
K C ガードα 実績表

№ 工事名称 工事場所 発注者 請負者

1 （主）川西三田線　橋梁補修　清ノ瀬橋　橋梁補修工事 兵庫県宝塚市内 兵庫県 株式会社 司興業

2 雪氷庫土間修繕作業 兵庫県神戸市垂水区名谷町 本州四国連絡高速道路 株式会社 神戸管理センター 株式会社エムテック

3 野田小曽根線（下高川橋）改修工事 大阪府豊中市豊南町東2丁目地内外 豊中市 タナカネット工業株式会社

4 Ｌ型擁壁・ボックスカルバート 北海道釧路市内 北海道開発局
三ツ輪ベンタス株式会社
製品事業部　釧路工場

5 出雲湖陵道路三部地区改良第3工事 島根県出雲市湖陵町地内 中国地方整備局　松江国道事務所 まるなか建設株式会社

6 秋川橋補修工事 東京都あきる野市　秋川橋 東京都建設局　西多摩建設事務所 奥山建設株式会社

7 国道161号新石田川橋耐震補強補修工事 滋賀県高島市内 近畿地方整備局　滋賀国道事務所 酒井工業株式会社

8 京奈和自動車道橋梁補修工事 和歌山県橋本市～和歌山県伊都郡かつらぎ町 近畿地方整備局　和歌山河川国道事務所 酒井工業株式会社

9 平成30年度平田橋外橋梁耐震補強・補修工事 宮崎県 九州地方整備局　宮崎河川国道事務所 大和開発株式会社

10
主要県道防府環状線（立登橋）橋梁補修（防災・安全交付金　長寿）
地方道工事　第１工区

山口県防府市大字西浦　地内 山口県防府土木建築事務所 山口道路興業株式会社

11 平成30年度 ほ場整備 相ノ木中部北地区第６工区ほ場整備 富山県中新川郡上市町 富山県農林水産部 碓井建設株式会社

12 農山漁村地域整備交付金事業瀬戸橋橋 岐阜県飛騨市神岡町下之本地内 飛騨市 加永建設株式会社

13 九品寺本館ビル外構整備その他工事 熊本県熊本市中央区九品寺１丁目2-11 株式会社NTT西日本 共立建設株式会社

14 小白岩地区橋梁下部工事 秋田県湯沢市下院内地内 東北地方整備局　湯沢河川国道事務所 株式会社高修興業
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15 平成30年度 名古屋南部地区橋梁補強補修工事 愛知県名古屋市緑区大高町丸ノ内65-1 中部地方整備局　名古屋国道事務所 ショーボンド建設株式会社

16 新設コンクリート補修工事 富山県砺波市三郎丸309 富山県 株式会社リペア

17 新倉敷玉島線ほか1線路電気防食対策工事 岡山県倉敷市玉島柏島7047-2 中国電力株式会社 東興ジオテック株式会社

18 小矢部川圏域東大谷川砂防総合交付金（砂防）緊急改築堰提改築工事 富山県南砺市井波外四入会地内 富山県砺波土木センター 株式会社藤井組

19 H28東海環状赤坂北第１高架橋鋼上部工事 岐阜県大垣市福田町129-1 中部地方整備局　岐阜国道事務所 JFEエンジニアリング株式会社

20 市道本江栗山線本郷橋補修工事 富山県滑川市本江344地先 滑川市 加積建設株式会社

21 平成30年度 名古屋南部地区橋梁補強補修工事Ⅱ 愛知県名古屋市港区東築地町 中部地方整備局　名古屋国道事務所 ショーボンド建設株式会社

22 平成30年度 中部縦貫高山IC橋Bランプ鋼上部工事 岐阜県高山市上切町 中部地方整備局　高山国道事務所 日本車輌製造株式会社

23 市道長名畑線竹倉橋補修工事 富山県小矢部市道林寺地内 小矢部市産業建設部建設課 株式会社 片山土建

24 平成30年度 23号荒子西部高架橋補強補修工事 愛知県名古屋市港区十一屋地内 中部地方整備局　名古屋国道事務所 中日建設株式会社

25 第119号橋橋りょう補修工事 兵庫県尼崎市西立花町2丁目34地先から4丁目2番地先 尼崎市都市整備局土木部道路維持担当 平瀬商事株式会社

26 平成30年度 大垣管内施設補強補修工事 岐阜県不破郡関ヶ原町 中部地方整備局　岐阜国道事務所 岐建株式会社

27 平成30年度 設楽ダム 設楽根羽線1号橋PC上部工事 愛知県北設楽郡設楽町田口地先 中部地方整備局　設楽ダム工事事務所 極東興和株式会社

28 遠里小野橋補修工事（５期） 大阪府堺市堺区遠里小野町ほか 堺市道路整備課 株式会社五大コーポレーション

29 一般県道福岡宮島峡公園線向田橋床版修繕（P1-P3径間） 富山県高岡市福岡町荒屋敷外地内 富山県高岡土木センター 株式会社リペア
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30 両国橋橋梁補修工事 静岡県熱海市 熱海市 有限会社杉崎建設

31 中部横断長戸川橋上部工事 山梨県南巨摩郡身延町大島 関東地方整備局　甲府河川国道事務所 ドーピー建設工業株式会社

32 防工橋第80号の1他（一）湯山北条線　他　橋りょう補修工事(防災安全） 愛媛県松山市中須賀 愛媛県中予地方局　建設部 株式会社ケイアール総合企画

33 橋梁長寿命化修繕工事 東京都中野区中央五丁目41番～48番先（公園橋）外6橋 中野区 株式会社会川組

34 防工橋第80号の1他（一）湯山北条線　他　橋りょう補修工事(防災安全） 愛媛県松山市中須賀 愛媛県中予地方局　建設部 株式会社ケイアール総合企画

35
般県道鹿西氷見線道路総合交付金（防災・補修・点検）（八幡橋）
橋梁補修その２工事

富山県氷見市上余川地内 富山県高岡土木センター 氷見土建工業株式会社

36 H30横環南栄IC・JCT下部（その8）工事 神奈川県横浜市栄区田谷町地先 関東地方整備局　横浜国道事務所 奥村組土木興業株式会社

37 市道舟戸橋隠尾線舟戸橋補修工事（その７） 富山県砺波市庄川町庄地内 砺波市土木課 株式会社神下組

38 平成30年度伊豆中央道北江間橋床版工事 静岡県伊豆の国市北江間地内 静岡県道路公社 中林建設株式会社

39 令和元年度市道岩井坊方線（丹生川トンネル）修繕工事 岐阜県高山市丹生川町町方地内 高山市 有限会社月出組

40 平成30年度 23号北玉垣高架橋西下部工事 三重県三重県鈴鹿市北玉垣町 中部地方整備局　三重河川国道事務所 中井土木株式会社

41 今井水路5号橋外1橋補修工事 大阪府池田市住吉１丁目地内外 池田市 株式会社中岡組

42 第103号　令和元年度（他）河内清田線清田橋橋梁修繕工事（H30繰） 愛媛県喜多郡内子町河内 内子町 有限会社慎栄建設

43 防交橋第５２号の１ （主）串内子線　橋りょう補修工事（防災安全） 愛媛県伊予市双海町串 （法師橋） 愛媛県中予地方局建設部第二課 愛媛土木工業株式会社

44 令和元年度 ２３号安塚跨道橋下部工事 三重県鈴鹿市安塚町 中部地方整備局　三重河川国道事務所 株式会社森組
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45 令和元年度 社会資本整備総合交付金事業 丸岡66号橋外補修工事 福井県坂井市丸岡町西里丸岡外 地係 坂井市建設部建設課 株式会社塚田商事

46 野沢橋橋梁補修工事 静岡県熱海市西山町 地内 熱海市 株式会社川口組

47 橋梁補修工事村道平谷郡知合線猪谷橋 奈良県十津川村 十津川村役場 藤村建設株式会社

48 関西支社管内　阪神地区耐震補強工事（鹿の子台） 兵庫県神戸市北区八多町中地内 西日本高速道路株式会社　関西支社 株式会社旭工建

49 関西支社管内　阪神地区耐震補強工事（宝塚橋） 兵庫県神戸市北区八多町中地内 西日本高速道路株式会社　関西支社 株式会社旭工建

50 八重橋橋梁補修工事 岡山県浅口市金光町八重235 浅口市 浅口建設株式会社

51 令和元年度 138号BP須走地区床版工事 静岡県駿東郡小山町須走地内 中部地方整備局　沼津河川国道事務所 中林建設株式会社

52 市道長谷線外1線橋梁補修工事 山口県周南市大字須万地内 周南市 株式会社三州建設

53 防交舗修第31号の3他　路面陥没対策工事（防災安全）他 愛媛県八幡浜市産業通（暗渠） 愛媛県八幡浜土木事務所建設課 株式会社新光建設

54
令和元年度 市道金生沢７号線外橋梁補修
（金生沢１号橋、境川１号橋、境川３号橋）

山形県酒田市北沢地内 酒田市 羽前建設株式会社

55 主要地方道 大阪中央環状線 稗島跨道橋本線(北行）塗装塗替工事 大阪府門真市ひえ島町地内 大阪府都市整備部 枚方土木事務所 株式会社昭和塗工社

56 令和元年度　池ノ原橋補修工事 大分県日田市天瀬町湯山 日田市 有限会社宏栄建設

57 道改2A　第0111444-019号 国道444号道路改良（国道）（2A)工事（函渠工） 佐賀県杵島郡白石町福富下分 佐賀県土整備部　有明海沿岸道路整備事務所 株式会社富士建設

58 令和元年度 138号BP須走地区南道路建設工事 静岡県駿東郡小山町地内 中部地方整備局　沼津河川国道事務所 中林建設株式会社

59 公共防災・安全交付金(トンネル補修)平湯第２トンネル他補修翌債工事 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯他地内 岐阜県古川土木事務所 美笠建設株式会社
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60 県道甘木田主丸線両筑橋橋梁下部工（A2)工事 福岡県久留米市田主丸町恵利 福岡県県土整備部 株式会社高橋組

61 道路メンテナンス工事（トンネル）02-F165-10 秋田県由利本荘市東由利杉森字大下（銀河トンネル） 秋田県由利地域振興局 長田建設株式会社

62 R1八町跨道橋等耐震補強・補修工事 富山県富山市 北陸地方整備局　富山河川国道事務所 株式会社岡部

63 主要地方道小矢部福光線道路橋りょう改築石動大橋支承取替その2工事 富山県小矢部市東福町地内 富山県高岡土木センター小矢部土木事務所 川田建設株式会社

64 （岩城建第３号）市道田町５号線他側溝改良工事　21858 岩城亀田亀田町字田町地内 由利本荘市 株式会社共同総業

65 令和元年度 東海環状岐阜IC東本線橋東下部工事 岐阜県岐阜市大学北 中部地方整備局 岐阜国道事務所 日東工業株式会社

66 令和元年度 東海環状糸貫IC道路建設工事 岐阜県本巣市上保 中部地方整備局 岐阜国道事務所 株式会社佐竹組

67 道路メンテナンス工事（トンネル）02-F164-10 秋田県男鹿市脇本地内（生鼻崎トンネル） 秋田県秋田地域振興局 株式会社寒風

68 平成25年度 名二環梅之郷北6高架線中下部工事 愛知県海部郡飛島村 中部地方整備局 愛知国道事務所 りんかい日産建設株式会社

69 防交橋第93号の1橋りょう補修工事 愛媛県西予市城川町窪野（長崎橋） 愛媛県西予土木事務所 山本建設株式会社

70 一般国道304号道路橋りょう改築梨谷大橋下部工補修工事 富山県南砺市大崩島151 富山県 砺波土木センター 株式会社中村組

71 一般県道才川七城端線道路橋りょう改築太美橋上部工補修工事 富山県南砺市才川七～土生地内 富山県 砺波土木センター 立野原建設株式会社

72 令和2年度 三遠南信飯喬PC上部工事 長野県飯田市東栄町3350 中部地方整備局 飯田国道事務所 株式会社安部日鋼工業

73 国道25号竜田大橋補修工事 奈良県生駒市斑鳩町地崎 近畿地方整備局 奈良国道事務所 株式会社 羽衣フィールド

74 立野隧道補修工事 熊本県阿蘇郡南阿蘇村立野・菊池郡大津町瀬田地内 大津菊陽水道企業団 株式会社 太照工業
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75 池の下南橋始め9橋補修工事 愛知県名古屋市西区大野木5丁目 名古屋市 日進機工株式会社

76 令和2年度 賀谷橋他2橋橋梁修繕工事 兵庫県三田市西須磨田他 地内 三田市 北摂技建株式会社

77 平成30年度 三遠南信1号橋PC上部工事 長野県飯田市上久堅1967 中部地方整備局 飯田国道事務所 株式会社安部日鋼工業

78 橋梁長寿命化修繕工事（柳橋） 東京都中央区東日本橋二丁目27番先から台東区柳橋一丁目１番先 中央区環境土木部道路課 株式会社久保田商店

79 道路災害防除工事（防災・安全）道路災害防止工事合併工事 愛知県新城市四谷地内始め 愛知県建設局新城設楽建設事務所 小笠原建設株式会社

80 管内一円（保野田橋他）道路メンテナンス（橋修）工事 京都府南丹市日吉町保野田他地内 京都府南丹土木事務所 株式会社暁

81
一般県道浅地小矢部線道路総合交付金（防災・補修・点検）岡田橋補修工
事

富山県小矢部市矢水町～綾子地内 富山県高岡土木センター小矢部土木事務所 株式会社片山土建

82 市道海田原田幸線（大滝橋）橋梁整備工事 広島県三次市大田幸町上町地内 三次市 株式会社三好建材

83 令和元年度東海環状岐阜IC東中下部工事 岐阜県岐阜市大学北 中部地方整備局 岐阜国道事務所 徳倉建設株式会社

84 宮ノ下橋橋梁補修工事　第1工区 山口県柳井市新庄地内 柳井市 スギモト建設株式会社

85
令和元年度［第31-D1051-01号］（国）414号 社会資本整備総合
交付金（国道橋梁改築2次）工事（暫定オフランプA1橋台）

静岡県沼津市大平地内 静岡県沼津土木事務所 株式会社集組

86 令和元年度　東海環状岐阜IC東本線橋西下部工事 岐阜県岐阜市大学北 中部地方整備局 岐阜国道事務所 岐建株式会社

87 令和２年度道路メンテナンス事業 新鮫屋橋橋梁補修工事 岡山県勝田郡勝央町植月東・田井地内 新鮫屋橋 勝央町産業建設部 株式会社森藤建設

88 道路災害防除工事（防災・安全）道路災害防止工事合併工事 愛知県新城市川合地内始め 愛知県建設局新城設楽建設事務所 内藤建設株式会社

89 橋梁長寿命化修繕工事（西部第１２９号線（大渕橋）） 奈良県奈良市大渕町3293-73 奈良市 吉村建設株式会社
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90 弥富ふ頭岸壁補修その他工事 愛知県弥富市楠三丁目 名古屋港管理組合 五港建設株式会社

91 国道2号旭川大橋耐震補強補修その6工事 岡山県岡山市南区 中国地方整備局 岡山国道事務所 株式会社荒木組

92 吉田町地区護岸改良工事 兵庫県神戸市兵庫区吉田町1丁目 神戸市 株式会社ランドグリーン

93 主要地方道 泉佐野岩出線 泉南マリンブリッジ補修工事（Ｒ２工区） 大阪府泉南市岡田七丁目地内 大阪府 都市整備部 岸和田土木事務所 酒井工業株式会社

94 令和元年度 東海環状西深瀬高架橋P5橋脚工事 岐阜県山県市西深瀬字八京2509 中部地方整備局 岐阜国道事務所 杉山建設株式会社

95 令和2年度 岐阜管内道路建設工事 岐阜県岐阜市大学北地内 中部地方整備局 岐阜国道事務所 日東工業株式会社

96 市道舟戸橋隠尾線舟戸橋補修工事（その10） 富山県礪波市庄川町庄地内 礪波市 万葉ペイント株式会社

97 浜川橋外橋梁補修工事 鳥取県東伯郡北栄町弓原 北栄町 有限会社技建

98 河原谷大橋橋梁修繕工事 日南市北郷町北河内地内 日南市 株式会社岡本塗装店

99 令和2年度 道国ト補 第71-15-02号 国道218号 中村トンネル補修工事 宮崎県西臼杵郡日之影町大字七折 宮崎県県土整備部西臼杵支庁 真野建設株式会社
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