
工事名 工事内容

第6006-3号道路改良天川擁壁 橋脚補修工事

第1-1-1号(国)災害防除高原ﾄﾝﾈﾙ ｺｱ削孔工

第2-1号巻向跨線橋補修工事 橋脚補修工事

何梨橋耐震補強工事 耐震補強工事

戒重大橋補修工事 耐震補強工事

第403-1号臨時県単道路改良見瀬跨線橋 耐震補強工事

下井戸橋4橋落橋防止 耐震補強工事

神武跨線橋外耐震対策工事 耐震補強工事

新御堂線高架橋耐震対策工事-12 耐震補強工事

下穂積跨線橋跨沓座拡幅工事 耐震補強工事

嬉ヶ崎橋他1橋耐震対策工事(朝日橋) 耐震補強･断面補修工事

京都東寺間油小路通過動橋落橋防止工事 ｺｱ削孔･注入工

第4号線大阪港～阿波座間高架構造物橋脚補強工事(その19) 耐震補強工事

第4号線大阪港停留所吊桁支承部工事 耐震補強工事

東灘処理場耐震対策その他工事 ｱﾝｶｰ工

西名阪自動車道新小松橋壁高欄補強工事 ｺｱ削孔･注入工

美濃瀬橋他橋梁補修工事 橋脚補修工事

南港大橋耐震補強工事(その5) 斫り･ｺｱ削孔･注入工

島屋西出路銅桁及び鋼製橋脚工事 斫り･ｼｰﾙ工

11-1-湾橋脚下部補強工事 ｼｰﾙ工
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工事名 工事内容

角川橋、蛭原橋橋梁補修工事 橋脚補修工事

国道371号(摩尼隧道)道路災害防除 ｺｱ削孔工

梅田貨物線跨道橋高欄補修工事 削孔工

上部耐震改良工事(11-3-東-大管) 床版補強工事

夢島～舞島連絡橋(仮称)架設工事 ｼｰﾙ工

豊崎北高架橋高欄補修工事 高欄補修工

一の瀬橋橋梁補修工事 橋脚補修工事

上部耐震改良工事(11-8-東-大管) 耐震補強工事

新玉水橋上部工架設工事 ｼｰﾙ工

上部耐震改良工事(11-14-東大-大管) 耐震補強工事

42号富山ﾄﾝﾈﾙ補修工事 ｺｱ削孔工

琵琶湖大橋上部耐震補強工事 耐震補強工事

野上橋落橋防止工事 ｺｱ削孔工

大桐中学校耐震改修工事 ｸﾞﾗｳﾄ工事

陽明中学校改修工事 ｸﾞﾗｳﾄ･ｱﾝｶｰ工

太子橋小学校耐震改修工事 ｸﾞﾗｳﾄ工事

上牧小学校大規模改修及び耐震補強工事 ｸﾞﾗｳﾄ工事

多賀小学校耐震改修工事 ｱﾝｶｰ工

六反中学校耐震補強工事 ｱﾝｶｰ･ｳｫｰﾙｿｰ工事

茨田北小学校耐震補強工事 ｸﾞﾗｳﾄ工事

和光小学校耐震補強工事 ｸﾞﾗｳﾄ工事

天井跨線橋橋梁補修工事 橋梁補修工事
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工事名 工事内容

25号名阪橋梁補修工事 橋脚補修工事

155号刈谷高架橋橋体工事 ｺｱ削孔･ｱﾝｶｰ工

ﾓﾉﾚｰﾙ支柱補強工事(山田駅前工区) ｼｰﾙ工

標識柱改良及びその他工事(11－湾管) ｱﾝｶｰ工

国道480号災害防除工事

琵琶湖大橋上部工耐震補強工事(守山) 橋梁補修工

道路災害防除(法手見ﾄﾝﾈﾙ)工事 ｺｱ削孔工

百合の下橋補修工事 橋脚補修工事

国道307号そま川避溢橋橋梁補修工事 橋梁補修工事

小佐治橋橋梁補修工事 耐震補強工事

宮本橋橋梁補修工事 橋梁補修工事

滋賀ﾊﾞｲﾊﾟｽ南比良山第一高架橋工事 ｺｱ削孔･ｱﾝｶｰ工

13号東大阪線通行止め補修工事 補修工事

〃 補修工事

〃 斫り工

加島大橋橋梁修繕工事 橋梁補修工事

落合橋橋脚補修工事 ｺｱ削孔･ｱﾝｶｰ工

三津屋跨線橋橋脚補修工事 橋脚補修工事

茨木靴流通ｾﾝﾀｰ橋脚補強工事 橋脚補修工事

176号神田高架橋(東行)耐震補強工事(その2) ｺｱ削孔･注入工

名神久々知高架橋高欄補強工事 床版･高欄補修工事

福知山綾部線橋梁耐震対策緊急補強工事(丹波大橋) 橋梁補修工事

工事経歴書
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工事名 工事内容

高速電気軌道第4号線橋梁塗装塗替工事(その7) 床版断面補修工事

26号堺高架橋橋脚補修工事 橋梁補強工事

裏面吸音版設置工事(12-4-西) ｱﾝｶｰ工

和歌山北ＢＰ新南海橋上部工事 ｱﾝｶｰ工

泉大津大橋橋梁改良工事(その3) 耐震補強工

上部耐震改善工事(11-3-松･東) 耐震補強工

上部耐震改良工事(11-5-湾) 耐震補強工

奈良高架橋橋脚補修工事 注入工

42号天鳥橋他1橋梁補修工事 ｺｱ削孔･注入工

名神瓦木高架橋中分改良工事 床版撤去･ｺｱ削孔･注入工

松下中央研究棟耐震補強工事 ｺｱ削孔･ｱﾝｶｰ･注入工

上部耐震改良工事(11-1-湾) 橋梁補修工事

伸縮継手(鋼製)改良工事(12-4-東) 床版補修工事

京都丹波室河原高架橋(鋼上部工)工事 落橋防止工事

新御堂耐震工事1-18他 橋梁耐震工事

近畿自動車道･大日高架橋(鋼上部)補強工事 斫り･注入工

主要地方道大阪中央環状線円南橋橋梁補強工事 ｶｯﾀｰ･ｱﾝｶｰ工

上部耐震改良工事(12-6-大-大建) ｺｱ削孔工

管内橋梁付属物等補修工事 ｼﾞｮｲﾝﾄ撤去･復旧工

上部耐震改善工事(12-1-湾管) ｺｱ削孔･注入工

上部耐震改良工事(12-7-管-大管) 耐震補強工

中国自動車道豊中高架橋西(鋼上部工)補強工事 耐震補強工

工事経歴書
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工事名 工事内容

25号銀座誇道橋補強工事 ｺｱ削孔･注入工

42号新庄高架橋補修工事 耐震補強工

大阪府道高速大阪池田線 ｺｱ削孔･注入工

(環状線)上部耐震改良工事(12-9-環-大管)

長柄ﾊﾞｲﾊﾟｽ改良補修工事 ｱﾝｶｰ工

新鳥飼大橋耐震補修工事(その2) 耐震補強工

緊急輸送道路網橋梁対策事業支承取替工事(島根) ｺｱ削孔工

福知山綾部線橋梁耐震対策緊急補強工事 ｺｱ削孔･注入工

上部耐震改善工事(12-2-環-大建) ｺｱ削孔工

松葉跨線橋床版補強工事 鋼板接着工

上部耐震改良工事(12-14-池-大建) 耐震補強工

一般国道165号橋梁補修工事 橋梁補修工

上部耐震改良工事(12-1-環-大建) 耐震補強工

上部耐震改良工事(12-1-湾管) ｺｱ削孔･注入工

8号淵上高架橋他１橋落橋防止工事 落橋防止設置工

42号田辺管内ﾄﾝﾈﾙ補修工事 ｺｱ削孔工

名神高速道路蔵人江坂高架橋高欄補修工事 注入･断面補修工

名神高速道路小曽根高架橋東(下り線) ｺｱ･ﾄﾞﾘﾙ削孔･

壁高欄補強工事 注入･断面補修工

165号線橋梁補修工事(国道)工事 補修･断面補修工

24号線奈良八条高架橋落橋防止装置設置工事 落橋防止設置工

上部耐震改良工事(12-4-環-大建) ｺｱ削孔･注入工

ｺｽﾓ歌島橋 ﾄﾞﾘﾙ削孔･斫り工

工事経歴書
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工事名 工事内容

阪神高速道路集中工事 ｼﾞｮｲﾝﾄｶｯﾀｰ工

万博公園浄水場 ﾜｲﾔｰｿｰ工

松原市立松原小学校大規模改修及び耐震補強工事 ｱﾝｶｰ工

船場高架橋補修工事 ｺｱ削孔･注入･

断面補修･剥落防止工

名神高速神崎高架橋補修工事 ｶｯﾀｰ･ｳｫｰﾙｿｰ･ｺｱ削孔･

ｱﾝｶｰ･注入･ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工

中国道生瀬高架橋補修工事 ｺｱ削孔･ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工

新鳥飼大橋耐震補強工事 断面修復工　他

国道372号橋梁維持修繕工事 増し桁注入工事

名神大山崎IC北鋼上部工工事 ｺｱ削孔･斫り工

茶屋町高架橋補強工事 耐震補強･排水管取替工事

上部耐震改善工事(12-3-湾) 耐震補強工

上部耐震改善工事(12-17-池) 耐震補強工

国道369号道路改築(橋梁)工事 ｺｱ削孔工

大垣管内橋梁補修工事 ｺｱ削孔･ｱﾝｶｰ･注入･斫り工

天の川高架橋補修工事 断面補修･保護塗装工

上部耐震改良工事(12-6-大) 耐震補強工

名神蔵人高架橋西壁高欄補強工事 床版撤去工事

東名永原橋(改築)新橋工事 ｺｱ削孔･注入･床版撤去工

165号橋梁補修工事 ｺｱ削孔･ｱﾝｶｰ･断面補修工

上部耐震改善工事(12-18-池) 耐震補強工

湖東地区JR跨線橋補修工事 排水管取替工事

工事経歴書
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工事名 工事内容

庭窪跨道橋耐震補強工事 耐震補強工

淀川新橋補修工事 ｼﾞｮｲﾝﾄ取替工事

枚方管内構造物維持工事 ｱﾝｶｰ･注入工

大津ﾄﾝﾈﾙ補修工事 ｺｱ削孔工

中国自動車道豊中高架橋 防水･断面補修工事

上部耐震改善工事(12-4-環-大建) 耐震補強工

下山口工区(西行き)及び出入路鋼桁工事 ｼｰﾙ工

国道312号(新佐野橋)橋梁維持修繕工事 ｺｱ削孔･定着･炭素繊維貼付工

加古川BP加古川西(下り)OFFランプ改良工事 ｺｱ削孔･注入･ｼｰﾙ工

神戸支社管内高架橋修繕(A) 床版斫り･ﾌﾞﾗｽﾄ工

天の川高架橋橋梁補修工事 断面補修･剥落防止工

大和中央道特定単独街路改良(ｼﾌﾞﾄ池)工事 削孔･定着工

高欄等改良工事(14-1-大管) 剥落防止･ｺｱ削孔･注入工

上部耐震改善工事(13-1-堺-大管) 耐震補強工

上部耐震改善工事(13-4-西-大管) 鋼板接着工

臨時単独橋梁補修事業工事 ｺｱ削孔･注入･断面補修工

1号宇治川大橋下部工補強工事 耐震補強工

中国自動車道有馬川橋(鋼上部工)拡幅工事 ｺｱ削孔･注入工

2号山田高架橋補修工事 ｱﾝｶｰ工

平成13年度258号養老大橋 ｺｱ削孔･注入･断面補修工

東三国歩道橋外5橋耐震対策工事 鋼板接着工

一般国道173号天王大橋床版補強工事(その2) 鋼板接着工

工事経歴書
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工事名 工事内容

阪南港阪南2区橋梁工事(上部工)その3工事 ｱﾝｶｰ工

西中島北高架橋床版補強工事-2 剥落防止工

一般府道春木大町線　天の川高架橋橋梁補強工事 剥落防止･断面補修工

池田高架橋(西行き)橋脚耐震補強工事 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工

橋本道路皿池測道橋 斫り工

舞鶴自動車道綾部ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ橋(鋼上部工)工事 鋼桁ｼｰﾙ工

三陵高架橋壁高欄補修工事 高欄撤去･ｱﾝｶｰ･

ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ表面処理工

池田IC5号橋耐震補強工事 ｺｱ削孔･注入･剥落防止･

ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ表面処理工

非常口設置工事(13-湾) ｺｱ削孔･撤去工

東山高架橋下部補強工事 漏水補修･断面補修･鋼板取付工

支承･連結装置耐震性向上工事(1-17) 橋梁耐震工事

42号新王寺橋その他下部工事 ｺｱ削孔工

名神高速道路久々知高架橋(下り線)高欄補修工事 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ･床版補修工

広島自動車道鳥帽子第1橋床版補修工事 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ･床版補修工

池田5号橋耐震補強工事(その2) 橋梁耐震工事

神戸支社管内高架橋修繕(A) ﾌﾞﾗｽﾄ･斫り工

上部耐震改善工事(14-1-湾) 橋梁耐震工事

東名高速道路川崎高架橋(RC)補強西工事 炭素繊維巻立て･剥落防止工

岐阜県県道橋梁修繕工事 断面補修･ｺｱ削孔･

注入･落防ｺﾝｸﾘｰﾄ工

戎島橋橋梁補強工事 炭素繊維貼付･

断面補修･ｸﾗｯｸ注入工

工事経歴書
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工事名 工事内容

東名高速道路矢場居橋(鋼上部工)補強工事 耐震補強工事

中国自動車道一後川橋壁高欄補修工事 ｺｱ削孔･樹脂注入工

舞鶴若狭自動車道福知山橋橋梁下面補修工事 剥落防止･ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ･

断面補修･ｸﾗｯｸ注入工

箱崎ふ頭上部工耐震補強工事(13-3) 耐震補強工事

2号奥山地区橋梁補修工事 耐震補強工事

芦原大橋落橋防止構造設置工事(その1) ｺｱ削孔･樹脂注入工

第二神明道路公園墓地橋橋梁補修工事 橋梁補修工事

2号飯田地区橋梁補修工事 橋梁補修工事

ｺﾝｸﾘｰﾄ橋脚梁改善工事(15-1-大管) 斫り･断面補修･鋼板接着･

ｺｱ削孔･樹脂注入工

東名阪自動車道蟹江～桑名間ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物補修工事 断面補修･ｸﾗｯｸ注入･

ﾌﾞﾗｽﾄ･連続繊維ｼｰﾄ工

中国自動車道豊中高架橋橋梁下面補修工事 断面補修･ｸﾗｯｸ注入･

ﾌﾞﾗｽﾄ･連続繊維ｼｰﾄ工

165号四条道路橋梁整備事業 断面補修工

名古屋高速落下物防止柵設置工事(14-1) 高欄補修工事

名古屋高速落下物防止柵設置工事(14-2) 高欄補修工事

折鶴橋外8橋耐震対策工事 断面補修･鋼板接着工

上部耐震改善工事(14-3-湾) 樹脂注入･支沓取替工

名神久々知高架橋 ｺｱ削孔･ｱﾝｶｰ･

樹脂注入･ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工

青連寺ﾀﾞﾑ既設物撤去工事 ﾜｲﾔｰｿｰ切断工

渡川大橋補修その1工事 橋梁補修工事

大阪ﾓﾉﾚｰﾙ鋼軌道桁落橋防止装置工事(その7) 落橋防止設置工

工事経歴書
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工事名 工事内容

大阪ﾓﾉﾚｰﾙ鋼軌道桁落橋防止装置工事(その6) 落橋防止設置工

泉大津大橋橋梁改良工事その7 剥落防止工

入船橋外2橋耐震対策工事 ｺｱ削孔･注入･断面補修工

野条橋 ｺｱ削孔･樹脂注入工

南大井橋高架橋耐震補強工事 耐震補強工事

2号淀川大橋落橋防止装置設置工事 落橋防止設置工

高山管内上呂跨道橋 ｺｱ削孔･樹脂注入工

安田跨道橋外2橋耐震対策工事 落橋防止･沓座拡幅工

十三ﾊﾞｲﾊﾟｽ補修工事-1 橋梁補修工事

十三ﾊﾞｲﾊﾟｽ補修工事-2 橋梁補修工事

大島橋、城島橋補修工事 ｺｱ削孔･樹脂注入工

三河港改修工事 橋脚補修工事

住之江大橋外2橋耐震対策工事 耐震補強工

新加古川大橋下部補強工事 ｺｱ削孔･樹脂注入･斫り工

国道42号(竹房橋)橋梁震災対策工事 耐震補強工事

谷町高架橋床版補強工事 ｸﾗｯｸ注入･断面補修工

阪和自動車道和田川橋橋梁下面補修工事 ｸﾗｯｸ注入･断面補修･剥落防止工

毛馬橋床版補強工事 ｸﾗｯｸ注入･断面補修･鋼板注入工

一般国道487号橋梁補修工事 橋梁補修工事

堅粕～東光上部工耐震補強工事(15-4) ｺｱ削孔･樹脂注入工

豊上部工耐震補強工事(15-5) 耐震補強工

名神高速道路妙興寺高架橋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物補修工事 ｸﾗｯｸ注入･断面補修･剥落防止工

工事経歴書
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工事名 工事内容

枚方跨線橋補修工事 炭素繊維･ｱﾗﾐﾄﾞｼｰﾄ補強工

落合橋車両大型化対策橋梁補強工事 断面補修･炭素繊維ｼｰﾄ補強工

松瀬橋補修工事 炭素繊維･ｶﾞﾗｽｸﾛｽｼｰﾄ補強工

堺泉北港泉北6区泉大津大橋橋梁改良工事　その12 剥落防止工

堺泉北港泉北6区泉大津大橋橋梁改良工事　その11 剥落防止工

平成17年度東名高速道路神領第二高架橋支承更新工事 ｺｱ削孔･注入工

平成17年度那賀川橋外耐震補強工事 耐震補強工事

落橋物防止棚設置工事17-1 樹脂注入･ｼｰﾄ工

平成17年度橋梁補修工事(県単)(その1) ｺｱ削孔･注入工　他

平成17年度橋梁補修工事 ｺｱ削孔･注入工　他

新喜多大橋外1橋床版補強工事 床版補修･鋼板接着工

平成17年度日和佐地区橋梁耐震補強工事 炭素繊維ｼｰﾄ工　他

24号出島高架橋外耐震補強工事 ｺｱ削孔･注入工

名神高速道路瓦木西高架橋中央分離帯防護柵更新工事 中央分離帯撤去工一式

常磐自動車道山崎橋耐震補強工事 耐震補強工事

国道501号単県橋梁補修(小島橋耐震補強)工事 耐震補強工事

42号新広橋外2橋耐震補強工事 橋梁補修に関わるｺﾝｸﾘｰﾄ工事一式

十三ﾊﾞｲﾊﾟｽ補修工事-3 炭素繊維ｼｰﾄ工　他

26号金熊寺他耐震補強工事 耐震補強工事

42号串本管内橋脚補強工事 ｺｱ削孔工　他

1号石山高架橋耐震補強工事

171号久世橋橋梁補強その他工事 耐震補強工事一式

工事経歴書
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工事名 工事内容

第三京浜川向高架橋支承取替工 ｺｱ削孔･樹脂注入工

25号名阪国道橋梁補修工五月橋

端建蔵橋耐震補強工事

福北48工区鋼橋改築工事その1 落橋防止･ｸﾗｯｸ･断面補修工　他

主要地方道泉佐野岩出線昭平橋 補強工事

北神立橋橋梁補強工事 耐震補強工事一式

十三ﾊﾞｲﾊﾟｽ補修工事-3 補修工事一式

上部耐震改良工事(17-2-東) 落橋防止ｱﾝｶｰ工

柴谷橋東取付高架橋外4橋耐震補強 断面補修･ﾗｲﾆﾝｸﾞ工　他

東名高速道深沢橋支承更新工事

22号一ノ宮地区橋梁補強工事 補強工事一式

名神高速蔵人高架橋補修工事 補修工事一式

2号高砂姫路間耐震補強工事 耐震補強工事一式

22号一宮地区橋梁補修工事 耐震補強工事一式

大門橋他橋梁耐震補強･補修工事 耐震補強工事一式

42号荒光高架橋外耐震補強工事 耐震補強工事一式

国道480号(菖蒲橋)地方道路交付金合併工事 耐震補強工事一式

山麓ﾊﾞｲﾊﾟｽ線西谷橋耐震補強工事 耐震補強工事一式

名谷駅前橋耐震補強工事 耐震補強工事一式

耐震改善工事(18-2-松) 耐震補強工事一式

平成20年度23号知立BP和泉IC下部工事 耐震補強工事一式

平成20年度23号知立BP和泉高架橋大海古南下部工事 耐震補強工事一式

工事経歴書
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工事名 工事内容

42号新熊野大橋耐震補強外工事 耐震補強工事一式

高速電気軌道第4号線高架構造物改良工事 剥落防止･断面修復工

26号久保高架橋橋梁補修工事 遮音壁･剥落防止工

平成20年度23号豊橋BP梅田川左岸下部工事 RC橋脚･鋼板巻立工

関門ﾄﾝﾈﾙ床版補修工事1期 ｱﾝｶｰ工

九州自動車道久留米管内落橋防止設置工 耐震補強工事一式

平成21年度関西支社京阪地区保全工事 耐震補強工事一式

平成21年度葵県道第12号 鋼板接着工

(主)南ｱﾙﾌﾟｽ公園線(田代4号ﾄﾝﾈﾙ)災害防除工事

平成20年度京都国道事務所橋梁補修工事 耐震補強工事一式

川口(発)笹間川ﾀﾞﾑ水門柱上部橋梁改良 ｺｱ樹脂工事

平林大橋外4橋補強および補修工事 耐震補強工事一式

国道2号己斐ﾗﾝﾌﾟ橋補修工事 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工事

ｱｽﾃﾗｽ製薬W棟耐震補強工事 建築ｱﾝｶｰ工事

国道28号洲本維持管内橋梁補修補強工事 耐震補強工事一式

近畿自動車道土橋高架橋補修工事 剥落防止工

中国自動車道花折ｹ峯高架橋支承更新工事 ｱﾝｶｰ･樹脂注入工

綾園高架橋耐震補強工事(その3) 耐震補強工事一式

国道1号瀬田川大橋橋梁耐震対策工事 橋脚RC巻き立て一式

長大橋耐震(岸和田･春木川) ｱﾝｶｰ･樹脂注入工

高速電気軌道第1号線高架橋構造物改良工事(その5) 剥落防止工

県道高速名古屋新宝線新宝工区上部工事 床版ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ工

湊川ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ下部その他工事 ｱﾝｶｰ工

工事経歴書
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工事名 工事内容

船場川線盤下げ工事 ｺｱ削孔工

東名高速道路元石川高架橋他1橋補強工事 沓座取替･落橋防止･

剥落防止工　他一式

平成22年23号上重原高架橋橋梁補修工事 剥落防止工

関門ﾄﾝﾈﾙ床版補修工事 2期 樹脂･ｱﾝｶｰ･鉄筋工

平成22年度23号西中高架橋橋梁補修工事 耐震対策工事一式

主要地方道大阪臨海線外橋梁補修工事(単価契約) ｱﾝｶｰ･断面補修･繊維ｼｰﾄ貼工

関門自動車道大久保高架橋橋梁補修工事 ｱﾝｶｰ工

公共社会資本整備総合交付金事業 剥落防止･ｱﾝｶｰ･表面保護工

(橋梁補修)県単橋梁修繕工事

高速電気軌道4号線高架構造物改良工事(その10) 剥落防止工

港湾幹線道路耐震補強工事(その1) 耐震補強工事一式

港湾幹線道路耐震補強工事(その5) 耐震補強工事一式

第二東名高速道路静岡東地区剥落対策工事 桁端防水･繊維接着･ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工

第二東名高速道路 桁端防水･繊維接着工

上伊佐布第三高架橋(PC上部工)下り線工事

第二東名高速道路本宮山ﾄﾝﾈﾙ工事 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工

平成22年度播磨基地支承取替工事 耐震補強工事一式

堺泉北有料道路耐震対策工事(その12) 耐震補強工事一式

(都)曽根行橋線道路新設工事 ｱﾝｶｰ･樹脂･止水工

長沢ﾄﾝﾈﾙ道路災害防除工事 導水･剥落･断面修復工

平成22年度俵県道第2号 鋼板接着工

(主)梅ｹ島温泉昭和線(北賤機ﾄﾝﾈﾙ)災害防除工事

西名阪自動車道新石川橋落橋防止設置工事 耐震･補修工事一式
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工事名 工事内容

守口ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ(下部工)工事 補強･補修･撤去工事

京都縦貫自動車道長岡京第2高架橋(PC上部工)工事 ｱﾝｶｰ･保護塗装工

堺泉北有料道路耐震対策工事(その13) 耐震･補修工事

国道25号高峯橋耐震補強工事 断面修復･炭素繊維工

和田山八鹿道路芳賀野高架橋下部外工事 補修工事

東九州自動車道清武橋(鋼上部工)工事 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工

平成23年度第一第二第三出張所管内橋梁補修工事 剥落対策工

国道371号(柿原橋)橋梁補修工事 耐震･補修工事一式

平成23年度国道2号姫路ﾊﾞｲﾊﾟｽ西部地区橋梁補修工事 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修工

彦根米原線補助道路修繕工事 耐震･補修工事一式

国道171号畑田高架橋他補修工事 耐震･補修工事一式

国道220号橘橋耐震補強工事 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工

舞鶴若狭自動車道笙の川橋工事 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工

阪和自動車道鳴神高架橋(上り線)耐震補強工事 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修工

村道神之谷線太平橋補修工事 耐震･補修工事一式

南海本線高架橋(泉佐野市)耐震補強工事 橋脚鋼板巻き立て工

(主)尼崎池田線久々知橋橋梁上部工耐震補修工事 耐震･補修工事一式

(主)篠山山南線山崎大橋橋梁補修補強工事 耐震･補修工事一式

堺泉北有料道路耐震対策工事(その17) 耐震･補修工事一式

阪急水無瀬ﾎｰﾑ改良断面修復工事 剥落対策工

三宝第1工区下部その他工事 断面･ｼｰﾙ･炭素繊維工

国道42号古座大橋橋梁補修工事 断面修復･炭素繊維工

工事経歴書
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工事名 工事内容

近畿自動車道守口ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ(鋼上部工)工事 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事　他

松葉谷跨道橋外橋梁補修工事 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工

国道42号すさみ大橋橋梁補修工事 耐震工事

H23東部環状道路構造物補強工事 ﾄﾝﾈﾙ補修工事

国道42号潮浜橋他橋梁補修工事 断面修復･剥落防止工　他

平岡･為栗間新十方峡ﾄﾝﾈﾙ覆工修繕工事

舞鶴若狭自動車道敦賀工事 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工

国道42号伊古木高架橋他耐震補強工事 耐震補強一式

国道42号朝来帰橋他橋梁補修工事 剥落防止･断面修復工

新名神高速道路生野中工事 樹脂工

PC桁床版部補強工事(23-環･東) 鋼板接着工　他

国道42号秋津高架橋他補修工事 剥落防止･断面工　他

第二阪奈有料道路高架橋耐震補強工事 耐震工事一式

国道161号真光寺川橋耐震補修工事 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工

中国自動車道梅香川橋床版補修工事 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工

平成24年度名阪国道亀山･伊賀地区橋梁補強補修工事 剥落･炭素･増設桁工

平成23年度名阪国道伊賀西地区橋梁補強補修工事 剥落･炭素･増設桁工

此花大橋耐震補強工事(その3) 耐震工事

平成24年度園田橋落橋防止対策等工事 耐震工事

平成24年度海岸堤防等老朽化対策伊浜地区1工事 斫り･型枠･ﾓﾙﾀﾙ打設工

東名高速道路浜松管内ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物補修工事(平成24年度) 剥落防止工　他

国道29号太市高架橋他耐震補強工事 耐震工事一式
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工事名 工事内容

林崎こ線人道橋修繕工事 沓座据え付け工

国道25号昭和橋耐震補強他工事 炭素繊維補強工

平成24年度四日市港霞ｹ浦南ふ頭地区岸壁(W26)補修工事 断面修復工事

中央自動車道笹子ﾄﾝﾈﾙ(上り線)天井板撤去緊急工事 撤去工事

工事経歴書
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