
スリット溝工事実績

平成１９年度



スリット溝工事実績
(都道府県名) 茨城県

年月度 工事名 工事箇所 呼び名 数量(m) 発注者 施工者

H16.05 （曹洞宗　祇園寺） 水戸市 V450 10.0 民間 鹿島道路㈱

H16.06 結城郡八千代町 V200 4.0

H16.11 工第建５８号　市道２号線舗装整備（その２）工事 日立市 V400 19.0 日立市 トキワ建設㈱

H17.01 P300 7.0 ㈱小田倉工務店

H18.03 日立市 P250 16.0 民間 ㈱フジ

H18.07 （ＪＲＡ美浦トレーニングセンター） 稲敷郡美浦村 V250 23.0 ＪＲＡ 菊水サトー建設㈱

H18.07 （ＪＲＡ美浦トレーニングセンター） 稲敷郡美浦村 VM250 3.0 ＪＲＡ 菊水サトー建設㈱

H18.12 （カワチ薬品　大沼店） 日立市 V250 26.0 民間 ㈱建久

H19.01 P300 16.0

H19.01 V250 2.0

H19.01 豊吉台宅地造成工事 日立市 P300 35.0 民間 ㈱日晃工務店

H19.04 （仮称）本町マンション計画 古河市 V300 10.0 民間



スリット溝工事実績
(都道府県名) 栃木県

年月度 工事名 工事箇所 呼び名 数量(m) 発注者 施工者

H16.11
平成１６年度都市計画道路８・６・２号
西の参拝道線道路改良工事（分割１号） 日光市 W300 94.0 日光市 ㈲福田建設
平成１６年度都市計画道路８・６・２号
西の参拝道線道路改良工事（分割１号） 日光市 VM300 13.0 日光市 ㈲福田建設

H16.11
平成１６年度都市計画道路８・６・２号
西の参拝道線道路改良工事（分割２号） 日光市 W300 37.0 日光市 ㈲高橋組
平成１６年度都市計画道路８・６・２号
西の参拝道線道路改良工事（分割２号） 日光市 VM300 4.0 日光市 ㈲高橋組

H19.05 ブルーミング・ＥＣＯ　野木 下都賀郡野木町 V200 83.0 民間 戸田建設㈱



スリット溝工事実績
(都道府県名) 埼玉県

年月度 工事名 工事箇所 呼び名 数量(m) 発注者 施工者

H19.02 （ヤオコー新築工事） 幸手市 V300 353.0 民間 福田道路㈱

H19.02 （ヤオコー新築工事） 幸手市 VM300 9.0 民間 福田道路㈱

H19.02 道路改良工事（市道２０２０６・２０５９５号線） 草加市 SSC-300 261.0 草加市 ㈱誠環

H19.02 道路改良工事（市道２０２０６・２０５９５号線） 草加市 SSC-240 8.0 草加市 ㈱誠環

H19.02
道路改良工事（市道２０３７号線）及び舗装新設工事
（市道４０１６８号線） 草加市 SSC-300 58.0 草加市 ㈲祝設備工業所

H19.02 草加市 SSC-300 66.0 草加市 清水建設㈱

H19.03 八条用水路沿い散策路整備工事（市道２０１９７号線） 草加市 SSC-300 76.0 草加市 木村建工㈱

H19.03 公共雨水管渠築工事 草加市 SSC-240 92.0 草加市 佐藤建設工業㈱

H19.03 （ファミリーマート　桶川店） 桶川市 P300 24.0 民間 ㈲アイワ建設

H19.03
公共雨水管渠築造工事（綾瀬川右岸第８排水区枝線）１
８－４ 草加市 SSC-300 39.0 草加市 草加建設㈱

H19.04 排水路整備工事（Ｃ－１８０号水路） 草加市 SSC-240 74.0 草加市 佐藤建設工業㈱

H19.05 道路改良工事（市道２０６５８号線） 草加市 SSC-300 222.0 草加市 ㈱保永建設

H19.05 道路改良工事（市道１０４７８号線） 草加市 SSC-300 126.0 草加市 ㈱誠環

H19.05 道路改良工事（市道２０８９号線） 草加市 SSC-300 50.0 草加市 ㈲新井建設

H19.07 一般国道４０７号線　側溝整備工事（上広瀬） 狭山市 V300-E 68.0 川越県土整備事務所 ㈱田口土木

H19.07 一般国道４０７号線　側溝整備工事（上広瀬） 狭山市 VM300-E 10.0 川越県土整備事務所 ㈱田口土木



スリット溝工事実績
(都道府県名) 埼玉県

年月度 工事名 工事箇所 呼び名 数量(m) 発注者 施工者

H19.07 一般国道４０７号線　側溝整備工事（上広瀬） 狭山市 縁石　Ａ 68.0 川越県土整備事務所 ㈱田口土木

H19.10 道路改良工事（認定予定道路１９－２，３） 草加市 SSC-240 120.0 草加市 ㈲新井建設

H19.10 道路改良工事（認定予定道路１９－２，３） 草加市 SSC-300 66.0 草加市 ㈲新井建設

H19.10 （仮）ミニストップ鷲宮東店増築工事 北葛飾郡鷲宮町 P300 8.0 民間 ㈲拓北建設

H19.12 道路改良工事（市道３０３４２・３１５０３号線） 草加市 SSC-300 146.0 草加市 ㈱岩渕産業

H19.12
水辺環境整備工事（葛西用水路）及び道路改良工事（市
道２０２４６・２０５８９号線） 草加市 SSC-240 83.0 草加市 ㈱保永建設

H19.12 坂戸市 SSC-300 240.0 坂戸市 ㈲ワイプランニング

H19.12 新設街路築造工事 草加市 SSC-300 228.0 草加市 ㈲三幸設備工事

H19.12 （仮）ミニストップ北本朝日店新築工事 北本市 P300 16.0 民間 ㈲拓北建設

H19.12 秩父郡横瀬町 P300 12.0 民間 ㈲平沼建設

H19.12 道路改良工事（市道１１３０１・１１３１９号線） 草加市 SSC-300 60.0 草加市 ㈲松大工業

H20.01 八条用水路沿い散策路整備工事（市道２０１９７号線） 草加市 SSC-300 90.0 草加市 ㈱誠環

H20.01 道路改良工事（市道２０６２５号線） 草加市 SSC-240 47.0 草加市 ㈱誠環

H20.01 道路改良工事（市道２０６２５号線） 草加市 SSC-300 213.0 草加市 ㈱誠環

H20.01 三室造成工事② さいたま市 V300 140.0 民間 ㈱新栄

H20.01 三室造成工事② さいたま市 VM300 10.0 民間 ㈱新栄



スリット溝工事実績
(都道府県名) 埼玉県

年月度 工事名 工事箇所 呼び名 数量(m) 発注者 施工者

H20.01 三室造成工事② さいたま市 SA300 12.0 民間 ㈱新栄

H20.01
道路改良工事（市道１００６・１１２２６号線）及び公
共下水道第９処理分区舗装復旧工事（その１） 草加市 SSC-300 264.0 草加市 ㈲ユウ・テック

H20.01
道路改良工事（市道３１３０６号線）及び公共下水道第
４処理分区汚水枝線工事（１９－４７） 草加市 SSC-240 128.0 草加市 ㈲新井建設

H20.01 排水路整備工事（Ｆ－３５６号水路） 草加市 SSC-300 50.0 草加市 ㈱小林設備

H20.01 瀬崎東町線街路築造工事（取付道路） 草加市 SSC-300 48.0 草加市 ㈱小林設備

H20.01 道路改良工事（市道４０３２７号線） 草加市 SSC-300 60.0 草加市 ㈱セントラル設備

H20.01 道路改良工事（市道２０１７号線） 草加市 SSC-240 16.0 草加市 ㈱保永建設

H20.01 道路改良工事（市道２０１７号線） 草加市 SSC-300 3.0 草加市 ㈱保永建設

H20.01 道路改良工事（市道２０９８・３０２９９号線） 草加市 SSC-300 26.0 草加市 小山土木建設㈱

H20.01 道路改良工事（市道３１０６９号線） 草加市 SSC-240 100.0 草加市 ㈱コウケンテクノ

H20.02
道路改良工事（市道２０４１７号線）及び舗装新設工事
（認定予定道路１９－８） 草加市 SSC-300 240.0 草加市 草加建設㈱

H20.02 新里町造成工事 草加市 SSC-300 500.0 草加市 ㈱那珂工業

H20.02
舗装道路の部分補修工事及び公共下水道工事に伴う舗装
道路の部分補修工事（道路その８） 草加市 SSC-240 61.0 草加市 ㈱岩渕産業

H20.03 土呂町二丁目造成工事 さいたま市 V300 85.0 民間 ㈱新栄

H20.03 土呂町二丁目造成工事 さいたま市 VM300 7.0 民間 ㈱新栄

H20.03 プライベル草加新築工事 草加市 SSC-300 50.0 民間
㈱長谷工コーポレー
ション



スリット溝工事実績
(都道府県名) 埼玉県

年月度 工事名 工事箇所 呼び名 数量(m) 発注者 施工者

H20.03 歴史散策路整備工事（市道２０３３・３０１３４号線） 草加市 SSC-300 26.0 草加市 佐藤建設工業㈱

H20.03 （両神興業㈱） P300 8.0 民間 ㈱岩田組

H20.03
道路改良工事（市道３１３０２号線）及び公共下水道第
４処理分区舗装復旧工事（その２） 草加市 SSC-300 166.0 草加市 ㈲渡辺建設工業

H20.03 道路改良工事（市道１０６０３号線） 草加市 SSC-300 138.0 草加市 ㈲松大工業

H20.03
道路改良工事（市道１１４６５号線）及び公共下水道第
９処理分区舗装復旧工事（その３） 草加市 SSC-300 52.0 草加市 ㈱小林設備

H20.03
道路改良工事（市道２０２４３号線）及び公共下水道第
１－１処理分区舗装復旧工事（その１） 草加市 SSC-300 76.0 草加市 ㈱セントラル設備

H20.03 道路改良工事（市道１０４５３・１１４５６号線） 草加市 SSC-300 136.0 草加市 大一工業㈱

H20.03 道路改良工事（市道３０２６９号線） 草加市 SSC-300 179.0 草加市 ㈱岩渕産業

H20.03
道路改良工事（認定予定道路２０－２）及び公共下水道
第５処理分区汚水枝線工事（２０－４） 草加市 SSC-300 94.0 草加市 ㈲新井建設

H20.03 道路改良工事（市道２０６５９号線） 草加市 SSC-300 184.0 草加市 ㈱大翔建設

H20.03 舗装道路の部分補修工事（その９） 草加市 SSC-300 82.0 草加市 ㈲渡辺建設工業

H20.03 草加市 SSC-240 34.0 草加市 ㈲松大工業

H20.03 草加市 SSC-300 10.0 草加市 ㈲松大工業

H20.03 道路改良工事（市道４０２２４号線） 草加市 SSC-240 20.0 草加市 ㈱誠環

H20.03 道路改良工事（市道４０２２４号線） 草加市 SSC-300 384.0 草加市 ㈱誠環



スリット溝工事実績
(都道府県名) 千葉県

年月度 工事名 工事箇所 呼び名 数量(m) 発注者 施工者

H18.03 特別養護老人ホーム　上総園増築工事 君津市 V300 28.0 民間 照建設㈱

H18.03 特別養護老人ホーム　上総園増築工事 君津市 VM300 2.0 民間 照建設㈱

H18.06 ハウジングガーデン柏Ｔ・Ｃ 柏市 V250 27.0 民間 ㈱丸徳

H18.08 （トヨタカローラ千葉　我孫子店） 我孫子市 SSC-300 23.0 民間 前田道路㈱

H18.10 前新田道路改良工事 野田市 V300 21.0 野田市 池沢土木㈱

H18.11 布佐駅東口暫定駐車場整備工事 我孫子市 V250 7.0 我孫子市 芝原工業㈱

H18.11 堤台応急工事 野田市 V250 6.0 野田市 愛宕建設工業㈱

H19.01 （淑徳大学） 千葉市 V300-E 22.0 民間 日本道路㈱

H19.01 （淑徳大学） 千葉市 VM300-E 2.0 民間 日本道路㈱

H19.01 （淑徳大学） 千葉市 縁石 A 25.0 民間 日本道路㈱

H19.02 アクロスプラザ千葉ニュータウンＮ 白井市 V250 68.0 民間 大和ハウス工業㈱

H19.02 アクロスプラザ千葉ニュータウンＮ 白井市 VM250 2.0 民間 大和ハウス工業㈱

H19.03 マスダ運輸倉庫外構工事 野田市 P300 36.0 民間 鹿島道路㈱

H19.07 （仮称）染谷ビル新築工事 柏市 V250 13.0 民間 大和ハウス工業㈱

H19.07 （仮称）染谷ビル新築工事 柏市 VM250 2.0 民間 大和ハウス工業㈱



スリット溝工事実績
(都道府県名) 東京都

年月度 工事名 工事箇所 呼び名 数量(m) 発注者 施工者

H18.07 （仮）新芝浦開発プロジェクト 港区 V300 329.0 民間 清水建設㈱

H18.07 （仮）新芝浦開発プロジェクト 港区 VM300 10.0 民間 清水建設㈱

H18.07 （仮）新芝浦開発プロジェクト 港区 ST150 136.0 民間 清水建設㈱

H18.10 西新井Ｇ街区計画新築工事 足立区 ST150 188.0 民間 大成ロテック㈱

H18.10 西新井Ｇ街区計画新築工事 足立区 　SSC-300 36.0 民間 大成ロテック㈱

H18.11 （プラウド国分寺） 国分寺市 V250 16.0 民間 ㈱祥栄工業

H18.12 東が丘一丁目障害福祉施設 目黒区 V250 3.0 目黒区 会津工業㈱

H18.12 西新井駅西口地区近隣公園その２整備工事 足立区 V200 58.0 民間 ㈱今泉造園土木

H18.12 西新井駅西口地区近隣公園その２整備工事 足立区 VM200 12.0 民間 ㈱今泉造園土木

H19.03 港区 V250-E 8.0

H19.05 有楽町一丁目街路整備工事 千代田区 V250 566.0 民間 大成建設㈱

H19.11
ナショナルトレーニングセンター中核拠点施設（屋内ト
レーニング施設等）新営工事 北区 ST150 50.0 文部科学省 日産緑化㈱

H20.01 （蔵前橋） 台東区 V300 8.0 民間 前田道路㈱

H20.03 忠生１２５号線道路改良工事 町田市 V250 12.0 町田市 ㈲ノボル企業



スリット溝工事実績
(都道府県名) 神奈川県

年月度 工事名 工事箇所 呼び名 数量(m) 発注者 施工者

H19.02 （キリンビール生麦工場） 横浜市 V300 7.0 民間 ヤマヤ土建

H19.03 相模原市 V250 15.0 民間 アズマ建設㈱

H19.04 （金井機械㈱本社・工場新設） 相模原市 P250 37.0 民間 萩原造園土木㈱

H19.04 日産自動車追浜工場テストコース 横須賀市 V250 29.0 民間
㈱ＮＩＰＰＯコーポ
レーション

H19.04 日産自動車追浜工場テストコース 横須賀市 P250 43.0 民間
㈱ＮＩＰＰＯコーポ
レーション

H19.05 葉山町森戸マンション 三浦郡葉山町 V300 23.0 民間 鹿島建設㈱

H19.05 葉山町森戸マンション 三浦郡葉山町 VM300 4.0 民間 鹿島建設㈱

H19.06 橋本清新鉄工 相模原市 V250 5.0 民間 丸飯興業

H19.06 橋本清新鉄工 相模原市 VM250 1.0 民間 丸飯興業

H20.01 橋本清新鉄工 相模原市 V250 5.0 民間 丸飯興業

H20.01
パナソニック　オートモーティブ　システム本社新築工
事 横浜市 V300 20.0 民間 鹿島建設㈱

H20.01
パナソニック　オートモーティブ　システム本社新築工
事 横浜市 VM300 1.0 民間 鹿島建設㈱

H20.02
パナソニック　オートモーティブ　システム本社新築工
事 横浜市 V300 18.0 民間 鹿島建設㈱

H20.02
パナソニック　オートモーティブ　システム本社新築工
事 横浜市 VM300 1.0 民間 鹿島建設㈱

H20.03 田名公民館大規模改修工事 相模原市 V250 20.0 相模原市 相陽建設㈱



スリット溝工事実績
(都道府県名) 静岡県

年月度 工事名 工事箇所 呼び名 数量(m) 発注者 施工者

H18.09 水守小工事 藤枝市 V300 8.0 民間 ㈱トーカイ

H18.10 ＪＡおおいがわ　川根支店 榛原郡川根町 P250 96.0 民間 ㈱八木建設

H18.10 ＪＡおおいがわ　川根支店 榛原郡川根町 PM250 3.0 民間 ㈱八木建設

H18.11 藤枝青木マンション新築工事 藤枝市 V250 38.0 民間
㈱ＮＩＰＰＯコーポ
レーション

H19.01 焼津石津マンション新築工事 焼津市 V250 22.0 民間 日本道路㈱

H19.01 コンコルド六合店新築工事 島田市 V300 96.0 民間 静鉄建設㈱

H19.  三島富士線道路改築工事 沼津市 V250 4.0 沼津土木事務所 秀建

H19.  富士白糸滝公園線新設工事 富士市 V250 13.0 富士土木事務所 渡辺石材

H19.  焼津市小柳津造成工事 焼津市 V250 41.0 民間 佐藤建設㈱

H19.  吉田町住吉宅地造成 榛原郡吉田町 V250 35.0 民間 大和ハウス工業㈱

H19.  又平様外構工事 御前崎市 V250 12.0 民間 東海美工

H19.  宮島分譲地造成工事 富士市 V300 18.0 民間 笠井組



スリット溝工事実績
(都道府県名) 鹿児島県

年月度 工事名 工事箇所 呼び名 数量(m) 発注者 施工者

H17.  仲組川路山線舗装工事 鹿児島市 V450 98.0 鹿児島市 植村組

H18.08 田口２工区交付金県単道路 霧島市 V300 191.0 栗野土木事務所 ㈱黒江工務店

H18.09 仲組川路山線舗装工事 鹿児島市 V450 99.0 鹿児島市 ㈱植村組

H18.09 （大竹野トンネル） 肝属郡南大隅町 V300 901.0 南大隅町 谷口環境開発㈲

H18.09 県単道路整備工事 大島郡喜界町 V300 60.0 喜界事務所 三協建設

H18.12 保良西里線歩道改修工事 宮古郡 P400 6.0 金丸建設

H19.01 市道大平４号線道路整備その２ 鹿屋市 V300 182.0 鹿屋市 ㈱八木建設

H19.01 鹿屋市 V300 21.0 鹿屋市

H19.01 特殊改良１種花良治３ 大島郡喜界町 V300 48.0 喜界事務所 三協建設

H19.02 田代拡幅 肝属郡錦江町 V300 257.0 錦江町 ㈱田代建設

H19.02 田代拡幅２工区 肝属郡錦江町 V300 56.0 錦江町 ㈲丸重建設

H19.02 V300 94.0 大隅土木事務所 郡山工業

H19.03 市道大手４号線 鹿屋市 V300 25.0 鹿屋市 ㈱久木田組

H19.  春山・田原春線道路改良工事 鹿児島市 V300 150.0 鹿児島市

H19.  特殊改良工事　喜界環状線 大島郡喜界町 V300 100.0 大島支庁 三協建設

H19.  県単道路整備工事　平工野工区 大島郡徳之島 V300 100.0 大島支庁 住田建設



スリット溝工事実績
(都道府県名) 鹿児島県

年月度 工事名 工事箇所 呼び名 数量(m) 発注者 施工者

H19.  彦四郎川線改良工事 鹿児島市 V300 100.0 鹿児島市

H19.  特殊改良工事（田代拡幅） 肝付郡錦江町 V300 200.0 大隅地域振興局 ㈱三共建設

H19.  特殊改良工事（田代拡幅） 肝付郡錦江町 V500 180.0 大隅地域振興局 ㈱三共建設

H19.  特殊改良工事（田代拡幅２工区） 肝付郡錦江町 V300 200.0 大隅地域振興局 ㈱田代建設

H19.  特殊改良工事（田代拡幅２工区） 肝付郡錦江町 V500 70.0 大隅地域振興局 ㈱田代建設



スリット溝工事実績
(都道府県名) 沖縄県

年月度 工事名 工事箇所 呼び名 数量(m) 発注者 施工者

H16.04 サンエーみやぎ食品館建築工事 浦添市 V250 20.0 民間 ㈱東海土木

H16.08 北部生涯学習推進センター外構工事 国頭郡本部町 V300 37.0 本部町 ㈲有志建設

H16.08 那覇市 V250 10.0 民間 琉幸建設㈱

H17.01 学校法人石川学園新校舎新築工事 石川市 V300 30.0 石川市 大豊建設㈱

H17.01 学校法人石川学園新校舎新築工事 石川市 VM300 10.0 石川市 大豊建設㈱

H17.01 学校法人石川学園新校舎新築工事 石川市 V250 4.0 石川市 大豊建設㈱

H17.03 志喜屋漁港環境整備工事 島尻郡知念村 V300 50.0 知念村 ㈱浅田建設

H17.03 志喜屋漁港環境整備工事 島尻郡知念村 VM300 5.0 知念村 ㈱浅田建設

H17.07 長山港～佐良浜港線工事 平良市 P300 4.0 宮古支庁 ㈲新泊組

H18.  仲西幼稚園改築工事 浦添市 V300 14.0 浦添市 ㈱太名嘉組

H18.  久米島野球場管理棟新築工事 島尻郡久米島町 V250 62.0 久米島町 ㈱富士建設

H18.  佐敷霊園工事 南城市 V250 60.0 民間 ㈱吉田組

H18.  ＪＡ東風平外構工事 島尻郡八重瀬町 V300 16.0 ＪＡ沖縄 ㈱国際重機

H18.  北玉児童館周辺整備工事 中頭郡北谷町 V300 7.0 北谷町 ㈲北原土木

H19.  保良西里線歩道改修工事 宮古島市 P400 6.0 宮古支庁 ㈲金丸建設

H19.10 嘉手納（１７）学校（６４６）新設土木工事 嘉手納基地内 V250 108.0 沖縄防衛局 ㈱大米建設



スリット溝工事実績
(都道府県名) 沖縄県

年月度 工事名 工事箇所 呼び名 数量(m) 発注者 施工者

H20.02 本部港（渡久地地区）旅客待合所外構工事 国頭郡本部町 V300 25.0 沖縄県 ㈲清光産業

H20.03 那覇市維持管理工事 那覇市 V250 10.0 那覇市 ㈲玉井建設


