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微破壊・非破壊試験によるコンクリート構造物の強度測定

年　月 工　事　名 発　注　者 施　工　業　者

平成20年7月 毒沢地区改良工事 東北地方整備局 岩手河川国道事務所 株式会社小澤組

平成20年8月 下鱒沢地区構造物工事 東北地方整備局 岩手河川国道事務所 株式会社テラ

平成20年9月 丹生川橋下部工工事 東北地方整備局 山形河川国道事務所 株式会社柿﨑工務所

平成20年9月 東和地区橋梁下部工工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 株式会社佐々木組

平成20年10月 福原橋梁下部工工事 東北地方整備局 山形河川国道事務所 河西建設株式会社

平成20年11月 馬寄地区橋梁下部工工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 株式会社金原土建

平成20年12月 鳥越地区道路改良工事 東北地方整備局 山形河川国道事務所 株式会社柿﨑工務所

平成20年12月 向野地区道路改良工事 東北地方整備局 山形河川国道事務所 白岩土木建築株式会社

平成20年12月 東田地区橋梁下部工工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 小野田建設株式会社

平成21年3月 泉地区下部工工事 東北地方整備局 磐城国道事務所 福浜大一建設株式会社

平成21年3月 佐糠地区下部工工事 東北地方整備局 磐城国道事務所 福浜大一建設株式会社

平成21年3月 家老沢橋下部工工事 東北地方整備局 岩手河川国道事務所 株式会社小澤組

平成22年2月 物倉橋下部工工事 東北地方整備局 磐城国道事務所 関場建設株式会社

平成22年3月 胴切橋下部工工事 東北地方整備局 磐城国道事務所 小野建設株式会社

平成22年5月 中沢川橋下部工工事 東北地方整備局 岩手河川国道事務所 株式会社小澤組

平成22年5月 鳴沢川橋下部工工事 東北地方整備局 岩手河川国道事務所 株式会社小澤組

平成22年6月 姥堂橋下部工工事 東北地方整備局 郡山国道事務所 株式会社小野工業所

平成22年12月 家の下道路改良工事 東北地方整備局 山形河川国道事務所 河西建設株式会社

平成22年12月 小名浜港東港地区臨港道路３号ふ頭部下部工事 東北地方整備局 小名浜港湾事務所 三井住友建設株式会社

平成22年12月 胆沢ダム市道付替大平野地区改良工事 東北地方整備局 胆沢ダム工事事務所 株式会社テラ

平成23年9月 白河橋撤去工事 東北地方整備局 郡山国道事務所 三金興業株式会社

平成23年12月 白河地区道路改良工事 東北地方整備局 郡山国道事務所 藤田建設工業株式会社

平成24年1月 吉浜高架橋下部工第４工事 東北地方整備局 三陸国道事務所 株式会社小澤組

平成24年3月 小名浜港東港地区臨港道路3号ふ頭部上部外工事 東北地方整備局 小名浜港湾事務所 三井住友建設株式会社
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微破壊・非破壊試験によるコンクリート構造物の強度測定

年　月 工　事　名 発　注　者 施　工　業　者

平成24年3月 葭沢地区下部工工事 東北地方整備局 福島河川国道事務所 小林土木株式会社

平成24年5月 国道45号釜石山田道路工事 東北地方整備局 三陸国道事務所 熊谷組・オリエンタル白石特定建設工事共同企業体

平成24年5月 平成23～24年度内郷高架橋床版工工事 東北地方整備局 磐城国道事務所 株式会社小野工業所

平成24年6月 平成23年度花渕山７号橋下部工工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 河北建設株式会社

平成24年6月 雄物大橋P 5 橋脚外工事 東北地方整備局 秋田河川国道事務所 株式会社菅与組

平成24年10月 羽川こ線橋外下部工工事 東北地方整備局 秋田河川国道事務所 株式会社沢木組

平成24年11月 伊勢前地区構造物工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 オリエンタル白石株式会社

平成24年11月 鹿又地区構造物工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 オリエンタル白石株式会社

平成24年12月 砂押地区下部工工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 岩田地崎建設株式会社

平成24年12月 谷地地区下部工工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 日本国土開発株式会社

平成24年12月 八幡地区下部工工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 日本国土開発株式会社

平成24年12月 国道108号花渕山7号橋上部工工事 東北地方整備局 株式会社フジタ

平成25年1月 割山地区下部工工事 東北地方整備局 秋田河川国道事務所 伊藤建設工業株式会社

平成25年1月 一本柳地区下部工工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 奥村組土木興業株式会社

平成25年1月 最上川中流亀井田橋下部工工事 東北地方整備局 新庄河川事務所 株式会社柿崎工務所

平成24年4月 水海高架橋下部工工事 東北地方整備局 南三陸国道事務所 株式会社小澤組

平成25年3月 市川地区下部工工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 株式会社新井組

平成25年3月 中井地区構造物工事 東北地方整備局 南三陸国道事務所 株式会社小澤組

平成25年4月 月崎跨道橋下部工工事 東北地方整備局 福島河川国道事務所 株式会社小野工業所

平成25年8月 一本柳地区PC上部工工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 オリエンタル白石株式会社

平成25年8月 扇洞地区道路改良工事 東北地方整備局 南三陸国道事務所 株式会社 テラ

平成25年9月 八幡地区ＰＣ上部工工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 オリエンタル白石株式会社

平成25年9月 小原地区ＰＣ上部工工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 三井住友建設株式会社

平成25年9月 四十八坂地区道路改良工事 東北地方整備局 南三陸国道事務所 株式会社小澤組
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微破壊・非破壊試験によるコンクリート構造物の強度測定

年　月 工　事　名 発　注　者 施　工　業　者

平成25年10月 八紘沢地区防雪工事 東北地方整備局 酒田河川国道事務所 升川建設株式会社

平成25年10月 とりや沢地区防雪工事 東北地方整備局 酒田河川国道事務所 株式会社王祇建設

平成25年10月 国道45号釜石山田道路工事 東北地方整備局 南三陸国道事務所 オリエンタル白石株式会社

平成26年3月 最上川中流安久土橋下部工工事 東北地方整備局 新庄河川事務所 神室工業株式会社

平成26年3月 今田地区橋梁下部工工事 東北地方整備局 磐城国道事務所 大豊建設株式会社

平成26年3月 村山大石田IC橋下部工工事 東北地方整備局 山形河川国道事務所 株式会社柿﨑工務所

平成26年3月 升形道路改良工事 東北地方整備局 山形河川国道事務所 株式会社柿﨑工務所

平成26年3月 山上地区道路改良工事 東北地方整備局 磐城国道事務所 日本国土開発株式会社

平成26年3月 小名浜港東港地区臨港道路航路部橋脚外工事 東北地方整備局 小名浜港湾事務所 清水・東亜特定建設工事共同企業体

平成26年3月 藤株前田地区道路改良工事 東北地方整備局 能代河川国道事務所 株式会社　佐藤庫組

平成26年3月 吉浜地区道路改良工事 東北地方整備局 南三陸国道事務所 昭栄建設株式会社

平成26年3月 小森地区道路改良工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 株式会社佐藤工務店

平成26年5月 多賀城I C 下部工工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 株式会社新井組

平成26年5月 甲子地区構造物工事 東北地方整備局 南三陸国道事務所 株式会社 テラ

平成26年5月 小名浜港東港地区臨港道路航路部上部工事 東北地方整備局 小名浜港湾事務所 清水･東亜･川田特定建設工事共同企業体

平成26年5月 国道４５号矢本石巻道路下部工工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 戸田建設株式会社
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非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定

年　月 工　事　名 発　注　者 施　工　業　者

平成18年7月 番所地区下部工工事 国土交通省東北地方整備局 鉄建建設株式会社東北支店

平成18年8月 桃生ＩＣ橋下部工工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 淀喜建設株式会社

平成18年8月 平成17～18年度中町地区上部工工事 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所 昭和コンクリート工業株式会社

平成18年9月 水守橋床版工その他工事 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 株式会社丸本組

平成18年9月 銅屋地区構造物工事 東北地方整備局 三陸国道事務所 宮城建設株式会社

平成18年10月 宇留部地区構造物工事 東北地方整備局 三陸国道事務所 宮城建設株式会社

平成18年10月 川口地区橋梁下部工工事 東北地方整備局 山形河川国道事務所 松田建設株式会社

平成18年11月 大森川橋下部工工事 東北地方整備局 福島河川国道事務所 東信建設株式会社

平成18年11月 前山地区構造物設置工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 株式会社丸本組

平成18年12月 中ノ目こ線橋下部工工事 東北地方整備局 山形河川国道事務所 太田建設株式会社

平成19年3月 梵字川橋下部工工事 東北地方整備局 秋田河川国道事務所 株式会社加藤組

平成19年3月 登米高架橋下部工工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 株式会社佐々木組

平成19年3月 平成18年度市林道付替丹瀬沢橋上部及び床版工工事 東北地方整備局 森吉山ダム工事事務所 昭和コンクリート工業株式会社

平成19年4月 塩川地区下部工工事 東北地方整備局 郡山国道事務所 株式会社共立土建

平成19年7月 富谷地区道路改良工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 熱海建設興業株式会社

平成19年10月 日野渡地区下部工工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 若生工業株式会社

平成19年10月 東北中央自動車道中野第1橋上部工工事 東北地方整備局 福島河川国道事務所 三井住友建設株式会社

平成19年11月 菱沼地区橋梁下部工工事 東北地方整備局 福島河川国道事務所 株式会社小野工業所

平成19年11月 大網川橋補修・補強工事 東北地方整備局 鶴岡河川国道事務所 株式会社菅原工務店

平成20年1月 新杉ノ沢橋橋台工事 東北地方整備局 福島河川国道事務所 小澤工業株式会社

平成20年2月 朧気川橋下部工工事 東北地方整備局 山形河川国道事務所 株式会社柿﨑工務所

平成20年3月 五十沢川橋下部工工事 東北地方整備局 山形河川国道事務所 升川建設株式会社

平成20年3月 米谷高架橋下部工工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 株式会社丸本組

平成20年6月 胆沢ダム林道付替若柳橋工事 東北地方整備局 胆沢ダム工事事務所 三井住友建設株式会社
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非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定

年　月 工　事　名 発　注　者 施　工　業　者

平成20年7月 向野地区道路改良工事 東北地方整備局 山形河川国道事務所 白岩土木建築株式会社

平成20年9月 東和地区橋梁下部工工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 株式会社佐々木組

平成20年9月 丹生川橋下部工工事 東北地方整備局 山形河川国道事務所 株式会社柿﨑工務所

平成20年9月 南原地区道路改良工事 東北地方整備局 山形河川国道事務所 株式会社柿﨑工務所

平成20年10月 福原橋梁下部工工事 東北地方整備局 山形河川国道事務所 河西建設株式会社

平成20年11月 馬寄地区橋梁下部工工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 株式会社金原土建

平成20年12月 五反田地区下部工工事 東北地方整備局 磐城国道事務所 堀江工業株式会社

平成20年12月 大石田北部道路改良工事 東北地方整備局 山形河川国道事務所 株式会社柿﨑工務所

平成20年12月 山桑地区函渠工工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 株式会社丸本組

平成20年12月 東田地区橋梁下部工工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 小野田建設株式会社

平成20年12月 長谷山地区函渠工工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 若生工業株式会社

平成20年12月 鳥越地区道路改良工事 東北地方整備局 山形河川国道事務所 株式会社柿﨑工務所

平成21年2月 平成19～20年度吉倉橋上部工工事 東北地方整備局 福島河川国道事務所 三東ブリッジ経常建設共同企業体

平成21年3月 佐糠地区下部工工事 東北地方整備局 磐城国道事務所 福浜大一建設株式会社

平成21年3月 家老沢橋下部工工事 東北地方整備局 岩手河川国道事務所 株式会社小澤組

平成21年3月 尾花沢地区道路改良工事 東北地方整備局 山形河川国道事務所 大山建設株式会社

平成21年3月 泉地区下部工工事 東北地方整備局 磐城国道事務所 福浜大一建設株式会社

平成21年7月 丹生川橋橋脚設置工事 東北地方整備局 山形河川国道事務所 株式会社柿﨑工務所

平成21年9月 井出地区橋梁下部工工事 東北地方整備局 磐城国道事務所 双葉工業株式会社

平成21年10月 境三番地区橋梁下部工工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 株式会社橋本店

平成21年10月 胆沢ダム谷子沢大橋下部工復旧工事 東北地方整備局 胆沢ダム工事事務所 菱和建設株式会社

平成21年10月 鱒沢地区道路改良工事 東北地方整備局 岩手河川国道事務所 株式会社テラ

平成21年12月 大富地区道路改良工事 東北地方整備局 山形河川国道事務所 升川建設株式会社

平成22年2月 李埣地区橋梁下部工工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 株式会社橋本店
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非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定

年　月 工　事　名 発　注　者 施　工　業　者

平成22年2月 李埣道路改良工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 若生工業株式会社

平成22年2月 物倉橋下部工工事 東北地方整備局 磐城国道事務所 関場建設株式会社

平成22年3月 中野地区橋梁下部工工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 日建工業株式会社

平成22年3月 大衡地区構造物工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 後藤工業株式会社

平成22年3月 相生橋下部工工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 熱海建設興業株式会社

平成22年3月 胴切橋下部工工事 東北地方整備局 磐城国道事務所 小野建設株式会社

平成22年3月 赤湯地区橋梁下部工工事 東北地方整備局 能代河川国道事務所 白川建設株式会社

平成22年3月 金浦ＩＣ改良工事 東北地方整備局 秋田河川国道事務所 株式会社菅与組

平成22年3月 関柴地区函渠工工事 東北地方整備局 郡山国道事務所 株式会社共立土建

平成22年3月 鶴ヶ埣道路改良工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 日建工業株式会社

平成22年4月 国道１３号湯ノ沢高架橋工事 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所 三井住友建設㈱・丸磯建設㈱異工種建設工事共同企業体

平成22年4月 大衡道路舗装工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 株式会社竹中道路

平成22年4月 東北中央自動車道中野地区橋梁上部工工事 東北地方整備局 福島河川国道事務所 三井住友建設株式会社

平成22年5月 平成21年度仙塩工単05021-001号仙塩工水七北田川水管橋耐震補強（下部工）工事 仙南・仙塩広域水道事務所 東北重機工事株式会社

平成22年5月 中沢川橋下部工工事 東北地方整備局 岩手河川国道事務所 株式会社小澤組

平成22年5月 鳴沢川橋下部工工事 東北地方整備局 岩手河川国道事務所 株式会社小澤組

平成22年6月 姥堂橋下部工工事 東北地方整備局 郡山国道事務所 株式会社小野工業所

平成22年8月 最上川上流小田島地区排水樋門本体工事 東北地方整備局 山形河川国道事務所 國井建設株式会社

平成22年8月 第09-41380-0193号国道改築工事 福島県いわき建設事務所 東開工業株式会社

平成22年9月 胆沢川横断橋上部工工事 東北地方整備局 胆沢ダム工事事務所 オリエンタル白石株式会社

平成22年10月 袖崎北地区道路改良工事 東北地方整備局 山形河川国道事務所 株式会社柿﨑工務所

平成22年10月 尾花沢地区下部工工事 東北地方整備局 山形河川国道事務所 株式会社新庄砕石工業所

平成22年10月 舟形地区橋梁耐震補強工事 東北地方整備局 山形河川国道事務所 株式会社新庄砕石工業所

平成22年10月 鷹巣地区下部工工事 東北地方整備局 山形河川国道事務所 大山建設株式会社

- 6 -



非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定

年　月 工　事　名 発　注　者 施　工　業　者

平成22年11月 古口地区下部工工事 東北地方整備局 山形河川国道事務所 株式会社柿﨑工務所

平成22年12月 野黒沢地区下部工工事 東北地方整備局 山形河川国道事務所 升川建設株式会社

平成22年12月 荻袋地区下部工工事 東北地方整備局 山形河川国道事務所 株式会社柿﨑工務所

平成23年1月 仁賀保IC橋下部工工事 東北地方整備局 秋田河川国道事務所 長田建設株式会社

平成23年2月 東北横断自動車道小友川橋上部工工事 東北地方整備局 山形河川国道事務所 トピー鉄構株式会社

平成23年2月 金浦道路改良工事 東北地方整備局 秋田河川国道事務所 山科建設株式会社

平成23年3月 家老沢橋PC上部工工事 東北地方整備局 岩手河川国道事務所 オリエンタル白石株式会社

平成23年3月 院内こ道橋下部工工事 東北地方整備局 秋田河川国道事務所 矢島建設株式会社

平成23年4月 道貫地区函渠工工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 若生工業株式会社

平成23年6月 福平地区函渠工工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 株式会社武山興業

平成23年8月 平成22年度社河川A47-A02号上地橋橋梁工事（下部工） 宮城県大河原土木事務所 株式会社本田組

平成23年9月 尾花沢地区橋梁設置工事 東北地方整備局 山形河川国道事務所 昭和コンクリート工業株式会社

平成23年12月 平成23年度角川水管橋下部工・上部工築造工事 山形県最上郡戸沢村 株式会社柿﨑工務所

平成24年1月 石川原地区函渠工工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 株式会社藤山工務店

平成24年1月 吉浜高架橋下部工第４工事 東北地方整備局 三陸国道事務所 株式会社小澤組

平成24年3月 小名浜港東港地区臨港道路３号ふ頭部下部工事 東北地方整備局 小名浜港湾事務所 三井住友建設株式会社

平成24年3月 佐糠こ道橋上部工工事 東北地方整備局 磐城国道事務所 三井住友建設株式会社

平成24年4月 新屋地区下部工工事 東北地方整備局 秋田河川国道事務所 村岡建設工業株式会社

平成24年5月 小名浜港東港地区臨港道路3号ふ頭部上部外工事 東北地方整備局 小名浜港湾事務所 三井住友建設株式会社

平成24年5月 国道45号釜石山田道路工事 東北地方整備局 三陸国道事務所 熊谷組･オリエンタル白石特定建設工事共同企業体

平成24年5月 水海高架橋下部工第２工事 東北地方整備局 三陸国道事務所 株式会社小澤組

平成24年5月 市道本館下似内線似内橋下部工(A2)工事 花巻市長 秋柴重機株式会社

平成24年6月 平成23年度花渕山７号橋下部工工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 河北建設株式会社

平成24年6月 雄物大橋P 5 橋脚外工事 東北地方整備局 秋田河川国道事務所 株式会社菅与組
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非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定

年　月 工　事　名 発　注　者 施　工　業　者

平成24年10月 羽川こ線橋外下部工工事 東北地方整備局 秋田河川国道事務所 株式会社沢木組

平成24年10月 福宮地区道路改良工事 東北地方整備局山形河川国道事務所 株式会社新庄･鈴木･柴田組

平成24年11月 伊勢前地区構造物工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 オリエンタル白石株式会社

平成24年11月 鹿又地区構造物工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 オリエンタル白石株式会社

平成24年12月 砂押地区下部工工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 岩田地崎建設株式会社

平成24年12月 谷地地区下部工工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 日本国土開発株式会社

平成24年12月 八幡地区下部工工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 日本国土開発株式会社

平成25年1月 割山地区下部工工事 東北地方整備局 秋田河川国道事務所 伊藤建設工業株式会社

平成25年1月 一本柳地区下部工工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 奥村組土木興業株式会社

平成25年1月 最上川中流亀井田橋下部工工事 東北地方整備局 新庄河川事務所 株式会社柿崎工務所

平成24年4月 水海高架橋下部工工事 東北地方整備局 南三陸国道事務所 株式会社小澤組

平成25年3月 市川地区下部工工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 株式会社新井組

平成25年3月 中井地区構造物工事 東北地方整備局 南三陸国道事務所 株式会社小澤組

平成25年4月 月崎跨道橋下部工工事 東北地方整備局 福島河川国道事務所 株式会社小野工業所

平成25年8月 一本柳地区PC上部工工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 オリエンタル白石株式会社

平成25年8月 扇洞地区道路改良工事 東北地方整備局 南三陸国道事務所 株式会社 テラ

平成25年9月 八幡地区ＰＣ上部工工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 オリエンタル白石株式会社

平成25年9月 小原地区ＰＣ上部工工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 三井住友建設株式会社

平成25年9月 四十八坂地区道路改良工事 東北地方整備局 南三陸国道事務所 株式会社小澤組

平成25年10月 八紘沢地区防雪工事 東北地方整備局 酒田河川国道事務所 升川建設株式会社

平成25年10月 とりや沢地区防雪工事 東北地方整備局 酒田河川国道事務所 株式会社王祇建設

平成25年10月 国道45号釜石山田道路工事 東北地方整備局 南三陸国道事務所 オリエンタル白石株式会社

平成26年3月 最上川中流安久土橋下部工工事 東北地方整備局 新庄河川事務所 神室工業株式会社

平成26年3月 今田地区橋梁下部工工事 東北地方整備局 磐城国道事務所 大豊建設株式会社
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非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定

年　月 工　事　名 発　注　者 施　工　業　者

平成26年3月 村山大石田IC橋下部工工事 東北地方整備局 山形河川国道事務所 株式会社柿﨑工務所

平成26年3月 升形道路改良工事 東北地方整備局 山形河川国道事務所 株式会社柿﨑工務所

平成26年3月 山上地区道路改良工事 東北地方整備局 磐城国道事務所 日本国土開発株式会社

平成26年3月 小名浜港東港地区臨港道路航路部橋脚外工事 東北地方整備局 小名浜港湾事務所 清水・東亜特定建設工事共同企業体

平成26年3月 藤株前田地区道路改良工事 東北地方整備局 能代河川国道事務所 株式会社　佐藤庫組

平成26年3月 吉浜地区道路改良工事 東北地方整備局 南三陸国道事務所 昭栄建設株式会社

平成26年3月 小森地区道路改良工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 株式会社佐藤工務店

平成26年5月 多賀城I C 下部工工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 株式会社新井組

平成26年5月 甲子地区構造物工事 東北地方整備局 南三陸国道事務所 株式会社 テラ

平成26年5月 小名浜港東港地区臨港道路航路部上部工事 東北地方整備局 小名浜港湾事務所 清水･東亜･川田特定建設工事共同企業体

平成26年5月 国道４５号矢本石巻道路下部工工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 戸田建設株式会社

平成26年3月 下関道路改良工事 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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PCグラウトの充填度調査

年　月 工　事　名 発　注　者 施　工　業　者

平成22年10月 鳴瀬橋橋梁補修工事 宮城県北部土木事務所 株式会社エム・テック

平成23年6月 利府高架橋災害応急復旧工事 東日本高速道路株式会社 仙台管理事務所 三井住友建設株式会社

平成23年7月 福島維持管内橋梁補修工事 東北地方整備局 福島河川国道事務所 株式会社小野工業所

平成24年1月 平成23年度管内橋梁調査設計業務 東北地方整備局 秋田河川国道事務所 -

平成24年12月 平成23年度 富士見高架橋葛野地区耐震補強工事 東北地方整備局 秋田河川国道事務所 秋田振興建設株式会社

平成25年12月 下豊年橋他橋梁補修設計業務委託 岩手県二戸市 -

平成26年3月 栗子管内橋梁補修工事 東北地方整備局 福島河川国道事務所 株式会社小野工業所
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耐震補強工事 鉄筋探査

年　月 工　事　名 発　注　者 施　工　業　者

平成16年1月 東北自動車道上徳沢橋補修工事 日本道路公団東北支社北上管理事務所 株式会社アイアックス

平成16年1月 東北自動車道有馬川橋耐震補強工事 日本道路公団東北支社古川管理事務所 株式会社藤山工務店

平成16年3月 錦桜橋耐震診断 株式会社ドーコン -

平成16年5月 岩手県立胆沢病院診療棟増築等(建築)工事 高惣建設株式会社 高惣建設株式会社

平成16年11月 平成15～16年度湯沢国道管内構造物補修工事 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所 株式会社金昭

平成16年12月 主要地方道花巻衣川線二枚橋地区側道橋補強工事 花巻地方振興局 土木部 新成建設株式会社

平成16年12月 郡山構内東橋耐震補強工事 東日本旅客鉄道株式会社仙台土木技術センター 仙建工業株式会社

平成16年12月 北上市立南中学校耐震調査 菊池建築事務所 -

平成16年12月 立花小学校耐震診断調査業務委託 有限会社高田設計 -

平成16年12月 盛岡１ビル耐震対策工事 株式会社エヌ・ティ・ティファシリティーズ 安藤建設株式会社東北支店

平成17年1月 東北自動車道南小林橋補修工事 日本道路公団東北支社古川管理事務所 大成工務株式会社

平成17年1月 青森朝日放送放送センター改修工事 株式会社日建設計 戸田建設株式会社東北支店

平成17年1月 加藤病院増改築工事 竹中工務店・阿部建設特定共同企業体 竹中工務店・阿部建設特定共同企業体

平成17年1月 百槻橋他補強工事 東北地方整備局 磐城国道事務所 小野建設株式会社

平成17年2月 北上川上流流域下水道中川圧送幹線雫石川水管橋耐震補強工事 北上川上流流域下水道事務所 株式会社山善

平成17年4月 ベルヴィ郡山館壁筋鉄筋探査 ベルヴィ郡山館 有限会社シー・エム・エー

平成17年4月 ミルミルストレージ室タンク更新床改修工事 福島ヤクルト 福島スリーボンド株式会社

平成17年4月 平成16年度上院内地区橋梁補強工事 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所 株式会社金昭

平成17年4月 木戸川橋他耐震補強工事 東北地方整備局 磐城国道事務所 田中建設株式会社

平成17年6月 平成16年度湯沢雄勝地区橋梁補強工事 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所 高嶋・佐々木経常建設共同企業体

平成17年6月 田老地区橋梁補強工事 東北地方整備局 三陸国道事務所 小野新建設株式会社

平成17年6月 釜石地区橋梁補強工事 東北地方整備局 三陸国道事務所 株式会社小澤組

平成17年7月 仙台松島道路橋梁耐震補強（堤大橋）工事 宮城県道路公社 ライト工業株式会社

平成17年12月 花巻市図書館耐震補強工事 花巻市 有限会社高野橋工務店
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耐震補強工事 鉄筋探査

年　月 工　事　名 発　注　者 施　工　業　者

平成18年2月 大曲地区道路舗装工事 東北地方整備局 磐城国道事務所 鹿島道路株式会社

平成18年4月 新桜井橋他耐震補強工事 東北地方整備局 磐城国道事務所 株式会社中里工務店

平成18年4月 東北自動車道戸河内川橋耐震補強工事 東日本高速道路㈱東北支社北上管理事務所 杉山組・船野組経常ＪＶ

平成18年4月 館坂橋下部工工事 東北地方整備局 岩手河川国道事務所 水本建設株式会社

平成18年5月 釜石自動車道田瀬橋（下部工）工事 東日本高速道路㈱東北支社北上管理事務所 株式会社平野組

平成18年6月 釜石自動車道猿ヶ石川橋（下部工）工事 東日本高速道路㈱東北支社北上管理事務所 秋柴重機株式会社

平成18年8月 仙台東国道管内橋梁耐震補強工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 河北建設株式会社

平成18年11月 刈安こ線橋（刈安沢Bo）調査計画 テクノ東北株式会社 -

平成18年11月 鎌田大橋橋梁補強工事 福島市 佐藤工業株式会社

平成19年1月 岩沼地区橋梁補強工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 株式会社エム・テック

平成19年2月 仙台泉線かむり大橋橋梁耐震補強工事 仙台市 株式会社加賀山建設

平成19年5月 東北中央自動車道栗子トンネル東避難坑工事 東日本高速道路株式会社東北支社郡山工事事務所 鉄建建設株式会社・株式会社浅沼組JV

平成19年5月 長瀬川地区構造物補修工事 東北地方整備局 郡山国道事務所 東和経常建設共同企業体

平成19年8月 仙台西勝山IMT基地局 建物設備工事(建物) 日本コムシス株式会社 共立建設株式会社東北支店

平成19年10月 沼田跨線橋他高欄補修工事 東北地方整備局 三陸国道事務所 株式会社杉山組

平成19年12月 七北田川水管橋耐震補強工事 宮城県 草刈建設株式会社

平成19年12月 古川地区橋梁補強工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 ライト工業株式会社

平成19年12月 向山三丁目ＩＭＴ基地局 建物設備工事(建物) 日本コムシス株式会社 共立建設株式会社東北支店

平成19年12月 七北田川水管橋耐震補強工事 宮城県 草刈建設 株式会社

平成19年12月 平成19年度清水大橋耐震補強工事 東北地方整備局 福島河川国道事務所 株式会社エム・テック

平成19年12月 平成19年度五十川橋上部工工事 東北地方整備局 鶴岡河川国道事務所 昭和コンクリート工業株式会社

平成19年12月 福島地区橋梁補強工事 東北地方整備局 福島河川国道事務所 株式会社小野工業所

平成20年1月 長町東ＩＭＴ基地局 建物設備工事(建物) 日本コムシス株式会社 共立建設株式会社東北支店

平成20年2月 人来田水管橋耐震補強工事 仙台市水道局 -
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耐震補強工事 鉄筋探査

年　月 工　事　名 発　注　者 施　工　業　者

平成20年3月 仙台駅前開発ビル耐震改修工事 株式会社大林組東北支店一級建築士事務所 株式会社大林組東北支店

平成20年3月 平成19年度鮫川大橋補強工事 東北地方整備局 磐城国道事務所 クレハ錦建設株式会社

平成20年3月 秋本発電所発電所地下室側溝修繕工事他1件 東京電力株式会社土木Ｇ 株式会社小檜山組

平成20年4月 栗子地区橋梁補強工事 東北地方整備局 福島河川国道事務所 ライト工業株式会社

平成20年5月 新栄一橋他耐震補強工事 東北地方整備局 磐城国道事務所 株式会社本間組

平成20年10月 地域活力基盤創造交付金事業橋梁耐震補強(南原町跨線橋)工事 南相馬市建設部土木課 関場建設株式会社

平成20年10月 (株)青森テレビ･青森放送(株)既存むつ局 中継所中継所 電気興業株式会社 電気興業株式会社・株式会社阿部重組

平成20年10月 仙台松島道路維持修繕(橋梁耐震補強黒ヶ沢橋下部工)工事 宮城県道路公社 スバル興業株式会社東北支店

平成20年10月 第09-41370-0100号緊急橋りょう改修工事 双相建設事務所 東北建設株式会社

平成20年10月 富岡橋他補強工事 東北地方整備局 磐城国道事務所 関場建設株式会社

平成20年10月 油島・花泉間涌津街道こ線橋補強工事 岩手県県南広域振興局 株式会社ユニオン建設

平成20年10月 第09-41370-0192号緊急橋りょう改修工事(社寺神橋) 双相建設事務所 横山建設工業株式会社

平成20年10月 若林六丁目ＩＭＴ基地局 建物設備工事（建物） 日本コムシス株式会社 共立建設株式会社東北支店

平成20年11月 古内水管橋耐震補強工事 宮城県仙南広域水道建設事務所 株式会社中央コーポレーション

平成20年12月 仙南・仙塩広水松川水管橋他耐震補強工事 宮城県仙南・仙塩広域水道事務所 東北重機工事株式会社

平成21年1月 20災171号その他市道鬼頭明通線橋梁災害復旧工事 一関市 株式会社舞石組

平成21年1月 地蔵橋他橋梁補強工事 東北地方整備局 磐城国道事務所 株式会社小野工業所

平成21年1月 塩釜泉ヶ岡ＩＭＴ基地局 建物設備工事(建物) ドコモエンジニアリング東北株式会社一級建築士事務所 東京通建株式会社東北支店

平成21年2月 宮城教育大学ＩＭＴ基地局 建物設備工事（建物） ドコモエンジニアリング東北株式会社一級建築士事務所 共立建設株式会社東北支店

平成21年3月 仙台川内ＩＭＴ基地局 建物設備工事（建物） 日本コムシス株式会社 共立建設株式会社東北支店

平成21年3月 仙台若林IMT基地局 建物設備工事(建物) ドコモエンジニアリング東北株式会社一級建築士事務所 東京通建株式会社東北支店

平成21年3月 市野々原橋緊急橋梁補強事業 岩手県県土整備部 株式会社中央コーポレーション

平成21年3月 沼ノ倉発電所２号水車室排水溝修理工事 東京電力株式会社土木Ｇ 株式会社小檜山組

平成21年6月 寒河江国道防護柵工事 東北地方整備局 山形河川国道事務所 國井建設株式会社
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耐震補強工事 鉄筋探査

年　月 工　事　名 発　注　者 施　工　業　者

平成21年6月 吉倉地区道路附属物設置工事 東北地方整備局 福島河川国道事務所 株式会社小野工業所

平成21年7月 00200-01滑沢川橋橋梁補修工事 村山総合支庁 八代建設株式会社

平成21年7月 ファミリーマート仙台本町店改装工事 株式会社翠設計事務所 セック株式会社仙台営業所

平成21年7月 北上川下流日根牛地区築堤工事 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 菱中建設株式会社

平成21年7月 セコム工業株式会社煙突基礎調査 佐藤工業株式会社 佐藤工業株式会社

平成21年9月 仙南･仙塩広水川原子沢水管橋他耐震補強工事 宮城県仙南・仙塩広域水道事務所 株式会社ヤマニシ

平成21年9月 仙台枡江ＩＭＴ基地局 建物設備工事（建物） 日本コムシス株式会社 共立建設株式会社東北支店

平成21年9月 古川・鳴子地区道路付属施設設置工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 株式会社藤山工務店

平成21年9月 大間ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾚﾋﾞ中継放送所建設工事 電気興業株式会社仙台支店 電気興業株式会社仙台支店

平成21年9月 港湾改築工事 福島県小名浜港湾建設事務所 株式会社ピーエス三菱

平成21年9月 相馬地区道路構造物工事 東北地方整備局 磐城国道事務所 関場建設株式会社

平成21年9月 胆沢ダム付替国道(3工区)橋梁補強工事 東北地方整備局 胆沢ダム工事事務所 株式会社中央コーポレーション

平成21年9月 平成21年度仙広水起04021－001号 仙南・仙塩広水川原子沢水管橋他耐震補強工事 宮城県仙南・仙塩広域水道事務所 株式会社 ヤマニシ

平成21年10月 丹生川橋橋脚設置工事 東北地方整備局 山形河川国道事務所 株式会社 柿﨑工務所

平成21年11月 (主)仙台北環状線新生瀬橋橋梁耐震補強工事3 仙台市建設局 道路部北道路建設課施設係 伸和興工業株式会社

平成21年11月 平成21年度昼野橋補修工事 大田区秋保総合支所建設課 スバル興業株式会社東北支店

平成21年12月 緊急橋りょう改修工事（幾内橋） 富岡土木事務所 株式会社アドマック

平成21年12月 大仏橋防護柵設置工事 東北地方整備局 福島河川国道事務所 株式会社小野工業所

平成21年12月 東北新幹線北上散水消雪設備制御装置更新 東北交通機械株式会社 株式会社佐々木電機本店

平成22年1月 平地区照明設備設置工事 東北地方整備局 磐城国道事務所 有限会社浪江電設

平成22年1月 気仙大橋配筋調査委託業務 東北電力株式会社大船渡営業所 株式会社ユアテック岩手支社

平成22年1月 仙台駅前開発ビル地下1階守衛室避難口設置工事 株式会社大林組東北支店一級建築士事務所 株式会社大林組東北支店

平成22年1月 北上川下流堤防護岸対策工事 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 株式会社山内組

平成22年2月 仙塩工水七北田川水管橋耐震補強(下部工)工事 仙南・仙塩広域水道事務所 東北重機工事株式会社
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耐震補強工事 鉄筋探査

年　月 工　事　名 発　注　者 施　工　業　者

平成22年2月 建工補21-105号赤坂橋補修補強工事 栗原市 佐藤土建株式会社

平成22年2月 静町地区道路改良工事 東北地方整備局 郡山国道事務所 塩田建設株式会社

平成22年2月 (市)加茂５３号線 加茂歩道橋橋梁耐震補強工事 仙台市長 奥山 恵美子 株式会社 広瀬組

平成22年3月 仙台小田原ＩＭＴ基地局 建物設備工事(建物) 日本コムシス株式会社 共立建設株式会社東北支店

平成22年4月 平成21年度地創交5-80-001号米谷大橋橋梁補修工事 宮城県東部土木事務所登米地域事務所 東北重機工事株式会社

平成22年5月 一般国道340号大渡橋耐震補強工事 宮古地方振興局 岩泉土木事務所 株式会社中央コーポレーション

平成22年6月 真野川橋補強工事 東北地方整備局 磐城国道事務所 株式会社 小野工業所

平成22年7月 平成22年度仙塩工単05022-003号仙塩工水梅田川水管橋耐震補強工事 宮城県仙南・仙塩広域水道事務所 株式会社コウリョウ

平成22年8月 平成2１年度地創交5－5－A03号敷玉橋橋梁補修工事 北部土木事務所 株式会社中央コーポレーション

平成22年8月 青木橋改修工事 登米市 株式会社佐々木組

平成22年8月 平成22年度仙広水起04022-A01号 仙南・仙塩広水 岩沢川水管橋外耐震補強工事 仙南・仙塩広域水道事務所 東北重機工事 株式会社

平成22年9月 仙南・仙塩広水岩沢川水管橋外耐震補強工事 宮城県仙南・仙塩広域水道事務所 東北重機工事株式会社

平成22年9月 本合海地区橋梁耐震補強工事 東北地方整備局 山形河川国道事務所 株式会社柿﨑工務所

平成22年9月 元畑地区橋梁耐震補強工事 東北地方整備局 山形河川国道事務所 株式会社柿﨑工務所

平成22年9月 真野川橋補強工事 東北地方整備局 磐城国道事務所 株式会社小野工業所

平成22年10月 地蔵橋他橋梁補強工事 東北地方整備局 磐城国道事務所 株式会社小野工業所

平成22年10月 古川・鳴子地区道路付属施設設置工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 株式会社藤山工務店

平成22年10月 福島管内橋梁補修工事 東北地方整備局 福島河川国道事務所 株式会社小野工業所

平成22年10月 新庄国道北地区維持補修工事 東北地方整備局 山形河川国道事務所 白岩土木建築株式会社

平成22年10月 平成22年度 宮城南部地区橋梁点検業務 国土交通省東北地方整備局 東北技術事務所 株式会社 建設技術研究所

平成22年11月 市道渋民好摩線(川崎橋)橋梁補修工事 盛岡市玉山総合事務所建設課 三陸土建株式会社

平成22年11月 道路維持工事 福島県相双建設事務所 東北建設 株式会社

平成22年11月 平成22年度(市)新川幹線1号線清瀬橋橋梁耐震補強工事 仙台市 東北重機工事株式会社

平成22年11月 平成22年度仙塩工単05022-004号七北田川水管橋耐震補強工事 宮城県仙南・仙塩広域水道事務所 奥田建設株式会社
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耐震補強工事 鉄筋探査

年　月 工　事　名 発　注　者 施　工　業　者

平成22年11月 港湾修築工事 福島県小名浜港湾建設事務所 株式会社アドマック

平成22年11月 一般国道304号繋上の橋落橋防止システム設置工事 沿岸広域振興局 土木部 株式会社エム・テック岩手支店

平成22年11月 一般国道283号仙人沢橋橋梁補修工事 岩手県広域振興局 株式会社エム・テック岩手支店

平成22年12月 仙台泉本田町局 探査報告書 株式会社ユアテック 有限会社大場土建

平成22年12月 ＫＤＤＩ仙台榴岡局 改修工事 株式会社ユアテック 有限会社大場土建

平成22年12月 厚田発電所取水口制水門調査 東京電力株式会社 東開工業株式会社

平成22年12月 寒河江国道防護柵工事 東北地方整備局 山形河川国道事務所 國井建設株式会社

平成23年1月 曽波神大橋橋梁添架工事 東北電力株式会社 株式会社ユアテック宮城支社

平成23年1月 ＣＶ若林五丁目ＩＭＴ基地局 建物設備工事（建物） 日本コムシス株式会社東北支店一級建築士事務所 共立建設株式会社東北支店

平成23年1月 平成22年度県橋梁地震01002-A01号湯ノ原大橋外耐震補強工事 宮城県大河原土木事務所 株式会社大愼組

平成23年2月 樋ノ口橋橋梁修繕工事 藤沢町 株式会社フジテック岩手

平成23年2月 地方特定道路整備工事(松川跨道橋) 福島県 株式会社アドマック

平成23年3月 岩沼地区橋梁補修工事 東北地方整備局 仙台河川事務所 熱海建設株式会社

平成23年3月 小田原ＩＭＴ基地局 建物設備工事（建物） 日本コムシス株式会社東北支店一級建築士事務所 共立建設株式会社東北支店

平成23年4月 ＫＫＲホテル仙台配筋調査 株式会社佐藤工業 株式会社佐藤工業

平成23年5月 石鳥谷南跨線橋上部工工事 東北地方整備局 岩手河川国道事務所 株式会社東京鐵骨橋梁

平成23年5月 はなしのぶ配筋調査 株式会社晃建設 株式会社晃建設

平成23年6月 安達地区改良工事 東北地方整備局 福島河川国道事務所 小林土木株式会社

平成23年7月 地域活力基盤創造工事（道路管理） 福島県県北建設事務所 小林土木株式会社

平成23年7月 ａｕ西川砂子関局 建設工事 株式会社ユアテック 株式会社佐藤建設

平成23年7月 au仙台落合局 建設工事 株式会社ユアテック 有限会社大場土建

平成23年8月 主要地方道玉川沼沢線橋梁補修（山崎橋）工事 山形県置賜総合支庁建設部西置賜道路計画課 小国開発株式会社

平成23年8月 福島維持管内橋梁補修工事 東北地方整備局 福島河川国道事務所 株式会社小野工業所

平成23年8月 油井高架橋補修工事 東北地方整備局 福島河川国道事務所 株式会社小野工業所
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耐震補強工事 鉄筋探査

年　月 工　事　名 発　注　者 施　工　業　者

平成23年8月 岩木川流域下水道平川水管橋耐震補強工事 中南地域県民局 株式会社桜庭建設

平成23年9月 女川町立病院災害復旧・改修工事（機械設備工事） 関・空間設計 新菱冷熱工業株式会社

平成23年9月 女川町立病院　災害復旧・改修工事（機械設備工事） 女川町 新菱冷熱工業 株式会社

平成23年10月 スタンレーいわき製作所配管調査 株式会社スタンレーいわき製作所 株式会社ＹＰＫ

平成23年10月 鈎取山第1･2･3号水管橋耐震補強工事 仙台市水道局 給水部 南排水課 南維持係 株式会社コウリョウ

平成23年11月 二戸・盛岡西国道管内交通安全施設対策他工事 東北地方整備局 岩手河川国道事務所 協積産業株式会社

平成23年11月 前坂藤崎線橋梁補修(安東橋)工事 中南県民局 地域整備部 猪股建設株式会社

平成23年11月 弘前鰺ヶ沢線橋梁補修（富士見橋）工事 中南県民局 地域整備部 猪股建設株式会社

平成23年11月 屏風山内真部線(神田橋)橋梁補修工事 中南県民局 地域整備部 株式会社平山建設

平成23年11月 東北自動車道古川管内落橋防止装置工事 東日本高速道路 株式会社 東北支社 古川管理事務所 株式会社 ＩＨＩインフラ建設

平成23年11月 念仏橋橋梁補修工事 仙台土木事務所 東北重機工事株式会社

平成23年12月 佐糠こ道橋上部工工事 東北地方整備局 磐城国道事務所 三井住友建設株式会社

平成24年2月 古川・鳴子地区道路付属施設設置工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 菅甚建設株式会社

平成24年2月 東北自動車道古川管内落橋防止装置工事 東日本高速道路 株式会社 東北支社 古川管理事務所 株式会社 ＩＨＩインフラ建設

平成24年2月 （主）泉塩釜線鼻毛橋橋梁耐震補強及び補修工事 仙台市 中鉢建設株式会社

平成24年2月 狐禅寺水位観測所外緊急補修工事 東北地方整備局 岩手河川国道事務所 株式会社平野組

平成24年2月 角田橋耐震補強工事 大河原土木事務所 株式会社橋本店

平成24年2月 古廟地区橋梁補強工事 東北地方整備局 三陸国道事務所 瀧上建設興業株式会社

平成24年3月 中田川橋下部工工事 国土交通省東北地方整備局 磐城国道事務所 クレハ錦建設株式会社

平成24年3月 岩沼国道維持工事 東北地方整備局 仙台河川事務所 後藤工業株式会社

平成24年3月 米沢国道中地区維持補修工事 東北地方整備局 山形河川国道事務所 置賜建設株式会社

平成24年5月 畳石跨道橋補強工事 東北地方整備局 三陸国道事務所 株式会社中央コーポレーション

平成24年5月 平成23年度貞山大橋補修工事 塩竃市 東北重機工事株式会社

平成24年5月 平成23年度盛岡管内七時雨橋耐震補強工事 東日本高速道路株式会社 東北支社 盛岡管理事務所 株式会社ネクスコ・メンテナンス東北盛岡営業所
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耐震補強工事 鉄筋探査

年　月 工　事　名 発　注　者 施　工　業　者

平成24年5月 苦竹駅旅客上家改築工事(太平洋地震) 東日本旅客鉄道株式会社　仙台支社 第一建設工業株式会社

平成24年6月 公共災害復旧工事（橋梁） 福島県相双建設事務所 後藤建設工業株式会社

平成24年6月 相馬地区6号維持補修工事 国土交通省東北地方整備局 磐城国道事務所 庄司建設工業株式会社

平成24年6月 珊瑚橋落橋防止システム設置工事 北上市建設部道路環境課 株式会社小山田工業所

平成24年6月 （主）泉塩釜線鼻毛橋橋梁耐震補強及び補修工事 仙台市 中鉢建設 株式会社

平成24年6月 葛巻邸鉄筋探査 大和ハウス工業株式会社岩手支店 大和ハウス工業株式会社

平成24年7月 羽山橋落下物防止柵修繕工事 北上市長 高橋敏彦 小田島建設 (株)

平成24年9月 小川発電所導水路漏水対策工事（災害） 東北電力株式会社 福浜大一建設株式会社

平成24年10月 一般県道藤沢大籠線鈴ヶ沢橋橋梁補修工事 岩手県県土整備部 株式会社フジテック岩手

平成24年10月 能代地区橋梁耐震補強工事 東北地方整備局 能代河川国道事務所 西村土建株式会社

平成24年11月 （主）仙台山寺線境野橋補修工事 仙台市太白区秋保総合支所 ドーピー建設工業株式会社

平成24年11月 宝来橋側道橋外復旧工事 東北地方整備局　三陸国道事務所 株式会社中央コーポレーション

平成24年12月 地方道路交付金工事(横渡橋) 秋田県 株式会社小松組

平成24年12月 山形空港出張所庁舎耐震改修工事 国土交通省東京航空空港部建築室局 大友建設株式会社

平成26年1月 遠田橋橋梁耐震補強工事 宮城県北部土木事務所 株式会社 江村工務店

平成26年2月 下北山配水池耐震補強工事 山形県大江町役場 林建設株式会社

平成25年11月 平成13年度 水源場施設改良工事 1工区(土木・建築) 尾花沢市大石田町環境衛生事業組合 株式会社狩野工務店

平成25年12月 平成24年度（繰越）地方特定道路整備工事（橋梁補修） 秋田県 横手建設株式会社
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鋼製防護柵の根入れ長測定

年　月 工　事　名 発　注　者 施　工　業　者

平成21年12月 古川・鳴子地区道路付属施設設置工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 株式会社藤山工務店

平成22年11月 平成21年度大坊道路舗装工事 東北地方整備局 青森河川国道事務所 株式会社中幸建設

平成22年12月 平成22年度古川・鳴子地区道路付属施設設置工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 株式会社藤山工務店

平成22年12月 鳴瀬川十階松排水機場新設工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 株式会社佐藤工務店

平成23年1月 水沢防雪柵工事 東北地方整備局 酒田河川国道事務所 株式会社丸高

平成23年2月 平成22年度古川・鳴子地区道路付属施設設置工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 株式会社藤山工務店

平成23年3月 平成22年度犬松沢地区道路改良工事田之網田戸線 東北地方整備局 磐城国道事務所 常磐開発株式会社

平成23年3月 鳴瀬川西福田橋下部工工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 若生工業株式会社

平成23年3月 二戸・盛岡西国道管内交通安全施設対策工事 東北地方整備局 岩手河川国道事務所 株式会社中舘建設

平成23年3月 新庄南地区道路舗装工事 東北地方整備局 山形河川国道事務所 株式会社柿﨑工務所

平成23年4月 大衡道路舗装工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 株式会社竹中道路

平成23年5月 平成22年度広渕地区歩道工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 株式会社小野良組

平成23年5月 富谷地区改良工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 日建工業株式会社

平成23年5月 西福田地区築堤工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 株式会社及川工務店

平成23年6月 富谷大和地区構造物設置工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 後藤工業株式会社

平成23年6月 盛岡西国道維持工事 東北地方整備局 岩手河川国道事務所 菱和建設株式会社

平成23年6月 小泉大橋応急復旧その２工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 若生工業株式会社

平成23年7月 小泉大橋応急復旧その１工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 株式会社武山興業

平成23年7月 鳴子管内応急復旧工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 小野田建設株式会社

平成23年8月 平成22年度犬松沢地区道路改良工事市道犬松沢線 東北地方整備局 磐城国道事務所 常磐開発株式会社

平成23年11月 山形寒河江国道防護柵工事 東北地方整備局 山形河川国道事務所 國井建設株式会社

平成23年12月 水沢地区道路改良工事 東北地方整備局 山形河川国道事務所 國井建設株式会社

平成23年12月 平成22年度立谷沢川流域科沢砂防堰堤工事 東北地方整備局 新庄河川事務所 株式会社柿﨑工務所

平成23年12月 宮守道路改良工事 東北地方整備局 岩手河川国道事務所 株式会社小澤組
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鋼製防護柵の根入れ長測定

年　月 工　事　名 発　注　者 施　工　業　者

平成24年1月 原町災害復旧その1工事 東北地方整備局 磐城国道事務所 庄司建設工業株式会社

平成24年1月 岩沼管内応急復旧工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 後藤工業株式会社

平成24年3月 平成23年度 温海トンネル避難坑舗装工事 東北地方整備局 酒田河川国道事務所 株式会社柿﨑工務所

平成24年3月 磐城国道管内交通安全施設設置工事 東北地方整備局 磐城国道事務所 福島ルート産業株式会社

平成24年3月 津軽ダム村道付替川原平線改良工事 東北地方整備局 津軽ダム工事事務所 株式会社中幸建設

平成24年3月 飛森地区舗装工事 東北地方整備局 山形河川国道事務所 株式会社柿﨑工務所

平成24年3月 磐城国道管内交通安全施設設置工事 東北地方整備局 磐城国道事務所 福島ルート産業株式会社

平成24年3月 原町災害復旧その1工事 東北地方整備局 磐城国道事務所 庄司建設工業株式会社

平成24年4月 三本木地区改良工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 丸か建設株式会社

平成24年4月 鳴瀬川鳴瀬管内上流維持工事 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 旭興業株式会社

平成24年5月 安達地区改良工事 東北地方整備局 福島河川国道事務所 小林土木株式会社

平成24年6月 鳴瀬川新田排水樋門新設工事 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 株式会社佐々木組

平成24年6月 平成23～24年度鳴瀬川新田排水樋門新設工事 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 株式会社佐々木組

平成24年7月 平成24年度いわき４９号維持補修工事 東北地方整備局 磐城国道事務所 山木工業株式会社

平成24年8月 三本木地区舗装工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 東京鋪装工業株式会社

平成24年8月 永渡木崎歩道設置工事 東北地方整備局 磐城国道事務所 株式会社中里工務店

平成24年9月 北上川下流三輪田地区他築堤工事 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 株式会社武山興業

平成24年10月 相馬地区６号維持補修工事 東北地方整備局 磐城国道事務所 庄司建設工業株式会社

平成24年10月 犬飼地区道路改良工事 東北地方整備局福島河川国道事務所 株式会社小野工業所

平成24年10月 主要地方道大更八幡平他柏台他地区 県単交通安全施設整備(防護柵工)工事 岩手県盛岡広域振興局 岩手土木センター 株式会社高建重機

平成24年10月 一般県道土内五日町線防雪柵設置工事 山形県最上総合支庁建設部 道路計画課 株式会社新庄･鈴木･柴田組

平成24年12月 平成23年度 尾花沢構造物工事 東北地方整備局 山形河川国道事務所 株式会社柿崎工務所

平成24年12月 平成24-25年度新庄国道南地区維持補修工事 東北地方整備局 山形河川国道事務所 株式会社新庄砕石工業所

平成24年12月 白沢長走地区歩道工事 東北地方整備局能代河川国道事務所 秀栄建設株式会社
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鋼製防護柵の根入れ長測定

年　月 工　事　名 発　注　者 施　工　業　者

平成24年12月 赤石地区道路改良工事 東北地方整備局 山形河川国道事務所 株式会社新庄･鈴木･柴田組

平成24年12月 平成24年度蟹沢道路改良工事 東北地方整備局 山形河川国道事務所 升川建設株式会社

平成24年12月 胆沢ダム貯水池上流整備工事 東北地方整備局 胆沢ダム工事事務所 進栄建設株式会社

平成24年12月 道路付属物損傷復旧工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務 株式会社丸本組

平成25年1月 平成23年度立谷沢川流域東大沢砂防堰堤管理用道路工事 東北地方整備局 新庄河川事務所 佐藤建設株式会社

平成25年1月 鳴瀬川白山地区築堤工事 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 株式会社阿部土建

平成25年2月 南三陸地区舗装修繕工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 大有建設株式会社

平成25年2月 東根地区立入防止柵設置工事 東北地方整備局 山形河川国道事務所 株式会社三和

平成25年3月 北上川下流牧野巣中流地区築堤工事 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 株式会社武山興業

平成25年3月 石巻気仙沼管内道路付属物工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 新和産業株式会社

平成25年3月 平成24年度田野畑地区舗装工事 東北地方整備局 三陸国道事務所 株式会社ＮＩＰＰＯ

平成25年3月 鳴瀬川鳴瀬管内上流維持工事 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 旭興業株式会社

平成25年3月 鳴瀬川古堂地区築堤工事 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 石堂建設株式会社

平成25年3月 江合川小泉地区築堤工事 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 株式会社佐藤工務店

平成25年3月 吉田川大迫下流地区築堤工事 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 株式会社佐藤工務店

平成25年3月 能代国道維持補修工事 東北地方整備局 能代河川国道事務所 合資会社塚本商会

平成25年3月 平成24年度古川地区道路舗装工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 東京鋪装工業株式会社

平成25年4月 田母神交差点改良舗装工事 東北地方整備局 郡山国道事務所 壁巣建設株式会社

平成25年5月 鳴瀬川中流部築堤工事 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 株式会社金原土建

平成25年5月 来内道路改良工事 東北地方整備局 岩手河川国道事務所 株式会社テラ

平成25年6月 北上川下流南釜谷崎その５地区築堤工事 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 株式会社武山興業

平成25年7月 北上川下流上大須その４地区築堤工事 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 株式会社武山興業

平成25年7月 鳴瀬川中下地区（下流）築堤工事 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 株木建設株式会社

平成25年7月 鳴瀬川中下地区（上流）築堤工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 株式会社森組

- 21 -



鋼製防護柵の根入れ長測定

年　月 工　事　名 発　注　者 施　工　業　者

平成25年9月 鳴子管内橋梁補修工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 ショーボンド建設株式会社

平成25年9月 二戸・盛岡西国道管内区画線設置他工事 東北地方整備局 岩手河川国道事務所 協積産業株式会社
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コンクリート品質試験

年　月 工　事　名 発　注　者 施　工　業　者

平成16年10月 滝発電所本館外壁改修工事ひび割れ調査 株式会社JPハイテック -

平成18年9月 先端分子生物科学研究センター第２研究棟建設工事（第２期） 日本原燃株式会社・株式会社松田平田設計 竹中・福萬・穂積特定建設工事共同企業体

平成19年8月 釜石自動車道倉沢地区附帯工工事 東日本高速道路株式会社東北支社北上工事事務所 株式会社照甲組

平成19年10月 棚倉小学校耐震補強改修工事 株式会社鈴木伸幸建築事務所 藤田建設工業株式会社

平成20年2月 （仮称）ａｉｅ本宮新築工事 株式会社創建設計株式会社塩見 株式会社錢高組

平成20年3月 栗子地区橋梁補強工事 東北地方整備局 福島河川国道事務所 ライト工業株式会社

平成21年3月 仙人峠道路防災除雪センター建築工事 国土交通省東北地方整備局 三陸国道事務所 株式会社杉山組

平成21年8月 国立花山青少年自然の家災害復旧に伴う建築工事 独立行政法人国立青少年教育振興機構 株式会社錢高組

平成21年12月 摺上川ダム豪路沢地区道路補修工事 東北地方整備局 摺上川ダム管理所 富久泉工業株式会社

平成22年4月 東北自動車道綱木川橋補修計画検討討業務 東日本高速道路株式会社東北支社仙台管理事務所 中央コンサルタンツ株式会社仙台支店

平成22年6月 平成22年度山形地区橋梁点検業務 国土交通省東北地方整備局 東北技術事務所 -

平成22年8月 常磐自動車道相馬南工事 東日本高速道路株式会社東北支社 株式会社錢高組

平成23年1月 大槻地区橋梁補強工事 東北地方整備局 郡山国道事務所 壁巣建設株式会社

平成23年3月 株式会社ミクニ盛岡工場災害復旧に伴う建築工事 株式会社ミクニ 株式会社錢高組

平成23年6月 五十沢道路改良工事 東北地方整備局 山形河川国道事務所 株式会社はながさ建設

平成23年6月 東北電力(株)小川発電所導水路修繕工事 東北電力株式会社 福浜大一建設株式会社

平成23年7月 経営体育成基盤整備事業和賀中部第四地区 県南広域振興局 北上総合支局 株式会社小原建設

平成23年8月 YKKAP株式会社東北事業所鋳造棟柱脚部ｺﾝｸﾘｰﾄ非破壊試験 YKKAP株式会社東北事業所 第一建設株式会

平成23年8月 ﾋｭｰﾏﾝｼﾃｨ松山地下ﾋﾟｯﾄ耐圧版ｺﾝｸﾘｰﾄ厚さ及び上筋かぶり厚さ計測 医療法人而成会 -

平成24年4月 大倉川水管橋耐震補強工事 仙台市水道局 東海鋼管株式会社

平成24年12月 浜中地区農業集落排水事業 処理施設建設工事 酒田市 株式会社丸高
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超音波パルス反射法によるアンカーボルト長さ測定

年　月 工　事　名 発　注　者 施　工　業　者

平成15年7月 ニタ通橋落橋防止装置アンカーボルト調査工事 日本道路公団郡山管理事務所 東日工事株式会社

平成15年8月 日本原燃六ヶ所再処理施設埋込金物検査 株式会社日本原燃 竹中・前田・飛島・西松共同企業体

平成15年12月 平成１４年度郡山地区構造物補修工事 東北地方整備局 郡山国道事務所安積出張所 塩田建設株式会社

平成16年1月 常磐自動車道前田川橋(下部工)工事 日本道路公団東北支店いわき工事事務所 株式会社ユーディケー

平成16年4月 野黒沢道路改良工事 東北地方整備局 山形工事事務所 有限会社新庄砕石工業所

平成16年8月 東北自動車道郡山管内アンカーボルト調査 日本道路公団東北支社郡山管理事務所 -

平成16年9月 東北自動車道福島管内アンカーボルト調査 日本道路公団東北支社福島管理事務所 -

平成16年11月 平成１５年度須賀川南大橋他補強工事 東北地方整備局 郡山国道事務国 協三工業株式会社

平成16年11月 常磐自動車道沼部橋耐震補強工事 日本道路公団東北支社いわき管理事務所 株式会社丸星建設

平成16年12月 東北自動車道南小林橋補修工事 日本道路公団東北支社古川管理事務所 大成工務株式会社

平成17年1月 平成15～16年度湯沢国道管内構造物補修工事 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所 株式会社丸星建設

平成17年7月 田老地区橋梁補強工事 東北地方整備局 三陸国道事務所 小野新建設株式会社

平成18年1月 北上川上流流域下水道豊沢川水管橋耐震補強工事 北上川上流流域下水道事務所 鈴木建設株式会社

平成18年2月 西会津地区橋梁補強工事 東北地方整備局 郡山国道事務国 株式会社南会西部建設コーポレーション

平成18年2月 西川地区橋梁補強工事 東北地方整備局 山形河川国道事務所 升川建設株式会社

平成18年2月 平成１６年度戸ノ作橋他耐震補強工事 東北地方整備局 磐城国道事務所 福浜大一建設株式会社

平成18年6月 湯沢国道維持工事 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所 株式会社高嶋組

平成18年6月 東北自動車道戸河内川橋耐震補強工事 東日本高速道路㈱東北支社北上管理事務所 杉山組・船野組経常ＪＶ

平成18年7月 有壁・一ノ関間有壁こ線橋補修他工事 東日本旅客鉄道株式会社盛岡支社盛岡土木技術センター ユニオン建設株式会社盛岡支店

平成18年7月 盛岡国道維持工事 東北地方整備局 岩手河川国道事務所 株式会社菱和建設

平成18年8月 新桜井橋他耐震補強工事 東北地方整備局 磐城国道事務所 株式会社中里工務店

平成18年8月 管内交通安全施設等対策工事 東北地方整備局 岩手河川国道事務所 株式会社菱和建設

平成19年2月 野沢地区橋梁補強工事 東北地方整備局 郡山国道事務所 株式会社南会西部建設コーポレーション

平成19年3月 国道４５９号耐震補強工事（緊急橋りょう改修工事） 福島県喜多方建設事務所 株式会社高橋建設
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超音波パルス反射法によるアンカーボルト長さ測定

年　月 工　事　名 発　注　者 施　工　業　者

平成19年11月 盛岡西国道維持工事 東北地方整備局 岩手河川国道事務所 株式会社菱和建設

平成19年11月 山形南部橋梁防護柵等工事 東北地方整備局 山形河川国道事務所 新和産業株式会社

平成20年2月 道路維持補修工事 富岡土木事務所 双葉工業株式会社

平成20年3月 一般国道４５号岩泉長内トンネル工事 東北地方整備局 三陸国道事務所 株式会社錢高組

平成20年3月 山形国道防護柵工事 東北地方整備局 山形河川国道事務所 渋谷建設株式会社

平成20年3月 仙広水起04019-021号仙南・仙塩広水事業蔵本水管橋耐震補強工事 宮城県仙南・仙塩広域水道事務所 奥田建設株式会社

平成20年3月 湯沢国道管内橋梁補修工事 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所 株式会社高嶋組

平成20年3月 県橋梁地震01002-A01号松川橋外橋梁耐震補強工事 宮城県大河原土木事務所 株式会社中央コーポレーション

平成20年3月 山形国道防護柵工事 東北地方整備局 山形河川国道事務所 渋谷建設株式会社

平成20年4月 平成１９年度一般国道１３号栗子地区橋梁補強工事 東北地方整備局 福島河川国道事務所 ライト工業株式会社

平成20年5月 東北自動車道赤川橋耐震補強工事 東日本高速道路株式会社東北支社盛岡管理事務所 高弥建設株式会社

平成20年5月 一般国道１０７号背高橋橋梁補強工事 北上総合支局 土木部 株式会社中央コーポレーション

平成21年3月 寒河江国道西地区維持工事 東北地方整備局 山形河川国道事務所 國井建設株式会社

平成21年6月 辻堂橋外橋梁補修工事 宮城県東部土木事務所 櫻井建設工業株式会社

平成21年6月 一般国道４７号新西の原橋梁上部工工事 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 株式会社サクラダ

平成21年8月 道路施設長寿命化事業（生活対策・橋梁補修）一般県道東山七浦線新青柳橋橋梁補修工事 山形県村山総合支庁建設部道路課 渋谷建設株式会社

平成21年8月 主要地方道上山蔵王公園線権現堂橋橋梁補修工事 山形県村山総合支庁建設部道路課 西庄建設株式会社

平成21年10月 橋梁耐震工事笹川多田野線(新栄橋) 郡山市役所 庄司建設工業株式会社

平成22年6月 本合海地区橋梁耐震補強工事 東北地方整備局 山形河川国道事務所 株式会社柿﨑工務所

平成22年6月 平成21年度地創交5-80-001号米谷大橋橋梁補修工事 宮城県東部土木事務所 登米地域事務所 東北重機工事株式会社

平成22年6月 (主)仙台北環状線新生瀬橋橋梁耐震補強工事3 仙台市建設局 道路部北道路建設課施設係 伸和興工業株式会社

平成22年6月 地蔵橋他橋梁補強工事 東北地方整備局磐城国道事務所 株式会社小野工業所

平成22年6月 一般県道板谷米沢停車場線長根橋外補修工事 山形県村山総合支庁建設部道路課 吾妻建設株式会社

平成22年8月 道路施設長寿命化対策事業(きめ細・橋梁補修)一般国道348号大日橋・狸森橋補修工事 山形県村山総合支庁建設部道路課 渋谷建設株式会社
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超音波パルス反射法によるアンカーボルト長さ測定

年　月 工　事　名 発　注　者 施　工　業　者

平成22年9月 主要地方道山形天童線緑橋橋梁補修工事 山形県村山総合支所建設部道路課 山形建設株式会社

平成22年9月 上ノ山地区道路舗装工事 東北地方整備局 山形河川国道事務所 泰昌建設株式会社

平成22年9月 西原地区道路舗装工事 東北地方整備局 山形河川国道事務所 松田建設株式会社

平成22年11月 平成22年度社道A5－6－A01号敷玉橋橋梁補修工事 北部土木事務所 株式会社中央コーポレーション

平成22年12月 平成22年度 仙塩工単05022-003号 仙塩工水 梅田川水管橋耐震補強工事 宮城県仙南・仙塩広域水道事務所 株式会社コウリョウ

平成22年12月  道路施設長寿命化対策事業(交付金・地方道橋梁補修)主要地方道山形天童線緑橋橋梁補修工事 山形県村山総合支庁建設部道路課 山形建設株式会社

平成22年12月 鶴岡地区橋梁工事 東北地方整備局 酒田河川国道事務所 三井造船鉄鋼・東開経常建設共同企業体

平成22年12月 平成22年度仙塩工単05022-003号仙塩工水梅田川水管橋耐震補強工事 宮城県仙南・仙塩広域水道事務所 株式会社コウリョウ

平成22年12月 平成22年度仙広水起04012-A01号 仙南・仙塩広水 岩沢川水管橋外耐震補強工事 宮城県仙南・仙塩広域水道事務所 東北重機工事株式会社

平成23年2月 東北自動車道古川管内落橋防止装置工事 東日本高速道路株式会社東北支社古川管理事務所 株式会社イスミック

平成23年3月 岩沼地区橋梁補修工事 東北地方整備局 仙台河川事務所 熱海建設株式会社

平成23年4月 東北地方太平洋沖地震に伴う災害応急(土木高架橋) 東日本旅客鉄道株式会社東北工事事務所 鉄建建設株式会社

平成23年6月 仙土伎２３第１９号東北地方太平洋沖地震災害復旧工事(その１) 東日本旅客鉄道株式会社東北工事事務所 仙建工業株式会社

平成23年7月 道路施設長寿命化対策事業(交付金・地方道橋梁補修)主要地方道米沢南陽白鷹線鬼面川橋補修工事 山形県村山総合支庁建設部道路課 株式会社後藤組

平成23年8月 仙土伎２２第１２１号東北地方太平洋沖地震災害復旧工事(その１) 東日本旅客鉄道株式会社東北工事事務所 仙建工業株式会社

平成23年8月 第11-41320-0107号橋梁災害復旧工事(橋梁補修)笠石高架橋 福島県県中建設事務所事業部道路課 ドーピー建設工業株式会社

平成23年9月 熱海地区改良工事 東北地方整備局 郡山国道事務所 壁巣建設株式会社

平成23年10月 盛土技託２３第３号 東北本線石鳥谷・日詰間５１３ｋ２６０ｍ付近 石鳥谷北こ線橋拡幅他工事 東日本旅客鉄道株式会社 盛岡土木技術センター 仙建工業株式会社

平成23年10月 平成２２年度道路施設長寿命化対策事業(交付金他橋梁補修補正)一般県道楢下高畠線荒蒼橋補修工事 山形県 村山総合支庁 建設部 松田建設 株式会社

平成23年11月 東北自動車道古川管内落橋防止装置工事 東日本高速道路株式会 社東北支社 古川管理事務所 株式会社ＩＨＩインフラ建設

平成23年12月 宿戸・陸中八木間大浜川Ｂ橋桁他撤去災害応急(太平洋地震) 東日本旅客鉄道株式会社 盛岡支社 盛岡土木技術センター ユニオン建設株式会社

平成23年12月 富久山地区道路災害復旧工事 東北地方整備局 郡山国道事務所 三立土建株式会社

平成23年12月 念仏橋橋梁補修工事 仙台土木事務所 東北重機工事株式会社

平成24年3月 平成23年度交通安全道路事業（恒単） 一般国道348号美畑アンダー歩道改修工事 山形県 村山総合支庁 建設部 道路課 石川建設産業株式会社
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超音波パルス反射法によるアンカーボルト長さ測定

年　月 工　事　名 発　注　者 施　工　業　者

平成24年5月 大石地区橋梁補強工事 東北地方整備局 三陸国道事務所 瀧上建設興業株式会社

平成24年5月 古廟地区橋梁補強工事 東北地方整備局 三陸国道事務所 瀧上建設興業株式会社
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