年度　防障河改　第2-2号　河川改修工事） 橋梁 25 大分県

地方自治体 大分県 上野川橋 橋梁 50 大分県

地方自治体 鹿児島県 有川2号橋 橋梁 250 鹿児島県

地方自治体 鹿児島県 丸尾の滝橋梁 橋梁 600 鹿児島県

地方自治体 鹿児島県 道路整備藺牟田瀬戸架橋１工区 橋梁 325 鹿児島県

地方自治体 鹿児島県 道路整備藺牟田瀬戸架橋２工区 橋梁 50 鹿児島県

地方自治体 沖縄県 座間味港屋根付き通路整備工事（Ｈ２５） その他 57 沖縄県

地方自治体 沖縄県 渡嘉敷港屋根付き通路整備工事（Ｈ２５） その他 75 沖縄県

地方自治体 沖縄県 伊良部大橋 橋梁 25 沖縄県

地方自治体 沖縄県 西原浄化センター水処理施設補修工事 その他 3 沖縄県

発注者（鉄道関係ほか） 工事 枚数 施工場所

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北海道新幹線、蟹田川橋りょう外11箇所工事 橋梁 25 青森県

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 三陸鉄道北ﾘｱｽ線・小本・田野畑災害復旧 橋梁 75 岩手県

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 相鉄・ＪＲ直通線、羽沢駅工事 橋梁 125 神奈川県

地方自治体 東日本旅客鉄道(株) 新潟駅付近連続立体交差事業 橋梁 50 新潟県

鉄道各社 東日本旅客鉄道(株) 新潟駅周辺整備事業 橋梁 175 新潟県

鉄道各社 東日本旅客鉄道(株) 信越線新潟駅付近高架化駅東工区 橋梁 125 新潟県

鉄道各社 東日本旅客鉄道(株) 東工工24第19号　南武線上丸子こ線橋架替他1 橋梁 100 神奈川県

鉄道各社 西日本旅客鉄道(株) JR阪和線　東岸和田駅付近高架化事業 橋梁 600 大阪府

鉄道各社 西日本旅客鉄道(株) おおさか東線　西吹田地区 橋梁 100 大阪府

鉄道各社 西日本旅客鉄道(株) 北陸新幹線　富山駅高架橋 橋梁 150 富山県

鉄道各社 九州旅客鉄道(株) ＪR熊本高架新横手Ｂ新設他工事 橋梁 75 熊本県

鉄道各社 九州旅客鉄道(株) JR鹿児島本線・豊肥本線　連続立体交差事業（JR熊本駅高架） 橋梁 50 熊本県

鉄道各社 九州旅客鉄道(株) JR上熊本高架橋 橋梁 125 熊本県

鉄道各社 大阪外環状鉄道(株) JRおおさか東線（仮称）淡路駅・都島駅高架橋ホーム構築工事 橋梁 50 大阪府

鉄道各社 阪神電鉄(株) 甲子園駅改良工事 その他 6 兵庫県

鉄道各社 小田急電鉄㈱ 小田急世田谷代田地下作業所 その他 25 東京都

発注者（民間） 工事 枚数 施工場所

民間 東北電力(株) 新仙台火力発電所第3号第1工区JV工事 その他 1,575 宮城県

民間 東北電力(株) 新仙台LNG基地建設 その他 250 宮城県

民間 中部電力(株) 浜岡原子力発電所　防波壁嵩上げ工事 その他 62 静岡県

民間 中国電力(株) 島根原子力発電所3号機建設工事 その他 50 島根県

民間 九州電力(株) 西郷ダム改造工事関連 その他 200 宮崎県

民間 九州電力(株) 山須原ダム大規模改造工事 その他 100 宮崎県

民間 鹿島建設㈱ 技術研究所 その他 25 東京都

民間 (株)安藤・間 （株）安藤・間ツクバ技術研究所 その他 25 茨城県

民間 東京ガス(株) 日立LNG基地建設 その他 350 茨城県

民間 ドーピー建設工業(株) 幌別工場 橋梁ほか 575 北海道

民間 九州大学施設部 九州大学 （伊都） 基幹・環境整備（連絡橋等）工事 橋梁 12 福岡県

　　　　　平成１3年～平成２４年度　ＫＫシート　納入実績表
2001年10月～2013年3月
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ＫＫシート実績表（平成29年度）

事業主体/発注者 工 事 名 工事 枚数 施工場所

国土交通省 北海道開発局 一般国道２７４号日高町千呂露橋上部工事 上部工 100 北海道日高町

発注者（国の機関） 工 事 名 工事 枚数 納入年度

国土交通省 北海道開発局 日東橋 橋梁 175 平成16年度

国土交通省 北海道開発局 祈石大橋 橋梁 400 平成17年度

国土交通省 北海道開発局 弁財潤大橋 橋梁 250 平成17年度

国土交通省 北海道開発局 皐月橋上部工事 橋梁 150 平成17年度

国土交通省 北海道開発局 貴老路大橋 橋梁 1,775 平成18年度

国土交通省 北海道開発局 一般国道２７７号赤岳橋上部工 橋梁 625 平成19年度

国土交通省 北海道開発局 旭川紋別自動車道南の沢橋上部工事 橋梁 700 平成19年度

国土交通省 北海道開発局 一般国道２７７号長内橋補修工事 橋梁 75 平成20年度

国土交通省 北海道開発局 一般国道４５２号夕張市栄橋上部工事 橋梁 500 平成20年度

国土交通省 北海道開発局 函館江差自動車道北斗市新当別大橋上部工事 橋梁 100 平成21年度

国土交通省 北海道開発局 一般国道２７７号八雲町見市橋上部工 橋梁 650 平成21年度

国土交通省 北海道開発局 一般国道３３７号札幌市生振大橋高欄取替外一連工事 橋梁 25 平成22年度

国土交通省 北海道開発局 美国魚港橋梁架設工事 橋梁 25 平成23年度

国土交通省 北海道開発局 函館新外環状道路函館市常盤川橋 橋梁 50 平成23年度

国土交通省 北海道開発局 一般国道３９３号赤井村月見橋上部工事 橋梁 125 平成23年度

国土交通省 北海道開発局 北海道横断自動車道釧路市宇遠別川橋上部工工事 橋梁 150 平成23年度

国土交通省 北海道開発局 北海道横断自動車道陸別町利別川橋床版外工事 橋梁 50 平成23年度

国土交通省 北海道開発局 一般国道２４８号鹿部町新鹿部橋下部外 下部工 50 平成23年度

国土交通省 北海道開発局 一般国道３９３号赤井川村月見橋上部工 橋梁 25 平成23年度

国土交通省 北海道開発局 北海道横断自動車道北見市上常呂川橋 橋梁 275 平成23年度

国土交通省 北海道開発局 北海道横断自動車道　上常呂川橋 橋梁 125 平成24年度

国土交通省 北海道開発局 一般国道５号　畚部改良外一連工事 下部工 25 平成24年度

国土交通省 北海道開発局 一般国道２２８号　吉田橋上部工事 橋梁 25 平成24年度

国土交通省 北海道開発局 一般国道３３４号　宇登呂ﾄﾝﾈﾙ工事 トンネル 50 平成24年度

国土交通省 北海道開発局 当別地区　当別幹線用水路工事 土木構造物 200 平成24年度

国土交通省 東北地方整備局 雨沼橋 橋梁 75 平成14年度

国土交通省 東北地方整備局 上の山こ道橋 橋梁 25 平成14年度

国土交通省 東北地方整備局 泉高架橋 橋梁 100 平成15年度

国土交通省 東北地方整備局 大湯１２号橋 橋梁 400 平成16年度

国土交通省 東北地方整備局 阿武隈大橋 橋梁 400 平成16年度

国土交通省 東北地方整備局 一関遊水地磐井川右岸高架橋 橋梁 25 平成17年度

国土交通省 東北地方整備局 土屋大橋 橋梁 150 平成18年度

国土交通省 東北地方整備局 東北中央自動車道中野第１橋上部工工事 橋梁 225 平成20年度

国土交通省 東北地方整備局 針尾北地区床版工事 橋梁 75 平成20年度

国土交通省 東北地方整備局 倉沢橋床版工工事 橋梁 25 平成21年度

国土交通省 東北地方整備局 国道４９号御厩地区橋上部工工事 橋梁 100 平成21年度

国土交通省 東北地方整備局 東北中央自動車道小川橋上部工事 橋梁 150 平成21年度

国土交通省 東北地方整備局 東北中央自動車道中野地区橋梁上部工工事 橋梁 600 平成21年度

国土交通省 東北地方整備局 成瀬ダム国道付替１号橋上部工工事 橋梁 875 平成21年度

国土交通省 東北地方整備局 胆沢ダム市道付替胆沢横断橋上部工事 橋梁 225 平成22年度

国土交通省 東北地方整備局 国道４５号羅賀高架橋上部工事 橋梁 1,400 平成23年度

国土交通省 東北地方整備局 津軽ダム木戸ヶ沢排水トンネル付替工事 トンネル 375 平成23年度

国土交通省 東北地方整備局 津軽ダム県道付替１号橋上部工事 橋梁 100 平成23年度

国土交通省 東北地方整備局 津軽ダム県道付替砂子瀬橋上部工事 橋梁 850 平成23年度

国土交通省 東北地方整備局 普代高架橋床版工工事 橋梁 75 平成23年度
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ＫＫシート実績表（平成29年度）

事業主体/発注者 工 事 名 工事 枚数 施工場所

国土交通省 北海道開発局 一般国道２７４号日高町千呂露橋上部工事 上部工 100 北海道日高町

国土交通省 東北地方整備局 千徳大橋床版工外構造物工事 橋梁 75 平成23年度

国土交通省 東北地方整備局 津軽ダム　県道付替砂子瀬橋上部工事 橋梁 325 平成24年度

国土交通省 東北地方整備局 津軽ダム　県道付替川原平橋上部工工事 橋梁 800 平成24年度

国土交通省 東北地方整備局 津軽ダム　県道付替大川白神橋上部工 橋梁 475 平成24年度

国土交通省 東北地方整備局 津軽ダム　村道付替美山橋上部工 橋梁 300 平成24年度

国土交通省 東北地方整備局 東北中央自動車道 長老沢３号橋上部工 橋梁 725 平成24年度

国土交通省 東北地方整備局 国道７号 雄物大橋上部工工事 橋梁 100 平成24年度

国土交通省 東北地方整備局 国道４５号 釜石山田道路工事（水海高架橋） 橋梁 710 平成24年度

国土交通省 東北地方整備局 国道４５号 吉浜道路上部工工事 橋梁 750 平成24年度

国土交通省 東北地方整備局 国道１０８号 花渕山７号橋上部工工事 橋梁 325 平成24年度

国土交通省 東北地方整備局 国道１１５号 物倉橋上部工工事 橋梁 75 平成24年度

国土交通省 東北地方整備局 尾肝要トンネル（南工区）工事 トンネル 25 平成24年度

国土交通省 東北地方整備局 下天狗沢こ道橋工事 橋梁 25 平成24年度

国土交通省 関東地方整備局 あきる野 Ｉ．Ｃ 橋梁 150 平成14年度

国土交通省 関東地方整備局 津軽ダム工事 ダム 200 平成16年度

国土交通省 関東地方整備局 石田大橋 橋梁 75 平成16年度

国土交通省 関東地方整備局 旭高架橋 橋梁 500 平成17年度

国土交通省 関東地方整備局 下館バイパス作業所 橋梁 50 平成19年度

国土交通省 関東地方整備局 下館バイパス 橋梁 25 平成19年度

国土交通省 関東地方整備局 圏央道川島高架橋第６工区 橋梁 150 平成19年度

国土交通省 関東地方整備局 前橋渋川ﾊﾞｲﾊﾟｽ利根川橋 橋梁 1,725 平成19年度

国土交通省 関東地方整備局 さがみ縦貫相模川渡河橋 橋梁 925 平成19年度

国土交通省 関東地方整備局 湯西川付替県道５号橋 橋梁 625 平成19年度

国土交通省 関東地方整備局 さがみ縦貫相模原ＩＣ（その１３）工事 橋梁 50 平成20年度

国土交通省 関東地方整備局 八ッ場ダム２号橋 橋梁 1,300 平成20年度

国土交通省 関東地方整備局（港湾空港） 羽田再拡張Ｄ滑走路工事 滑走路 500 平成20年度

国土交通省 関東地方整備局（港湾空港） 羽田再拡張Ｄ滑走路工事連絡誘導路桟橋PC上部工事 橋梁 500 平成20年度

国土交通省 関東地方整備局（港湾空港） 羽田再拡張Ｄ滑走路工事接続工区ＰＣ工事 橋梁 325 平成21年度

国土交通省 関東地方整備局（港湾空港） 横浜港南本牧地区岸壁築造工事 土木構造物 50 平成21年度

国土交通省 関東地方整備局 付替県道８号橋上部工事 橋梁 600 平成21年度

国土交通省 関東地方整備局 中沢跨橋道 橋梁 25 平成21年度

国土交通省 関東地方整備局 さがみ縦貫道相模原ＩＣ上部（その１６）工事 橋梁 100 平成22年度

国土交通省 関東地方整備局 付替県道１８号上部工事 橋梁 50 平成22年度

国土交通省 関東地方整備局 湯西川１５号橋 橋梁 100 平成22年度

国土交通省 関東地方整備局 圏央道横町地区第一地区高架橋上部工事 橋梁 125 平成22年度

国土交通省 関東地方整備局 圏央道芝第１高架橋上部工事 橋梁 25 平成23年度

国土交通省 関東地方整備局 さがみ縦貫葉山島トンネル工事 トンネル 50 平成23年度

国土交通省 関東地方整備局 圏央道谷田川高架橋ＢＲ１下部その１工事 下部工 50 平成23年度

国土交通省 関東地方整備局 上武道路尾島・境高架橋上部その１ 橋梁 100 平成23年度

国土交通省 関東地方整備局 湾岸道路床版他工事 橋梁 50 平成23年度

国土交通省 関東地方整備局 上武道路尾島・境ﾗﾝﾌﾟ橋工事 橋梁 25 平成23年度

国土交通省 関東地方整備局 さがみ縦貫相模川橋上部工事 橋梁 200 平成23年度

国土交通省 関東地方整備局 H23･24圏央道 下在来高架橋（内回り） 床版 88 平成24年度

国土交通省 関東地方整備局 圏央道 沼田橋上部工事 床版 25 平成24年度

国土交通省 関東地方整備局 圏央道 平蔵川橋上部工事 橋梁 50 平成24年度

国土交通省 関東地方整備局 圏央道 江戸崎橋上部その１工事 橋梁 50 平成24年度

国土交通省 関東地方整備局 圏央道 利根川橋上部工事 床版 50 平成24年度
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ＫＫシート実績表（平成29年度）

事業主体/発注者 工 事 名 工事 枚数 施工場所

国土交通省 北海道開発局 一般国道２７４号日高町千呂露橋上部工事 上部工 100 北海道日高町

国土交通省 関東地方整備局 さがみ縦貫 城山ＩＣランプ橋上部工事 橋梁 1,075 平成24年度

国土交通省 関東地方整備局 さがみ縦貫 串川橋上部工事 橋梁 1,325 平成24年度

国土交通省 関東地方整備局 さがみ縦貫 小倉第二高架橋上部工事 床版 26 平成24年度

国土交通省 関東地方整備局 さがみ縦貫 上依知第２トンネル（その２） トンネル 25 平成24年度

国土交通省 関東地方整備局 さがみ縦貫 相模川橋上部工事 橋梁 800 平成24年度

国土交通省 関東地方整備局 上武道路 尾島・境高架橋上部その２工事 橋梁 75 平成24年度

国土交通省 関東地方整備局 北千葉道路　松崎集水路上部工事 橋梁 25 平成24年度

国土交通省 関東地方整備局 新久芳橋上部工事 橋梁 50 平成24年度

国土交通省 関東地方整備局 新木場地区海側上部その２工事 鋼橋 50 平成24年度

国土交通省 関東地方整備局 日本橋地下歩道（その２）工事 土木構造物 75 平成24年度

国土交通省 北陸地方整備局 梯川高架橋 橋梁 50 平成13年度

国土交通省 北陸地方整備局 万代橋下流橋 橋梁 2,675 平成16年度

国土交通省 北陸地方整備局 舟橋ランプ橋 橋梁 25 平成16年度

国土交通省 北陸地方整備局 此木ランプ橋 橋梁 25 平成16年度

国土交通省 北陸地方整備局 福島大橋 橋梁 50 平成17年度

国土交通省 北陸地方整備局 新湊大橋（Ｐ８～Ｐ１４） 橋梁 300 平成18年度

国土交通省 北陸地方整備局 新湊大橋（Ａ１～Ｐ８） 橋梁 25 平成18年度

国土交通省 北陸地方整備局 庵谷アーチ橋 橋梁 375 平成19年度

国土交通省 北陸地方整備局 新長大橋床版工事 橋梁 50 平成19年度

国土交通省 北陸地方整備局 能登道麻生アーチ橋上部工事 橋梁 100 平成20年度

国土交通省 北陸地方整備局 鳥川橋他１橋床版工事 橋梁 75 平成20年度

国土交通省 北陸地方整備局 丸山橋床版工事 橋梁 250 平成20年度

国土交通省 北陸地方整備局 新発田高架橋 橋梁 75 平成20年度

国土交通省 北陸地方整備局 新発田高架橋（下り）床版工事 橋梁 75 平成20年度

国土交通省 北陸地方整備局 新湊橋梁 橋梁 125 平成20年度

国土交通省 北陸地方整備局 伏木富山港（東西線）橋梁 橋梁 100 平成20年度

国土交通省 北陸地方整備局 新発田高架橋その６工事 橋梁 25 平成21年度

国土交通省 北陸地方整備局 伏木富山港（新湊地区）道路（東西線）橋梁（P14～P20）上部工事 橋梁 575 平成21年度

国土交通省 北陸地方整備局 伏木富山港（新湊地区）道路（東西線）橋梁（P25～P31）上部工事 橋梁 150 平成21年度

国土交通省 北陸地方整備局 日本海沿岸東北自動車道神林高架橋 橋梁 50 平成21年度

国土交通省 北陸地方整備局 伏木富山港（新湊地区）道路（東西線）橋梁（P22～P25）上部工事その2 橋梁 25 平成21年度

国土交通省 北陸地方整備局 日沿道三面川床版工事 橋梁 250 平成22年度

国土交通省 北陸地方整備局 日沿道神林高架橋床版工事 橋梁 75 平成22年度

国土交通省 北陸地方整備局 日沿道村上ＩＣランプ橋上部工事 橋梁 50 平成22年度

国土交通省 北陸地方整備局 外沢道路その２工事 土木構造物 25 平成22年度

国土交通省 北陸地方整備局 国道４９号揚川改良揚川橋新設工事 橋梁 750 平成22年度

国土交通省 北陸地方整備局 利賀ダム湖面橋上部受託工事 橋梁 500 平成23年度

国土交通省 北陸地方整備局 入善黒部バイパス平伝寺高架橋上部その２工事 橋梁 50 平成23年度

国土交通省 北陸地方整備局 永平寺大野道路上竹原高架橋 橋梁 25 平成23年度

国土交通省 北陸地方整備局 能越道黒崎川上部工事 橋梁 425 平成23年度

国土交通省 北陸地方整備局 小松バイパス東山高架橋上部工事 橋梁 75 平成23年度

国土交通省 北陸地方整備局 小松バイパス東山高舗装その３ 土木構造物 50 平成23年度

国土交通省 北陸地方整備局 明科築堤護岸工事 土木構造物 50 平成23年度

国土交通省 北陸地方整備局 入善黒部ﾊﾞｲﾊﾟｽ経田高架橋上部工その1 橋梁 75 平成23年度

国土交通省 北陸地方整備局 国道４９号揚川橋改良新設工事 橋梁 500 平成23年度

国土交通省 北陸地方整備局 利賀湖面橋上部受託工事 橋梁 700 平成23年度

国土交通省 北陸地方整備局 国道１７号　水無川橋床版工事 床版 150 平成24年度

協立エンジ株式会社 35 / 61 



ＫＫシート実績表（平成29年度）

事業主体/発注者 工 事 名 工事 枚数 施工場所

国土交通省 北海道開発局 一般国道２７４号日高町千呂露橋上部工事 上部工 100 北海道日高町

国土交通省 北陸地方整備局 国道４９号　揚川橋改良新設工事 橋梁 150 平成24年度

国土交通省 北陸地方整備局 入善黒部バイパス 江口高架橋上部工 橋梁 30 平成24年度

国土交通省 北陸地方整備局 能越道　熊渕川橋上部工事 橋梁 225 平成24年度

国土交通省 北陸地方整備局 利賀湖面橋上部受託工事 橋梁 200 平成24年度

国土交通省 北陸地方整備局 西高岡拡幅 中川橋上部工事 橋梁 80 平成24年度

国土交通省 中部地方整備局 永久橋 橋梁 100 平成15年度

国土交通省 中部地方整備局 名古屋空港・新設工事（常滑高架橋） 橋梁 1,025 平成16年度

国土交通省 中部地方整備局 静清バイパス新伝馬高架 橋梁 50 平成16年度

国土交通省 中部地方整備局 三遠南信２号橋 橋梁 75 平成18年度

国土交通省 中部地方整備局 東海環状線長良川橋 橋梁 975 平成18年度

国土交通省 中部地方整備局 飯田高架橋弥生ＰＣ上部工工事 橋梁 75 平成18年度

国土交通省 中部地方整備局 東海環状中ノ番（中央）高架橋 橋梁 25 平成18年度

国土交通省 中部地方整備局 ４１号石神井高架橋 橋梁 125 平成19年度

国土交通省 中部地方整備局 平成１８年度北勢ＢＰさざらい北高架橋下部工 下部工 25 平成19年度

国土交通省 中部地方整備局 東海環状美濃関ＪＣＴ・ＡランプＰＣ上部工 橋梁 125 平成19年度

国土交通省 中部地方整備局 平成１９年度北勢ＢＰ川北高架橋ＰＣ上部工事 橋梁 25 平成19年度

国土交通省 中部地方整備局 浜北高架橋 橋梁 50 平成19年度

国土交通省 中部地方整備局 尾原ダム１号橋 橋梁 925 平成20年度

国土交通省 中部地方整備局 平成１９年度新丸山ダム原石山線２号橋ＰＣ上部工事 橋梁 100 平成20年度

国土交通省 中部地方整備局 下熊谷高架橋 橋梁 100 平成20年度

国土交通省 中部地方整備局 １号四日市地区橋梁上部工事 橋梁 25 平成20年度

国土交通省 中部地方整備局 平成１９年度三遠南信名号高架橋ＰＣ上部工事 橋梁 1,350 平成20年度

国土交通省 中部地方整備局 吉舎ＰＣ橋 橋梁 825 平成21年度

国土交通省 中部地方整備局 平成２０年度１号静清昭府高架橋ＰＣ上部工 橋梁 25 平成21年度

国土交通省 中部地方整備局 平成２０年度１５３号足助８号ＰＣ上部工工事 橋梁 225 平成21年度

国土交通省 中部地方整備局 平成２１年度三遠南信１６号橋ＰＣ上部工事 橋梁 300 平成22年度

国土交通省 中部地方整備局 平成２０年度三遠南信大島高架橋ＰＣ上部工事 橋梁 75 平成22年度

国土交通省 中部地方整備局 平成２１－２３年度２３号豊橋ＢＰ神野新田高架橋北PC上部工事 橋梁 50 平成22年度

国土交通省 中部地方整備局 平成２１年度１号磐田ＢＰ山根高架橋ＰＣ上部工事 橋梁 25 平成22年度

国土交通省 中部地方整備局 Ｈ２０年度２３号知立芦池高架橋上り線鋼上部工事 橋梁 75 平成22年度

国土交通省 中部地方整備局 Ｈ２０年度２３号知立井池高架橋上り線鋼上部工事 橋梁 50 平成22年度

国土交通省 中部地方整備局 斐伊川放水路開削河床整備工事 土木構造物 100 平成22年度

国土交通省 中部地方整備局 東海環状綾野北高架橋 橋梁 25 平成23年度

国土交通省 中部地方整備局 いわたバイパス４車線化工事中川上橋 橋梁 50 平成23年度

国土交通省 中部地方整備局 平成２１年紀勢線加田高架ＰＣ上部工事 橋梁 75 平成23年度

国土交通省 中部地方整備局 平成２０年度４１号上切橋ＰＣ上部工事 橋梁 75 平成23年度

国土交通省 中部地方整備局 平成２２年度１５６号岐阜東ＢＰ岩田北高架橋床版工事 橋梁 150 平成23年度

国土交通省 中部地方整備局 平成２２年度三遠南信１８号橋ＰＣ上部工事 橋梁 75 平成23年度

国土交通省 中部地方整備局 平成２３年度紀勢線海山ＩＣ鋼上部工 床版 25 平成23年度

国土交通省 中部地方整備局 平成２３年度紀勢線始神高架橋ＰＣ上部工事 橋梁 100 平成23年度

国土交通省 中部地方整備局 三遠南信龍江新地道路建設工事 土木構造物 50 平成23年度

国土交通省 中部地方整備局 平成２２年度東海環状祖父江北高架橋鋼上部工事 橋梁 50 平成23年度

国土交通省 中部地方整備局 平成２２年度東海環状室原北高架橋鋼上部工事 橋梁 50 平成23年度

国土交通省 中部地方整備局 平成２３年度紀勢線始神高架橋上部工 橋梁 200 平成23年度

国土交通省 中部地方整備局 平成２３年度東海環状大垣ＩＣ・Ｂランプ橋床版工事 橋梁 25 平成23年度

国土交通省 中部地方整備局 平成２３年度紀勢線始神高架橋ＰＣ上部工事（その２） 橋梁 75 平成23年度

国土交通省 中部地方整備局 平成２２年度東海環状綾野南高架橋鋼上部工事 橋梁 100 平成23年度
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ＫＫシート実績表（平成29年度）

事業主体/発注者 工 事 名 工事 枚数 施工場所

国土交通省 北海道開発局 一般国道２７４号日高町千呂露橋上部工事 上部工 100 北海道日高町

国土交通省 中部地方整備局 平成２２年度東海環状道路桧北高架鋼上部工事 橋梁 50 平成23年度

国土交通省 中部地方整備局 平成２３年度紀勢線始神高架橋 橋梁 100 平成23年度

国土交通省 中部地方整備局 平成２２年度東海環状道路色目川高架鋼上部工事 橋梁 25 平成23年度

国土交通省 中部地方整備局 伊豆縦貫 大場ＯＦＦランプＰＣ上部工 橋梁 35 平成24年度

国土交通省 中部地方整備局 伊豆縦貫 大場ＯＮランプＰＣ上部工事 橋梁 3 平成24年度

国土交通省 中部地方整備局 伊豆縦貫 八ツ溝高架橋鋼上部工事 床版 200 平成24年度

国土交通省 中部地方整備局 １号 静清川合高架橋ＰＣ上部工 橋梁 10 平成24年度

国土交通省 中部地方整備局 袋井堀越東高架橋鋼上部工事 床版 100 平成24年度

国土交通省 中部地方整備局 １５３号伊南バイパス ２号橋ＰＣ上部工事 橋梁 850 平成24年度

国土交通省 中部地方整備局 平成２３年度　２３号蒲郡ＢＰ 神ノ郷高架橋ＰＣ上部工事 橋梁 15 平成24年度

国土交通省 中部地方整備局 平成２３年度　４１号 三枝橋床版工事 床版 25 平成24年度

国土交通省 中部地方整備局 平成２３年度　４２号 古川高架橋ＰＣ上部工 橋梁 375 平成24年度

国土交通省 近畿地方整備局 菟砥川高架橋 橋梁 25 平成14年度

国土交通省 近畿地方整備局 綾井橋 橋梁 50 平成14年度

国土交通省 近畿地方整備局 北馬場跨道橋 橋梁 26 平成16年度

国土交通省 近畿地方整備局 北野高架橋 橋梁 100 平成16年度

国土交通省 近畿地方整備局 中島高架橋 橋梁 600 平成16年度

国土交通省 近畿地方整備局 居伝南高架橋 橋梁 100 平成16年度

国土交通省 近畿地方整備局 堀高架橋 橋梁 200 平成17年度

国土交通省 近畿地方整備局 地整満田高架橋 橋梁 150 平成17年度

国土交通省 近畿地方整備局 洛南連絡道路終点側工区上部工事 橋梁 175 平成18年度

国土交通省 近畿地方整備局 橋本道路垂井高架橋補修工事 橋梁 175 平成19年度

国土交通省 近畿地方整備局 東海環状美濃関ＪＣＴ高架橋 橋梁 350 平成19年度

国土交通省 近畿地方整備局 稗田橋上部工架設他工事 橋梁 50 平成19年度

国土交通省 近畿地方整備局 第二京阪星田地区 橋梁 250 平成19年度

国土交通省 近畿地方整備局 永平寺道路鹿谷高架橋上部工事 橋梁 125 平成19年度

国土交通省 近畿地方整備局 第二京阪（大阪北道路）倉治中区PC上部工事 橋梁 325 平成19年度

国土交通省 近畿地方整備局 大和御所道路宮古高架橋 橋梁 100 平成20年度

国土交通省 近畿地方整備局 福知山道路堀高架橋PC上部工事 橋梁 150 平成20年度

国土交通省 近畿地方整備局 第二京阪（大阪北道路）私部西PC上部工事 橋梁 1,075 平成20年度

国土交通省 近畿地方整備局 櫨谷ランプ橋 橋梁 100 平成20年度

国土交通省 近畿地方整備局 ９号京都西立体アプローチ整備工事 土木構造物 275 平成21年度

国土交通省 近畿地方整備局 志賀ＢＰ北比良高架橋ＲＣ橋下部工事 下部工 100 平成21年度

国土交通省 近畿地方整備局 紀北東道路嵯峨谷川橋工事 橋梁 375 平成21年度

国土交通省 近畿地方整備局 一般国道２７号改築工事「下山バイパス」 土木構造物 25 平成21年度

国土交通省 近畿地方整備局 第二京阪道路門真地区ＰＣ床版工事 橋梁 50 平成21年度

国土交通省 近畿地方整備局 西大津ＢＰ坂本高架橋 橋梁 300 平成21年度

国土交通省 近畿地方整備局 和田山八鹿道路円山川橋工事 橋梁 1,200 平成21年度

国土交通省 近畿地方整備局 福知山道路土師高架橋ＰＣ上部工事 橋梁 50 平成21年度

国土交通省 近畿地方整備局 第二阪和国道淡輪高架橋ＰＣ上部工事 橋梁 1,325 平成21年度

国土交通省 近畿地方整備局 西大津バイパス坂本高架橋（Ｐ９５～Ｐ１０２）ＰＣ工事 橋梁 25 平成21年度

国土交通省 近畿地方整備局 志賀ＢＰ北比良高架橋上部工事 橋梁 250 平成22年度

国土交通省 近畿地方整備局 十津川道路今戸高架橋ＰＣ上部工事 橋梁 200 平成22年度

国土交通省 近畿地方整備局 第二阪和国道南山中１号橋ＰＣ上部工事 橋梁 475 平成22年度

国土交通省 近畿地方整備局 第二阪和国道南山中２号橋ＰＣ上部工事 橋梁 850 平成22年度

国土交通省 近畿地方整備局 大和御所道路観音寺橋ＰＣ上部工工事 橋梁 200 平成22年度

国土交通省 近畿地方整備局 西脇北バイパス大門高架橋上部工事 橋梁 75 平成22年度
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ＫＫシート実績表（平成29年度）

事業主体/発注者 工 事 名 工事 枚数 施工場所

国土交通省 北海道開発局 一般国道２７４号日高町千呂露橋上部工事 上部工 100 北海道日高町

国土交通省 近畿地方整備局 栗東水口道路小野高架橋（上り）PC上部工事 橋梁 25 平成22年度

国土交通省 近畿地方整備局 和田山八鹿道路大屋川橋下部工事 下部工 25 平成22年度

国土交通省 近畿地方整備局 平成２２年度港改第３号新宮港港湾改良工事 土木構造物 50 平成22年度

国土交通省 近畿地方整備局 京都第二外環状長岡京高架橋下海印寺工区工事 橋梁 200 平成23年度

国土交通省 近畿地方整備局 大坂北共同溝枚方地区工事 土木構造物 25 平成23年度

国土交通省 近畿地方整備局 京都第二外環状道路池ノ内高架橋工事 橋梁 175 平成23年度

国土交通省 近畿地方整備局 大和御所道路出屋敷高架橋ＰＣ上部工事 橋梁 50 平成23年度

国土交通省 近畿地方整備局 西大津バイパス坂本高架橋 橋梁 25 平成23年度

国土交通省 近畿地方整備局 京都第二外環状道路長岡京高架橋下海印寺南工区 橋梁 50 平成23年度

国土交通省 近畿地方整備局 紀北東道路西谷川橋上部工事 橋梁 25 平成23年度

国土交通省 近畿地方整備局 京都第二外環状道路長岡京高架橋奥海印寺工区上下部橋梁工事 橋梁 125 平成23年度

国土交通省 近畿地方整備局 京都第二外環状道路灰方高架橋上部工事 橋梁 250 平成23年度

国土交通省 近畿地方整備局 紀北道路名手川橋上部工事 橋梁 25 平成23年度

国土交通省 近畿地方整備局 大和御所道路六条高架橋鋼上部工事 床版 50 平成23年度

国土交通省 近畿地方整備局 京都第二外環状道路灰方高架橋工事 橋梁 600 平成23年度

国土交通省 近畿地方整備局 京都第二外環状道路小塩高架橋上部工 橋梁 375 平成23年度

国土交通省 近畿地方整備局 京都第二外環状道路長岡京高架橋奥海印寺工区工事 橋梁 100 平成23年度

国土交通省 近畿地方整備局 京都第二外環状道路長岡京高架橋下海印寺南工区上部工事 橋梁 75 平成23年度

国土交通省 近畿地方整備局 京都第二環状道路小塩高架橋上部工事 橋梁 150 平成23年度

国土交通省 近畿地方整備局 京都第二外環状道路小泉川橋（上り） 橋梁 100 平成23年度

国土交通省 近畿地方整備局 京都第二外環状道路小泉川橋（下り）上部工事 橋梁 75 平成23年度

国土交通省 近畿地方整備局 京都第二外環状道路北春日跨道 橋梁 25 平成23年度

国土交通省 近畿地方整備局 紀北東道路 重谷川高架橋ＰＣ上部工 橋梁 425 平成24年度

国土交通省 近畿地方整備局 紀北東道路 穴伏川高架橋Ｐ２上下部工事 橋梁 175 平成24年度

国土交通省 近畿地方整備局 紀北東道路 穴伏川高架橋工事 橋梁 600 平成24年度

国土交通省 近畿地方整備局 紀北東道路 名手川高架橋上部工事 橋梁 25 平成24年度

国土交通省 近畿地方整備局 京都第二外環状道路 社家川橋上部工 橋梁 25 平成24年度

国土交通省 近畿地方整備局 京都第二外環状道路 小泉川橋（下り） 橋梁 25 平成24年度

国土交通省 近畿地方整備局 京都第二外環状道路 長岡京高架橋奥海印寺工区上下部橋梁工事 橋梁 25 平成24年度

国土交通省 近畿地方整備局 京都第二外環状道路 長岡京高架橋下海印寺南工区上部工事 橋梁 25 平成24年度

国土交通省 近畿地方整備局 京都第二外環状道路 西山トンネル奥海印寺工区工事 トンネル 5 平成24年度

国土交通省 近畿地方整備局 京都第二外環状道路 灰方跨道橋上部工 橋梁 10 平成24年度

国土交通省 近畿地方整備局 永平寺大野道路 小矢戸トンネル舗装工 土木構造物 25 平成24年度

国土交通省 近畿地方整備局 永平寺大野道路 松岡高架橋ＯＮランプ橋上部工事 橋梁 13 平成24年度

国土交通省 近畿地方整備局 西大津バイパス 坂本高架橋（Ｐ７５ーＰ９１）ＰＣ上部工事 橋梁 25 平成24年度

国土交通省 近畿地方整備局 福知山道路 野家高架橋上部（下り）工事 橋梁 22 平成24年度

国土交通省 近畿地方整備局 大和御所道路 六条高架橋網上部工事 床版 50 平成24年度

国土交通省 近畿地方整備局 志賀バイパス側道整備工事 その他 25 平成24年度

国土交通省 近畿地方整備局 西出堰堤工事 土木構造物 25 平成24年度
国土交通省 近畿地方整備局 和歌山岬道路 大谷高架橋南ＰＣ上部工 橋梁 90 平成24年度

国土交通省 中国地方整備局 小柄１号橋 橋梁 100 平成13年度

国土交通省 中国地方整備局 殿ダム４号橋 ダム 500 平成14年度

国土交通省 中国地方整備局 第３志津見橋 橋梁 25 平成15年度

国土交通省 中国地方整備局 毛谷高架橋 橋梁 600 平成16年度

国土交通省 中国地方整備局 江島大橋 橋梁 100 平成16年度

国土交通省 中国地方整備局 智頭高架橋 橋梁 25 平成16年度

国土交通省 中国地方整備局 尾原ダム林原１号橋 橋梁 100 平成17年度
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ＫＫシート実績表（平成29年度）

事業主体/発注者 工 事 名 工事 枚数 施工場所

国土交通省 北海道開発局 一般国道２７４号日高町千呂露橋上部工事 上部工 100 北海道日高町

国土交通省 中国地方整備局 円通寺高架橋 橋梁 175 平成18年度

国土交通省 中国地方整備局 津ノ井バイパス吉成高架橋 橋梁 25 平成19年度

国土交通省 中国地方整備局 鳥取自動車道円通寺高架橋ＰＣ第３上部工事 橋梁 300 平成19年度

国土交通省 中国地方整備局 岡山西バイパス北長瀬高架橋ＰＣ上部工事 橋梁 225 平成19年度

国土交通省 中国地方整備局 岡山西バイパス北長瀬ランプ橋 橋梁 100 平成20年度

国土交通省 中国地方整備局 尾道・松江自動車道馬洗川橋ＰＣ上部工事 橋梁 525 平成20年度

国土交通省 中国地方整備局 尾道・松江自動車道六ッ宗川橋上部工事 橋梁 475 平成20年度

国土交通省 中国地方整備局 尾道・松江自動車道飯石川橋上部工事 橋梁 50 平成20年度

国土交通省 中国地方整備局 尾道・松江自動車道大志戸川橋上部工事 橋梁 325 平成21年度

国土交通省 中国地方整備局 紀北東道路中飯降高架橋 橋梁 200 平成21年度

国土交通省 中国地方整備局 尾道・松江自動車道横畠橋ＰＣ上部工事 橋梁 250 平成21年度

国土交通省 中国地方整備局 尾道・松江自動車道別迫橋ＰＣ上部工事 橋梁 50 平成21年度

国土交通省 中国地方整備局 東広島・呉道路二級峡第一ＰＣ上部外工事 橋梁 200 平成21年度

国土交通省 中国地方整備局 仁摩温泉津道路天河内第２高架橋ＰＣ上部工事 橋梁 25 平成21年度

国土交通省 中国地方整備局 深谷川橋床版工事 橋梁 150 平成21年度

国土交通省 中国地方整備局 岩国臨港道路装東新港橋梁上部等工事 橋梁 25 平成21年度

国土交通省 中国地方整備局 尾道・松江自動車道吉田川橋ＰＣ上部工事 橋梁 725 平成21年度

国土交通省 中国地方整備局 東広島・呉道路大積川橋ＰＣ上部外工事 橋梁 400 平成21年度

国土交通省 中国地方整備局 殿ダム貯水池横断橋 橋梁 175 平成21年度

国土交通省 中国地方整備局 仁摩温泉津道路天河内第１高架橋ＰＣ上部工事 橋梁 25 平成21年度

国土交通省 中国地方整備局 尾道・松江自動車道路国兼川橋ＰＣ上部工事 橋梁 400 平成21年度

国土交通省 中国地方整備局 尾道・松江自動車道路三玉橋ＰＣ上部工事 橋梁 675 平成21年度

国土交通省 中国地方整備局 東広島・呉道路阿賀高架橋ＰＣ上部工事 橋梁 75 平成21年度

国土交通省 中国地方整備局 福波第２橋下部工事 下部工 125 平成21年度

国土交通省 中国地方整備局 三原バイパス下木原高架橋オンランプＰＣ工事 橋梁 75 平成21年度

国土交通省 中国地方整備局 尾道・松江自動車道路吉広高架橋ＰＣ上部工事 橋梁 1,375 平成21年度

国土交通省 中国地方整備局 百聞川河口管理橋上部工事 橋梁 550 平成21年度

国土交通省 中国地方整備局 山口宇部線朝田改良工事 土木構造物 50 平成21年度

国土交通省 中国地方整備局 太田川宇津橋ＰＣ上部工事 橋梁 225 平成21年度

国土交通省 中国地方整備局 尾道・松江自動車道路木ノ下高架橋外床版工事 橋梁 150 平成21年度

国土交通省 中国地方整備局 尾道・松江自動車道下門田橋ＰＣ上部工事 橋梁 1,150 平成22年度

国土交通省 中国地方整備局 東広島・呉自動車道小滝川橋ＰＣ上部工事 橋梁 450 平成22年度

国土交通省 中国地方整備局 駟馳山バイパス湯山高架橋床版工事 橋梁 25 平成22年度

国土交通省 中国地方整備局 三原バイパス下木原高架橋ＰＣ上部工事 橋梁 125 平成22年度

国土交通省 中国地方整備局 尾道・松江自動車道真金原第１橋ＰＣ工事 橋梁 525 平成22年度

国土交通省 中国地方整備局 尾道・松江自動車道正理川橋ＰＣ工事 橋梁 150 平成22年度

国土交通省 中国地方整備局 萩・三隅道路玉江橋ＰＣ上部工工事 橋梁 800 平成22年度

国土交通省 中国地方整備局 西広島バイパス廿日市高架橋宮内床版工事 橋梁 100 平成22年度

国土交通省 中国地方整備局 尾道・松江自動車道石廻高架橋ＰＣ上部工事 橋梁 650 平成22年度

国土交通省 中国地方整備局 東広島・呉道路二級峡第三橋ＰＣ上部工事 橋梁 50 平成22年度

国土交通省 中国地方整備局 尾道・松江自動車道川尻高架橋ＰＣ上部工事 橋梁 25 平成22年度

国土交通省 中国地方整備局 尾道・松江自動車道竹地川橋ＰＣ上部工事 橋梁 425 平成22年度

国土交通省 中国地方整備局 馬洗川橋ＰＣ上部工事 橋梁 750 平成22年度

国土交通省 中国地方整備局 国道９号郷田川橋架替第２工事 橋梁 50 平成22年度

国土交通省 中国地方整備局 中国横断自動車道吉田川橋ＰＣ上部工事 橋梁 175 平成22年度

国土交通省 中国地方整備局 東広島・呉道路二級峡第四橋ＰＣ上部工事 橋梁 50 平成23年度

国土交通省 中国地方整備局 尾道・松江自動車道本谷川橋下部工事 下部工 25 平成23年度
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ＫＫシート実績表（平成29年度）

事業主体/発注者 工 事 名 工事 枚数 施工場所

国土交通省 北海道開発局 一般国道２７４号日高町千呂露橋上部工事 上部工 100 北海道日高町

国土交通省 中国地方整備局 太田川小浜橋 橋梁 25 平成23年度

国土交通省 中国地方整備局 駟馳山バイパス蒲生川橋床版工事 橋梁 25 平成23年度

国土交通省 中国地方整備局 東広島・呉道路惣引谷川橋床版工事 橋梁 25 平成23年度

国土交通省 中国地方整備局 浜田・三隅道路熱田高架橋ＰＣ上部工事 橋梁 25 平成23年度

国土交通省 中国地方整備局 尾道・松江自動車道湯木川橋ＰＣ上部工事 橋梁 300 平成23年度

国土交通省 中国地方整備局 仁摩温泉津道路小浜第一高架橋ＰＣ上部 橋梁 200 平成23年度

国土交通省 中国地方整備局 尾道・松江自動車道西城川橋ＰＣ上部工事 橋梁 375 平成23年度

国土交通省 中国地方整備局 尾道・松江自動車道真金原第二橋ＰＣ上部工事 橋梁 25 平成23年度

国土交通省 中国地方整備局 尾道・松江自動車道馬船川橋ＰＣ上部工事 橋梁 150 平成23年度

国土交通省 中国地方整備局 尾道・松江自動車道後谷川橋ＰＣ上部工事 橋梁 250 平成23年度

国土交通省 中国地方整備局 浜田・三隅道路白砂高架橋ＰＣ上部工事 橋梁 25 平成23年度

国土交通省 中国地方整備局 尾道・松江自動車道湯木川橋ＰＣ上部工 橋梁 400 平成23年度

国土交通省 中国地方整備局 尾道・松江自動車道本谷川橋ＰＣ上部工工事 橋梁 150 平成23年度

国土交通省 中国地方整備局 下関バイパス綾羅木高架橋ＰＣ上部工事 橋梁 225 平成23年度

国土交通省 中国地方整備局 尾道・松江自動車道馬船川橋ＰＣ上部工 橋梁 300 平成23年度

国土交通省 中国地方整備局 野広２号橋床版工事 床版 100 平成23年度

国土交通省 中国地方整備局 尾道・松江自動車道　馬船川橋ＰＣ上部工 橋梁 25 平成24年度

国土交通省 中国地方整備局 尾道・松江自動車道　真金原第二橋上部工 橋梁 50 平成24年度

国土交通省 中国地方整備局 尾道・松江自動車道　西城川橋ＰＣ上部工 橋梁 100 平成24年度

国土交通省 中国地方整備局 尾道・松江自動車道　矢井川橋下部工 下部工 25 平成24年度

国土交通省 中国地方整備局 仁摩温泉津道路　小浜第１高架橋　ＰＣ上部工 橋梁 200 平成24年度

国土交通省 中国地方整備局 仁摩温泉津道路　湯里高架橋ＰＣ上部工事 橋梁 200 平成24年度

国土交通省 中国地方整備局 仁摩温泉津道路　馬路第１高架橋ＰＣ上部第３工事 橋梁 200 平成24年度

国土交通省 中国地方整備局 下関北バイパス　綾羅木高架橋ＰＣ第２上部工事 橋梁 250 平成24年度

国土交通省 中国地方整備局 下関北バイパス　武久第１高架橋ＰＣ上部工 橋梁 225 平成24年度

国土交通省 中国地方整備局 東広島・呉道路　馬木高架橋ＰＣ上部工 橋梁 300 平成24年度

国土交通省 中国地方整備局 東広島・呉道路　新池谷第２橋外工事 橋梁 25 平成24年度

国土交通省 中国地方整備局 ４２号　熊野宮川橋鋼上部工事 床版 25 平成24年度

国土交通省 中国地方整備局 ４２号　古川高架橋ＰＣ上部工事 橋梁 375 平成24年度

国土交通省 中国地方整備局 ２３号豊橋ＢＰ　吉前高架橋南ＰＣ上部工事 橋梁 6 平成24年度

国土交通省 中国地方整備局 下市第名和淀江道路　下市第２跨道橋外ＰＣ上部工事二跨道橋 橋梁 25 平成24年度

国土交通省 中国地方整備局 名和淀江道路　下市第２跨道橋外ＰＣ上部工 橋梁 20 平成24年度

国土交通省 中国地方整備局 浜田・三隅道路　折居川橋ＰＣ上部工事 橋梁 600 平成24年度

国土交通省 中国地方整備局 小月バイパス　堀川高架橋ＰＣ上部工事 橋梁 40 平成24年度

国土交通省 中国地方整備局 太田川新庄樋門外補修工事 土木構造物 25 平成24年度

国土交通省 中国地方整備局 木原道路　下木原第２高架橋ＰＣ上部工事 橋梁 25 平成24年度

国土交通省 四国地方整備局 元橋 橋梁 75 平成14年度

国土交通省 四国地方整備局 明倫高架橋 橋梁 50 平成14年度

国土交通省 四国地方整備局 具同高架橋 橋梁 137 平成16年度

国土交通省 四国地方整備局 浅村高架橋 橋梁 25 平成17年度

国土交通省 四国地方整備局 稲生橋 橋梁 25 平成19年度

国土交通省 四国地方整備局 具同高架橋 橋梁 75 平成19年度

国土交通省 四国地方整備局 森沢高架橋 橋梁 50 平成19年度

国土交通省 四国地方整備局 浅村高架橋 橋梁 25 平成19年度

国土交通省 四国地方整備局 平成２１－２３年度新那賀川橋上部工事 橋梁 1,125 平成21年度

国土交通省 四国地方整備局 平成２１－２３年度つづら川第８橋上部工事 橋梁 1,100 平成21年度

国土交通省 四国地方整備局 平成２０－２１年度大木高架橋上部（その２）工事 橋梁 25 平成21年度
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ＫＫシート実績表（平成29年度）

事業主体/発注者 工 事 名 工事 枚数 施工場所

国土交通省 北海道開発局 一般国道２７４号日高町千呂露橋上部工事 上部工 100 北海道日高町

国土交通省 四国地方整備局 Ｈ２１－２２年度中央公園高架橋上部工事 橋梁 50 平成22年度

国土交通省 四国地方整備局 平成２１－２２年度申生田高架橋上部第３工事 橋梁 25 平成22年度

国土交通省 四国地方整備局 Ｈ２２年度平田高架橋上部工事 橋梁 25 平成22年度

国土交通省 四国地方整備局 平成２２－２３年度祓川大橋上部第１工事 橋梁 125 平成23年度

国土交通省 四国地方整備局 松山ＪＣＴ第１高架橋上部工事 橋梁 175 平成23年度

国土交通省 四国地方整備局 東ＩＣランプ橋上部第１工事 橋梁 50 平成24年度

国土交通省 四国地方整備局 東ＩＣランプ橋 上部第３工事 橋梁 20 平成24年度

国土交通省 四国地方整備局 松山ＪＣＴ Ｆランプ橋（ＢＲー４）上部工事 橋梁 15 平成24年度

国土交通省 四国地方整備局 関高架橋上部工事 橋梁 25 平成24年度

国土交通省 四国地方整備局 土居高架橋上部第２工事 橋梁 35 平成24年度

国土交通省 四国地方整備局 平成２３－２４年度 夜須高架橋 上部第４工事 橋梁 4 平成24年度

国土交通省 四国地方整備局 平成２４ー２５年度 土居高架橋上部工事 橋梁 25 平成24年度

国土交通省 九州地方整備局 曲野橋 橋梁 100 平成13年度

国土交通省 九州地方整備局 美津留川第２橋 橋梁 25 平成14年度

国土交通省 九州地方整備局 付替国道１５号橋 橋梁 75 平成14年度

国土交通省 九州地方整備局 郡司ランプ橋 橋梁 25 平成14年度

国土交通省 九州地方整備局 白尾橋 橋梁 57 平成16年度

国土交通省 九州地方整備局 白尾ONランプ 橋梁 125 平成16年度

国土交通省 九州地方整備局 楠木橋 橋梁 25 平成16年度

国土交通省 九州地方整備局 山之口高架橋 橋梁 125 平成16年度

国土交通省 九州地方整備局 付替国道５号線 橋梁 125 平成17年度

国土交通省 九州地方整備局 福岡208号矢部川橋上部工第２工区工事 橋梁 150 平成17年度

国土交通省 九州地方整備局 矢部川橋上部工第２工区 橋梁 250 平成18年度

国土交通省 九州地方整備局 大竹野１号橋 橋梁 25 平成18年度

国土交通省 九州地方整備局 長谷橋 橋梁 125 平成18年度

国土交通省 九州地方整備局 福岡２０８号大牟田連続高架橋 橋梁 50 平成18年度

国土交通省 九州地方整備局 宮崎２１８号岡元橋上部工工事 橋梁 525 平成18年度

国土交通省 九州地方整備局 矢部川橋 橋梁 300 平成18年度

国土交通省 九州地方整備局 中里高架橋 橋梁 300 平成19年度

国土交通省 九州地方整備局 熊本宮浦３号橋 橋梁 825 平成19年度

国土交通省 九州地方整備局 熊本３号水道２号橋 橋梁 400 平成19年度

国土交通省 九州地方整備局 宮浦１号橋 橋梁 775 平成19年度

国土交通省 九州地方整備局 大野川橋 橋梁 400 平成19年度

国土交通省 九州地方整備局 東孕ランプ２号橋上部工事 橋梁 75 平成19年度

国土交通省 九州地方整備局 鹿児島２２０号鹿屋大橋上部工工事 橋梁 325 平成19年度

国土交通省 九州地方整備局 芳雄橋 橋梁 500 平成19年度

国土交通省 九州地方整備局 熊本３号花岡高架橋上部工工事 橋梁 25 平成20年度

国土交通省 九州地方整備局 福岡３号水谷高架橋上部工事上り線（Ａ１～Ｐ５）工事 橋梁 50 平成20年度

国土交通省 九州地方整備局 佐賀渕上２号橋 橋梁 50 平成20年度

国土交通省 九州地方整備局 東九州道（大隅～末吉）狩谷川橋上部工事 橋梁 50 平成20年度

国土交通省 九州地方整備局 大牟田福岡２０８号諏訪公園上部（Ｐ１～Ｐ７）工事 橋梁 75 平成20年度

国土交通省 九州地方整備局 大牟田福岡２０８号諏訪公園上部工事 橋梁 25 平成20年度

国土交通省 九州地方整備局 東九州道（佐伯～蒲生）三軒屋橋上部工事 橋梁 300 平成20年度

国土交通省 九州地方整備局 長崎４９７号真申川橋上部工事 橋梁 1,125 平成20年度

国土交通省 九州地方整備局 福岡３号陣原高架橋（Ｐ１～Ｐ４）工事 橋梁 50 平成20年度

国土交通省 九州地方整備局 福岡外環状道路橋本高架橋 橋梁 100 平成21年度

国土交通省 九州地方整備局 長崎４９７号佐世保ＩＣ橋上部工（Ｃ２ランプ）工事 橋梁 25 平成21年度
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ＫＫシート実績表（平成29年度）

事業主体/発注者 工 事 名 工事 枚数 施工場所

国土交通省 北海道開発局 一般国道２７４号日高町千呂露橋上部工事 上部工 100 北海道日高町

国土交通省 九州地方整備局 福岡２０８号皿垣高架橋上部工事（Ｐ18～Ｐ24）工事 橋梁 50 平成21年度

国土交通省 九州地方整備局 福岡２０８号皿垣高架橋上部工事（Ｐ２７～Ｐ３５）工事 橋梁 50 平成21年度

国土交通省 九州地方整備局 祝子内橋上部工 橋梁 50 平成21年度

国土交通省 九州地方整備局 嘉瀬ダム利水放流設備製作据工事 土木構造物 150 平成21年度

国土交通省 九州地方整備局 長崎４９７号佐世保ＩＣ改良４期工事 土木構造物 25 平成21年度

国土交通省 九州地方整備局 福岡１０号新吉橋上部工事 橋梁 150 平成21年度

国土交通省 九州地方整備局 鹿児島２２０号中之橋兵部工工事 橋梁 175 平成21年度

国土交通省 九州地方整備局 中津トンネル トンネル 275 平成21年度

国土交通省 九州地方整備局 福岡３号陣原高架橋ＯＮランプ上部工（Ｐ１～Ｐ６）工事 橋梁 125 平成21年度

国土交通省 九州地方整備局 熊本３号湯治川橋上部工工事 橋梁 50 平成21年度

国土交通省 九州地方整備局 東九州道（北郷～日南）内之野川橋上部工工事 橋梁 50 平成21年度

国土交通省 九州地方整備局 大牟田福岡２０８号諏訪公園ランプ橋工事 橋梁 25 平成21年度

国土交通省 九州地方整備局 木脇川水門機械設備工事 機械設備 200 平成21年度

国土交通省 九州地方整備局 福岡３号筑紫野高架橋（Ｐ１８～Ｐ２３）工事 橋梁 350 平成21年度

国土交通省 九州地方整備局 愛野島原線一本松橋りょう架替（上部工）工事 橋梁 25 平成21年度

国土交通省 九州地方整備局 一般国道２００号片島高架橋工事 橋梁 75 平成21年度

国土交通省 九州地方整備局 祝子トンネル工事 トンネル 25 平成21年度

国土交通省 九州地方整備局 河原橋上部工事 橋梁 225 平成21年度

国土交通省 九州地方整備局 東九州道（県境～北川）家田第１橋上部工事外 橋梁 50 平成21年度

国土交通省 九州地方整備局 東九州道（鹿屋～大隅）鹿ノ子第１跨道橋上部工工事 橋梁 25 平成21年度

国土交通省 九州地方整備局 内之野川橋 橋梁 100 平成21年度

国土交通省 九州地方整備局 明久川水門機械設備工事 機械設備 250 平成21年度

国土交通省 九州地方整備局 福岡３号筑紫野高架橋（P12-P16､AR1-P16）工事 橋梁 75 平成22年度

国土交通省 九州地方整備局 佐賀４９７号千々が山田ＩＣ橋 橋梁 25 平成22年度

国土交通省 九州地方整備局 東九州道（蒲江～県境）江川第一橋工事 橋梁 25 平成22年度

国土交通省 九州地方整備局 東九州道（県境～北川）北川橋工事 橋梁 225 平成22年度

国土交通省 九州地方整備局 大分２１０号天瀬改良天瀬二号橋上部工工事 橋梁 25 平成22年度

国土交通省 九州地方整備局 徳益高架橋下部工工事 下部工 25 平成22年度

国土交通省 九州地方整備局 湯田第三樋門ゲート設備外新設工事 機械設備 100 平成22年度

国土交通省 九州地方整備局 宮崎１０号祝子川橋上部工事 橋梁 175 平成22年度

国土交通省 九州地方整備局 付替市道河内橋上部工工事 橋梁 400 平成22年度

国土交通省 九州地方整備局 東九州道（北郷～日南）広渡川橋２号橋上部工工事 橋梁 675 平成22年度

国土交通省 九州地方整備局 東九州道（県境～北川）須美江トンネル新設工事 トンネル 25 平成22年度

国土交通省 九州地方整備局 高崎川築堤及び第１０号樋管改築工事 土木構造物 50 平成23年度

国土交通省 九州地方整備局 東九州道（鹿屋～曽於）梅ヶ渡川橋上部工事 橋梁 400 平成23年度

国土交通省 九州地方整備局 東九州道（蒲江～県境）森崎川橋上部工 橋梁 25 平成23年度

国土交通省 九州地方整備局 福岡３号松香台跨道橋上部工工事 橋梁 25 平成23年度

国土交通省 九州地方整備局 東九州道（鹿屋～曽於）篭谷橋上部工 橋梁 450 平成23年度

国土交通省 九州地方整備局 熊本３号湯浦川橋上部工（Ｐ３～Ｐ６） 橋梁 200 平成23年度

国土交通省 九州地方整備局（港湾空港） 鹿児島港（中央港区）橋梁（Ｃ）（Ｐ２－Ａ２）上部工事 橋梁 475 平成23年度

国土交通省 九州地方整備局 東九州道（鹿屋～曽於）篭谷橋上部工事 橋梁 50 平成23年度

国土交通省 九州地方整備局 東九州道（鹿屋～曽於）大谷川橋下部工（Ａ１）外工事 下部工 25 平成23年度

国土交通省 九州地方整備局 鹿児島３号新武岡トンネル（２期）工事 トンネル 75 平成23年度

国土交通省 九州地方整備局 東九州道（鹿屋～曽於）梅ヶ渡橋上部工事 橋梁 150 平成23年度

国土交通省 九州地方整備局（港湾空港） 鹿児島港（中央港区）橋梁（Ｃ）（Ｐ２－Ａ２）上部工事 橋梁 50 平成23年度

国土交通省 九州地方整備局 鹿児島１０号反土橋（下り）上部工工事 橋梁 25 平成23年度

国土交通省 九州地方整備局 東九州道 （鹿屋～曽於）篭谷橋 橋梁 350 平成24年度
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ＫＫシート実績表（平成29年度）

事業主体/発注者 工 事 名 工事 枚数 施工場所

国土交通省 北海道開発局 一般国道２７４号日高町千呂露橋上部工事 上部工 100 北海道日高町

国土交通省 九州地方整備局 東九州道 （鹿屋～曽於）後追跨道橋他 橋梁 25 平成24年度

国土交通省 九州地方整備局 東九州道 （鹿屋～曽於）大鳥川橋上部工 橋梁 900 平成24年度

国土交通省 九州地方整備局 東九州道 （鹿屋～曽於）梅ヶ渡川橋上部工 橋梁 75 平成24年度

国土交通省 九州地方整備局 東九州道 （鹿屋～曽於）木場田地区跨道橋 橋梁 25 平成24年度

国土交通省 九州地方整備局 東九州道 （佐伯～蒲江）番匠川橋（Ａ１～Ｐ５）工事 橋梁 200 平成24年度

国土交通省 九州地方整備局 東九州道 （佐伯～蒲江）番匠川橋上部工（Ｐ５～Ａ２）工事 橋梁 100 平成24年度

国土交通省 九州地方整備局 東九州道 （佐伯～蒲江）元越大橋上部工（Ａ１～Ｐ６）工事 橋梁 175 平成24年度

国土交通省 九州地方整備局 東九州道 （佐伯～蒲江）元越大橋上部工（Ｐ６～Ａ２）工事 橋梁 300 平成24年度

国土交通省 九州地方整備局 九州横断道 （嘉島～山都）八勢川橋上部工 橋梁 225 平成24年度

国土交通省 九州地方整備局 九州横断道 （嘉島～山都）矢形川橋上部工 橋梁 200 平成24年度

国土交通省 九州地方整備局 熊本３号　湯浦川橋上部工（Ｐ３～Ｐ６）工事 橋梁 320 平成24年度

国土交通省 九州地方整備局 熊本３号 搦手橋上部工工事 橋梁 50 平成24年度

国土交通省 九州地方整備局 鹿児島３号 宮里トンネル新設工事 トンネル 25 平成24年度

国土交通省 九州地方整備局 鹿児島１０号 反土橋（上り）上部工工事 橋梁 125 平成24年度

国土交通省 九州地方整備局 福岡２０２号 赤坂橋上部工工事 橋梁 50 平成24年度

国土交通省 九州地方整備局 福岡２０８号 徳益高架橋下部工Ｐ４７工事 下部工 25 平成24年度

国土交通省 九州地方整備局 長崎４９７号 調川２号橋上部工外１橋工事 橋梁 5 平成24年度

国土交通省 九州地方整備局 鹿児島港（中央港区）橋梁（Ｃ）（Ｐ２－Ａ２）上部工事 橋梁 475 平成24年度

国土交通省 九州地方整備局 蔵元地区掘削築堤及び第２樋管新設工 土木構造物 25 平成24年度

国土交通省 九州地方整備局 中間堰取水口設置工事 土木構造物 25 平成24年度

農林水産省 関東農政局 大井川水路橋 橋梁 100 平成16年度

農林水産省 北陸農政局 外山ダム建設工事 ダム 50 平成21年度

農林水産省 中国四国農政局 斐伊川沿岸農業水利事業山王川排水樋門建設工事 土木構造物 25 平成23年度

農林水産省 九州農政局 金丸・平野ファームポンド建設工事 ＰＣタンク 150 平成21年度

農林水産省 九州農政局 曽於北部（二期）農業水利事業大峯ﾌｧｰﾑﾎﾟﾝﾄﾞ建設工事 ＰＣタンク 75 平成22年度

農林水産省 九州農政局 西諸（一期）農業水利事業浜ノ瀬ダム付替道路市道橋梁建設工事 橋梁 150 平成24年度

内閣府 沖縄総合事務局 南浜３号橋 橋梁 100 平成13年度

内閣府 沖縄総合事務局 南浜１号橋 橋梁 50 平成13年度

内閣府 沖縄総合事務局 大北高架橋 橋梁 50 平成15年度

内閣府 沖縄総合事務局 平成２０年度億首ﾀﾞﾑ工事用道路橋梁上部工工事 橋梁 150 平成20年度

内閣府 沖縄総合事務局 平成２０年度若狭高架橋（Ｐ８～Ｐ１３）工事 橋梁 575 平成21年度

内閣府 沖縄総合事務局 平成２１年度恩納ＢＰ９号橋 橋梁 75 平成21年度

内閣府 沖縄総合事務局 平成２１年与根高架橋上部工（上りＰ２９～Ｐ３５）工事 橋梁 250 平成21年度

内閣府 沖縄総合事務局 糸満高架橋（下り線）工事 橋梁 225 平成22年度

内閣府 沖縄総合事務局 若狭高架橋上部工（ＣＡ１～Ｐ１８）工事 橋梁 50 平成22年度

内閣府 沖縄総合事務局 若狭高架橋上部工（ＢＡ１～Ｐ１８）工事 橋梁 275 平成22年度

内閣府 沖縄総合事務局 Ｈ２２年度報得川高架橋上部工（上りＰ６～Ｐ１２）工事 橋梁 300 平成22年度

内閣府 沖縄総合事務局 Ｈ２２年度報得川高架橋床版工（上りＰ１５～Ｐ１６）工事 橋梁 300 平成22年度

内閣府 沖縄総合事務局 Ｈ２２年度報得川高架橋上部工（上りＰ１２～Ｐ１５）工事 橋梁 400 平成23年度

内閣府 沖縄総合事務局 Ｈ２２年度東風平高架橋上部工（下りＰ６～Ｐ８）工事 橋梁 75 平成23年度

内閣府 沖縄総合事務局 Ｈ２２年度東風平高架橋上部工（下りＰ８～Ｐ１１）工事 橋梁 50 平成23年度

内閣府 沖縄総合事務局 那覇港　（浦添ふ頭地区）臨港道路 （浦添線） 西洲陸側橋梁上部工 橋梁 25 平成24年度

内閣府 沖縄総合事務局 那覇港　（浦添ふ頭地区）臨港道路 （浦添線） 空寿崎陸側橋梁上部工工事 橋梁 175 平成24年度

内閣府 沖縄総合事務局 豊見城高架橋上部工（下りＰ７～Ｐ１３）工事 橋梁 40 平成24年度

内閣府 沖縄総合事務局 豊見城高架橋上部工（下りＰ１３～Ｐ１９） 橋梁 26 平成24年度

内閣府 沖縄総合事務局 西原地区１号橋上部工（下り）工事 橋梁 686 平成24年度
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ＫＫシート実績表（平成29年度）

事業主体/発注者 工 事 名 工事 枚数 施工場所

国土交通省 北海道開発局 一般国道２７４号日高町千呂露橋上部工事 上部工 100 北海道日高町

発注者（高速道路関係） 工事 枚数 施工場所

日本道路公団 東北支社 三和橋ＰＣ上部工 橋梁 1,049 平成15年度

日本道路公団 東北支社 芦川第一橋 橋梁 500 平成16年度

日本道路公団 東北支社 芦川第二橋 橋梁 350 平成16年度

日本道路公団 関東支社 鬼怒川橋 橋梁 1,750 平成16年度

日本道路公団 北陸支社 新館橋 橋梁 50 平成16年度

日本道路公団 北陸支社 上信越自動車道日向橋 橋梁 175 平成17年度

日本道路公団 中部支社 江黒橋 橋梁 475 平成15年度

日本道路公団 中部支社 板山橋ＰＣ上部工 橋梁 556 平成16年度

日本道路公団 九州支社 長崎自動車道 橋梁 50 平成14年度

日本道路公団 九州支社 長野川橋 橋梁 225 平成16年度

日本道路公団 九州支社 東九州自動車道城ｹ迫谷橋 橋梁 25 平成17年度

ＮＥＸＣＯ 東日本高速道路（株） 磐越自動車道上好間川橋 橋梁 50 平成18年度

ＮＥＸＣＯ 東日本高速道路（株） 北関東自動車道岩瀬高架橋 橋梁 150 平成18年度

ＮＥＸＣＯ 東日本高速道路（株） 北関東自動車道出流原（ＰＣ上部工事） 橋梁 50 平成21年度

ＮＥＸＣＯ 東日本高速道路（株） 常磐自動車道熊川橋ＰＣ上部工事 橋梁 250 平成21年度

ＮＥＸＣＯ 東日本高速道路（株） 常磐自動車道羽黒川橋（下部工）工事 下部工 25 平成21年度

ＮＥＸＣＯ 東日本高速道路（株） 常磐自動車道高瀬川橋（鋼上部工）工事 橋梁 1,100 平成22年度

ＮＥＸＣＯ 東日本高速道路（株） 常磐自動車道浪江工事 下部工 25 平成22年度

ＮＥＸＣＯ 東日本高速道路㈱ 首都圏中央連絡自動車道桂橋（ＰＣ上部工）工事 橋梁 150 平成23年度

ＮＥＸＣＯ 東日本高速道路(株) 常磐自動車道　沼ノ沢橋（ＰＣ上部工）工事 橋梁 625 平成24年度

ＮＥＸＣＯ 中日本高速道路（株） 東海北陸道貝付橋 橋梁 400 平成18年度

ＮＥＸＣＯ 中日本高速道路（株） 第二東名高速道路小河原橋（ＰＣ上部工）下り線工事 橋梁 550 平成19年度

ＮＥＸＣＯ 中日本高速道路（株） 第二東名高速道路上長窪橋（ＰＣ上部工）上り線工事 橋梁 175 平成20年度

ＮＥＸＣＯ 中日本高速道路（株） 東海北陸自動車道大和橋（ＰＣ上部工）工事 橋梁 100 平成20年度

ＮＥＸＣＯ 中日本高速道路（株） 第二東名高速道路谷津川橋（ＰＣ上部工）下り線工事 橋梁 100 平成20年度

ＮＥＸＣＯ 中日本高速道路（株） 第二東名高速道路松沢川橋（鋼上部工）工事 橋梁 100 平成20年度

ＮＥＸＣＯ 中日本高速道路（株） 第二東名高速道路上伊佐布第三高架橋（PC上部工）下り線工事 橋梁 1,925 平成21年度

ＮＥＸＣＯ 中日本高速道路（株） 第二東名高速道路生平橋他２橋（PC上部工）工事 橋梁 105 平成22年度

ＮＥＸＣＯ 中日本高速道路（株） 第二東名高速道路乙川橋工事 橋梁 675 平成22年度

ＮＥＸＣＯ 中日本高速道路（株） 第二東名高速道路霞川橋工事 橋梁 250 平成22年度

ＮＥＸＣＯ 中日本高速道路（株） 第二東名高速道路黄柳川橋工事 橋梁 175 平成22年度

ＮＥＸＣＯ 中日本高速道路（株） 第二東名高速道路豊田巴川橋他５橋（PC上部工）工事 橋梁 600 平成22年度

ＮＥＸＣＯ 中日本高速道路（株） 第二東名高速道路青木川橋（PC上部工）工事 橋梁 375 平成22年度

ＮＥＸＣＯ 中日本高速道路（株） 第二東名高速道路新戸川橋工事 橋梁 75 平成23年度

ＮＥＸＣＯ 中日本高速道路（株） 舞鶴若狭自動車道路高野工事 土木構造物 25 平成23年度

ＮＥＸＣＯ 中日本高速道路㈱ 第二東名高速道路臼子橋工事 橋梁 425 平成23年度

ＮＥＸＣＯ 中日本高速道路㈱ 第二東名高速道路青木川橋（ＰＣ上部工） 橋梁 75 平成23年度

ＮＥＸＣＯ 中日本高速道路（株） 第二東名高速道路名高田高架橋外１橋（PC上部工）工事 橋梁 75 平成23年度

ＮＥＸＣＯ 中日本高速道路㈱ 第二東名高速道路新戸川橋工事 橋梁 375 平成23年度

ＮＥＸＣＯ 中日本高速道路㈱ 第二東名高速道路小阿寺川橋工事 橋梁 200 平成23年度

ＮＥＸＣＯ 中日本高速道路㈱ 第二東名高速道路豊川橋外１橋（ＰＣ上部工）工事 橋梁 250 平成23年度

ＮＥＸＣＯ 中日本高速道路㈱ 第二東名高速道路豊田巴川橋他５橋（ＰＣ上部工）工事 橋梁 200 平成23年度

ＮＥＸＣＯ 中日本高速道路(株) 第二東名高速道路　豊田巴川橋他5橋（PC上部工）工事 橋梁 1,675 平成24年度

ＮＥＸＣＯ 中日本高速道路(株) 第二東名高速道路　豊川橋他１橋（ＰＣ上部工）工事 橋梁 1,575 平成24年度

ＮＥＸＣＯ 中日本高速道路(株) 第二東名高速道路　名高田架橋外１橋（ＰＣ上部工）工事 橋梁 100 平成24年度
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ＫＫシート実績表（平成29年度）

事業主体/発注者 工 事 名 工事 枚数 施工場所

国土交通省 北海道開発局 一般国道２７４号日高町千呂露橋上部工事 上部工 100 北海道日高町

ＮＥＸＣＯ 中日本高速道路(株) 第二東名高速道路　臼子橋工事 橋梁 200 平成24年度

ＮＥＸＣＯ 中日本高速道路(株) 第二東名高速道路　郡界川橋工事 橋梁 1,650 平成24年度

ＮＥＸＣＯ 中日本高速道路(株) 第二東名高速道路　新戸川橋工事 橋梁 175 平成24年度

ＮＥＸＣＯ 中日本高速道路(株) 第二東名高速道路　境川橋他１橋工事 橋梁 125 平成24年度

ＮＥＸＣＯ 中日本高速道路(株) 第二東名高速道路　新戸川橋工事 橋梁 80 平成24年度

ＮＥＸＣＯ 中日本高速道路(株) 紀勢自動車　道井戸谷橋外２橋（ＰＣ上部工） 橋梁 50 平成24年度

ＮＥＸＣＯ 中日本高速道路(株) 舞鶴若狭自動車道　笙の川橋工事 橋梁 52 平成24年度

ＮＥＸＣＯ 西日本高速道路（株） 尾道自動車道御調川橋梁（鋼上部工）工事 橋梁 250 平成18年度

ＮＥＸＣＯ 西日本高速道路（株） 東九州自動車道やよい橋（ＰＣ上部工）工事 橋梁 25 平成19年度

ＮＥＸＣＯ 西日本高速道路（株） 東九州自動車道前川橋下部工事 下部工 25 平成19年度

ＮＥＸＣＯ 西日本高速道路（株） 東九州自動車道前川橋上部工事 橋梁 75 平成19年度

ＮＥＸＣＯ 西日本高速道路（株） 尾道自動車道倭文高架橋 橋梁 400 平成19年度

ＮＥＸＣＯ 西日本高速道路（株） 東九州自動車道末吉工事 下部工 25 平成19年度

ＮＥＸＣＯ 西日本高速道路（株） 尾道自動車道木梨第一高架橋（PC上部工）工事 橋梁 75 平成19年度

ＮＥＸＣＯ 西日本高速道路（株） 舞鶴若狭自動車道路野代高架橋（ＰＣ上部工）工事 橋梁 725 平成20年度

ＮＥＸＣＯ 西日本高速道路（株） 尾道自動車道円通寺高架橋（ＰＣ上部工）工事 橋梁 250 平成20年度

ＮＥＸＣＯ 西日本高速道路（株） 知谷トンネル工事 トンネル 100 平成20年度

ＮＥＸＣＯ 西日本高速道路（株） 東九州自動車道新原橋上部工事 橋梁 800 平成20年度

ＮＥＸＣＯ 西日本高速道路（株） 東九州自動車道（大隅～末吉）狩谷川橋上部工事 橋梁 50 平成20年度

ＮＥＸＣＯ 西日本高速道路（株） 東九州自動車道切原川橋（ＰＣ上部工）工事 橋梁 400 平成20年度

ＮＥＸＣＯ 西日本高速道路（株） 東九州自動車道名貫川橋（ＰＣ上部工）工事 橋梁 25 平成20年度

ＮＥＸＣＯ 西日本高速道路（株） 関門ﾄﾝﾈﾙ床版補修工事 トンネル 25 平成22年度

ＮＥＸＣＯ 西日本高速道路（株） 東九州自動車道田久保川橋（ＰＣ上部工）工事 橋梁 75 平成23年度

ＮＥＸＣＯ 西日本高速道路㈱ 東九州自動車道田久保川橋（ＰＣ上部工） 橋梁 25 平成23年度

ＮＥＸＣＯ 西日本高速道路(株) 東九州自動車道　上町川橋（ＰＣ上部工）工事 橋梁 275 平成24年度

ＮＥＸＣＯ 西日本高速道路(株) 東九州自動車道　田久保川橋（ＰＣ上部工） 橋梁 50 平成24年度

ＮＥＸＣＯ 西日本高速道路(株) 東九州自動車道　征矢原川橋(ＰＣ上部工) 橋梁 150 平成24年度

ＮＥＸＣＯ 西日本高速道路(株) 伊呂波川高架橋（PC上部工）工事 橋梁 250 平成24年度

ＮＥＸＣＯ 西日本高速道路(株) 新名神高速道路　高槻インターチェンジ工事 橋梁 5 平成24年度

高速道路各社 首都高速道路(株) （負）溝田橋交差点改良工事 土木構造物 150 平成24年度

発注者（地方自治体関係） 工事 枚数 納入年度

地方自治体 北海道旭川土木現業所 新永隆橋 橋梁 625 平成19年度

地方自治体 北海道札幌土木現業所 望郷橋上部工事 橋梁 1,025 平成20年度

地方自治体 北海道札幌土木現業所 江竜橋上部（１工区）工事 橋梁 1,500 平成20年度

地方自治体 北海道札幌土木現業所 江竜橋上部（2工区）工事 橋梁 750 平成21年度

地方自治体 北海道札幌土木現業所 当別１２号橋（桁製作）工事 橋梁 25 平成21年度

地方自治体 北海道 奥尻島改良工事（ラント橋上部工） 橋梁 250 平成21年度

地方自治体 北海道札農政部 毛根中島橋 橋梁 50 平成22年度

地方自治体 北海道札幌建設管理部 柏木川流域治水対策工事（長松川工区）長谷川橋上部工事 橋梁 25 平成22年度

地方自治体 北海道 ３・４・１０２錦大通交付金工事（上部工）　 橋梁 75 平成24年度

地方自治体 北海道北見市 １条橋架替工事１工区 橋梁 50 平成24年度

地方自治体 青森県 小泊２号橋 橋梁 100 平成13年度

地方自治体 青森県 糠塚橋 橋梁 50 平成17年度

地方自治体 青森県 新城消雪造成工事 土木構造物 50 平成20年度

地方自治体 青森県 主要地方道一戸山形線堂ノ前橋上部工事 橋梁 25 平成21年度
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ＫＫシート実績表（平成29年度）

事業主体/発注者 工 事 名 工事 枚数 施工場所

国土交通省 北海道開発局 一般国道２７４号日高町千呂露橋上部工事 上部工 100 北海道日高町

地方自治体 青森県 つがる大橋 橋梁 350 平成22年度

地方自治体 青森県 第二津軽大橋 橋梁 250 平成24年度

地方自治体 青森県 白銀市川環状線道路　改築(橋梁)工事(桔梗野橋） 橋梁 50 平成24年度

地方自治体 岩手県 長安寺橋 橋梁 25 平成16年度

地方自治体 岩手県 中央大橋 橋梁 350 平成16年度

地方自治体 岩手県 豊年橋上部工工事 橋梁 225 平成19年度

地方自治体 岩手県 簗川ダム１４号橋 橋梁 225 平成21年度

地方自治体 岩手県 簗川３号橋 橋梁 25 平成21年度

地方自治体 岩手県 簗川ダム８号橋 橋梁 400 平成21年度

地方自治体 岩手県 簗川ダム１０号橋 橋梁 150 平成22年度

地方自治体 岩手県 津付ダム付替国道３９７号２号橋上部製作架設工事 橋梁 50 平成22年度

地方自治体 岩手県 一般侍浜夏井線（仮称）本波橋上部工事 橋梁 275 平成23年度

地方自治体 岩手県 津付ダム付替国道３９７号１号橋上部製作架設工事 橋梁 300 平成23年度

地方自治体 岩手県 一般国道106号　（仮称）川目橋上部工架設工事　　　 橋梁 25 平成24年度

地方自治体 岩手県 主要地方道北上東和線　(仮称)平成橋上部工製作・架設工事 橋梁 25 平成24年度

地方自治体 岩手県盛岡市 明治橋山岸線　（Ⅲ工区）山賀橋上部工 橋梁 25 平成24年度

地方自治体 宮城県 なみいた大橋 橋梁 25 平成17年度

地方自治体 宮城県 七北田橋 橋梁 25 平成19年度

地方自治体 宮城県 平成２１年度広域河川１８－００８号放水路１号橋上部工事 橋梁 100 平成21年度

地方自治体 宮城県 金ヶ瀬さくら大橋上部工事 橋梁 325 平成23年度

地方自治体 仙台市交通局 仙台東西線、青葉山駅他工事 土木構造物 100 平成21年度

地方自治体 仙台市交通局 地下鉄東西線広瀬川橋りょう外工事 橋梁 175 平成21年度

地方自治体 仙台市交通局 地下鉄東西線連坊工区工事 土木構造物 725 平成21年度

地方自治体 仙台市交通局 地下鉄東西線薬師堂工区工事 土木構造物 125 平成22年度

地方自治体 仙台市交通局 地下鉄東西線卸町工区工事 土木構造物 275 平成22年度

地方自治体 仙台市交通局 地下鉄東西線広瀬川橋梁工事 橋梁 175 平成22年度

地方自治体 仙台市交通局 地下鉄東西線新寺工区土木工事 土木構造物 125 平成23年度

地方自治体 仙台市交通局 仙台市高速東西線荒川車庫工区（その３）土木工事 土木構造物 125 平成23年度

地方自治体 仙台市交通局 地下鉄東西線卸町工事 土木構造物 75 平成23年度

地方自治体 仙台市交通局 地下鉄東西線荒井車庫（その３） 土木構造物 250 平成23年度

地方自治体 仙台市交通局 地下鉄東西線青葉山駅工事 土木構造物 25 平成23年度

地方自治体 宮城県 平成２３年度　　社道Ａ６－１－A01号新毘沙門橋橋梁下部工補強工事 下部工 25 平成24年度

地方自治体 宮城県仙台市 （市）青野木鳴合線（仮称）新鳴合橋新設工 橋梁 50 平成24年度

地方自治体 宮城県仙台市 仙台市高速鉄道東西線　荒井車庫（その３） 土木構造物 100 平成24年度

地方自治体 宮城県仙台市 仙台市高速鉄道東西線　卸町工区 土木構造物 75 平成24年度

地方自治体 宮城県仙台市 仙台市高速鉄道東西線　広瀬川橋りょう外工区土木工事 橋梁 50 平成24年度

地方自治体 宮城県仙台市 仙台市高速鉄道東西線　新寺工区 土木構造物 25 平成24年度

地方自治体 宮城県仙台市 仙台市高速鉄道東西線　連坊工区 土木構造物 75 平成24年度

地方自治体 宮城県仙台市 仙台市高速鉄道東西線　卸町工区土木工区　 土木構造物 50 平成24年度

地方自治体 秋田県 岩谷橋その２ 橋梁 50 平成13年度

地方自治体 秋田県 大曲南大橋 橋梁 800 平成14年度

地方自治体 秋田県 秋田中央道路整備工事 橋梁 100 平成16年度

地方自治体 秋田県 豊成大橋上部工工事 橋梁 375 平成21年度

地方自治体 秋田県 豊成こ線橋 橋梁 75 平成22年度

地方自治体 秋田県 二ツ森吉線・高長橋 橋梁 100 平成23年度

地方自治体 秋田県 （黒竜橋）地方特定道路整備工事 橋梁 25 平成23年度
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ＫＫシート実績表（平成29年度）

事業主体/発注者 工 事 名 工事 枚数 施工場所

国土交通省 北海道開発局 一般国道２７４号日高町千呂露橋上部工事 上部工 100 北海道日高町

地方自治体 山形県 脇ノ沢橋 橋梁 125 平成19年度

地方自治体 山形県 村山高瀬川橋架替工事 橋梁 200 平成24年度

地方自治体 福島県 長大３号橋 橋梁 175 平成13年度

地方自治体 福島県 安達橋 橋梁 700 平成14年度

地方自治体 福島県 耳語橋 橋梁 250 平成15年度

地方自治体 福島県 塩坪橋 橋梁 25 平成16年度

地方自治体 福島県 梁川大橋 橋梁 75 平成17年度

地方自治体 福島県 梁川大橋 橋梁 150 平成18年度

地方自治体 福島県 西沢橋 橋梁 425 平成20年度

地方自治体 福島県 広域営農団地農業整備２２０１工事東白川地区橋梁 橋梁 600 平成22年度

地方自治体 福島県 新松川橋 橋梁 575 平成23年度

地方自治体 福島県須賀川市 江持橋 橋梁 425 平成14年度

地方自治体 茨城県 馬内橋 橋梁 25 平成14年度

地方自治体 茨城県 木島橋 橋梁 200 平成19年度

地方自治体 茨城県 （仮称）鬼怒川新橋３工区 橋梁 450 平成21年度

地方自治体 茨城県 鬼怒川新橋 橋梁 450 平成21年度

地方自治体 茨城県 国道２４５号新茂宮橋 橋梁 150 平成21年度

地方自治体 茨城県 那珂川新橋第１工区 橋梁 175 平成21年度

地方自治体 茨城県 （仮称）藤代跨線橋（南側P4-A2） 橋梁 25 平成23年度

地方自治体 茨城県 橋梁整備工事（仮称）那珂川新橋 床版 200 平成23年度

地方自治体 茨城県 国補地道　橋梁上部工事（仮称）那珂川新橋　　 橋梁 775 平成24年度

地方自治体 茨城県 来栖第２跨線橋（Ａ２側） 橋梁 25 平成24年度

地方自治体 栃木県 野沢高架橋 橋梁 25 平成14年度

地方自治体 栃木県 鎧塚橋 橋梁 50 平成15年度

地方自治体 栃木県 前原跨線橋 橋梁 37 平成16年度

地方自治体 栃木県 江川橋その２上部工事 橋梁 50 平成17年度

地方自治体 栃木県 湯西川ダム２４号橋 橋梁 175 平成17年度

地方自治体 栃木県 一般国道１１９号関堀立体（仮称）上部工建設工事その２ 橋梁 50 平成19年度

地方自治体 栃木県 主要地方道栃木二宮線大道泉橋取付高架橋（仮称）上部建設工事 橋梁 50 平成21年度

地方自治体 栃木県 ３・３・３号小山栃木都賀線平柳橋（仮称）上部建設工事その７ 橋梁 25 平成23年度

地方自治体 栃木県 一般県道作原田沼線旗川大橋（仮称）上部工建設工事 橋梁 50 平成23年度

地方自治体 栃木県 土沢高架橋 橋梁 325 平成23年度

地方自治体 栃木県芳賀町 机・金山線久津方上橋上部工工事 橋梁 25 平成21年度

地方自治体 群馬県 赤谷川橋（布施宿滝谷橋） 橋梁 50 平成14年度

地方自治体 群馬県 社会資本総合整備（活力創出基盤整備）　（仮称）湖面１号橋上部工分割１号 橋梁 425 平成24年度

地方自治体 群馬県 社会資本総合整備（活力創出基盤整備）　（仮称）湖面１号橋上部工分割2号）　 橋梁 725 平成24年度

地方自治体 群馬県 単独公共ふるさと農道緊急整備事業　榛名川橋梁（仮称）上部工製作架設工事 床版 13 平成24年度

地方自治体 埼玉県 中川流域処理場９号水処理反応タンク築造く体工事 タンク 550 平成22年度

地方自治体 埼玉県 中川流域処理場９号水処理 終沈殿池築造く体工事 土木構造物 825 平成22年度

地方自治体 さいたま市 大久保浄水場 土木構造物 50 平成19年度

地方自治体 三郷市 新三郷高度浄水場 土木構造物 200 平成19年度

公　社 埼玉県下水道公社 荒川左岸南部流域下水道終末処理場７号水処理 終殿池築造く体工事 土木構造物 500 平成21年度

地方自治体 埼玉県 社会資本整備総合交付金（改築）工事　（行田大橋上部工２工区）  橋梁 7 平成24年度

地方自治体 埼玉県 社会資本整備総合交付金（改築）工事　（新東松山橋上部工その１） 橋梁 100 平成24年度
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ＫＫシート実績表（平成29年度）

事業主体/発注者 工 事 名 工事 枚数 施工場所

国土交通省 北海道開発局 一般国道２７４号日高町千呂露橋上部工事 上部工 100 北海道日高町

地方自治体 埼玉県 社会資本整備総合交付金（改築）工事　（新東松山橋上部工その２）　 橋梁 75 平成24年度

地方自治体 埼玉県 社会資本整備総合交付金（改築）工事　（新東松山橋上部工その３） 橋梁 50 平成24年度

地方自治体 埼玉県 地方特定道路（改築）整備工事　（仮称）贄川２号橋上部工）  橋梁 25 平成24年度

地方自治体 埼玉県 入西赤沼線橋梁工事 橋梁 40 平成24年度

地方自治体 埼玉県蕨市 北町１丁目雨水調整池築造工事 土木構造物 100 平成24年度

地方自治体 千葉県 銚子大橋 橋梁 50 平成19年度

地方自治体 千葉県 一宮橋 橋梁 50 平成20年度

地方自治体 千葉県 八街市跨線橋桁製作工事 橋梁 200 平成21年度

地方自治体 千葉県 国道３５７号線登戸交差点立体化工事 土木構造物 50 平成22年度

地方自治体 千葉県船橋市 高瀬下水処理場 土木構造物 175 平成19年度

地方自治体 千葉県旭市 旭市道橋 橋梁 25 平成22年度

地方自治体 千葉県市原市 市道６４２３号線手綱橋架替工事（上部工） 橋梁 3 平成24年度

地方自治体 千葉県北千葉広域水道企業団 北千葉浄水場　高度浄水オゾン処理施設及び生物活性炭施設築造工事 土木構造物 200 平成24年度

地方自治体 東京都水道局 朝霞浄水場 隔壁打継ぎ 1,325 平成14年度

地方自治体 東京都下水道局 新河岸東処理場 下水処理場 100 平成16年度

地方自治体 東京都水道局 大久保浄水場 隔壁打継ぎ 50 平成16年度

地方自治体 東京都水道局 江戸川浄水場 隔壁打継ぎ 375 平成16年度

地方自治体 東京都 中央線立体（PRC6） 橋梁 25 平成17年度

地方自治体 東京都 新河岸東（浮間水再生ｾﾝﾀｰ） 土木構造物 225 平成18年度

地方自治体 東京都 三和橋 橋梁 25 平成18年度

地方自治体 東京都 狛江高校格闘技棟工事 建築 25 平成20年度

地方自治体 東京都 永田橋上部製作・架設工事 橋梁 275 平成21年度

地方自治体 東京都 高瀬橋 橋梁 1,300 平成22年度

地方自治体 東京都水道局 江北給水所（仮称）築造に伴う地盤改良工事 土木構造物 225 平成23年度

地方自治体 東京都水道局 三郷浄水場高度浄水施設（二期）築造工事 土木構造物 50 平成23年度

地方自治体 東京都 高瀬橋（仮称）ＰＣけた製作・架設工事 橋梁 450 平成23年度

地方自治体 東京都 町田小山陸橋（仮称）ＰＣけた製作・架設（２３南東－多摩３・１・６小山１工区） 橋梁 50 平成23年度

地方自治体 東京都 中央環状線五反田換気所下部工事 土木構造物 450 平成23年度

地方自治体 東京都 神田川Ｂ工事 土木構造物 50 平成23年度

地方自治体 東京都三鷹市 井の頭公園入口橋 橋梁 75 平成21年度

地方自治体 東京都葛飾区 綾瀬川水戸橋 橋梁 25 平成22年度

地方自治体 東京都葛飾区 都市計画道路補助第264号線（三和橋付近）橋梁架替（その8）工事 橋梁 50 平成23年度

地方自治体 東京都 朝潮運河橋梁 橋梁 25 平成24年度

地方自治体 東京都 神谷陸橋長命化工事 床版 5 平成24年度

地方自治体 東京都 西武鉄道池袋線（石神井駅高架化） 橋梁 50 平成24年度

地方自治体 東京都 中央環状線五反田換気所下部工事 土木構造物 225 平成24年度

地方自治体 東京都 中央環状品川線シールドトンネル工事－２ トンネル 50 平成24年度

地方自治体 神奈川県 さがみ縦貫道上依知高架橋 橋梁 50 平成17年度

地方自治体 横浜市 舞岡川遊水池建設工事 土木構造物 375 平成21年度

地方自治体 横浜市 南戸塚高架橋 橋梁 50 平成22年度

地方自治体 川崎市 川崎市東京丸子線道路築造工事 土木構造物 25 平成23年度

地方自治体 神奈川県川崎市 川崎市東京丸子線道路築造工事 土木構造物 25 平成24年度

地方自治体 神奈川県横浜市 青山沈でん池改良工事 その他 100 平成24年度

地方自治体 新潟県 笹山橋（床版工工事） 橋梁 25 平成14年度

地方自治体 新潟県 第二田海橋 橋梁 150 平成16年度
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ＫＫシート実績表（平成29年度）

事業主体/発注者 工 事 名 工事 枚数 施工場所

国土交通省 北海道開発局 一般国道２７４号日高町千呂露橋上部工事 上部工 100 北海道日高町

地方自治体 新潟県 安政橋 橋梁 25 平成21年度

地方自治体 新潟県 新川大橋 橋梁 400 平成21年度

地方自治体 新潟県 西頸城（交）平成２０年度能生第４工区濁澄橋上部建設工事 橋梁 25 平成22年度

地方自治体 新潟県 一般国道３４５号　総合交付金（国道改築）旭橋上部工工事 橋梁 625 平成24年度

地方自治体 富山県 二塚高架橋（３） 橋梁 25 平成13年度

地方自治体 富山県 ほたる橋 橋梁 75 平成13年度

地方自治体 富山県 姫川上部工 橋梁 200 平成16年度

地方自治体 富山県 成願寺川橋 橋梁 50 平成17年度

地方自治体 富山県 利賀ダム工事用道路その９工事 土木構造物 25 平成20年度

地方自治体 富山県 別荘川橋梁上部工工事 橋梁 25 平成21年度

地方自治体 富山県 都市計画道路高熊井田線街路創造交付金久婦須川橋梁上部工事 橋梁 50 平成22年度

地方自治体 富山県 福田高架橋 橋梁 100 平成22年度

地方自治体 富山県 魚津角川橋 橋梁 375 平成22年度

地方自治体 富山県 富山大橋 橋梁 100 平成22年度

地方自治体 富山県 都市計画道路高熊線街路創造交付金久婦須川橋梁上部工工事 橋梁 25 平成22年度

地方自治体 富山県 主要地方道高岡環状線道路改築福田高架橋オンランプ上部工工事 橋梁 50 平成23年度

地方自治体 富山県 一般県道姫野能町線　道路総合交付金左岸高架橋上部工その２工事 橋梁 75 平成24年度

地方自治体 富山県 主要地方道小杉婦中線　針原跨線橋上部工その１工事 橋梁 50 平成24年度

地方自治体 富山県 小矢部川水系　池川特定緊急砂防北野橋 橋梁 25 平成24年度

地方自治体 石川県 若山大橋 橋梁 825 平成14年度

地方自治体 石川県 田上橋 橋梁 125 平成16年度

地方自治体 石川県 向栗崎湊大橋 橋梁 150 平成16年度

地方自治体 石川県 七海二号橋 橋梁 250 平成16年度

地方自治体 石川県 七海三号高架橋 橋梁 175 平成16年度

地方自治体 石川県 七尾ＰＣタンク タンク 25 平成19年度

地方自治体 石川県 一般国道249号国道改築地域連携推進工事（大谷大橋上部第1工区） 橋梁 250 平成21年度

地方自治体 石川県 主要地方道松任宇ノ気線道路改良Ｂ工事（函渠工その２） 土木構造物 25 平成22年度

地方自治体 石川県 主要地方道金沢田鶴浜線　地方道改築（内灘海浜橋上部工１工区） 橋梁 250 平成24年度

地方自治体 福井県 戸谷片屋高架橋 橋梁 75 平成23年度

地方自治体 山梨県 下河東高架７号橋 橋梁 50 平成16年度

地方自治体 山梨県 主要地方道韮崎線ｱﾙﾌﾟｽ中央線成島高架１号橋上部工建設工事 橋梁 200 平成19年度

地方自治体 山梨県 成島高架７号橋上部工建設工事 橋梁 625 平成19年度

地方自治体 山梨県 飯田橋 橋梁 25 平成21年度

地方自治体 山梨県 若草７号橋上部工工事 橋梁 75 平成22年度

地方自治体 山梨県 茅ヶ岳東部地区亀沢大橋（仮称）上部その３工事 橋梁 400 平成22年度

地方自治体 山梨県 茅ヶ岳東部地区亀沢大橋（仮称）上部その2工事 橋梁 125 平成23年度

地方自治体 山梨県 茅ヶ岳東部地区亀沢大橋（仮称）上部その１工事 橋梁 100 平成23年度

地方自治体 長野県 戸沢橋 橋梁 50 平成15年度

地方自治体 長野県 平成１７度国補総合流域防災工事 橋梁 50 平成18年度

地方自治体 長野県 大平２号橋 橋梁 75 平成19年度

地方自治体 長野県 柳川大橋６工区 橋梁 300 平成19年度

地方自治体 長野県 茂菅１号橋 橋梁 250 平成19年度

地方自治体 長野県 夜間瀬川橋 橋梁 900 平成19年度

地方自治体 長野県 御作田５工区 橋梁 50 平成19年度

地方自治体 長野県 社会資本整備総合交付金合併工事（米峰５工区） 橋梁 250 平成23年度
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ＫＫシート実績表（平成29年度）

事業主体/発注者 工 事 名 工事 枚数 施工場所

国土交通省 北海道開発局 一般国道２７４号日高町千呂露橋上部工事 上部工 100 北海道日高町

地方自治体 長野県 Ｈ２２東笠原橋梁上部工事 橋梁 50 平成23年度

地方自治体 長野県長野市 茂管２号橋 橋梁 125 平成14年度

地方自治体 長野市 長野市運動公園雨水調整池 土木構造物 525 平成21年度

地方自治体 長野県 国庫補助治水ダム建設事業　浅川ダム建設 ダム 25 平成24年度

地方自治体 長野県 社会資本整備総合交付金工事（国）４０３号　中央橋架替（３） 橋梁 100 平成24年度

地方自治体 長野県 社会資本整備総合交付金工事（国）４０３号　中央橋架替（５） 橋梁 100 平成24年度

地方自治体 長野県 平成２３年度　　（主）天竜公園阿智線下伊那郡阿智村伍和１工区（伍和橋） 橋梁 105 平成24年度

地方自治体 各務原市 各務原大橋 橋梁 400 平成22年度

地方自治体 岐阜県各務原市 （仮称）那加小網右岸アプローチ橋上部工事 橋梁 25 平成23年度

地方自治体 岐阜県 県営基幹農道整備事業　山口３期地区椿大橋（上部）新設工事 橋梁 200 平成24年度

地方自治体 岐阜県各務原市 各務原大橋 橋梁 100 平成24年度

地方自治体 静岡県 浜名湖新橋 橋梁 100 平成14年度

地方自治体 静岡県 坪井高架橋 橋梁 50 平成15年度

地方自治体 静岡県 （主）梅ヶ島昭和線関の沢橋上部工事 橋梁 75 平成21年度

地方自治体 静岡県藤枝市 勝草橋 橋梁 150 平成14年度

地方自治体 静岡県富士市 富士宮線バイパス橋梁 橋梁 25 平成16年度

地方自治体 静岡県下田市 みなと橋 橋梁 10 平成16年度

地方自治体 静岡県浜松市 遠州鉄道高架橋 橋梁 125 平成19年度

地方自治体 浜松市 遠州鉄道鉄道線鉄道高架橋上島橋 橋梁 50 平成21年度

地方自治体 浜松市 遠州鉄道鉄道線鉄道高架橋上島橋 橋梁 300 平成22年度

地方自治体 浜松市 遠州鉄道鉄道線鉄道高架橋（２工区） 橋梁 75 平成23年度

地方自治体 愛知県 東部丘陵線 橋梁 25 平成14年度

地方自治体 愛知県 新名西橋 橋梁 850 平成14年度

地方自治体 愛知県 太田川駅高架工事 橋梁 75 平成22年度

地方自治体 愛知県 奥三河４号橋 橋梁 200 平成23年度

地方自治体 愛知県大口町役場 大口中学校新築工事 建築 100 平成19年度

地方自治体 愛知県名古屋市 長谷橋改築工事 橋梁 25 平成19年度

地方自治体 名古屋市 玉船第２雨水調整池築造（その２） 土木構造物 100 平成23年度

公　社 名古屋港管理組合 西港線PC橋梁 橋梁 50 平成15年度

公　社 名古屋高速道路公社 常滑高架橋 橋梁 250 平成16年度

地方自治体 愛知高速交通株式会社 東部丘陵線車両基地 橋梁 25 平成16年度

公　社 名古屋高速道路公社 県道高速名古屋新宝線東海IC北床版工事及び一般国道247号線橋梁整備工事 橋梁 25 平成21年度

公　社 名古屋高速道路公社 高速東海ＩＣ橋 土木構造物 25 平成21年度

公　社 名古屋高速道路公社 名古屋高速６工区 橋梁 50 平成21年度

地方自治体 愛知県 奥三河４号橋 橋梁 25 平成24年度

地方自治体 愛知県 橋りょう整備事業一般国道４７３号　上衣文高架橋建設工事 橋梁 25 平成24年度

地方自治体 愛知県 西三河都市計画道路美合線　新蓑川橋（仮称）上部工事　 橋梁 30 平成24年度

地方自治体 愛知県 岡崎広域調整池築造（その５） 土木構造物 40 平成24年度

地方自治体 愛知県名古屋市 玉船第２雨水調整池築造工事(その２) 土木構造物 40 平成24年度

地方自治体 三重県 新田杭橋 橋梁 25 平成21年度
地方自治体 三重県亀山市 和賀白川線鈴鹿川橋梁上・下部工事 橋梁 700 平成24年度

地方自治体 滋賀県 八千代橋 橋梁 25 平成16年度

地方自治体 滋賀県 野州川橋 橋梁 50 平成22年度

地方自治体 大津市企業局 瀬田川共同橋 橋梁 50 平成19年度

地方自治体 滋賀県 平成２３年度　水口甲南線　（水口橋）補助道路整備工事（水口橋） 橋梁 25 平成24年度
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ＫＫシート実績表（平成29年度）

事業主体/発注者 工 事 名 工事 枚数 施工場所

国土交通省 北海道開発局 一般国道２７４号日高町千呂露橋上部工事 上部工 100 北海道日高町

地方自治体 京都府 弓削川橋 橋梁 25 平成16年度

地方自治体 京都府 長瀬線橋梁 橋梁 25 平成16年度

地方自治体 京都市 伏見川橋梁 橋梁 600 平成23年度

地方自治体 京都市 阪急京都線桂立体交差化事業 土木構造物 350 平成23年度

地方自治体 京都市 阪急京都線（洛西口駅付近）連続立体交差化事業 土木構造物 50 平成23年度

地方自治体 京都府道路公社 新松原橋 橋梁 50 平成14年度

地方自治体 京都府 重要港湾舞鶴港にぎわいの港整備（前島歩道橋） 橋梁 10 平成24年度

地方自治体 大阪府 安威川ダム1号橋 橋梁 600 平成19年度

地方自治体 大阪府 主要地方道茨木亀岡線付替道路５号橋梁上部工事（その３） 橋梁 225 平成20年度

地方自治体 大阪府 大和川三宅高架橋上部工事（ＰＣ） 橋梁 100 平成21年度

地方自治体 大阪府 都市計画道路大和川線天美掘割工事（躯体工） トンネル 2,300 平成22年度

地方自治体 大阪府 都市計画道路十三高槻線街路築造正雀川東工事 土木構造物 50 平成23年度

地方自治体 豊中市 平成２２年度猪名川流域下水道処理場３系汚泥焼却設備更新工事（土木） 土木構造物 25 平成23年度

地方自治体 堺市上下水道局 三宝処理場 土木構造物 275 平成23年度

地方自治体 大阪府道路公社 南阪奈丹上ＥＩ工区 橋梁 525 平成14年度

地方自治体 大阪府 都市計画道路　十三高槻線街路築造工事（正雀川西工区） 土木構造物 100 平成24年度

地方自治体 大阪府 都市計画道路大和川線　天美開削トンネル　工事（その１）（躯体工） トンネル 25 平成24年度

地方自治体 大阪府 都市計画道路大和川線　天美掘削工事（躯体工） 土木構造物 75 平成24年度

地方自治体 大阪府 安威川ダム　左岸道路橋梁上部工事（１号・２号橋） 橋梁 6 平成24年度

地方自治体 大阪府 主要地方道大阪中央環状線　新明治橋第４橋上部工事 床版 35 平成24年度

地方自治体 兵庫県 明神橋 橋梁 75 平成14年度

地方自治体 兵庫県 谷橋 橋梁 75 平成18年度

地方自治体 兵庫県 （主）加古川小野線東播磨南北道路野々池（第20）高架橋上部工事 橋梁 675 平成20年度

地方自治体 兵庫県 曇川橋梁 橋梁 25 平成20年度

地方自治体 兵庫県 （主）加古川小野線東播磨南北道路白ヶ池川（第１）高架橋上部工事 橋梁 125 平成21年度

地方自治体 兵庫県 上郡橋 橋梁 25 平成21年度

地方自治体 兵庫県 上西条２号橋 橋梁 25 平成22年度

地方自治体 兵庫県 玉江橋 橋梁 50 平成22年度

地方自治体 兵庫県 千種川水系佐用川円光寺井堰上部工事 土木構造物 50 平成23年度

地方自治体 西宮市 西宮駐輪場 土木構造物 75 平成21年度

地方自治体 神戸市行政財政局 垂水処理場東ろ過他築造工事（土木・建築） 土木構造物 25 平成22年度

地方自治体 兵庫県 （二）千種川水系　千種川護岸工事（小赤松その２） 土木構造物 25 平成24年度

地方自治体 兵庫県 （一）円山川水系　与布土川与布土ダム堤体建設工事 ダム 375 平成24年度

地方自治体 兵庫県 （元浜）大浜橋上部工工事 橋梁 10 平成24年度

地方自治体 兵庫県 加古川小野線　水足狩ヶ池（第１０）高架橋 橋梁 25 平成24年度

地方自治体 兵庫県神戸市 中突堤ポンプ場築造工事(土木) 土木構造物 125 平成24年度

地方自治体 奈良県 地蔵院川大師橋 橋梁 75 平成18年度

地方自治体 奈良県 大和郡山環状線地方道路交付金事業（道路改良） 橋梁 25 平成19年度

地方自治体 奈良県 奈良国道１６８号１－１号橋 橋梁 1,325 平成20年度

地方自治体 奈良県 一般国道１６８号地方道路交付金事業（道路改良） 橋梁 25 平成21年度

地方自治体 奈良県天理村 沢谷橋 橋梁 34 平成17年度

地方自治体 奈良県櫻井市 中和幹線（東）橋梁 橋梁 150 平成20年度

地方自治体 奈良県 一般国道１６８号　地域連携推進事業（国道改築）（辻堂3-1号橋） 橋梁 200 平成24年度

地方自治体 和歌山県 平成21年県国補国改第6号-2国道370号（仮称桶谷大橋）道路改築工事 橋梁 25 平成22年度

地方自治体 和歌山県 山畑２期地区基幹農道（仮称）１号橋上部工 橋梁 98 平成24年度
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ＫＫシート実績表（平成29年度）

事業主体/発注者 工 事 名 工事 枚数 施工場所

国土交通省 北海道開発局 一般国道２７４号日高町千呂露橋上部工事 上部工 100 北海道日高町

地方自治体 鳥取県 国道４８２号茗荷谷３号上部工事橋 橋梁 200 平成18年度

地方自治体 鳥取県 下蚊屋４号橋 橋梁 300 平成21年度

地方自治体 鳥取県 県道河原インター船久橋拡幅工事（上部工） 橋梁 25 平成21年度

地方自治体 鳥取県 南大山５期農道１号橋 橋梁 200 平成22年度

地方自治体 鳥取県 ３１３倉吉道路国府高架橋 橋梁 50 平成23年度

地方自治体 鳥取県 国道１８０号橋梁工事 橋梁 50 平成23年度

地方自治体 島根県 来島湖橋 橋梁 225 平成14年度

地方自治体 島根県 三隅美都線橋梁 橋梁 25 平成15年度

地方自治体 島根県 冨村高架橋 橋梁 75 平成16年度

地方自治体 島根県 浜田川総合開発事業 橋梁 25 平成16年度

地方自治体 島根県 益田川橋梁 橋梁 75 平成17年度

地方自治体 島根県 鈩原大橋 橋梁 275 平成19年度

地方自治体 島根県 国道４８５号（松江第五大橋）改築（改造）工事東津田第１高架橋上部工 橋梁 50 平成22年度

地方自治体 島根県 国道４８５号（松江第五大橋）改築（改造）工事東津田３高架橋上部工 橋梁 25 平成22年度

地方自治体 島根県 国道４８５号（松江第五大橋）改築（改造）工事東津田第８高架橋上部工 橋梁 125 平成22年度

地方自治体 岡山県 Ｒ３７４号大谷川橋梁 橋梁 175 平成19年度

地方自治体 広島県 広域営農団地道路整備事業備北西部萩川橋梁上部工事 橋梁 250 平成19年度

地方自治体 広島県 仁賀ダム工事 土木構造物 100 平成21年度

地方自治体 広島県 庄原ダム１号橋 橋梁 200 平成21年度

地方自治体 広島市 一級河川小河原川改修工事（23-1） 土木構造物 25 平成23年度

公　社 広島高速道路公社 東雲ランプ橋 橋梁 25 平成18年度

公　社 広島高速道路公社 第２音戸大橋 橋梁 150 平成21年度

公　社 広島高速道路公社 高速３号線Ⅲ期下部工事本川工区 下部工 50 平成22年度

公　社 広島高速道路公社 高速３号線Ⅲ期下部工事観音工区 下部工 50 平成23年度

地方自治体 広島県広島市 広島南道路　太田川工区橋りょう新設工事 橋梁 1,925 平成24年度

地方自治体 広島県広島市 広島南道路  西部工区上部工事（その１） 橋梁 450 平成24年度

地方自治体 広島県広島市 広島南道路  西部工区上部工事（その２） 橋梁 100 平成24年度

地方自治体 山口県 新橋本橋 橋梁 25 平成16年度

地方自治体 山口県 新橋本橋 橋梁 25 平成17年度

地方自治体 山口県 長島橋 橋梁 50 平成17年度

地方自治体 山口県 幡生高架橋（仮称）橋りょう整備工事 橋梁 50 平成17年度

地方自治体 山口県 牟礼大橋Ａ１～Ｐ３工事 橋梁 25 平成19年度

地方自治体 山口県 岩国港第３工区 橋梁 25 平成23年度

地方自治体 山口県 新有帆川大橋（仮称）橋りょう整備工事（上部工） 橋梁 1,800 平成23年度

地方自治体 山口県 上関大橋 橋梁 25 平成23年度

地方自治体 山口県 宇部都市計画道路１・４・２宇部湾岸線　厚南高架橋（仮称）橋りょう整備上部工 橋梁 27 平成24年度

地方自治体 山口県 県道妻崎開作小野田線　新有帆川大橋（仮称）橋りょう整備工事（上部工） 橋梁 900 平成24年度

地方自治体 徳島県 沖洲橋 橋梁 25 平成14年度

地方自治体 徳島県 Ｈ２０環道徳島東環状線徳・城東２ＰＲＣ橋上部工事（６） 橋梁 150 平成20年度

地方自治体 徳島県 東祖谷菅生橋梁 橋梁 350 平成20年度

地方自治体 徳島県 徳島東環状線ＰＲＣ橋（７） 橋梁 200 平成21年度

地方自治体 徳島県鳴門市 祓川橋 橋梁 50 平成14年度

地方自治体 徳島県 川内大代線　徳・川内橋梁上部工事 橋梁 25 平成24年度

地方自治体 徳島県 徳島東環状線　末広住吉高架橋上部工 鋼橋 50 平成24年度

地方自治体 香川県 来栖中村線中村橋 橋梁 50 平成20年度
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ＫＫシート実績表（平成29年度）

事業主体/発注者 工 事 名 工事 枚数 施工場所

国土交通省 北海道開発局 一般国道２７４号日高町千呂露橋上部工事 上部工 100 北海道日高町

地方自治体 香川県 仮称：払川橋橋梁上部工 橋梁 275 平成22年度

地方自治体 香川県 県道丸亀詫間豊浜線　道路整備工事（仮称：白方高架橋上部工） 橋梁 25 平成24年度

地方自治体 香川県高松市 福岡ポンプ場土木工事 土木構造物 175 平成24年度

地方自治体 愛媛県 （国）379号（万年大橋）道路改築工事 橋梁 75 平成19年度

地方自治体 松山市 松山外環状線中央公園高架橋（下り線）都市整備工事（上部工）（市国交１２号） 橋梁 50 平成21年度

地方自治体 愛媛県西条市 （仮称）東部一般廃棄物 終処分場建設工事 土木構造物 500 平成22年度

地方自治体 松山市 石手橋梁 橋梁 25 平成23年度

地方自治体 愛媛県 松山外環状線　中央公園高架橋（上り線）整備工事（上部工） 橋梁 50 平成24年度

地方自治体 高知県 浅村高架橋 橋梁 25 平成16年度

地方自治体 高知県 広畑橋 橋梁 50 平成23年度

地方自治体 四万十市役所 市道九樹三原線地方道路交付金工事（九樹橋上部工） 橋梁 25 平成20年度

地方自治体 福岡県 新宿橋 橋梁 150 平成15年度

地方自治体 福岡県 野多目高架橋 橋梁 250 平成16年度

地方自治体 福岡県 落合橋 橋梁 25 平成17年度

地方自治体 福岡県 山田大橋 橋梁 25 平成18年度

地方自治体 福岡県 新若戸道路橋 橋梁 25 平成19年度

地方自治体 福岡県 国道４９５号芦屋橋 橋梁 625 平成21年度

地方自治体 福岡県 県道久留米小郡線端間橋 橋梁 25 平成21年度

地方自治体 福岡県 付替国道３８５号２号橋橋梁上部工事（２工区） 橋梁 350 平成22年度

地方自治体 福岡県 付替県道入部中原・停車場線１号橋(３工区） 橋梁 25 平成22年度

地方自治体 福岡県 国道２１１号小石原改良１号橋（仮称）橋梁上部工事 橋梁 25 平成22年度

地方自治体 福岡県 県道津和崎潤線（仮称）泊橋橋梁上部工工事 橋梁 125 平成22年度

地方自治体 福岡県 付替県道入部中原・停車場線１号橋(２工区） 橋梁 50 平成22年度

地方自治体 福岡県 新不日見橋 橋梁 25 平成22年度

地方自治体 福岡県 大牟田高田線兎谷橋（仮称）橋梁上部新設工事 橋梁 25 平成22年度

地方自治体 福岡県 県道福岡筑紫野線筑紫野大橋上部工事 橋梁 50 平成22年度

地方自治体 福岡県 国道３２２号香春大任バイパス４号橋橋梁上部工工事 橋梁 75 平成22年度

地方自治体 福岡県 付替国道３８５号２号橋橋梁上部工事（１工区） 橋梁 275 平成22年度

地方自治体 福岡県 付替国道３８５号３号橋橋梁上部工事 橋梁 175 平成22年度

地方自治体 福岡県 付替国道３８５号１号橋橋梁上部工事（２工区） 橋梁 125 平成23年度

地方自治体 福岡県 付替県道入部中原・停車場線１号橋(３工区） 橋梁 25 平成23年度

地方自治体 福岡県 西鉄天神大牟田線連続立体事業春日原駅付近高架工事 橋梁 25 平成23年度

地方自治体 福岡県 県道直方水巻線（仮）遠賀川渡河橋梁上部工事（２工区） 橋梁 450 平成23年度

地方自治体 福岡県 県道直方水巻線（仮）遠賀川渡河橋梁上部工事（１工区） 橋梁 350 平成23年度

地方自治体 福岡県 江川栄橋橋梁上部工工事（栄橋） 橋梁 25 平成23年度

地方自治体 福岡県 祓郷橋 橋梁 25 平成23年度

地方自治体 福岡県飯塚市 健康の森橋梁 橋梁 350 平成14年度

地方自治体 福岡県福岡市 都市計画道路海の中島アイランド橋りょう新設工事（上部工・その１） 橋梁 300 平成22年度

地方自治体 福岡市 博多駅前作業所 土木構造物 25 平成23年度

公　社 福岡北九州高速道路公社 屋形原高架橋 橋梁 50 平成16年度

公　社 福岡北九州高速道路公社 片江高架橋 橋梁 25 平成19年度

公　社 福岡北九州高速道路公社 橋本福重高架橋 橋梁 125 平成21年度

地方自治体 福岡県 県道直方水巻線　（仮称）遠賀川渡川橋梁上部工事（１工区） 橋梁 250 平成24年度

地方自治体 福岡県 県道直方水巻線　（仮称）遠賀川渡川橋梁上部工事（2工区） 橋梁 50 平成24年度

地方自治体 福岡県 国道３２２号　香春大任バイパス８号橋（仮称）橋梁上部工工事 橋梁 50 平成24年度

地方自治体 福岡県 国道４４２号（鶴の向橋）橋梁上部工工事 床版 25 平成24年度
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ＫＫシート実績表（平成29年度）

事業主体/発注者 工 事 名 工事 枚数 施工場所

国土交通省 北海道開発局 一般国道２７４号日高町千呂露橋上部工事 上部工 100 北海道日高町

地方自治体 福岡県 付替国道４９６号　６号橋橋梁上部工工事 橋梁 25 平成24年度

地方自治体 福岡県 県道苅田採銅所線　（仮称）山口３号橋橋梁 橋梁 25 平成24年度

地方自治体 福岡県福岡市 都市計画道路海の中道アイランド線　橋りょう新設工事（上部工1） 橋梁 150 平成24年度

地方自治体 福岡県北九州市 払川塩屋１号線　（塩屋橋）橋梁上部工工事（２４－１） 橋梁 25 平成24年度

地方自治体 福岡県北九州市 払川塩屋１号線（塩屋橋）橋梁上部工工事（２４－１） 橋梁 25 平成24年度

地方自治体 佐賀県 付替県道１号線 橋梁 50 平成17年度

地方自治体 佐賀県 多良岳２号橋 橋梁 150 平成18年度

地方自治体 佐賀県 多良岳２０号橋 橋梁 650 平成19年度

地方自治体 佐賀県 多良岳４期地区７号橋上部工建設工事 橋梁 750 平成19年度

地方自治体 佐賀県 百貫橋 橋梁 375 平成20年度

地方自治体 佐賀県 多良岳１９号橋 橋梁 575 平成21年度

地方自治体 佐賀県 原田跨線橋 橋梁 50 平成23年度

地方自治体 佐賀県 嘉瀬大橋 橋梁 975 平成23年度

地方自治体 佐賀県 国道３８５号線－１号橋 橋梁 150 平成23年度

地方自治体 長崎県 小佐々１号橋 橋梁 75 平成14年度

地方自治体 長崎県 第二西海橋 橋梁 125 平成16年度

地方自治体 長崎県 江上橋上部工工事 橋梁 250 平成20年度

地方自治体 長崎県 大串２号橋 橋梁 650 平成21年度

地方自治体 長崎県 江上橋上部工工事 橋梁 200 平成21年度

地方自治体 長崎県 栗ノ浦高架橋 橋梁 50 平成22年度

地方自治体 長崎県 大村東彼杵2号橋 橋梁 675 平成22年度

地方自治体 長崎県 古町橋 橋梁 25 平成22年度

地方自治体 長崎県 伊木力橋 橋梁 25 平成22年度

地方自治体 長崎県 佐々２号橋 橋梁 25 平成23年度

地方自治体 長崎県 厳原港社会資本総合整備交付金工事（橋梁上部工）厳原港大橋 橋梁 1,475 平成23年度

地方自治体 熊本県 新滝川橋 橋梁 25 平成13年度

地方自治体 熊本県 寺本橋 橋梁 25 平成14年度

地方自治体 熊本県 上津浦２号橋 橋梁 150 平成16年度

地方自治体 熊本県 上島中央２期地区広域営農団地農道整備事業第４号工事 橋梁 375 平成19年度

地方自治体 熊本県 段山島崎橋 橋梁 150 平成20年度

地方自治体 熊本県 潤川橋 橋梁 100 平成20年度

地方自治体 熊本県 大牟田植木線内藤橋上工工事 橋梁 250 平成23年度

地方自治体 熊本県　 日田鹿本線　活力創出基盤交付金（第2矢谷橋上部工工事 橋梁 25 平成24年度

地方自治体 熊本県熊本市 都市計画道路　子飼新大江線橋梁上部工工事（下流側） 橋梁 225 平成24年度

地方自治体 大分県 佐代橋 橋梁 50 平成14年度

地方自治体 大分県 林道１号橋 橋梁 25 平成14年度

地方自治体 大分県国東土木事務所 大２０号河川改修工事 橋梁 50 平成16年度

地方自治体 大分県 尾原線１号橋 橋梁 400 平成18年度

地方自治体 大分県国見町 浜中橋 橋梁 25 平成17年度

地方自治体 大分県豊後高田市 桂橋上部設置工事 橋梁 25 平成22年度

地方自治体 大分県 街路改良工事（亀山橋） 橋梁 8 平成24年度

地方自治体 宮崎県 黒島橋 橋梁 50 平成15年度

地方自治体 宮崎県 山之内高架橋 橋梁 375 平成16年度

地方自治体 宮崎県 水ヶ崎大橋 橋梁 300 平成16年度

地方自治体 宮崎県 国道２６８号石瀬戸橋上部工 橋梁 125 平成23年度
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ＫＫシート実績表（平成29年度）

事業主体/発注者 工 事 名 工事 枚数 施工場所

国土交通省 北海道開発局 一般国道２７４号日高町千呂露橋上部工事 上部工 100 北海道日高町

地方自治体 宮崎県 丸森内川橋鋼上部工工事 橋梁 200 平成23年度

地方自治体 宮崎県 国道２６８号石瀬戸橋上部工 橋梁 50 平成23年度

地方自治体 宮崎市 吉村通線取付道路高架橋 橋梁 75 平成19年度

地方自治体 宮崎県 宮崎西環状線（仮称）跡江上橋橋梁上部工 橋梁 25 平成24年度

地方自治体 鹿児島県 特殊改良工事（上り浜工区） 橋梁 150 平成19年度

地方自治体 鹿児島県 河川激甚災害対策特別緊急工事（米ノ津川２０－２工区） 橋梁 75 平成21年度

地方自治体 鹿児島県 一般国道５０４号バイパス北薩横断道路泊野３号橋 橋梁 250 平成21年度

地方自治体 鹿児島県 一般国道５０４号バイパス北薩横断道路泊野橋(20-7） 橋梁 150 平成21年度

地方自治体 鹿児島県 花熟里橋 橋梁 100 平成21年度

地方自治体 鹿児島県 曽木大橋 橋梁 250 平成21年度

地方自治体 鹿児島県 県単道路整備（交付金）工事（曽木大橋工事） 橋梁 125 平成22年度

地方自治体 鹿児島県 有川３号橋 橋梁 25 平成22年度

地方自治体 鹿児島県 道路改築工事（工事国債・有明志布志道路３工区） 橋梁 250 平成22年度

地方自治体 鹿児島県 大坪橋 橋梁 50 平成22年度

地方自治体 鹿児島県 尾野見川橋 橋梁 250 平成22年度

地方自治体 鹿児島県 有川３号橋 橋梁 150 平成23年度

地方自治体 鹿児島県 土瀬戸橋 橋梁 25 平成23年度

地方自治体 垂水市 第２牛根橋 橋梁 25 平成23年度

地方自治体 鹿児島県 地方特定道路整備工事（有川　２４‐１工区） 橋梁 250 平成24年度

地方自治体 鹿児島県 道路改築工事（泊野道路２３‐７工区）　泊野2号橋 橋梁 25 平成24年度

地方自治体 鹿児島県 道路整備（交付金）工事（藺牟田　瀬戸架橋2工区） 橋梁 1,125 平成24年度

地方自治体 鹿児島県 道路整備（交付金）工事（藺牟田瀬戸架橋１工区） 橋梁 750 平成24年度

地方自治体 鹿児島県 道路整備工事　（藺牟田瀬戸架橋１工区） 橋梁 500 平成24年度

地方自治体 鹿児島県 道路整備工事　（藺牟田瀬戸架橋２工区） 橋梁 1,125 平成24年度

地方自治体 鹿児島県 道路整備工事　（藺牟田瀬戸架橋３工区） 橋梁 500 平成24年度

地方自治体 鹿児島 炭床橋上部工工事 橋梁 100 平成24年度

地方自治体 鹿児島県霧島市 重久４号橋 橋梁 75 平成24年度

地方自治体 沖縄県 大嘉陽・八重岳線 橋梁 225 平成15年度

地方自治体 沖縄県 宇江城２期地区農道橋上部工 橋梁 50 平成15年度

地方自治体 沖縄県 嘉手納５号橋 橋梁 100 平成19年度

地方自治体 沖縄県 平成１９年度宜野座橋 橋梁 75 平成19年度

地方自治体 沖縄県 ワルミ大橋橋梁整備工事 橋梁 600 平成20年度

地方自治体 沖縄県 久米島一週線２号橋上部工工事（箱桁その２） 橋梁 25 平成22年度

地方自治体 沖縄県 県道３６号線橋梁上部工事 橋梁 175 平成22年度

地方自治体 沖縄県 久米島一週橋上部工工事（箱桁その３） 橋梁 25 平成22年度

地方自治体 沖縄県企業局 新石川浄水場２系原水調整池建設工事 土木構造物 300 平成22年度

地方自治体 沖縄県企業局 石川低区調整地建設工事 土木構造物 125 平成22年度

地方自治体 沖縄県企業局 新石川浄水場１系原水調整池建設工事 土木構造物 100 平成22年度

地方自治体 沖縄県 久米島一周線２号橋上部工事（アーチ橋その２） 橋梁 25 平成22年度

地方自治体 沖縄県 島の上３期地区橋梁整備工事（上部工） 橋梁 150 平成23年度

地方自治体 沖縄県 久米島一周線２号橋上部工工事（箱桁その１） 橋梁 25 平成23年度

地方自治体 沖縄県 宜野湾浄化センター 土木構造物 75 平成23年度

地方自治体 沖縄県 久米島一周線２号橋上部工工事（箱桁その４） 橋梁 25 平成23年度

地方自治体 沖縄県 伊良部大橋橋梁整備工事７期工事（上部工その６） 橋梁 175 平成23年度

地方自治体 沖縄県 古見山１号橋梁整備工事（上部工） 橋梁 50 平成23年度

地方自治体 宜野湾市 大山７号橋梁上部工工事 橋梁 25 平成22年度
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ＫＫシート実績表（平成29年度）

事業主体/発注者 工 事 名 工事 枚数 施工場所

国土交通省 北海道開発局 一般国道２７４号日高町千呂露橋上部工事 上部工 100 北海道日高町

地方自治体 沖縄県 伊良部大橋橋梁整備第８期工事（取付橋梁上部工） 橋梁 50 平成24年度

発注者（鉄道関係ほか） 工事 枚数 納入年度

鉄道各社 東日本旅客鉄道（株） 中央線立体化工事（７工区） 土木構造物 50 平成19年度

鉄道各社 東日本旅客鉄道（株） 浦和駅土木工事 土木構造物 325 平成19年度

鉄道各社 東日本旅客鉄道（株） 国立駅工事 土木構造物 50 平成19年度

鉄道各社 東日本旅客鉄道（株） 武蔵境駅工事 土木構造物 275 平成19年度

鉄道各社 東日本旅客鉄道（株） 武蔵小金井工事 土木構造物 50 平成20年度

鉄道各社 東日本旅客鉄道（株） 武蔵小杉工事 土木構造物 25 平成20年度

鉄道各社 東日本旅客鉄道（株） ＪＲ浦和高架橋 橋梁 475 平成20年度

鉄道各社 東日本旅客鉄道（株） 東京駅作業所 土木構造物 25 平成21年度

鉄道各社 東日本旅客鉄道（株） ＪＲ川崎発電所 土木構造物 500 平成22年度

鉄道各社 東日本旅客鉄道（株） ＪＲ豊野作業所 土木構造物 25 平成23年度

鉄道各社 東日本旅客鉄道(株) JR安野川橋りょう 橋梁 50 平成24年度

鉄道各社 東海旅客鉄道（株） 高塚Ｂｏ 橋梁 25 平成20年度

鉄道各社 東海旅客鉄道（株） 綾野Ｂｏ作業所 土木構造物 25 平成23年度

鉄道各社 東海旅客鉄道㈱ 平成２３年度紀勢線始神高架橋ＰＣ上部工 橋梁 125 平成23年度

鉄道各社 西日本旅客鉄道（株） JR奈良桜井線 橋梁 125 平成18年度

鉄道各社 西日本旅客鉄道（株） 米子施設区 土木構造物 25 平成19年度

鉄道各社 西日本旅客鉄道（株） 余部橋りょう 下部工 250 平成21年度

鉄道各社 西日本旅客鉄道（株） 北陸新幹線西田刈屋Ｂｉ新設他工事 橋梁 550 平成22年度

鉄道各社 九州旅客鉄道（株） ＪＲ境目高架橋 橋梁 175 平成20年度

鉄道各社 九州旅客鉄道（株） 古閑橋架設工事 橋梁 50 平成20年度

鉄道各社 九州旅客鉄道（株） 大分高架橋第３大分川ＢｖＰＣ桁作架（ＪＲ） 橋梁 575 平成22年度

鉄道各社 九州旅客鉄道（株） 下郡跨線橋 橋梁 25 平成23年度

鉄道各社 九州旅客鉄道(株) JR鹿児島本線・豊肥本線　連続立体交差事業（JR熊本駅高架） 橋梁 200 平成24年度

独立行政法人 鉄建公団 十余二工事 橋梁 675 平成15年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 飯江川橋 橋梁 375 平成17年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 九幹鹿、一本松Ｂｖ外６Ｃｐ製架他 橋梁 425 平成19年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 東北幹、三内丸山ＢＬ工事 橋梁 600 平成19年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 九幹鹿、貝州Ｂｖ工事 橋梁 25 平成19年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 九幹鹿、西安寺川橋りょう 橋梁 25 平成19年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北陸幹、第１天香寺橋りょう 橋梁 100 平成19年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 新大牟田ＳＴＢＬ工事 土木構造物 50 平成19年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北陸幹、関川Ｂ他工事 橋梁 450 平成19年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 浜戸川ＰＣ橋梁工事 橋梁 25 平成19年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 九幹鹿、第２境目Ｂｖ工事 橋梁 125 平成20年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 船小屋駅高架橋 橋梁 150 平成20年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北陸新幹線黒瀬川橋りょう外８箇所（ＰＣけた） 橋梁 775 平成20年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北陸新幹線第４千曲川橋りょう下部工事 下部工 75 平成20年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 九幹鹿菅原Ｂｖ外１３箇所工事 橋梁 325 平成20年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北陸新幹線高橋川橋りょう外８箇所 橋梁 50 平成20年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北陸新幹線鳥居川橋 橋梁 325 平成20年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北陸新幹線妙高上越線地区橋梁 橋梁 275 平成20年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北陸新幹線上越板倉地区工事 橋梁 2,250 平成20年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 成田高速線五斗蒔高架橋外11箇所（ＰＣけた） 橋梁 100 平成20年度
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ＫＫシート実績表（平成29年度）

事業主体/発注者 工 事 名 工事 枚数 施工場所

国土交通省 北海道開発局 一般国道２７４号日高町千呂露橋上部工事 上部工 100 北海道日高町

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北陸新幹線上越・糸魚川地区（ＰＣけた）工事 橋梁 375 平成20年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北陸新幹線犀川Ｂ、加賀・犀川橋工事 橋梁 625 平成20年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 成田高速線印旛ﾄﾗｽ橋 橋梁 375 平成20年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 成田高速線印旛沼橋梁 橋梁 700 平成21年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 九州新幹線境目ＢＶ・ＰＣ工事 橋梁 25 平成21年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北陸新幹線飯山駅高架橋工事 橋梁 475 平成21年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北陸新幹線糸魚川今村新田高架橋工事 橋梁 1,375 平成21年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北陸新幹線上越南地区（ＰＣけた）工事 橋梁 325 平成21年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北陸新幹線糸魚川大和川橋りょう外１１箇所（ＰＣけた） 橋梁 350 平成21年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北陸新幹線信州中野地区（ＰＣけた）工事 橋梁 1,250 平成21年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北陸新幹線高岡一歩二歩高架橋工事 橋梁 550 平成21年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北陸新幹線矢代川橋りょう工事 橋梁 250 平成21年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北陸新幹線神通川橋りょう他工事 橋梁 1,650 平成21年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北陸新幹線高岡下伏間高架橋工事 橋梁 225 平成21年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北陸新幹線新田Ｂｉ 橋梁 75 平成21年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 ２１北建工１３北陸新幹線早月川橋外１２箇所（ＰＣけた） 橋梁 1,675 平成22年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北陸新幹線滑川上梅沢橋りょう外１２箇所（ＰＣけた） 橋梁 1,650 平成22年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北陸新幹線魚津上中島トンネル他工事 トンネル 125 平成22年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北陸新幹線長野地区（ＰＣけた） 橋梁 525 平成22年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北陸新幹線射水安吉高架橋工事 橋梁 50 平成22年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北陸新幹線魚津角川橋りよう外１４箇所（ＰＣけた） 橋梁 450 平成22年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北陸新幹線高岡諏訪佐野高架橋 橋梁 1,075 平成22年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北陸新幹線小矢部水牧高架橋 橋梁 400 平成22年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北陸新幹線高岡下黒田高架橋 橋梁 1,450 平成22年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北陸新幹線魚津角川橋りよう工事 橋梁 625 平成22年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北陸新幹線高岡蔵野町高架橋 橋梁 275 平成22年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北陸新幹線小矢部芹川高架橋工事 橋梁 375 平成22年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北陸新幹線高岡駒方高架橋 橋梁 325 平成22年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北陸新幹線魚津上中島高架橋 橋梁 500 平成22年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北陸新幹線小矢部川橋りょう工事 橋梁 1,950 平成22年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 山梨リニア実験線小山高架橋 橋梁 75 平成22年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北陸新幹線魚津蛇田高架橋 橋梁 50 平成22年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 山梨リニア実験線浅川橋りょう工事 橋梁 575 平成22年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北陸新幹線富山稲荷千歳高架橋工事 橋梁 600 平成22年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北陸新幹線魚津六郎丸高架橋 橋梁 125 平成22年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北陸新幹線安原川橋りょう外５箇所工事 橋梁 675 平成22年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 山梨リニア実験線金川橋りょう 橋梁 950 平成22年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北陸新幹線富山野口北高架橋 橋梁 100 平成22年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 21北二件工１８号北陸新幹線、射水今開発高架橋工事 橋梁 625 平成23年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北陸新幹線富山駅高架橋 橋梁 150 平成23年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北陸新幹線射水今開発高架橋工事 橋梁 425 平成23年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北陸新幹線富山五本榎橋りょう外12箇所（ＰＣけた）他 橋梁 1,050 平成23年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北陸新幹線富山鍋田橋りょう外1１箇所（ＰＣけた） 橋梁 600 平成23年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北陸新幹線松任高架橋 橋梁 50 平成23年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北陸新幹線第４千曲川橋りょう 橋梁 50 平成23年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北陸新幹線飯山駅ホーム桁設置工事 橋梁 75 平成23年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北陸新幹線白山成町高架橋 橋梁 250 平成23年度
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ＫＫシート実績表（平成29年度）

事業主体/発注者 工 事 名 工事 枚数 施工場所

国土交通省 北海道開発局 一般国道２７４号日高町千呂露橋上部工事 上部工 100 北海道日高町

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北陸新幹線野々市高架橋 橋梁 150 平成23年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北陸新幹線八日市高架橋 橋梁 100 平成23年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 山梨リニア実験線大ノ入工区 橋梁 25 平成23年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北陸新幹線高畠橋りょう 橋梁 75 平成23年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北陸新幹線西金沢高架橋工区 橋梁 300 平成23年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構  北陸新幹線富山鍋田橋りょう外１１箇所（ＰＣけた） 橋梁 450 平成23年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構  北陸新幹線、富山駅ホーム桁 橋梁 75 平成23年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構  リニア実験線御坂トンネル西工事 トンネル 200 平成23年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構  北陸新幹線、神通川橋りょう他 橋梁 100 平成23年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構  相鉄・ＪＲ直通線羽沢駅工事 土木構造物 25 平成23年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構  北陸新幹線、高岡下黒田高架橋 橋梁 250 平成23年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構  北陸新幹線、富山稲荷千歳高架橋 橋梁 325 平成23年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構  北陸新幹線、高畠橋りょう外４箇所（ＰＣけた） 橋梁 350 平成23年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構  北陸新幹線西沢高架橋工区 橋梁 800 平成23年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構  北陸新幹線、八日市高架橋 橋梁 175 平成23年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構  リニア実験線浅川橋りょう工事 橋梁 250 平成23年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構  相鉄・ＪＲ直通線、羽沢駅付近整備工事 土木構造物 150 平成23年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構  北陸新幹線富山駅高架橋 橋梁 175 平成23年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構  北陸新幹線、白山成町高架橋 橋梁 75 平成23年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構  北陸新幹線野々市高架橋 橋梁 25 平成23年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構  北陸新幹線五本榎橋りょう外12箇所（PCけた）他 橋梁 225 平成23年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構  北海道新幹線　戸切地川橋梁工事 橋梁 50 平成24年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構  北海道新幹線　　大野川橋りょう 橋梁 100 平成24年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構  北海道新幹線　大野新道橋りょう他 橋梁 25 平成24年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構  リニア実験線　金川橋りょう工事 橋梁 50 平成24年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構  リニア実験線　安寺工区 橋梁 50 平成24年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構  相鉄・ＪＲ直通線　羽沢駅付近整備工事 土木構造物 250 平成24年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構  北陸新幹線　白山成町高架橋他工事 橋梁 100 平成24年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構  北陸新幹線　富山駅ホーム桁他 土木構造物 150 平成24年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構  北陸新幹線　富山駅新築 土木構造物 225 平成24年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構  北陸新幹線　脇野田（西）消雪基地造成他 土木構造物 150 平成24年度

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構  九州新幹線（西九州）千綿川橋梁工事 橋梁 350 平成24年度

独立行政法人 東海高エネ研 原子力発電所 550 平成16年度

独立行政法人 高エネルギー加速研究機構 大強度陽子加速器施設 高ｴﾈ研 475 平成19年度

独立行政法人 高エネルギー加速研究機構 高エネ研ニュートリノＴ２Ｋ 高ｴﾈ研 25 平成19年度

独立行政法人 原子力安全基盤機構 地下空洞型処分施設性能確証試験 原子力施設 275 平成20年度

鉄道各社 相模鉄道株式会社 相鉄線星川駅高架化工事 橋梁 25 平成24年度

鉄道各社 相模鉄道(株) 相模鉄道本線　（星川駅～天王町駅）連続立体交差事業 橋梁 50 平成24年度

鉄道各社 西武鉄道 石神井公園駅付近高架複々線化事業Ⅱ期区間 ６区 橋梁 150 平成24年度

鉄道各社 西武鉄道 石神井公園駅付近高架複々線化事業Ⅱ期区間８区 橋梁 50 平成24年度

鉄道各社 西武鉄道(株) 西武鉄道池袋線　（石神井駅高架化） 橋梁 100 平成24年度

鉄道各社 西武鉄道(株) 石神井公園駅付近高架複々線化事業Ⅱ期区間 ６区 橋梁 50 平成24年度

鉄道各社 東武鉄道(株) 新伊勢崎駅鉄道橋 橋梁 25 平成24年度

学校法人 日本医科大学 日本獣医生命科学大学&日本医科大学（仮称）合同教育棟 その他 25 平成24年度

独立行政法人 九州大学 九州大学（伊都）基幹整備（共同溝等）工事 共同溝 25 平成24年度

一般財団法人 神戸市都市整備公社 小野浜ポンプ場築造工事（土木） 土木構造物 250 平成24年度

地方共同法人 日本下水道事業団 船橋市西浦下水処理場建設工事その１１ 土木構造物 50 平成24年度
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ＫＫシート実績表（平成29年度）

事業主体/発注者 工 事 名 工事 枚数 施工場所

国土交通省 北海道開発局 一般国道２７４号日高町千呂露橋上部工事 上部工 100 北海道日高町

地方共同法人 日本下水道事業団 大和市中部浄化センター建設工事その１９ 土木構造物 100 平成24年度

独立行政法人 水資源機構 川上ダム付替県道青美線　貯水池横断橋工事 橋梁 250 平成24年度

発注者（民間） 工事 枚数 納入年度

民　間 川田建設九州工場 コンクリート製品 橋梁 25 平成13年度

民　間 川田建設那須工場 コンクリート製品 橋梁 50 平成13年度

民　間 鹿島建設 神流川発電所工区 ダム 25 平成13年度

民　間 東京あさひビルド スーパークリーンルーム 橋梁 25 平成13年度

民　間 愛橋 コンクリート製品 25 平成14年度

民　間 中国電力 水島LNG タンク 100 平成14年度

民　間 日本高圧コンクリート栗山工場 コンクリート製品 75 平成16年度

民　間 伊藤組土建（株） モエレ沼噴水 ーー 50 平成16年度

民　間 東急電鉄 東急元住吉高架橋 鉄道高架橋 330 平成16年度

民　間 川田工業富山工場 弁天橋 橋梁 25 平成17年度

民　間 ＪＲ西日本（株）米子支社 下北条由良北条Ｂｏ新設２ 橋梁 25 平成17年度

民　間 川田建設那須工場 コンクリート製品 橋梁 25 平成17年度

民　間 西日本高速道路（株） 東九州自動車道路やよい橋（PC上部工）工事 橋梁 125 平成17年度

民　間 川田建設那須工場 コンクリート製品 橋梁 25 平成17年度

民　間 川田工業（株） 新中州橋 橋梁 25 平成18年度

民　間 キザイ（株） コンクリート製品 － 25 平成18年度

民　間 京浜急行電鉄（株） 京急６工区（Ｒ９５） 鉄道高架 100 平成18年度

民　間 京浜急行電鉄（株） 京急６工区（Ｒ９６） 鉄道高架 150 平成18年度

民　間 川田建設（株） 宮内こ線橋 橋梁 25 平成19年度

民　間 ＳＭＣコンクリート（株） コンクリート製品 － 75 平成19年度

民　間 川田建設（株） 街路改良工事（住宅基盤関連）道路改良合併工事 橋梁 50 平成19年度

民　間 川田建設（株） 田部屋橋架替（上部工）工事 橋梁 25 平成19年度

民　間 京浜急行電鉄（株） 京急６工区（Ｒ９７） 鉄道高架 75 平成19年度

民　間 日本高圧コンクリート（株） コンクリート製品 － 650 平成19年度

民　間 川田建設（株） 一宮橋上部工 橋梁 50 平成19年度

民　間 川田建設（株） 上島橋 橋梁 25 平成19年度

民　間 川田建設（株） 新大井橋 橋梁 25 平成19年度

民　間 川田工業（株） 福田橋 橋梁 75 平成19年度

民　間 ドーピー建設工業（株） コンクリート製品 － 400 平成19年度

民　間 川田建設（株） 三徳川横手橋梁上部工事 橋梁 50 平成19年度

民　間 京浜急行電鉄（株） 京急６工区（Ｒ９８） 鉄道高架 250 平成19年度

民　間 川田建設（株） 大正橋 橋梁 25 平成19年度

民　間 京浜急行電鉄（株） 京急６工区（Ｒ１１８） 鉄道高架 250 平成19年度

民　間 京浜急行電鉄（株） 京急６工区（Ｒ９９） 鉄道高架 150 平成19年度

民　間 中国電力（株） 水島ＬＮＧ土木工事 土木構造物 375 平成19年度

民　間 京浜急行電鉄（株） 京急２．３３ 鉄道高架 300 平成19年度

民　間 川田建設（株） 霞橋 橋梁 25 平成19年度

民　間 京浜急行電鉄（株） 京急２工区（Ｒ３２） 鉄道高架 200 平成19年度

民　間 京浜急行電鉄（株） 京急６工区（Ｒ１１７） 鉄道高架 200 平成19年度

民　間 川田建設（株） 東野橋 橋梁 25 平成20年度

民　間 京浜急行電鉄（株） 京急２工区（Ｒ３１）梁 鉄道高架 325 平成20年度

民　間 大成建設（株） 神鋼加古川工場 土木構造物 25 平成20年度

民　間 太平工業（株） 新日鉄君津構内土木工事 土木構造物 50 平成20年度

民　間 川田工業（株） 高崎構内伊勢崎街道こ道橋 橋梁 25 平成20年度
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ＫＫシート実績表（平成29年度）

事業主体/発注者 工 事 名 工事 枚数 施工場所

国土交通省 北海道開発局 一般国道２７４号日高町千呂露橋上部工事 上部工 100 北海道日高町

民　間 京浜急行電鉄（株） 京急２工区（Ｒ３０）梁 鉄道高架 50 平成20年度

民　間 京浜急行電鉄（株） 京急６工区（Ｒ１１４）梁 鉄道高架 200 平成20年度

民　間 川田建設（株） 土手内中西外線橋梁 橋梁 25 平成20年度

民　間 沖縄電力（株） 吉の浦火力発電所 火力発電所 550 平成20年度

民　間 京浜急行電鉄（株） 京急１工区（Ｒ１２）梁 鉄道高架 150 平成20年度

民　間 京浜急行電鉄（株） 京急１工区（Ｒ１３）梁 鉄道高架 250 平成20年度

民　間 京浜急行電鉄（株） 京急２工区（Ｒ１７）梁 鉄道高架 350 平成20年度

民　間 京浜急行電鉄（株） 京急２工区（Ｒ２４）梁 鉄道高架 350 平成20年度

民　間 京浜急行電鉄（株） 京急６工区（Ｒ１１３）梁 鉄道高架 150 平成20年度

民　間 京浜急行電鉄（株） 京急２工区（Ｒ２３）梁 鉄道高架 325 平成20年度

民　間 京浜急行電鉄（株） 京急６工区（Ｒ１１２）梁 鉄道高架 150 平成20年度

民　間 京浜急行電鉄（株） 京急蒲田１工区その５ 鉄道高架 100 平成20年度

民　間 川田建設（株） 松永港本郷線街路改良工事 橋梁 150 平成20年度

民　間 京浜急行電鉄（株） 京急１工区（Ｒ１４）梁 鉄道高架 200 平成20年度

民　間 京浜急行電鉄（株） 京急２工区（Ｒ２０）梁 鉄道高架 200 平成20年度

民　間 京浜急行電鉄（株） 京急６工区（Ｒ１０６）梁 鉄道高架 250 平成20年度

民　間 川田建設（株） 加茂野橋 橋梁 25 平成20年度

民　間 川田工業（株） 幸田橋 橋梁 25 平成20年度

民　間 川田工業（株） 千鳥橋上部工工事 橋梁 25 平成20年度

民　間 川田工業（株） 町道新殿開南部川線橋梁新設上部工事 橋梁 50 平成20年度

民　間 日本高圧コンクリート（株） コンクリート製品 － 200 平成20年度

民　間 京浜急行電鉄（株） 京急１工区（Ｒ１５）梁 鉄道高架 400 平成20年度

民　間 京浜急行電鉄（株） 京急１工区（Ｒ１６）梁 鉄道高架 250 平成20年度

民　間 京浜急行電鉄（株） 京急２工区（Ｒ２５）梁 鉄道高架 200 平成20年度

民　間 京浜急行電鉄（株） 京急２工区（Ｒ２６）梁 鉄道高架 300 平成20年度

民　間 京浜急行電鉄（株） 京急６工区（Ｒ１１１）梁 鉄道高架 150 平成20年度

民　間 コストコホールセール新三郷倉庫店 コストコホールセール新三郷倉庫店新築工事 建築 200 平成20年度

民　間 山陽ブロック工業（株） コンクリート製品 － 250 平成20年度

民　間 京成電鉄（株） 京成日暮里駅改修工事 土木構造物 25 平成21年度

民　間 川田工業（株） 別荘川橋 橋梁 25 平成21年度

民　間 京浜急行電鉄（株） 京急６工区（Ｒ１０７）梁 鉄道高架 25 平成21年度

民　間 川田建設（株） 寄松跨道橋 橋梁 50 平成21年度

民　間 東京電力（株） 柏崎刈羽原子力発電所５号機補機放水路復旧工事 土木構造物 50 平成21年度

民　間 ＭＩＨＯ美学院 ＭＩＨＯ美学院中等教育学校（仮称）新築に伴う造成開発工事 土木構造物 50 平成21年度

民　間 川田工業（株） 平成20年度（二）洲本水系洲本川下加茂橋上部工工事 橋梁 25 平成21年度

民　間 川田工業（株） 平成20年度（二）洲本水系洲本川銀橋上部工工事 橋梁 75 平成21年度

民　間 中部電力（株） 中電川越ＬＮＧタンク工事 土木構造物 25 平成21年度

民　間 川田工業（株） 首都圏中央連絡自動車道久喜白岡ジャンクション本線第１高架橋（鋼上部工）工事 橋梁 25 平成21年度

民　間 ドーピー建設工業（株） コンクリート製品 － 25 平成22年度

民　間 ドーピー建設工業（株） コンクリート製品 － 25 平成22年度

民　間 川田工業（株） 新幹線伏見川橋梁新設工事（上部工） 橋梁 50 平成22年度

民　間 小田急電鉄（株） 小田急世田谷代田地下化工事 土木構造物 450 平成22年度

民　間 川田建設株） 桂橋上部設置工事 橋梁 25 平成22年度

民　間 川田工業（株） 南海跨線橋 橋梁 25 平成22年度

民　間 清水建設（株） 川崎御幸ビル新築工事 建築 25 平成22年度

民　間 清水建設（株） 石川島播磨重工業（株）横浜事業所内工事 建築 25 平成22年度

民　間 川田工業（株） 平成22年度（主）下佐ヶ野谷津線社会資本整備総合交付金（県道道路改築）工事（新河津橋上部工） 橋梁 25 平成22年度
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ＫＫシート実績表（平成29年度）

事業主体/発注者 工 事 名 工事 枚数 施工場所

国土交通省 北海道開発局 一般国道２７４号日高町千呂露橋上部工事 上部工 100 北海道日高町

民　間 川田工業（株） 西名阪自動車道御幸大橋（下り線）床版補強工事 橋梁 100 平成22年度

民　間 川田工業（株） 平成22年度都市計画事業本郷春日兎線橋梁上部工工事 橋梁 25 平成22年度

民　間 三井住友建設（株） コンクリート製品 － 200 平成22年度

民　間 川田工業（株） 平成２２年度（主）袋井春野線社会資本整備総合交付金（交通安全）工事（森川橋上部工） － 50 平成23年度

民　間 川田工業（株） 柳瀬川整備工事に伴う境橋ＰＣ桁製作・架設工事 橋梁 25 平成23年度

民　間 鹿島建設（株） 日本海ガス岩瀬工場耐震補強工事 － 25 平成23年度

民　間 JX日鉱日石ｴﾝﾙｷﾞｰ（株） ＪＸ八戸ＬＮＧタンク土木工事 タンク 325 平成23年度

民　間 川田工業（株） 圏央道星川側道橋上部工事 橋梁 25 平成23年度

民　間 川田工業（株） 島田川広域河川改修工事第１工区三島橋上部工（架設） 橋梁 25 平成23年度

民　間 オリエンタル白石（株） コンクリート製品 － 125 平成23年度

民　間 ﾋﾟｰｴｽｺﾝｸﾘｰﾄ㈱北上工場 コンクリート製品 － 150 平成23年度

民　間 東京ガス㈱ 扇島東ガス作業所 土木構造物 600 平成23年度

民　間 小田急電鉄㈱ 小田急世田谷代田地下化工事 土木構造物 200 平成23年度

民　間 川田工業（株） 加古川中部幹線改築曇川橋梁上部工（左岸）工事 橋梁 25 平成23年度

民　間 日本高圧コンクリート㈱ 栗山工場（古潭橋） 橋梁 50 平成23年度

民　間 中国電力（株） 島根原発津波防波壁設置工事 土木構造物 50 平成23年度

民　間 川田工業（株） 地方特定道路（改築）整備工事（棒川橋上部工） 橋梁 25 平成23年度

民　間 川田工業（株） 平成２３年度社会資本整備総合交付金事業市道東条社線大石橋上部工架設工 橋梁 25 平成23年度

民　間 ピー・エス・コンクリート（株） コンクリート製品 － 50 平成23年度

民　間 東北電力(株) 原町火力放水路連絡橋 橋梁 50 平成24年度

民　間 東北電力(株) 新仙台火力リプレース計画 土木構造物 450 平成24年度

民　間 九州電力(株) 耳川水系西郷ダム改造工事 ダム 375 平成24年度

民　間 JX日鉱日石ｴﾝﾙｷﾞｰ(株) ＪＸ浮島着水槽沈下対策工事 土木構造物 25 平成24年度

民　間 科研マテリアル(株) 羽田コンクリート　結城工場 その他 25 平成24年度

民　間 佐藤工業(株) エチオピア　アワシュ橋 橋梁 375 平成24年度

民　間 大成建設(株) 芝浦水処理センター作業所 土木構造物 100 平成24年度

民　間 東京ガス(株) 「日立LNG基地」 土木構造物 25 平成24年度

民　間 東京ガス(株) TL22LNG地下式貯槽建設工事 土木構造物 25 平成24年度

民　間 大成建設(株) 芝浦水再生センター 再構築関連 土木構造物 900 平成24年度

民　間 (株)間組 技術研究所 その他 25 平成24年度

民　間 ひびきエル・エヌ・ジー 北九州港響新港ひびきLNG基地　取放水設備工事 土木構造物 425 平成24年度

民　間 フレア護岸製作その6 土木構造物 25 平成24年度
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