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1 岐阜県 岐阜市 橋梁耐震補強工事(19無名橋) 13m 57㎡ １９無名橋 平成29年2月

2 岐阜県 岐阜市 橋梁耐震補強工事(福光西橋) 31m 170㎡ 福光西橋 平成29年2月

3 岐阜県 岐阜市 橋梁耐震補強工事(前田橋) 16m 84㎡ 前田橋 平成29年2月

4 岐阜県 岐阜市 橋梁耐震補強工事(第四大野橋) 12m 71㎡ 第四大野橋 平成29年2月

5 長野県 野沢温泉村
平成29年度社会資本整備総合交付金橋梁修繕補修

工事（湯沢川橋）
33m 86㎡ 湯沢川橋 平成29年11月

6 岐阜県
岐阜県 郡上土木事

務所

公共防災・安全交付金（小規模橋梁等の点検・修

繕）業務委託
10m 8㎡ 上前川橋 平成29年11月

7 岐阜県 飛騨市
防災・安全社会資本整備交付金事業　傘松橋橋梁

補修工事
10m 84㎡ 傘松橋 平成29年12月

8 愛知県 刈谷市 家下1号橋他橋りょう補修工事 5m 39㎡ 弁天橋 平成30年1月

9 愛知県 刈谷市 家下1号橋他橋りょう補修工事 0m 104㎡ 宮東橋 平成30年1月

10 岐阜県 岐阜市 橋梁耐震補強工事（一楽橋） 20m 104㎡ 一楽橋 平成30年2月

11 岐阜県 岐阜市 橋梁耐震補強工事（宇佐2号橋） 0m 156㎡ 宇佐２号橋 平成30年2月

12 長野県 筑北村
平成29年度　（社資）防災・安全社会資本整備交

付金事業　入山1号橋修繕工事
6m 35㎡ 入山1号橋 平成30年3月

13 長野県 信濃町
平成29年度　社会資本整備総合交付金事業（防

災・安全）石橋２号橋補修工事
11m 49㎡ 石橋2号橋 平成30年3月

14 岐阜県 岐阜市 橋梁耐震補強工事（石田橋） 25m 141㎡ 石田橋 平成30年3月

15 高知県

国土交通省 四国地

方整備局 中村河川

国道事務所

平成２９－３０年度　鎌ヶ谷橋外１橋補修工事 28m 111㎡ 鎌ヶ谷橋 平成30年6月

16 三重県
三重県 伊賀建設事

務所

平成29年度　防災安全・地　第22A-82分0001号一

般県道赤目掛線（無名橋1）他橋梁修繕工事
8m 32㎡ 無名橋２ 平成30年6月

17 三重県
三重県 伊賀建設事

務所

平成29年度　防災安全・地　第22A-82分0001号一

般県道赤目掛線（無名橋1）他橋梁修繕工事
8m 32㎡ 無名橋１ 平成30年6月

18 長野県 木祖村 平成30年度　屋敷橋橋梁修繕工事 35m 88㎡ 屋敷橋 平成30年9月

19 愛知県 民間 （省略） 4m 0㎡ 須美側道橋 平成30年9月

20 富山県 立山町 平成30年度町道曽我線橋梁補修工事 17m 51㎡ 車道橋 平成30年10月
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21 岐阜県 岐阜市 橋梁修繕工事（木下橋） 35m 174㎡ 木下橋 平成30年11月

22 岐阜県
岐阜県 郡上土木事

務所

公維委第ME-他号　公共防災・安全交付金（小規

模橋梁等点検・修繕）他
6m 0㎡ 一之瀬橋 平成30年11月

23 愛知県 刈谷市 境1号橋他橋りょう補修工事 8m 19㎡ 中島橋 平成30年11月

24 愛知県 刈谷市 境1号橋他橋りょう補修工事 8m 17㎡ 小縄橋 平成30年11月

25 長野県 木曽町
平成30年度　防災･安全社会資本整備交付金事業

橋梁長寿命化修繕工事（伊谷大橋）
9m 58㎡ 伊谷大橋 平成30年11月

26 奈良県 十津川村 橋梁補修工事　林道内原線（見行橋） 7m 40㎡ 見行橋 平成30年11月

27 長野県 筑北村
平成30年度 (社資)防災・安全社会資本整備交付金

事業 中沢橋修繕工事
12m 86㎡ 中沢橋 平成30年11月

28 長野県 木祖村
平成30年度　防災・安全交付金事業湯の沢橋橋梁

修繕工事
33m 80㎡ 湯の沢橋 平成30年11月

29 岐阜県 岐阜市 橋梁耐震補強工事(宇佐3号橋) 20m 92㎡ 宇佐3号橋 平成30年12月

30 岐阜県 岐阜市 橋梁耐震補強工事(鷹乃橋) 11m 64㎡ 鷹乃橋 平成30年12月

31 三重県 志摩市
社会資本整備総合交付金事業 大正橋 橋梁修繕耐震

補強工事
5m 6㎡ 大正橋 平成30年12月

32 福岡県 粕屋町 峯屋敷二号橋橋梁補修工事 29m 20㎡
峯屋敷二号

橋
平成30年12月

33 長野県 筑北村
平成30年度 (社資)防災・安全社会資本整備交付金

事業 幸来橋修繕工事
24m 71㎡ 幸来橋 平成30年12月

34 岐阜県 岐阜市 橋梁耐震補強工事(茶の木橋) 28m 139㎡ 茶の木橋 平成31年1月

35 岐阜県 岐阜市 橋梁耐震補強工事(福光東橋) 37m 114㎡ 福光東橋 平成31年1月

36 静岡県 牧之原市
平成30年度防災・安全社会資本整備交付金事業市

道菅ヶ谷38号線（久井戸橋）橋梁補修工事
8m 32㎡ 久井戸橋 平成31年2月

37 長野県 松本市 平成30年度　市道4113号荒井橋補修工事	 11m 55㎡ 荒井橋 平成31年2月

38 富山県 立山町 第二米道橋橋梁補修工事 6m 62㎡ 第二米道橋 平成31年2月

39 佐賀県 基山町 小松橋側道橋　補修工事 3m 1㎡ 小松橋 平成31年4月

40 鹿児島県 龍郷町 平成30年度　橋梁補修（交付金）工事（前平橋） 11m 38㎡ 前平橋 平成31年4月
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41 静岡県 静岡市
平成30年度清市橋第３号河内４号線（深澤島橋）

耐震補強補修工事
8m 2㎡ 深澤島橋 令和01年5月

42 静岡県
静岡県袋井土木事

務

平成30年度(主)掛川天竜線防災・安全交付金(橋梁

補修)工事(栗下橋橋梁補修工)
21m 45㎡ 栗下橋 令和01年5月

43 長野県 大桑村 平成30年度奥宮の沢1号橋修繕工事 5m 40㎡
奥宮の沢１

号橋
令和01年5月

44 兵庫県 小野市 市道1501号線（128号線）橋梁補修工事 7m 26㎡ 128号橋 令和01年6月

45 愛媛県 愛媛県 橋梁補修工事（防災安全） 6m 34㎡
無名橋(37-

20)
令和01年6月

46 長野県 飯田市 平成30・31年度　橋梁補修工事 40m 149㎡ 王竜寺橋 令和01年6月

47 宮城県 仙台市 （市）倉内八ツ前線（中田橋）橋梁補修工事 8m 24㎡ 中田橋 令和01年7月

48 佐賀県 有田町 一級町道広瀬山住吉線（竜門橋）橋梁保全工事 10m 62㎡ 竜門橋 令和01年8月

49 岐阜県 岐阜県高山市 国道156号　無名橋補修工事 15m 3㎡ 無名橋 令和01年9月

50 宮城県 仙台市 （市）サイカチ沼線（中沢橋）橋梁補修工事 8m 32㎡ 中沢橋 令和01年9月

51 栃木県 栃木県
令和元年度防災・安全交付金事業 市道青木二区縦

1号線橋梁修繕工事（無名橋ｋ44）
6m 0㎡ 無名橋ｋ44 令和01年10月

52 秋田県 横手市 平成30年度　十文字橋補修工事 13m 45㎡ 十文字橋 令和01年10月

53 長野県 阿南町 新野橋 7m 24㎡ 新野橋 令和01年10月

54 石川県 七尾市 平成30年度市道川尻9号線（塚田橋）橋梁修繕工事 12m 0㎡ 塚田橋 令和01年10月

55 新潟県
新潟県柏崎地域振

興局地域整備部
一般国道352号線柏崎市西山町大崎地内 22m 101㎡ 石地橋 令和01年10月

56 岐阜県

中部地方整備局

岐阜国道事務所

八幡維持出張所

令和元年度　156号八幡管内防災工事 16m 54㎡ 上剣橋 令和01年11月

57 愛知県 刈谷市 桜島4号橋　補修工事 7m 16㎡ 桜島4号橋 令和01年11月

58 岐阜県 中津川市 中津地区舗装工事 8m 0㎡ 松源寺橋 令和01年11月

59 広島県 三原市土木課 橋梁補修工事（市道中之町60号線1号橋梁外2橋） 28m 0㎡ 94号線1号橋 令和01年11月

60 広島県 三原市土木整備課 橋梁補修工事（市道中之町60号線1号橋梁外2橋） 9m 2㎡
中之町134号

線1号橋
令和01年11月

61 広島県 三原市土木整備課 橋梁補修工事（市道中之町60号線1号橋梁外2橋） 19m 4㎡
中之町60号

線1号橋梁
令和01年11月
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62 愛知県 碧南市 権江橋歩道橋補修工事 10m 82㎡
権江橋歩道

橋
令和01年11月

63 愛知県 刈谷市 吹戸橋他橋りょう補修工事 14m 22㎡ 長遠寺橋 令和01年11月

64 愛知県 刈谷市 吹戸橋他橋りょう補修工事 5m 11㎡ 薮下橋 令和01年11月

65 石川県 七尾市 青山橋補修工事 8m 0㎡ 青山橋 令和01年11月

66 兵庫県 豊岡市 坂津口橋橋梁補修工事 28m 91㎡ 坂津口橋 令和01年12月

67 長野県 東御市 平成30年度　県単道路橋梁維持（橋梁修繕）事業 15m 56㎡ あぜだ橋 令和01年12月

68 長野県
長野県諏訪建設事

務所
平成30年度　県単道路橋梁維持（橋梁修繕）事業 48m 86㎡ 角名橋 令和01年12月

69 岐阜県 輪之内町 砂郷橋　補修工事 16m 32㎡ 砂郷橋 令和01年12月

70 静岡県
静岡県東部農林事

務所

令和元年度農道整備（一般・農道保全）駿東地区

橋梁耐震補強・補修1工事
14m 60㎡ 高畦橋 令和01年12月

71 岐阜県
岐阜県郡上土木事

務所

公共防災・安全交付金（小規模橋梁の点検・修

繕）他　（しろやま橋）
24m 5㎡ しろやま橋 令和01年12月
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