
1 平成27年 2月 12,500 ㎡

2 平成27年 2月 800 ㎡

3 平成27年 2月 30 ㎡

4 平成27年 3月 600 ㎡

5 平成27年 3月 300 ㎡

6 平成27年 5月 7,000 ㎡

7 平成27年 5月 3,000 ㎡

8 平成27年 5月 600 ㎡

9 平成27年 7月 900 ㎡

10 平成27年 7月 32 ㎡

11 平成27年 8月 435 ㎡

12 平成27年 8月 9,000 ㎡

13 平成27年 8月 3,700 ㎡

14 平成27年 8月 16 ㎡

15 平成27年 8月 32 ㎡

16 平成27年 9月 5,900 ㎡

17 平成27年 9月 189 ㎡

18 平成27年 9月 48 ㎡

19 平成27年10月 1,720 ㎡

20 平成27年10月 2,090 ㎡

小計① 48,892 ㎡

平成29年4月

鋼構造物用 水系塗膜はく離剤

バイオハクリⅩ-WB　採用実績表 (抜粋)

№ 施工年月 発　注　者 工事件名

山一化学工業株式会社

高知県 安田川大橋側道橋

愛知県 西三河建設事務所 棚尾橋

阪神高速道路株式会社 塗装改良工事(湾-17) その２

国土交通省 中国地方整備局
浜田河川国道事務所

国道9号 みなと原井大橋塗替工事

沖縄県 南部土木事務所 東風平大橋補修工事（H26-2）

青森県 地形橋

青森県 黒石市 野際赤坂線（赤坂橋)橋梁補修工事

埼玉県 さいたま市
武蔵浦和駅第3街区第一種市街地再開発事業施設
建築物新築工事

福井県 土木部
丹南土木事務所

橋梁補修工事(防災・安全交付金)27-2工事
一般県道 福井鯖江線（下司橋）

和歌山県 国道371号 (蜂合橋) 交付金道路保全工事

東日本旅客鉄道株式会社
盛岡土木技術センター

平泉・前沢間459k047m付近 前沢南こ線橋補修工事

国土交通省 中部地方整備局
浜松河川国道事務所

平成26年度 1号浜松維持管内橋梁補修工事

国土交通省 東北地方整備局
千葉国道事務所

金野井大橋他耐震補強・補修工事

東日本高速道路株式会社
東北支社

東北自動車道 綱木川橋塗替塗装工事

青森県 中南地域県民局
地域整備部

繰第42号 西目屋二ツ井線 橋梁補修(釣瓶橋)工事

国土交通省 近畿地方整備局
滋賀国道事務所

国道1号 矢倉高架橋他耐震補強その他工事

国土交通省 東北地方整備局
仙台河川国道事務所

仙台西管内橋梁外補修工事
(生瀬橋）

東日本高速道路株式会社
関東支社 市原管理事務所

京葉道路 宮崎高架橋塗替塗装工事

東日本旅客鉄道株式会社
盛岡土木技術センター

花巻・花巻空港間浅沢こ線橋改良他工事

静岡県 袋井土木事務所
平成27年度[第27-D7051-01号]
(一)豊浜磐田線防災・安全交付金(県道橋梁補修)
工事　(豊浜橋第9工区)

(1/10)

施工面積 備　考



21 平成27年10月 32 ㎡

22 平成27年10月 16 ㎡

23 平成27年10月 1,720 ㎡

24 平成27年10月 2,090 ㎡

25 平成27年10月 32 ㎡

26 平成27年10月 800 ㎡

27 平成27年11月 3,000 ㎡

28 平成27年11月 887 ㎡

29 平成27年11月 706 ㎡

30 平成27年11月 80 ㎡

31 平成27年11月 700 ㎡

32 平成27年11月 1,600 ㎡

33 平成27年11月 10 ㎡

34 平成27年12月 510 ㎡

35 平成27年12月 464 ㎡

36 平成27年12月 496 ㎡

37 平成27年12月 96 ㎡

38 平成27年12月 1,340 ㎡

39 平成27年12月 1,648 ㎡

40 平成27年12月 1,400 ㎡

41 平成27年12月 144 ㎡

42 平成27年12月 390 ㎡

小計② 18,161 ㎡

合計： 67,053 ㎡

№ 施工年月 発　注　者 工事件名 備　考

国土交通省 北陸地方整備局
長岡国道事務所
小出維持事務所

平成27年度 小出維持管内橋梁補修他工事
（大池田橋)

国土交通省 東北地方整備局
仙台河川国道事務所
仙台国道維持所

仙台西管内橋梁外補修工事 (生瀬橋)

清水建設株式会社
武蔵浦和駅第3街区第一種市街地
再開発事業施設建築物新築工事

青森県 青森空港 誘導路橋塗装塗替工事

中日本高速道路株式会社 中央自動車道　底沢大橋橋梁付属物工事

静岡県 袋井土木事務所
平成27年度[第27-D7051-01号]
(一）豊浜磐田線防災・安全交付金(県道橋梁補修)
工事 　(豊浜橋第9工区)

静岡県 磐田市役所 平成27年度 豊浜橋上下水道支持材(9工区)修繕

京都府中丹西土木事務所
管内一円（国道176号）橋りょう維持修繕工事
国道176号道路緊急安全確保小規模改良（耐震）
工事

国土交通省 北陸地方整備局
長岡国道事務所
小出維持事務所

平成27年度 小出維持管内橋梁補修他工事
（美佐島歩道橋)

鹿児島市 農地整備課 整備係 鴨池海づり公園連絡橋補修工事

東京都 墨田区役所
都市整備部 道路公園課

十間橋補修工事

国土交通省 中国地方整備局
八田原ダム管理所

八田原ダム
常用コンジット放流設備主ゲート塗替工事

岡山県備前県民局 建設部
工務第二課 第二班

公共道路工事 (第２千町高架橋 再塗装工１工区)

中日本高速道路株式会社
八王子支社

中央自動車道 底沢大橋橋梁付属物工事

青森県 津軽広域水道事業団 平成27年度 第単27-3号 福島水管橋耐震補強工事

愛知県 名和水管橋塗装修繕工事

静岡県 袋井土木事務所
平成27年度[第27-D7052-01号]
(一)大東相良線防災・安全交付金(県道橋梁補修)
工事　(国安橋塗装工)

岡山県備前県民局 建設部
工務第二課 第二班

公共道路工事 (第２千町高架橋 再塗装工２工区)

群馬県 高崎土木事務所
補助公共　社会資本総合整備（防災・安全）
（地方道交安修繕）水路横断橋補修工事

静岡県 袋井土木事務所
平成27年度[第27-17250-01号]
(一)磐田袋井線防災・安全交付金(交通安全)工事
(川井歩道橋塗装塗替工)

(2/10)

国土交通省 東北地方整備局
仙台河川国道事務所

仙台西地区橋梁修繕工事
(愛宕大橋)

国土交通省 近畿地方整備局
滋賀国道事務所

国道161号 尾花川橋他橋梁補修工事

山一化学工業株式会社

施工面積



43 平成28年 1月 80 ㎡

44 平成28年 1月 704 ㎡

45 平成28年 1月 1,100 ㎡

46 平成28年 1月 512 ㎡

47 平成28年 1月 160 ㎡

48 平成28年 1月 160 ㎡

49 平成28年 1月 300 ㎡

50 平成28年 1月 700 ㎡

51 平成28年 1月 1,024 ㎡

52 平成28年 1月 400 ㎡

53 平成28年 1月 400 ㎡

54 平成28年 2月 320 ㎡

55 平成28年 2月 320 ㎡

56 平成28年 2月 300 ㎡

57 平成28年 2月 32 ㎡

58 平成28年 2月 466 ㎡

59 平成28年 2月 3,000 ㎡

60 平成28年 2月 3,000 ㎡

61 平成28年 2月 4,420 ㎡

62 平成28年 2月 1,451 ㎡

63 平成28年 2月 300 ㎡

64 平成28年 2月 80 ㎡

小計③ 19,229 ㎡

合計： 86,282 ㎡

№ 施工年月 発　注　者 工事件名

群馬県 富岡土木事務所
補助公共 社会資本総合整備(防災・安全)橋梁補修
(只見川橋)

神戸市 ひよどりインター歩道橋補修工事

青森県 中南地域県民局
操 第455-1号 弘前鯵ケ沢線橋梁補修
(富士見橋側道橋)

本州四国連絡高速道路
株式会社

平成27年度
第六伊毘高架橋橋梁塗替塗装試験工事

青森県
三八地域県民局 地域整備局

第485号 三戸南部橋梁補修(住谷橋側道橋)工事

愛知県 田原市役所
橋梁長寿命化修繕工事
(精進川橋）

愛知県  企業庁
西三河水道事務所

豊超水管橋外塗装修繕工事

青森県 第455号 国道101号 (乾橋側道橋) 橋梁補修工事

小田急電鉄株式会社 橋梁塗装工事(都市計画道路架道橋)

愛媛県 東予地方局 (二)王子川水系 王子川特定構造物改築工事

大阪府
大阪府受託
大阪中央環状線松葉松葉跨線橋(北行）
橋梁補修工事

群馬県 館林土木事務所
補助公共社会資本総合整備(防災・安全)
(地方道交安修繕) 松原歩道橋補修工事

徳島市 土木部 道路建設課 相生橋長寿命化修繕工事(その２)

徳島市 土木部 道路建設課 冨田橋改良工事

東日本高速道路株式会社
東北支社

東北自動車道 白石～仙台南間落橋防止装置工事

兵庫県 市川町
社会資本整備総合交付金
小室橋 橋梁補修工事

沖縄県
土木建築部 南部土木事務所

東風平大橋補修工事(H27-1)

沖縄県
土木建築部 南部土木事務所

東風平大橋補修工事(H27-2)

中日本高速道路株式会社
名古屋支社

名古屋第二環状自動車道 平田高架橋
他1橋塗替塗装工事

福岡市
道路下水道局 管理維持課

平成27年度 橋梁補修工事(その３)

弘前市 平成27年度 園村橋橋梁補修工事

堺市建設局
土木部 南部地域事務所

光明池地区センター№5-2歩道橋補修工事

(3/10)

山一化学工業株式会社

備　考施工面積



65 平成28年 3月 10 ㎡

66 平成28年 3月 160 ㎡

67 平成28年 3月 160 ㎡

68 平成28年 3月 400 ㎡

69 平成28年 3月 352 ㎡

70 平成28年 4月 208 ㎡

71 平成28年 4月 816 ㎡

72 平成28年 4月 237 ㎡

73 平成28年 4月 168 ㎡

74 平成28年 4月 416 ㎡

75 平成28年 4月 208 ㎡

76 平成28年 5月 4,640 ㎡

77 平成28年 4月 50 ㎡

78 平成28年 4月 608 ㎡

79 平成28年 5月 2,016 ㎡

80 平成28年 5月 30 ㎡

81 平成28年 5月 512 ㎡

82 平成28年 5月 176 ㎡

83 平成28年 5月 630 ㎡

84 平成28年 6月 160 ㎡

85 平成28年 6月 176 ㎡

86 平成28年 6月 240 ㎡

小計④： 12,373 ㎡

合計： 98,655 ㎡

備　考

国土交通省 中部地方整備局
富士河川国道事務所

平成27年度 1号富士維持橋梁補強補修工事

№ 施工年月 発　注　者 工事件名

山一化学工業株式会社

静岡県 袋井土木事務所
平成27年度〔第27-K2342-01号〕二級河川
瀬戸川特定構造物改築事業（防災・安全交付金）
工事 （石脇川水門塗装工）

静岡県 袋井土木事務所
平成27年度〔第27-K2344-01号〕二級河川
梅田川特定構造物改築事業（防災・安全交付金）
工事 （梅田川水門塗装工）

国土交通省 東北地方整備局
仙台河川国道事務所

仙台東管内橋梁補修工事 (福田大橋)

静岡県 浜松市
平成27年度防災・安全交付金（橋梁修繕）事業
（－）中部天竜停車場線 中部大橋橋梁修繕工事

静岡県 浜松市
平成27年度　林道維持補修事業
林道白倉山線（白倉川橋）橋梁補修工事

国土交通省 近畿地方整備局
福知山河川国道事務所

国道27号 京田跨線橋他補修工事 (青葉大橋)

群馬県 前橋土木事務所
平成27年度補助公共 社会資本総合整備
（防災・安全） 赤坂橋橋梁補修分割1号（塗装塗替）

宮城県 仙台市
  (一) 仙台亘理自転車道線
福田自転車道橋橋梁耐震補強及び補修工事

群馬県 高崎土木事務所
社会資本総合整備 (防災・安全)
(剣崎歩道橋塗替塗装工事

宮城県 北部土木事所
平成27年度社道復興橋補12-71-001号
河原橋橋梁耐震補強工事

東日本高速道路株式会社
千葉支社

平成27年度 東関東自動車道
下小野第一高架橋塗替塗装工事

滋賀県 湖東土木事務所
国道306号 補助道路修繕工事
(大西橋）

東京電力株式会社
寿老橋専用橋耐震対策工事他１件
（布袋橋）

東京電力株式会社
寿老橋専用橋耐震対策工事他１件
（寿老橋）

東日本高速道路株式会社
東北支社

東北自動車道 綱木川橋落橋防止装置工事
平跨道橋

静岡県 浜松市
平成27年度防災・安全交付金（橋梁修繕）事業
（－）舘山寺弁天島線（前河原橋）補修工事

群馬県 藤岡土木事務所
補助公共社会資本総合整備(防災・安全)
(地方道交安修繕）【歩道橋補修工】

群馬県 桐生土木事務所
補助公共 社会資本総合整備(広域・栃木長野)
橋梁補修工（桁塗装塗り替え）
(日向橋)

岩手県 遠野市 市道上組町青笹線　初音橋改修（その２）工事

宮城県 仙台市役所 滝ノ上橋橋梁耐震補強及び補修工事

福井県 奥越土木事務所 橋梁補修工事（防災・安全交付金）その１工事

(4/10)



87 平成28年 7月 60 ㎡

88 平成28年 7月 60 ㎡

89 平成28年 7月 336 ㎡

90 平成28年 7月 1,770 ㎡

91 平成28年 7月 960 ㎡

92 平成28年 7月 200 ㎡

93 平成28年 7月 142 ㎡

94 平成28年 7月 1,400 ㎡

95 平成28年 7月 2,800 ㎡

96 平成28年 7月 960 ㎡

97 平成28年 7月 960 ㎡

98 平成28年 7月 30 ㎡

99 平成28年 7月 1,024 ㎡

100 平成28年 8月 3,200 ㎡

101 平成28年 8月 544

102 平成28年 8月 600 ㎡

103 平成28年 8月 688 ㎡

104 平成28年 9月 256 ㎡

105 平成28年 9月 1,275 ㎡

106 平成28年 9月 1,200 ㎡

107 平成28年 9月 32 ㎡

108 平成28年 9月 48 ㎡

小計⑤： 18,545 ㎡

合計： 117,200 ㎡

№ 施工年月 発　注　者 工事件名

山一化学工業株式会社

備　考

宮城県 仙台土木事務所
平成27年度 社道復興橋補12-55-A01号
貞山橋他橋梁耐震補強(上部工) 工事

宮城県 北部土木事務所
平成27年度県債社道復興橋補12-29-A01号
若柳第二大橋耐震補強工事(上部工)

栃木県 烏山土木事務所 橋梁補修工事　那須黒羽茂木線その2（道保全単）

浜松市南土木整備事務所
平成２７年度防災・安全交付金（橋梁修繕）事業
（一）舘山寺弁天島線（浜名湖大橋）橋梁修繕工事

東日本高速道路株式会社
千葉管理事務所

京葉道路　二俣架道橋橋梁補修工事

仙台市建設局 道路部
道路保全課 橋梁係

(市)二大工事線 栗木橋橋梁耐震補強及び補修工事

福井県 奥越土木事務所 橋梁補修工事（防災・安全交付金）その1工事

沖縄県 土木建築部
北部土木事務所 維持管理班

港原第一橋橋梁補修工事 (上部工塗替塗装工）

沖縄県 土木建築部
北部土木事務所 維持管理班

たまた橋橋梁補修工事

福井県 三国土木事務所
橋梁補修工事(防災・安全交付金) Ｈ28その1工事
(福島陸橋)

福井県 三国土木事務所
橋梁補修工事(防災・安全交付金) Ｈ28その2工事
(福島陸橋)

北海道開発局 札幌開発建設部 漁川ダム放流施設点検（千歳川河川事務所）

福岡北九州高速道路公社 香椎～香椎浜橋脚補修工事（27-1）

国土交通省 関東地方整備局
宇都宮国道事務所

小山高架橋外橋梁補修工事

あま市 建設産業部土木課 石作横断歩道橋修繕工事

福岡北九州高速道路公社 香椎～香椎浜橋梁補修工事（27-3）

国土交通省 近畿地方整備局
福知山河川国道事務所

国道9号管内橋梁補修工事

群馬県 桐生土木事務所
平成28年度補助公共 社会資本総合整備
(防災・安全）
(一)利根八木原大間々線(五月橋)高欄塗装塗替工

国土交通省 四国地方整備局
徳島河川国道事務所

平成27年度 宍喰大橋塗装(その１)工事

国土交通省 四国地方整備局
徳島河川国道事務所

平成27年度 宍喰大橋塗装(その２)工事

国土交通省 中部整備局
名古屋国道事務所

平成27年度 23号名古屋南地区橋梁補修工事

国土交通省 中部整備局
名古屋国道事務所

平成27年度 23号道徳西地区橋梁補修工事

(5/10)

施工面積



109 平成28年 9月 2,300 ㎡

110 平成28年 9月 100 ㎡

111 平成28年10月 32 ㎡

112 平成28年10月 96 ㎡

113 平成28年10月 1,300 ㎡

114 平成28年10月 784 ㎡

115 平成28年10月 2,880 ㎡

116 平成28年10月 304 ㎡

117 平成28年10月 96 ㎡

118 平成28年10月 2,000 ㎡

119 平成28年10月 2,000 ㎡

120 平成28年10月 16 ㎡

121 平成28年10月 2,000 ㎡

122 平成28年10月 2,000 ㎡

123 平成28年10月 80 ㎡

124 平成28年10月 1,180 ㎡

125 平成28年10月 1,300 ㎡

126 平成28年10月 120 ㎡

127 平成28年10月 32 ㎡

128 平成28年10月 350 ㎡

129 平成28年10月 120 ㎡

130 平成28年10月 60 ㎡

小計⑥： 19,150 ㎡

合計： 136,350 ㎡

№ 施工年月 発　注　者 工事件名

山一化学工業株式会社

西日本旅客鉄道株式会社
和歌山支社
和歌山土木技術センター

下井坂・岩出間春日川こ線橋補修他

札幌市 水道局 中央区消火栓塗装補修工事 №4－1701

施工面積 備　考

島根県 五十猛仁万五十猛Bo外１修繕

札幌市 水道局 南区消火栓塗装補修工事№4－1702

国土交通省 四国地方整備局
徳島河川国道事務所

平成27-28年度 下名第一橋橋梁塗装工事

青森県
平成28年度 工事番号 第444号
西目屋二ツ井線橋梁補修（尻高橋）工事

国土交通省中部地方整備局
北勢国道事務所

平成28年度 北勢国道鉄塔塗装工事

青森県
平成28年度 工事番号 第487-1号
八戸野辺地線橋梁補修（第2奥入瀬川橋）工事

群馬県 西部県民局
藤岡土木事務所

補助公共 社会資本総合整備(防災・安全)
(地方道・横断歩道橋)【歩道橋補修工】
(藤岡第二小学校前歩道橋)

静岡県 袋井土木事務所
平成28年度［第28-D7055-01号］
（一）豊浜磐田線防災・安全交付金（県道橋梁補修）
工事 (豊浜橋第10工区）【11-01】

静岡県 袋井土木事務所
平成28年度［第28-D7055-01号］
（一）豊浜磐田線防災・安全交付金（県道橋梁補修）
工事 (豊浜橋第10工区）【11-02】

静岡県 磐田市役所 平成28年度 豊浜橋上下水道支持材(10工区)修繕

静岡県 袋井土木事務所
平成28年度［第28-D7053-01号］
(一) 大東相良線防災・安全交付金（県道橋梁補修）
工事 (国安橋塗替塗装工)【11-01】

静岡県 袋井土木事務所
平成28年度［第28-D7053-01号］
(一) 大東相良線防災・安全交付金（県道橋梁補修）
工事 (国安橋塗替塗装工)【11-02】

国土交通省 近畿地方整備局
福知山河川国道事務所

国道27号管内橋梁補修工事

国土交通省 関東地方整備局
宇都宮国道事務所

小山高架橋外橋梁補修工事 大堤歩道橋補修工事

東京都 第五建設事務所 水神大橋維持工事(塗装)

国土交通省 近畿地方整備局
滋賀国道事務所

国道8号 近江橋他耐震補強その他工事

宮城県 東部土木事務所
平成26年度 社道復興橋補12-73-A03号
神取橋外耐震補強工事

岩手県 県南広域振興局 一般国道343号 鎌峰橋橋梁補修工事

国土交通省 中国地方整備局
岡山国道事務所

玉島維持管内橋梁耐震補強補修工事
（金浦橋側道橋右）

小田急電鉄株式会社 音羽川橋橋梁塗装工事

(6/10)



131 平成28年10月 300 ㎡

132 平成28年11月 32 ㎡

133 平成28年11月 120 ㎡

134 平成28年11月 3,000 ㎡

135 平成28年11月 720 ㎡

136 平成28年11月 600 ㎡

137 平成28年11月 10 ㎡

138 平成28年11月 50 ㎡

139 平成28年11月 1,000 ㎡

140 平成28年12月 770 ㎡

141 平成28年12月 4,000 ㎡

142 平成28年12月 843 ㎡

143 平成28年12月 530 ㎡

144 平成28年12月 700 ㎡

145 平成28年12月 416 ㎡

146 平成28年12月 2,000 ㎡

147 平成28年12月 830 ㎡

148 平成28年12月 384 ㎡

149 平成28年12月 400 ㎡

150 平成28年12月 2,436 ㎡

151 平成28年12月 1,700 ㎡

152 平成28年12月 46 ㎡

小計⑦： 20,887 ㎡

合計： 157,237 ㎡

№ 施工年月 発　注　者 工事件名

山一化学工業株式会社

群馬県 沼田土木事務所
補助公共 社会資本総合整備(防災・安全)(雪寒)
藤原スノーシェッド塗替塗装工(平成27年度補正)

群馬県 桐生土木事務所
補助公共 社会資本総合整備(防災・安全)
見沢向橋 橋梁塗装塗替工

施工面積 備　考

国土交通省 中部整備局
名古屋国道事務所

平成27年度 尾張地区橋梁補強補修工事

中日本高速道路株式会社
金沢支社
福井保全・サービスセンター

北陸自動車道
(特定変更等) 日野川橋床版更新工事
(平成27年度)

株式会社毎日ビルディング 千代田区特別区道橋梁部保全工事

静岡県 袋井土木事務所
平成28年度［第28-D8129-01号］
（一）豊浜磐田線橋梁修繕（道路維持）工事
(新城之崎橋補修工）【11-01】

国土交通省 中国地方整備局
岡山国道事務所

玉島維持管内橋梁耐震補強補修工事

青森県　中南地域県民局
地域整備部

第438号
碇ヶ関大鰐停車場線橋梁補修（大滝橋）工事

埼玉県 越谷県土整備事務所 橋りょう修繕工事（粛正橋）006

国土交通省 四国地方整備局
徳島河川国道事務所

平成28年度 かちどき橋橋梁補修工事

福岡北九州高速道路公社 箱崎～東浜橋梁補修工事(27-4)

愛知県 知立建設事務所 平成28年度　養下公園歩道橋耐震補強等工事

和歌山市 光雲橋補修工事

愛知県 加茂土木事務所 370847 橋梁修繕工事（1号工）

愛知県 尾張水道事務所 日光川竹橋水管橋外塗装修繕工事

宮城県 大河原土木事務所
平成28年度県債県橋補 01034-002号
大河原大橋歩道拡幅工事

福岡北九州高速道路公社 香椎～香椎浜橋梁補修工事（27-7）

山梨県 （主）甲府韮崎線塩川橋橋梁塗装工事（一部債務）

愛知県 豊田加茂土木事務所 370846 橋梁修繕工事（2号工）

東日本高速道路株式会社
千葉管理事務所

京葉道路 加曽利高架橋橋梁補修工事

宮城県 大河原土木事務所
平成28年度 社道防安13-2-A01工事
丸森橋橋梁塗装工事

福井県 三国土木事務所
橋梁補修工事 (防災・安全交付金)
福島一号橋

(7/10)



153 平成28年12月 156 ㎡

154 平成28年12月 608 ㎡

155 平成28年12月 400 ㎡

156 平成28年12月 530 ㎡

157 平成28年12月 432 ㎡

158 平成28年12月 64 ㎡

159 平成29年 1月 46 ㎡

160 平成29年 1月 110 ㎡

161 平成29年 1月 6,290 ㎡

162 平成29年 1月 500 ㎡

163 平成29年 1月 64 ㎡

164 平成29年 1月 160 ㎡

165 平成29年 1月 36 ㎡

166 平成29年 1月 1,040 ㎡

167 平成29年 1月 700 ㎡

168 平成29年 1月 128 ㎡

169 平成29年 1月 48 ㎡

170 平成29年 1月 12,576 ㎡

171 平成29年 1月 200 ㎡

170 平成29年 1月 12,576 ㎡

171 平成29年 1月 200 ㎡

172 平成29年 1月 20 ㎡

小計⑧： 36,884 ㎡

合計： 194,121 ㎡

山一化学工業株式会社

群馬県 藤岡市役所 №6 市道鬼石3214号 橋梁補修工事(塩沢橋)

№ 施工年月 発　注　者

岡山県 備前県民局 4-1-5 公共道路工事 (第２千町高架橋再塗装工)

施工面積 備　考工事件名

愛知県 東三河建設事務所
交通安全施設等整備事業（交付金）
横断歩道橋修繕工事

静岡県 浜松市
平成27年度防災・安全交付金（橋梁修繕）事業
（－） 中部天竜停車場線 中部大橋橋梁修繕工事

青森県 弘前市役所 平成28年度　向山橋橋梁補修工事

西日本高速道路株式会社 平成28年度関西支社橋梁保全工事

福井県 三国土木事務所
橋梁補修工事 (防災・安全交付金)
福島一号橋

福井県 三国土木事務所
橋梁補修工事 (防災・安全交付金)
船寄1号橋

仙台市建設局
道路部 道路保全課

(国)286号
茂庭大橋橋梁耐震補強及び補修工事(その２)

青森県 六ヶ所村役場 建工第28-18号千歳平橋橘りょう改修工事

愛知用水水道事務所長 伊藤機工分岐水管橋外塗装修繕工事

愛知県 一宮市役所 奥町横断歩道橋修繕工事

宮城県 落合橋補修工事

埼玉県 越谷県土整備事務所 橋りょう修繕工事（寿橋）056

埼玉県 飯能県土整備事務所
橋りょう修繕工事・舗装指定修繕工事合併
（杉ノ平橋）

国土交通省 近畿地方整備局
福井河川国道事務所

国道８号 浅水川橋補修他工事

愛知県 一宮市役所
建設部　維持課

銀座通り横断歩道橋修繕工事

愛知用水水道事務所 庄内川水管橋塗装修繕工事

東日本高速道路株式会社
東北支社

磐越自動車道　新五百川橋落橋防止工事

愛知用水水道事務所 庄内川水管橋塗装修繕工事

東日本高速道路株式会社
東北支社

磐越自動車道　新五百川橋落橋防止工事

愛知県 橋梁補修工事（落合橋）

(8/10)



173 平成29年 1月 260 ㎡

174 平成29年 1月 144 ㎡

175 平成29年 1月 2,440 ㎡

176 平成29年 1月 600 ㎡

177 平成29年 1月 21,000 ㎡

178 平成29年 1月 370 ㎡

179 平成29年 1月 200 ㎡

180 平成29年 2月 20 ㎡

181 平成29年 2月 64 ㎡

182 平成29年 2月 150 ㎡

183 平成29年 2月 140 ㎡

184 平成29年 2月 1,000 ㎡

185 平成29年 2月 110 ㎡

186 平成29年 2月 50 ㎡

187 平成29年 2月 1,600 ㎡

188 平成29年 2月 36 ㎡

189 平成29年 2月 1,400 ㎡

190 平成29年 2月 1,600 ㎡

191 平成29年 2月 200 ㎡

192 平成29年 3月 80 ㎡

193 平成29年 3月 8,000 ㎡

194 平成29年 3月 352 ㎡

小計⑨： 39,816 ㎡

合計： 233,937 ㎡

№ 施工年月 発　注　者 工事件名

山一化学工業株式会社

東日本高速道路株式会社
関東支社 加須管理事務所

坂下橋橋梁補修工事

群馬県 桐生土木事務
補助公金　社会資本総合整備（防災・安全）
間々下橋補修工事

施工面積 備　考

東日本高速道路株式会社 京葉道路　加曽利高架橋橋梁補修工事

愛知県 西三河水道事務所 矢作古川水管橋塗装修繕工事

阪神高速道路株式会社 塗装改良工事（28-1-湾）

東京都
北多摩北部建設事務所

大神歩道橋維持工事（塗装）

国土交通省 北陸地方整備局
長岡国道事務所
小出維持出張所

国道17号竹俣歩道外橋梁補修工事 (小出4号)

国土交通省 中部地方整備局
名古屋国道事務所

平成28年度 港陽荒子地区橋梁補強補修工事

埼玉県 神流町 間物沢1号橋梁補修工事

岩手県・県南地方振興局
（千厩土木センター）

一般県道前沢東山線 本町橋橋梁補修工事

徳島県東部県土整備局(徳島) H28徳土 川内大代線 松・広島 橋梁塗装工事

静岡県 島田土木事務所
平成28年度〔第28-D7321-01号〕
防災・安全交付金（県道橋梁耐震対策）工事
（側道橋塗装工)

兵庫県 神埼郡 市川町役場
社会資本整備総合交付金事業 峠橋塗膜除去工事
(峠橋)

国土交通省 中国地方整備局
浜田河川国道事務所

江の川下流維持工事

福岡北九州高速道路公社 箱崎～東浜橋梁補修工事

宮城県 北部土木事務所
道路管理班

平成28年度社道復興橋補 12-107-001号
桜の目橋橋耐震補強工事

愛媛県 中予地方局 建設部
道路第1課 道路グループ

防交橋第14号の2  橋りょう補修工事 (防災安全)
重信橋

静岡県 島田土木事務所
平成28年度〔第28-D7006-01号〕
（国）150号 防災・安全交付金（国道橋梁補修）工事
（井乃口橋側道橋塗装工）

東京都 日の出町  平井橋補修工事

大阪府 永久橋橋梁修繕工事

兵庫県 北播磨県民局
加東土木事務所

(一)平荘市場線 万歳橋橋梁塗装塗替工事

沖縄県土木建築部
北部土木事務所
維持管理班

伊那嘉原橋橋梁補修工事(平成28年)

(9/10)



195 平成29年 3月 240 ㎡

196 平成29年 3月 896 ㎡

197 平成29年 3月 400 ㎡

198 平成29年 3月 390 ㎡

199 平成29年 3月 30 ㎡

200 平成29年 3月 20 ㎡

201 平成29年 3月 2,700 ㎡

202 平成29年 4月 400 ㎡

203 平成29年 4月 30 ㎡

204 平成29年 4月 80 ㎡

205 平成29年 4月 384 ㎡

206 平成29年 4月 200 ㎡

207 平成29年 4月 48 ㎡

208 平成29年 4月 544 ㎡

209 平成29年 4月 2,900 ㎡

小計⑩： 9,262 ㎡

合計： 243,199 ㎡

備　考№ 施工年月 発　注　者 工事件名

山一化学工業株式会社

群馬県 藤岡土木事務所
社会資本総合整備(防災・安全・補正)
「橋之沢橋」塗装塗替工事

東北農政局 青森拠点 五所川原頭首工土砂吐ゲート補修工事

中部電力株式会社
緑電力センター 送電課

大高大府線№3 鉄塔防錆塗装工事

静岡県 島田土木事務所
平成28年度〔第28-D7321-01号〕
防災・安全交付金（県道橋梁耐震対策）工事
（側道橋高欄塗装工)

京都市 松尾橋補修（その１）工事

大阪府 富田林土木事務所
主要地方道 美原太子線
喜志大橋 耐震補強工事 （その２）

静岡県 浜松市
平成28年度防災・安全交付金（橋梁修繕）事業
（国）東若林高塚1号線（若林跨線橋）橋梁補修工事

宮城県 北部土木事務所
道路管理班

平成28年度 勿来新橋橋梁耐震補強(上部工)工事

宮城県 北部土木事務所
道路管理班

平成28年度社道復興橋補 12-107-002号
感恩橋橋梁耐震補強工事

仙台市 青葉区役所 鷺ヶ森二丁目1号線こだま橋橋梁補修工事

群馬県 富岡土木事務所
補助公共 社会資本総合整備(防災・安全)
内山バイパス14号橋橋梁補修（国道254号）

兵庫県 三木市
まちづくり部　道路河川課

別所ゆめ街道遊歩道整備工事（花尻川橋梁工区）

兵庫県 三木市
まちづくり部　道路河川課

別所ゆめ街道遊歩道整備工事（八幡谷川橋梁工区）

千葉県 成田市 平成28年度橋梁修繕工事（中台6号橋）

浜松市 南土木整備事務所
平成28年度防災・安全交付金（橋梁修繕）事業
（債務） （一)舘山寺弁天島線（浜名湖大橋）
橋梁修繕工事
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