
ＫＫシート40実績表（平成29年）

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４４号根室市穂香改良工事 土木 13 北海道根室市

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Ａ橋上部工事 上部工 1000 北海道富良野市

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 75 北海道富良野市学田三区4737-30

国土交通省 東北地方整備局 国道45号外甲子地区舗装工事 土木 50 岩手県釜石市

国土交通省 東北地方整備局 小国川橋上部工工事 上部工 8 福島県伊達市

国土交通省 関東地方整備局 Ｈ２８年度国道６号千代田石岡ＢＰ恋瀬川橋床版工事 床板 50 茨城県石岡市

国土交通省 北陸地方整備局 茅蜩橋上部工事 上部工 25 富山県小矢部市

国土交通省 北陸地方整備局 利賀ダム豆谷橋梁上部その２工事 上部工 30 富山県南砺市利賀村

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 200 岐阜県岐阜市

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 25 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 橋梁 25 静岡県伊豆市

国土交通省 中部地方整備局 平成２８年度１号静清丸子高架橋鋼上部工事 床板 33 静岡県静岡市

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 25 静岡県沼津市

国土交通省 中部地方整備局 平成２７年度名二環梅之郷南１高架橋鋼上部工事 床板 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年度名二環春田２高架橋下部工事 下部工 65 愛知県名古屋市

国土交通省 中部地方整備局 平成２８年度名二環かの里２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２９年度東海環状高柳２高架橋ＰＣ上部工事 上部工 100 三重県いなべ市

国土交通省 中部地方整備局 平成２８年度東海環状長深２橋梁鋼上部工事 床板 11 三重県員弁郡東員町

国土交通省 近畿地方整備局 大野油坂道路荒島第１トンネル西勝原地区工事 トンネル 8 福井県大野市

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 725 奈良県吉野郡十津川村

国土交通省 中国地方整備局 国道９号渡津地区橋梁上部工事 上部工 56 島根県江津市

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 倉敷立体船穂高架橋ＰＣ上部その３工事 上部工 25 岡山県倉敷市

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PC上部工事 上部工 25 広島県東広島市

国土交通省 四国地方整備局 平成２９ー３０年度和田高架橋上部工事 上部工 25 高知県宿毛市

国土交通省 九州地方整備局 熊本３号葉山大橋上部工工事 上部工 325 熊本県熊本市

国土交通省 九州地方整備局 東九州道（志布志～大崎）菱田川橋上部工工事 上部工 500 鹿児島県志布志市

内閣府 縄総合事務局 平成２８年度与那原２号橋上部工（上り）工事 上部工 350 沖縄県島尻郡与那原町

防衛省 中国四国防衛局 岩国飛行場(H27)下士官宿舎新設等建築その他工事 建築 10 山口県岩国市

内閣府 沖縄総合事務局 称平成２８年度与那原２号橋上部工（上り）工事 上部工 175 沖縄県島尻郡与那原町

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 東北中央自動車道白竜大橋（鋼上部工）工事 床板? 500 山形県東置賜郡高畠町

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 1 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 1150 静岡県御殿場市

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 25 三重県三重郡菰野

NEXCO 西日本高速道路 中国横断自動車道国見山トンネル工事 トンネル 4 兵庫県宍粟市

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 首都高速小松川JCT新設工事 床板 150 東京都江戸川区

発注者（地方自治体関係） 工事 枚数 施工場所

自治体 北海道 道道川西芽室音更線中島橋架替（上部工）防Ｂ改良工事 上部工 400 北海道帯広市

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 120 岩手県大船渡市

自治体 宮城県」 寒風沢防潮堤工事 河川・港湾 25 宮城県塩竈市

自治体 宮城県 朴島地先海岸（東側）外災害復旧工事 河川・港湾 25 宮城県塩竈市

自治体 多賀城市 平成28年度都市計画道路笠神八幡線橋梁上部工工事 上部工 25 宮城県多賀城市

自治体 多賀城市 平成29年度清水沢多賀城線橋梁上部工工事（仙石線部） 上部工 25 宮城県多賀城市

自治体 宮城県 主要地方道女川牡鹿線小乗浜橋（仮称）新設（上部工）工事 上部工 75 宮城県牡鹿郡女川町

自治体 宮城県 津谷川外河川災害復旧工事(その4) 河川・港湾 150 宮城県気仙沼市
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発注者（国の機関） 工 事 名 工事 枚数 施工場所

自治体 福島県 道路橋りょう整備（交付）工事（橋梁上部）（東栄橋) 上部工 8 福島県喜多方

自治体 茨城県 国補総流防橋梁上部工事（八間堀川橋工事分） 上部工 25 茨城県常総市

自治体 栃木県 粟谷川その１（安全川補） 上部工 25 栃木県足利市

自治体 東京都 平成２７年度海の森水上競技場整備工事 土木 375 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 40 東京都稲城市

自治体 金沢市 金沢外環状道路海側幹線浅野川橋梁建設工事 上部工 115 石川県金沢市

自治体 福井県 総合流域防災工事（防災・安全交付金）（補正）H28その４工事川合鷲塚橋 上部工 15 福井県坂井市・福井市

自治体 岐阜県郡山市 都市計画道路笹川大善寺線橋梁整備工事（上部工） 上部工 50 岐阜県郡山市

自治体 豊田市 豊田土橋土地区画整理事業（仮称）土橋竜神跨線橋 上部工 50 愛知県豊田市

自治体 高槻市 阿武山配水池２号池築造工事 土木 175 大阪府高槻市

自治体 大阪府 寝屋川北部地下河川守口調節池築造工事（本体工） 土木 50 大阪府大阪市～門真市

自治体 兵庫市 西部処理場高段ポンプ棟他築造工事（土木） 土木 350 兵庫県神戸市

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 25 和歌山県伊都郡九度山町

自治体 福岡県 国道４４２号日向神４号橋（仮称）橋梁上部工工事（１工区） 上部工 300 福岡県八女郡矢部村

自治体 福岡県 国道４４２号日向神４号橋（仮称）橋梁上部工工事（２工区） 上部工 150 福岡県八女郡矢部村

自治体 大分市 平成２８年度道改国第２ー４号道路改良工事 上部工 412 大分県中津市
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