
平成２８年１０月１５日現在

発注官庁 現場 サイズ 延長（ｍ） 施工業者 工事名
箕輪町 長野県箕輪町 300*300 6.0 （有）ユウア 町単独側溝整備工事 町道272号線
飯田建設事務所 長野県飯田市 300*300 7.0 （有）竹村工務所 飯田市 米川飯田線 尾林上
飯田建設事務所 長野県阿南市 300*300 5.0 アルプス産業 阿南町 北条浄水場
下諏訪町役場 長野県下諏訪町 300*300 4.0 ㈱六協 町道小湯の上２号線道路維持修繕工事
青木村役場 長野県青木村 300*300 5.0 青木建設工業㈱ 青木村当郷 平成27年度 社資交付金事業村道当郷室賀線舗装修繕
青木村役場 長野県青木村 ＦＲ桝300*600Ｃ 1.0 青木建設工業㈱ 青木村当郷 平成27年度 社資交付金事業村道当郷室賀線舗装修繕
佐久地方事務所 長野県佐久市 300*400 7.0 ㈱竹花組 佐久南部2期地区4-2-2工区
佐久地方事務所 長野県佐久市 ＦＲ桝300*600Ａ 1.0
佐久地方事務所 長野県佐久市 ＦＲ桝300*600Ｂ 1.0
松本建設事務所 長野県松本市 300*300 11.5 金多屋建設㈱ 大野川 H27 県単道路橋梁維持（舗装修繕）工事
飯田建設事務所 長野県天龍村 300*300 5.5 神稲建設㈱
飯田建設事務所 長野県天龍村 ＦＲ桝300*600Ｓ 1.0
白川町役場 岐阜県白川町中川 300*300 12.0 白川産業㈱ 白川地区道路修繕工事
高山市役所　丹生川支所 岐阜県高山市丹生川町 300*300 7.0 （株）タナカ技建
高山市役所　丹生川支所 岐阜県高山市丹生川町瓜田 300*300 7.0 (有)北都総合開発 市道瓜田４号線側溝修繕工事
恵那市役所 岐阜県恵那市長島町 300*300 6.0 （有）樋田建設 恵那市長島町久須見 乗越新田線（新田地区）側溝修繕工事
揖斐川町役場 岐阜県揖斐川町 300*300 5.0 久保田工務店 上野　町道４９号線舗装修繕工事
高山土木事務所 岐阜県高山市一之宮町 300*300 28.0 （有）サクラ建設 一般県道 宮清見線 県単 道路維持修繕
多治見土木事務所 岐阜県土岐市和泉町 300*300 8.0 イトウ産業 土岐市泉町久尻他 主要地方道 土岐可児線他 県単 道路維持修繕費
郡上市役所 岐阜県郡上市美並町 300*300 4.0 ㈱ソーカンー㈱ケイエス市道相戸中線道路改良工事
高山市役所 岐阜県高山市 300*300 5.0 ㈱古橋組
高山市役所 岐阜県高山市 300*300 6.0 ㈱門造園土木 市道山田４号線側溝修繕工事
可児市役所 岐阜県可児市 300*300 2.0 ㈱庭萬 市道18号線（下恵土）道路改良工事
恵那市役所 岐阜県恵那市 250*250 4.0 セントラル建設㈱ 恵那市武並町竹折 美濃1号線橋修繕工事
中津川市役所 岐阜県中津川市山口 250*250 3.0 乙姫建設㈱ 南野農道舗装工事
養老町役場 岐阜県養老町 250*250 4.0 太洋建設㈱ 養老町沢田上町道路改良工事
美濃加茂市役所 岐阜県美濃加茂市 300*300 3.0 ㈱日進建設 下東57号線他7路線道路復旧工事
下呂市役所 岐阜県下呂市 250*250 5.0 ㈱熊崎組 下呂市小坂町 道路修繕工事
八百津町役場 岐阜県八百津町 250*250 3.0 ㈱土谷組 北八幡線道路改良工事
高山市役所丹生川支所 岐阜県高山市 300*300 7.0 （有）ワタセ 高山市丹生川町 町方
池田町役場 岐阜県池田町 300*400 5.0 第一建設㈱ 町道段17号線道路改良工事
恵那市役所 岐阜県恵那市 300*300 5.0 恵中建設㈱ 袖畑笠作線（両島橋）取付工事
高山市役所　丹生川支所 岐阜県高山市 300*300 10.0 （有）ワタセ
郡上市役所 岐阜県郡上市明宝 400*400 7.0 オクド㈱
養老町役場 岐阜県養老町 250*250 4.0 ㈱養老 養老町京ヶ脇道路改良工事
高山市役所 岐阜県高山市 300*300 5.0 高成建設㈱ 市道山田9号線他側溝修繕工事
飛騨市役所 岐阜県飛騨市古川町 太江 300*300 6.5 ㈱田近工務店
高山市役所 岐阜県高山市 300*300 5.0 高成建設㈱ 市道山田9号線他側溝修繕工事
高山国道事務所 岐阜県高山市丹生川町 300*300 8.0 ㈱長瀬土建 平成27年度 中部縦貫新張地区道路建設工事
土岐市役所 岐阜県土岐市 250*250 4.0 ㈱イトウ産業 土岐市駄知町 庄内川水系 肥田川 水道橋補修（上部工）工事
土岐市役所 岐阜県土岐市 ＦＲ桝300*600Ｓ 2.0 ㈱イトウ産業 土岐市駄知町 庄内川水系 肥田川 水道橋補修（上部工）工事
郡上市役所 岐阜県郡上市 300*300 7.0 ㈱前田土木 中津屋那留線舗装修繕3期工事
東白川村役場 岐阜県東白川村 300*300 13.0 谷端建設㈱ 東白川村 ｴｺﾄﾋﾟｱ住宅

ＦＲ横断・ＦＲ桝　施工実績集



七宗町役場 岐阜県七宗町 300*300 9.5 ㈱長尾土建 町道追分万場線側溝修繕工事
高山国道事務所 岐阜県高山市 300*300 4.5 ㈱長瀬土建 中部縦貫松本橋PC上部工事
民間 岐阜県可児市 300*300 7.0 ㈱安江土建 日本ﾗｲﾝｺﾞﾙﾌ倶楽部入り口道路付替工事
各務原市役所 岐阜県各務原市 300*300 11.5 ㈱ひらかわ建設 各務原市蘇原青雲側溝改修工事
土岐市役所 岐阜県土岐市 250*250 4.0 加藤組㈱ 公共下水道上肥田第4舗装側溝工事
名古屋市　天白土木事務所名古屋市天白区 300*300 8.0 （株）共栄土建 排水施設改良工事天ー１
東海市役所 愛知県東海市 300*300 6.0 （有）伴野土木 東海市 市道唐山2号線道路改良工事
豊田市 民間 愛知県豊田市猿投町 300*300 9.5 藤本建設  プライムデリカ従業員駐車場造成工事
美浜町役場 愛知県美浜町 300*300 3.0 伊藤組建設 美浜町 急勾配横断側溝FR
名古屋市 名古屋市　名東区 300*300 9.5 ㈱青山工務店
名古屋市役所 名古屋市千種区 300*300 10.5 ㈱豊和サービス
岡崎市役所 愛知県岡崎市 250*250 5.5 ㈱桐山組 岡崎市 床上浸水対策工事 占部川その6
豊橋市　民間 愛知県豊橋市西幸町　野口製 250*250 11.5 ㈱オーテック
岡崎市役所　道路維持課 愛知県岡崎市 六供地内 250*250 3.5 ㈱ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ中央解体土道路整備工事 市道六供町20号線他1路線
田原市役所 愛知県田原市 300*300 6.0 真木海工
蒲郡市役所 愛知県蒲郡市 300*300 5.0 木田建材 蒲郡市 送水管布設工事(1)
田原市役所 愛知県田原市 300*300 2.5 渡辺土建㈱ 田原市大草町 舗装新設工事 市道大草中原1号線
田原市役所 愛知県田原市 300*300 4.5 ㈱中森土建
民間 愛知県名古屋市 250*250 6.0 ㈱武田建材 名古屋市守山区大森寺
小牧市役所 愛知県小牧市 300*300 4.0 南道建設㈱ 小牧市大字池之内地内 水路改修工事 雨作2号線排水路
民間 愛知県春日井市 250*250 12.5 川美 春日井市 アドバンス電気工業㈱駐車場新設工事
愛知県豊田工事事務所 愛知県豊田市 300*400 4.0 ㈱鈴建  内陸用地造成事業 豊田･岡崎地区 中工区整地工事
愛知県豊田工事事務所 愛知県豊田市 500*500 4.0 ㈱鈴建  内陸用地造成事業 豊田･岡崎地区 中工区整地工事
民間 愛知県大府市 300*300 7.0 前田道路㈱ 大府市 豊田自動織機 長草工場
設楽町役場 愛知県設楽町 300*400 5.0 福田道路株式会社 道路維持工事
瀬戸市役所 愛知県瀬戸市 250*250 9.2 早川建設株式会社 瀬戸市 原山18号線 道路新設工事
田原市役所 愛知県田原市 300*300 5.0 柳田建設株式会社
武豊町役場 愛知県武豊町 250*250 3.0 石黒鉄工㈱
豊田工事事務所 愛知県豊田市 500*500 4.0 株式会社　鈴建 内陸用地造成事業 豊田･岡崎地区 中工区整地工事
田原市役所 愛知県田原市 300*300 5.0 渡邊土建㈱
田原市役所 愛知県田原市 ＦＲ桝300*600Ｓ 1.0 渡邊土建㈱
小牧市役所 愛知県小牧市 300*300 2.0 上末建設 側溝整備工事 市道南中10号線
設楽町役場 愛知県設楽町 250*250 6.0 福田道路株式会社
中日本高速道路㈱ 愛知県新城市 500*500 3.0 ㈱ＮＩＰＰＯ　中部支社 新東名高速道路 新城舗装工事
小牧市役所 愛知県小牧市 400*400 6.5 (有）上末建設 小牧市 池ノ内赤坂2号排水路
豊田市役所　足助支所 愛知県豊田市 250*250 3.0 安藤工務株式会社 豊田市大坪町ほか地内 道路修繕工事
豊田市役所　足助支所 愛知県豊田市 ＦＲ桝300*600Ｓ 2.0
田原市役所 愛知県田原市 400*400 6.0 小笠原建設興業㈱ 道路維持補修工事南町
阿久比町役場 愛知県阿久比町 300*500 2.5 ㈱岡戸組 道路維持工事 町道2003号線
阿久比町役場 愛知県阿久比町 ＦＲ桝300*600Ｂ 1.0
名古屋市役所 愛知県名古屋市港区 250*250 5.5 ㈱松浦組 名古屋市港区 総合治水対策特定河川工事1号工
東栄町役場 愛知県東栄町 250*250 3.0 朝日土木興業㈱ 東栄町東薗地内
岡崎市役所 愛知県岡崎市 六供地内 300*300 6.7 ㈱山口土木 市民会館関連工 道路改良工事
伊賀建設事務所 三重県名張市 300*300 8.0 テラカド
国交省紀勢国道事務所東紀三重県紀北町紀伊長島区 300*300 8.0 ㈱塩谷組 平成25年度紀勢線紀伊長島地区整備工事
津市役所 三重県津市 300*300 9.5 三重農林建設 浜田長岡線道路改良工事その２



度会町役場 三重県度会町 300*500 5.0 伸亜建
民間 三重県津市 250*250 10.0 東海土建 青木電業車庫新築工事
名張市役所 三重県名張市 300*300 6.5 タカキューズカンパニー名張市 市道鹿高１号線道路改良
津農林事務所 三重県津市 300*300 10.5 大森組
大台町役場 三重県大台町 250*250 31.0 山二建設 栗谷 林道滝又線舗装工事
大台町役場 三重県大台町 300*300 4.0 山二建設 栗谷 林道滝又線舗装工事
大台町役場 三重県大台町 500*500 5.0 山二建設 栗谷 林道滝又線舗装工事
民間 三重県川越町 250*250 2.0 養三興業㈱
亀山市役所 三重県亀山市 300*300 7.0 佐野組 亀山市 管内修繕工事
大台町役場 三重県大台町 250*250 108.0 山二建設 大台町栗谷 林道滝又線舗装工事
紀宝町役場 三重県紀宝町 300*300 4.0 大和緑化
熊野市役所 三重県熊野市 ＦＲ桝300*600Ｃ 2.0 川上組 市道南北２号線一本松線
津市役所 三重県津市 300*300 3.0 藤久建設
名張市役所 三重県名張市 250*250 4.0 光輝建設 市道後山線道路改良工事
菰野町役場 三重県菰野町杉谷 300*300 9.0 （有）三田機工 林道焼合谷線新設舗装工事
菰野町役場 三重県菰野町杉谷 500*500 11.0 （有）三田機工 林道焼合谷線新設舗装工事
名張市役所 三重県名張市 250*250 4.0 光輝建設 市道後山線道路改良工事
熊野農林事務所 三重県熊野市 300*300 1.5  西建設
熊野農林事務所 三重県熊野市 300*400 2.5  西建設
熊野農林事務所 三重県熊野市 ＦＲ桝300*600Ｂ 1.0  西建設
津市役所 三重県津市 300*300 4.0 藪建設 一般地方道三宅一身田線
菰野町役場 三重県菰野町 300*300 12.0 リョーケン 林道湯森谷線新設舗装工事
伊勢農林事務所 三重県大紀町 500*500 4.0 中倉土建 大紀町大宮 木屋村山線大宮側開設工事
大紀町役場 三重県大紀町 300*300 2.5 西工務店
大紀町役場 三重県大紀町 ＦＲ桝300*600Ｓ 1.0 西工務店
松阪市役所 三重県松阪市 250*250 5.0 杉本組 深野（長野外）地内下水溝渠修繕工事
紀勢国道事務所　熊野維持三重県熊野市 300*300 7.0 株式会社　塩谷組 H27年度42号東紀州整備工事
大台町役場 三重県大台町 300*300 3.0 山二建設㈱
松阪市役所 三重県松阪市 250*250 3.0 新谷建設 飯南町 粥見（出鹿外）地内下水溝渠修繕工事
亀山市役所 三重県亀山市 500*500 6.0 亀山市関町 一般県道鈴鹿関線道路工事
津市役所 三重県津市 300*300 10.0 ティー・エス・ケー いつくしみの杜進入路等整備
民間 三重県伊勢市 300*300 9.5 林建築 伊勢市 ドンキホーテ
民間 三重県伊勢市 ＦＲ桝300*600Ｓ 1.0 林建築 伊勢市 ドンキホーテ
度会町役場 三重県度会町 300*300 5.5 山下 鶴ガ坂線中之郷側開設工事
四日市市役所 三重県四日市市 250*250 5.0 東海建工 平津新町18号線ほか2線道路側溝整備
伊賀市役所 三重県伊賀市 300*300 4.0 川口組 伊賀市上野 生産管理道路Ⅲ
名張市役所 三重県名張市 250*250 4.0 ㈱テラカド 市道関野寺支線横断溝整備工事

三重県大紀町 400*400 4.0 山添建設 大紀町崎 崎羽下地区作業道舗装工事
松坂市役所 三重県松阪市 250*250 6.5 下村組 市道七日市奥線他１線道路修繕工事
大台町役場 三重県大台町 300*300 4.0 山一建設・中央土木JV 林道総門線
大台町役場 三重県大台町 300*400 7.0
津市役所 三重県津市美里町 300*300 5.0 　田中土木 津市美里町 家所地内道路修繕（舗装）工事
津市役所 三重県津市美里町 400*400 5.0
津市役所 三重県津市美里町 ＦＲ桝300*600Ｓ 1.0
津市役所 三重県津市美里町 ＦＲ桝400*600Ｓ 1.0
鳥羽市役所 三重県鳥羽市 300*300 6.0 マツダ建設



鳥羽市役所 三重県鳥羽市 ＦＲ桝300*600Ｓ 2.0
民間 三重県名張市 300*400 10.0 ㈱山真 中本パックス㈱名張工場
三島市役所 静岡県三島市 300*300 2.0 ㈱田中土建 三島並木団地側溝改良工事
沼津市役所 静岡県沼津市 300*300 5.0 ㈱高橋緑化建設
藤枝市役所 静岡県藤枝市 寺島地内 300*300 5.0 （有）前田建設 藤枝市 寺島地内 小工事
天竜土木事務所 静岡県浜松市天竜区龍山町 300*300 3.0 瀧川建設㈱ H26 市単独道路防災事業（市）天竜大倉線道路防災工事
中部農林事務所 静岡県静岡市葵区 300*300 18.0 北川工業㈱ 静岡市葵区 俵峯 俵峰門屋線2工区
川根本町役場 静岡県川根本町 300*300 5.0 ㈱梶山組 南赤石線維持修繕工事
川根本町役場 静岡県川根本町 400*400 5.0 ㈱梶山組 南赤石線維持修繕工事
沼津市役所 静岡県沼津市 300*300 4.0 菅尾工業㈱ 市道1765号線道路改良工事
沼津土木事務所 静岡県伊豆市 300*300 33.0 土屋建設 伊豆市 土肥 林道土肥戸田線
静岡国道事務所　富士国道静岡県富士市 300*400 5.0 遠藤建設 平成27年度 富士維持管内維持修繕工事
静岡市役所 静岡市葵区 300*300 3.0 松下土木 葵北市道第5号中平1号線外道路改良工事
静岡市役所 静岡市葵区 ＦＲ桝300*600Ｂ 2.0 松下土木 葵北市道第5号中平1号線外道路改良工事
浜松市役所 静岡県浜松市天竜区 300*300 9.5 三輪建設 県単独林道事業林道青崩線改良工事
川根本町役場 静岡県川根本町 300*300 8.0 ㈱原小組 平成27年度 町単独事業 町道原山線維持工事
浜松市役所 静岡県浜松市天竜区 300*500 5.0 森吉組 浜松市天竜区 林道大久保線
浜松市役所北区役所 静岡県浜松市北区 250*250 4.0 ㈱野末工務店  浜松市北区引佐町 仏坂四方浄線
浜松市北区役所 静岡県浜松市北区 300*300 4.5 鶴見建設（有） 浜松市北区三ヶ日町 三ヶ日北線道路修繕工事
東近江市役所 滋賀県東近江市五個荘 300*300 5.0 （株）ライズ 市道山本貴船線道路改良工事
多賀町役場 滋賀県多賀町 300*300 8.0 （有）宮藤組 多賀町 町道峯ノ口線第2工区道路新設工事
長浜市役所 滋賀県長浜市 300*300 7.0 小川総建㈱ 長浜市浅井 林道大吉寺線改修工事
長浜市役所 滋賀県長浜市 300*400 7.0 小川総建㈱ 長浜市浅井 林道大吉寺線改修工事
長浜市役所 滋賀県長浜市 ＦＲ桝300*600Ｓ 4基 小川総建㈱ 長浜市浅井 林道大吉寺線改修工事
多賀町役場 滋賀県多賀町 300*300 5.0 山﨑建設（有）  甲頭倉側溝改修工事
米原市役所 滋賀県米原市 300*300 5.0 松宮造園土木 市道東町焼山線側溝改修工事その2
大津市役所 滋賀県大津市 300*300 11.0 ㈱仰木工業 大津市 林道改良工事
滋賀国道事務所 滋賀県長浜市 300*300 3.0 杉橋建設㈱ 塩津バイパス塩津浜地区整備工事
東近江土木事務所 滋賀県日野町 250*250 4.0 ㈱大山建設 平子川補助通常砂防工事
民間 滋賀県愛荘町 300*300 17.0 丸喜建設㈱ 愛荘町秦荘 サンスチール
琵琶湖河川事務所 京都府宇治市 天瀬ダム 300*300 5.0 森謙造園 天ヶ瀬ダム
都市再生機構　関西支社 京都府木津川市 300*400 12.0 日皆田建設 津川市木津町 ＵＲ造成工事
南丹市役所　八木支所 京都府南丹市 250*250 8.0 （有）竹岡建材
宇治市役所 京都府宇治市 300*300 7.0 ㈱ＴＫコーポレーション 宇治市小倉町寺内造成工事
丹後土木事務所 京都府宮津市 300*400 52.0 ㈱大行組 宮津市 管内一円(国道178号他)府民公募型整備工事
京都市役所 京都府京都市 300*300 10.5 公成建設㈱
井手町役場 京都府井手町 300*300 5.0 森島土木
福知山河川国道事務所 京都府京丹波町 300*300 2.0 ㈱吉川組 丹波綾部道路工事用道路撤去工事
丹後土木事務所 京都府京丹後市丹後町 300*300 7.0 溝尻工務店 京丹後市丹後町 三宅地区道路修繕工事
舞鶴市役所 京都府舞鶴市 250*250 4.0 （有）谷田工営 下ノ宮通線他道路整備工事
八幡市役所 京都府八幡市 300*300 16.5 ㈱城南開発興業 橋本地域道路改良工事
舞鶴市役所 京都府舞鶴市 250*250 5.0 ㈱永田建設 城屋地区道路整備工事
五条市役所 奈良県五條市 400*400 30.0 明輝
奈良市役所 奈良県奈良市 250*250 3.5 奈良市 道路修繕工事
田辺市役所 和歌山県田辺市 300*300 1.0 ㈱堀組 元町新庄線道路改良工事
田辺市役所 和歌山県田辺市 300*500 10.5 ㈱堀組 元町新庄線道路改良工事



田辺市役所 和歌山県田辺市 ＦＲ桝300*600Ｓ 1.0 ㈱堀組 元町新庄線道路改良工事
田辺市役所 和歌山県田辺市 ＦＲ桝300*600Ａ 1.0 ㈱堀組 元町新庄線道路改良工事
那智勝浦町役場 和歌山県那智勝浦町 ＦＲ桝300*600Ｂ 4.0
那賀振興局建設部 和歌山県紀の川市 300*300 7.0 和歌山橋本線地方特定道路整備工事
田辺市役所 和歌山県田辺市 300*500 9.5 堀組 元町新庄線
長岡振興局 新潟県長岡市 300*300 7.0 ㈱大石組 柏崎高浜堀之内線 路肩修繕、横断側溝工事
新潟県魚沼市 新潟県魚沼市 300*500 10.0 ㈱大平組 新潟県魚沼市 高倉・東野名線
魚沼市役所 新潟県魚沼市 300*300 6.5 ㈱中豊組 市道長屋9号線道路改良工事

新潟県糸魚川市 300*400 3.0 ㈱かねこ
十日町市市役所 新潟県十日町市 250*250 8.0 ㈱生越土建 市道下實塩野願入線

新潟県村上市 300*400 10.5 水倉組 勝木地区事故対策その2
魚沼市役所 新潟県魚沼市 300*300 8.5 ㈱大平組 半蔵金入広瀬Ｔ線地域づくり基盤道路整備道路改良
立山土木事務所 富山県中新川郡上市町 500*500 6.5 ㈱山本組
南砺農林振興局 富山県南砺市 250*250 5.5 ㈱ミヤシゲ
氷見市役所　建設課 富山県氷見市 300*300 8.0 （有）谷村建設 氷見市 市道津野荒舘1号線外1線補修工事
射水市役所 富山県射水市 500*500 14.5 ㈱四方組 市道金山315号線改良工事
立山町役場 富山県立山町 300*300 7.0 菅原建設㈱ 町道坂井沢白岩線道路改良第1工区工事
氷見市役所　 富山県氷見市 300*300 5.0 （有）三永工業 市道南部中学校2号線道路改良工事
氷見市役所　 富山県氷見市 ＦＲ桝300*600Ｓ 1.0 （有）三永工業 市道南部中学校2号線道路改良工事
小矢部土地改良区 富山県小矢部市 250*250 8.0 吉田土建 県単独農業農村整備事業　岩崎地区農道補修工事
富山県南砺市（県）工事 富山県射水市 500*500 5.0 ㈱中村組 県単独森林整備事業林道高清水線改良工事
富山県南砺市（県）工事 富山県射水市 ＦＲ桝300*600Ｂ 1.0
氷見市役所 富山県氷見市 300*300 5.0 丸和工業㈱ 氷見市 林道池田床鍋線改良工事
氷見市役所 富山県氷見市 ＦＲ桝300*600Ｓ 1.0
石川土木総合土木事務所 石川県白山市 500*500 14.0 中田組 白山市 国道360号 県単道路特別整備（枠単）工事
志賀原子力発電所 石川県羽咋郡志賀町 500*500 9.0 鹿島建設 志賀原子力発電所
八王子区画整理事務所 東京都八王子市 300*300 5.0 ㈱ガイアートＴＫ 東京都八王子市 中野西地区暫定道路築造第1号工事
富士吉田市 山梨県富士吉田市 300*300 5.0 巴組 国道１３７号その１
日立市役所 茨城県日立市 250*250 14.0 ㈱フジ 十王霊園墓参用通路等整備工事
笛吹市役所 山梨県笛吹市 400*400 7.0
東京都八丈支庁 東京都八丈町 300*300 7.5 高橋建設㈱ 三原林道都単改良工事
民間 東京都文京区 250*250 7.0 東京舗装工業株式会社
昭島市役所 東京都昭島市 250*250 2.0 秋山建設 昭島市道44号線
昭島市役所 東京都昭島市 ＦＲ桝300*600Ｓ 1.0 秋山建設 昭島市道44号線
民間 北海道 ＦＲ桝300*600Ｓ 5.0
さいたま市役所 埼玉県さいたま市 300*300 3.0 共栄建材 埼玉県さいたま市 造成工事
三浦市役所 神奈川県三浦市 250*250 8.0 関本組 H27年度市道30号道路修繕工事
峡東建設事務所 山梨県甲州市 300*500 11.0 株式会社甲斐建設  一般県道柳平塩山線道路改良工事その1
甲州市役所 山梨県甲州市 300*300 8.0 ㈱平成設備 甲州市勝沼町 西ノ御所水路改修工事
姫路市役所 兵庫県姫路市 300*300 8.0 住徳建設㈱ バーズタウン第２配水池外改良工事
南あわじ市役所 兵庫県南あわじ市 ＦＲ桝300*600Ｃ 1.0 淡路建材㈱
堺市役所 大阪府堺市 250*250 11.0 堀上八田北１号線道路改良工事
堺市役所 大阪府堺市 ＦＲ桝300*600*900 1.0
横浜市 神奈川県横浜市 300*300 8.0 ＭＯＭ株式会社
大洗町役場 茨城県大洗町 300*300 5.0 愛巧建設㈱ 大洗町大貫地内　道路改良工事 町道8-2070号線
大洗町役場 茨城県大洗町 ＦＲ桝300*600Ｓ 1.0



東京都文京区 250*250 7.0 鹿島道路㈱ 小石川植物園西側道路整備工事
北杜市役所 山梨県北杜市 400*400 4.0 ㈲東和建設 市道石堂1号線道路工事
三田市役所 兵庫県三田市 300*400 11.0 三田市維持修繕
福山市役所 広島県福山市 300*400 7.5 友三建設 道路修繕工事(瀬戸草戸幹線)その２
西条市役所 愛媛県西条市 300*300 4.0 ㈲丸石土木 市道大谷線横断溝設置
佐賀県 佐賀県 ＦＲ桝300*600Ａ 3.0 ㈱友廣建設 道維第２号 市道小田志線他道路維持工事
香川県 香川県 300*300 15.0 ㈲武政建設 道交地防安(1.5車) 県道香北野市線 防災・安全交付金工事
香川県 香川県 ＦＲ桝300*600Ｓ 1.0 ㈲武政建設 道交地防安(1.5車) 県道香北野市線 防災・安全交付金工事
安芸土木事務所 高知県 400*400 5.0
武雄市役所 佐賀県武雄市 ＦＲ桝300*600Ｃ 1.0 ㈱友廣建設 市道菅牟田線
武雄市役所 佐賀県武雄市 ＦＲ桝300*600Ａ 2.0 ㈱山崎建設 市道焼山郷ノ原線
小田原市役所 神奈川県小田原市 300*300 5.0 有限会社菊原建設 小田原市 広域農道
下郷町役場 福島県下郷町 500*500 4.0 三共道路株式会社 町道板倉宮ノ前線
広島森林管理署 広島県広島市 300*300 27.5 ㈱日浦組 新庄山災害復旧工事
広島森林管理署 広島県広島市 ＦＲ桝300*600Ｓ 10.0
大阪国道事務所　高槻維持大阪府枚方市 250*250 7.0 都市クリエイト 一般国道１号北中振地区京阪鋼材前道路排水改修
加古川市役所 兵庫県加古川市 250*250 5.0 細川建設㈱ 緊急小規模河川改修工事
須崎土木事務所 高知県須崎市 500*500 10.0 土佐新高建設㈱ 高知県須崎市 国道197号防災・安全交付金工事
福岡市役所 福岡県福岡市 300*300 4.5 ㈲新生建設 市道野方4370号線外2路線道路工事
福岡市役所 福岡県福岡市 ＦＲ桝400*600Ｓ 3.0
福岡市役所 福岡県福岡市 ＦＲ桝400*600Ｃ 2.0
安芸市役所 高知県安芸市 500*500 6.5
武雄市役所 佐賀県武雄市 400*400 8.0 ㈲岡村建設 市道楢崎小野原線他道路維持工事
美咲町役場 岡山県久米郡美咲町 250*250 6.0 ㈱森脇興業 町道 滝の畝中央線維持工事


