
防草ブロック施工実績表　（H25.10～H29.2） 防草ブロック実績（平成29年2月末現在）

1 長野県 市 駒ケ根市役所 市道1-670号線　赤穂南 歩道エプロンタイプ 両R-A 15.6 H25.10

2 長野県 民間 民間 赤穂南小東その2 歩道エプロンタイプ 両R-A 3 H26.02  

3 長野県 県 長野建設事務所 東柏原赤塩線 歩道エプロンタイプ 両R-A 10.2 H26.07

4 長野県 市 伊那市役所 市道学校南線　上戸区 歩道エプロンタイプ 両R-A 144.8 H26.08

5 長野県 県 伊那建設事務所 辰野町　北大出 歩道エプロンタイプ 両R-A 60 H26.09

6 長野県 県 伊那建設事務所 栗田-四日市場線 歩道エプロンタイプ 両R-A 284.8 H26.10

7 長野県 県 伊那建設事務所 車屋大久保線　東春近 歩道エプロンタイプ 両R-A 182.8 H26.11

8 長野県 村 宮田村役場 村道17号線　町一区 歩道エプロンタイプ 両R-A 152.6 H26.11

9 長野県 市 安曇野市役所 堀金2級63号線 歩道エプロンタイプ 両R-A 108 H26.11

10 長野県 市 塩尻市役所 塩尻市洗馬芦ノ田 歩道エプロンタイプ 両R-A 235.6 H27.02

11 長野県 県 伊那建設事務所 栗田-四日市場線3工区 歩道エプロンタイプ 両R-A 144.6 H27.02

12 長野県 県 松本建設事務所 山形村　上竹田1工区 歩道エプロンタイプ 両R-A 203.4 H27.02

13 長野県 県 飯田建設事務所 上久堅拡幅1工区 歩道エプロンタイプ 両R-A 120 H27.07

14 長野県 県 飯田建設事務所 上久堅拡幅2工区 PLガッターWタイプ 両R-A 196.8 H27.07

15 長野県 県 須坂建設事務所 須坂中野線役 PLガッターWタイプ 両R-A 48.2 H27.07

16 長野県 県 安曇野建設事務所 安曇野市三郷　温 PLガッターWタイプ 両R-A 53.4 H27.10

17 長野県 県 佐久建設事務所 佐久市　大塚3工区 PLガッターWタイプ 両R-A 16.2 H27.10

18 長野県 県 須坂建設事務所 相ノ島高山線道路改良 PLガッターWタイプ 両R-A 282.6 H27.10

19 長野県 県 北信建設事務所 戸那子 歩道エプロンタイプ 両R-A 295 H27.11

20 長野県 村 南箕輪村役場 南箕輪村　村道105号線 歩道エプロンタイプ 両R-A 54.4 H27.11

21 長野県 県 安曇野建設事務所 中堀一日市場線　安曇野市　温 歩道エプロンタイプ 両R-A 0.6 H27.11

22 長野県 県 伊那建設事務所 （国）361号　伊那市日影 PLガッターWタイプ 両R-A 40.6 H27.12

23 長野県 県 須坂建設事務所 高山村　役場下 PLガッターWタイプ 両R-A 127.2 H27.12

24 長野県 県 長野建設事務所 中条　宮 PLガッターWタイプ 両R-A 73.8 H27.12

25 長野県 市 諏訪市役所 市道1-4号線 PLガッターWタイプ 両R-A 106.6 H28.01

26 長野県 県 飯田建設事務所 阿智村　伍和1工区 PLガッターWタイプ 両R-A 65.2 H28.02

27 長野県 県 佐久地方事務所 佐久南部２期佐久穂工 PLガッターWタイプ 両R-A 96.8 H28.02

28 長野県 県 伊那建設事務所 伊那市東春近　車屋大久保線 歩道エプロンタイプ 両R-A 99.8 Ｈ28.02

29 長野県 市 須坂市役所 八幡南原線交差点改良 PLガッターWタイプ 両R-A 793.8 H28.02

30 長野県 村 麻績村役場 麻績村 PLガッターWタイプ 両R-A 25.2 H28.02

31 長野県 県 伊那建設事務所 駒ケ根長谷線 PLガッターWタイプ 両R-A 77 H28.03

32 長野県 県 長野地方事務所 上水内北部2期地区石3 PLガッターWタイプ 両R-B 212.4 H28.03

33 長野県 県 飯田建設事務所 売木軒川1工区 PLガッターWタイプ 両R-A 120.6 H28.03

34 長野県 県 飯田建設事務所 売木軒川2工区 PLガッターWタイプ 両R-A 100.2 H28.03

35 長野県 県 北信建設事務所 戸那子（1） 歩道エプロンタイプ 両R-A 260.8 H28.05

36 長野県 県 北信建設事務所 戸那子（1） PLガッターWタイプ 両R-A 76.8 H28.07

37 長野県 県 松本建設事務所 （一）坂北（停）線　東筑摩郡筑北村　昭和町 PLガッターWタイプ 両R-A 190.4 H28.05

38 長野県 県 伊那建設事務所 道の駅　田切の里 PLガッターWタイプ 両R-A 27 H28.05

39 長野県 民間 民間 福岡宅地分譲工事 PLガッターWタイプ 両R-A 25.6 H28.05

40 長野県 県 北信建設事務所 戸那子 歩道エプロンタイプ 両R-A 76.2 H28.06

41 長野県 県 北信建設事務所 戸那子 PLガッターWタイプ 両R-A 140 H28.06

42 長野県 県 長野地方事務所 石・吉工区道路工事 PLガッターWタイプ 両R-B 239.8 H28.06

43 長野県 市 須坂市役所 園芸高校井上線道路改 PLガッターWタイプ 両R-A 479.2 H28.07

44 長野県 市 須坂市役所 園芸高校井上線道路改 PLガッターWタイプ 両R-B 103 H28.09

45 長野県 県 伊那建設事務所 栗田3工区 歩道エプロンタイプ 両R-A 58.2 H28.07

46 長野県 県 伊那建設事務所 伊那箕輪線　南箕輪村 PLガッターWタイプ 両R-A 79.8 H28.08

47 長野県 村 豊丘村役場 佐原線　林 PLガッターSタイプ 両R-A 211.8 H28.08

48 長野県 市 伊那市役所 市道　日影沢線 歩道エプロンタイプ 両R-A 68 H28.08

49 長野県 市 伊那市役所 市道　日影沢線 PLガッターWタイプ 両R-A 18.6 H28.09

50 長野県 市 須坂市役所 墨坂1丁目 PLガッターWタイプ 両R-A 320.2 H28.08

51 長野県 県 大町建設事務所 細野～緑町1工区 PLガッターWタイプ 両R-B 70 H28.09

52 長野県 市 諏訪市役所 市道1-4号 PLガッターWタイプ 両R-A 129.6 H28.09
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53 長野県 県 飯田建設事務所 和田バイパス2工区（2） 歩道エプロンタイプ 両R-A 132.8 H28.10

54 長野県 県 長野建設事務所 鬼無里-406号線 PLガッターWタイプ 両R-A 54.8 H28.11

55 長野県 市 長野市役所 古牧16号雨水幹線工事 歩道エプロンタイプ 両R-A 233 H28.11

56 長野県 市 塩尻市役所 えび子通線 歩道エプロンタイプ 両R-A 303.2 H28.11

57 長野県 県 長野建設事務所 中条宮 PLガッターWタイプ 両R-A 24.8 H28.11

58 長野県 町 立科町役場 町道白樺湖大門峠線 PLガッターSタイプ 両R-A 159.4 H28.11

59 長野県 県 安曇野建設事務所 中堀一日市場線　安曇野市　温 PLガッターWタイプ 両R-A 204.2 H28.12

60 長野県 県 飯田建設事務所 売木村軒川 PLガッターWタイプ 両R-A 123.4 H28.12

61 長野県 村 宮田村役場 村道106号線 PLガッターSタイプ 両R-A 65.6 H29.01

62 長野県 県 飯田建設事務所 （国）256号　上久堅3工 歩道エプロンタイプ 両R-A 258 H29.02

63 長野県 村 南牧村役場 丸共建設　二手線 PLガッターSタイプ 両R-A 257.6 H29.02

64 長野県 県 飯田建設事務所 国道152号　古町 歩道エプロンタイプ 両R-A 47.4 H29.02

65 長野県 市 安曇野市役所 市道豊科2055号線道路 歩道エプロンタイプ 両R-A 118.8 H29.02

66 長野県 市 安曇野市役所 市道豊科2066号線 歩道エプロンタイプ 両R-A 42.6 H29.02

67 長野県 県 伊那建設事務所 上辰野 PLガッターWタイプ 両R-A 112 H29.02

68 長野県 市 佐久市役所 市道25-1号線 PLガッターWタイプ 両R-A 75.8 H29.02

69 長野県 市 佐久市役所 市道25-1号線 PLガッターSタイプ 両R-A 1.2 H29.02

70 長野県 県 飯田建設事務所 （国）256号　上久堅4工工区 歩道エプロンタイプ 両R-A 245 H29.03

71 長野県 市 塩尻市役所 広丘西通線 歩道エプロンタイプ 両R-A 184 H29.03

72 長野県 市 上田市役所 小牧４号線 PLガッターSタイプ 両R-A 51.2 H29.03

計 9821.6 m


