
スリット溝工事実績

平成２０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

H20.08 ２０臨交街改　第２号　豊田・下駒木線道路改良工事 北茨城市 V250 121.0 北茨城市 ㈱千葉工務店

H20.08 ２０臨交街改　第２号　豊田・下駒木線道路改良工事 北茨城市 VM250 8.0 北茨城市 ㈱千葉工務店

H20.08 ２０臨交街改　第５号　豊田・下駒木線道路改良工事 北茨城市 V250 106.0 北茨城市 常磐開発㈱

H20.08 ２０臨交街改　第５号　豊田・下駒木線道路改良工事 北茨城市 VM250 9.0 北茨城市 常磐開発㈱



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㈱

H21.02 足利ガス㈱ 足利市 P250 45.0 民間 大協建設㈱



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

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

H20.04
道路改良工事（市道１０４６号線）及び排水路整備工事
（Ｃ２０６号水路） 草加市 SSC-300 176.0 草加市 ナガヤス工業㈱



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

H20.05 谷塚仲町造成工事 草加市 SSC-300 106.0 草加市 ㈲原田工業

H20.06 道路改良工事（市道４０２９１，４０３２７号線） 草加市 SSC-300 106.0 草加市 ㈲新井建設

H20.06
道路改良工事（市道１１３２７号線・認定予定道路２０
－６） 草加市 SSC-300 154.0 草加市 ㈱小林設備

H20.06 道路改良工事（市道４００２３，４００４５号線） 草加市 SSC-300 204.0 草加市 ㈲渡辺建設工業

H20.07 遊馬町造成工事 草加市 SSC-240 78.0 草加市 ㈱大翔建設

H20.07 遊馬町造成工事 草加市 SSC-300 580.0 草加市 ㈱大翔建設

H20.07 瀬崎町造成工事 草加市 SSC-300 202.0 草加市 ㈱Ｓ・Ｐ・Ｇ

H20.07 瀬崎町造成工事② 草加市 SSC-240 164.0 草加市 ㈱岩渕産業

H20.07 道路改良工事（市道２０９６号線） 草加市 SSC-300 210.0 草加市 ㈱岩渕産業

H20.07 道路改良工事（市道２０９６号線） 草加市 P300 36.0 草加市 ㈱岩渕産業

H20.07 道路改良工事（市道２０９６号線） 草加市 PM300 1.0 草加市 ㈱岩渕産業

H20.07 道路舗装補修その９ 草加市 SSC-300 92.0 草加市 ㈱白石建設

H20.08 神田造成工事 さいたま市 V250 52.0 草加市 ㈱新栄

H20.08 神田造成工事 さいたま市 VM250 2.0 草加市 ㈱新栄

H20.08
公共雨水管渠築造工事（綾瀬川左岸第４排水区枝線）２
０－４及び道路改良工事（市道４００７２号線） 草加市 SSC-240 42.0 草加市 ㈲立花建設工業

H20.08
道路改良工事（市道３１５０３号線）及び公共下水道第
４処理分区舗装復旧工事（その４） 草加市 SSC-240 110.0 草加市 ㈱小林設備



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

H20.08 手代町造成工事 草加市 SSC-300 172.0 草加市 ㈱大友建設

H20.08 青柳四丁目造成工事 草加市 SSC-300 163.0 民間 ㈲松大工業

H20.08
新設街路整備工事及び公共下水道第５処理分区汚水枝線
（２０－２９）その２ 草加市 SSC-300 270.0 草加市 ㈱岩渕産業

H20.09 公募第４公園建設工事 草加市 SSC-300 104.0 草加市 ㈲北谷造園

H20.09 舗装新設工事 草加市 SSC-300 80.0 草加市 ㈱セントラル設備

H20.09 道路改良工事（市道３０６４０号線） 草加市 SSC-300 180.0 草加市 ㈲新井建設

H20.09 中根三町目造成工事 草加市 SSC-300 81.0 草加市 ㈱埼仙

H20.09 公共下水道第５処理分区汚水枝線工事 草加市 SSC-300 78.0 草加市 ㈲渡辺建設工業

H20.10 道路改良工事（市道３０２６５号線） 草加市 SSC-240 54.0 草加市 ㈱小林設備

H20.10 道路改良工事（市道３０２６６号線） 草加市 SSC-300 134.0 草加市 ㈱小林設備

H20.10 八条用水路沿い散策路整備工事（市道２０１９７号線） 草加市 SSC-300 29.0 草加市 ㈱誠環

H20.11 舗装道路の部分補修工事（２０－２） 草加市 SSC-240 49.0 草加市 草加建設㈱

H20.11
水辺環境整備工事（葛西用水路）及び道路改良工事（市
道２０２４６号線）（１工区） 草加市 SSC-300 110.0 草加市 ㈱保永建設

H20.11
水辺環境整備工事（葛西用水路）及び道路改良工事（市
道２０２４５号線）（２工区） 草加市 SSC-300 72.0 草加市 井坂興業㈱

H20.11 道路改良工事（市道３０６１３号線） 草加市 SSC-300 156.0 草加市 第一管工㈱

H20.12 公共下水道第５処理分区舗装復旧工事（その９） 草加市 SSC-300 54.0 草加市 ㈲新井建設



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

H20.12
道路改良工事（市道３１１８１・３０２４９号線）及び
公共下水道第５処理分区舗装復旧工事（その８） 草加市 SSC-240 66.0 草加市 永島建設工業㈱

H20.12
道路改良工事（市道３１１８１・３０２４９号線）及び
公共下水道第５処理分区舗装復旧工事（その８） 草加市 SSC-300 100.0 草加市 永島建設工業㈱

H20.12 青柳七丁目造成工事 草加市 SSC-240 178.0 草加市 ㈲斉藤興業

H21.01 歴史散策路整備工事（市道３０１２３号線） 草加市 SSC-300 14.0 草加市 新日本建設工業㈱

H21.02
排水路整備工事（Ｄ－２２６号水路）及び道路改良工事
（市道３０５５２・３０５５４号線） 草加市 SSC-300 86.0 草加市 ㈱岩渕産業

H21.02 長栄町造成工事 草加市 SSC-240 34.0 草加市 草加建設㈱

H21.02 長栄町造成工事 草加市 SSC-300 163.0 草加市 アサヒ住建㈱

H21.02 栄町二丁目造成工事 草加市 SSC-240 64.0 草加市 矢島建設㈱

H21.02 西町造成工事 草加市 SSC-240 94.0 草加市 ㈲大松工業

H21.02 西町造成工事 草加市 SSC-300 98.0 草加市 ㈲大松工業

H21.02 舗装道路の部分補修工事（その９） 草加市 SSC-300 46.0 草加市 ㈱セントラル設備

H21.02 舗装道路の部分補修工事（２０－５） 草加市 SSC-300 54.0 草加市

H21.02 舗装道路の部分補修工事（２０－２） 草加市 SSC-300 51.0 草加市

H21.03 道路改良工事（市道２０９９８号線） 草加市 SSC-240 6.0 草加市 ㈱雅興業

H21.03 道路改良工事（市道２０９９８号線） 草加市 SSC-300 136.0 草加市 ㈱雅興業

H21.03
道路改良工事（市道１０４６・２０９０号線）及び排水
路整備工事（Ｃ－２０６号水路） 草加市 SSC-300 198.0 草加市 ㈱三成建設



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

H21.03 排水路整備工事（Ｆ－１３２・１３３号水路） 草加市 SSC-240 12.0 草加市 井坂興業㈱

H21.03 排水路整備工事（Ｆ－１３２・１３３号水路） 草加市 SSC-300 136.0 草加市 井坂興業㈱

H21.03
道路改良工事（市道２０３２・３０２４１号線）及び公
共下水道第５処理分区舗装復旧工事（その２） 草加市 SSC-300 178.0 草加市 ㈲三幸設備工事

H21.03
公共雨水管渠築造工事（綾瀬川左岸第４排水区枝線）２
１－２及び排水路整備工事（Ａ－２６３号水路） 草加市 SSC-240 2.0 草加市 ㈲立花建設工業

H21.03 道路改良工事（市道１０３００号線） 草加市 SSC-300 164.0 草加市 第一管工㈱

H21.03 道路改良工事（市道４０２８０・４０３３０号線） 草加市 SSC-300 224.0 草加市 ㈱保永建設

H21.03 西町造成工事 草加市 SSC-240 66.0 草加市 ㈱白石建設

H21.03 松原五丁目造成工事 草加市 SSC-300 180.0 草加市 ㈲大松工業

H21.03 舗装新設工事（認定予定道路２１－１） 草加市 SSC-300 294.0 草加市 ㈲ユウ・テック



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

H20.10 大崎1丁目プロジェクト 品川区 ST150 375.0 民間 清水建設㈱

H20.11 江戸川区陸上競技場改修工事 江戸川区 MK-3 18.0 江戸川区 ミズノ㈱



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

H20.11 ヴァイアン大井町新築工事 千代田区 V3005 92.0 民間 ㈱大林組

H20.11 ヴァイアン大井町新築工事 千代田区 VM3005 5.0 民間 ㈱大林組



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㈱

H20.09 ＪＡあつぎ相川支所新築工事 愛甲郡愛川町 V300 41.0 民間 厚木植木



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

H20.09 ＪＡあつぎ相川支所新築工事 愛甲郡愛川町 V300-E 20.0 民間 厚木植木

H20.09 ＪＡあつぎ相川支所新築工事 愛甲郡愛川町 VM300 14.0 民間 厚木植木

H20.09 レストヴィラ横須賀 横須賀市 V250 10.0 民間 中本造園

H20.09 レストヴィラ横須賀 横須賀市 VM250 3.0 民間 中本造園

H20.10 座間市 V250 46.0 民間 庚申建設

H20.10 座間市 VM250 4.0 民間 庚申建設

H20.10 ＪＡあつぎ相川支所新築工事 愛甲郡愛川町 V300 28.0 民間 厚木植木

H20.10 ＪＡあつぎ相川支所新築工事 愛甲郡愛川町 VM300 8.0 民間 厚木植木

H20.10 ＪＡあつぎ相川支所新築工事 愛甲郡愛川町 縁石　Ａ 112.0 民間 厚木植木

H20.11 座間市 V250-E 10.0 民間 芳賀建設

H20.11 座間市 縁石　Ａ 10.0 民間 芳賀建設

H20.12 切下げ改良工事 相模原市 縁石　Ｂ 4.0 相模原市 ㈱田所工業

H21.01 V250 6.0 民間

H21.03 イムラ封筒 相模原市 V250 1.0 民間 都市建設



スリット溝工事実績
(都道府県名) 新潟県

年月度 工事名 工事箇所 呼び名 数量(m) 発注者 施工者

H13.08 新潟スタジアム 新潟市 MK-2 82.0 新潟県

H13.08 新潟スタジアム 新潟市 VM250 3.0 新潟県

H21.01 長岡市民防災公園整備（その２）工事 長岡市 V2505 141.0 長岡市 ㈱大石組

H21.01 長岡市民防災公園整備（その２）工事 長岡市 VM2505 5.0 長岡市 ㈱大石組

H21.01 長岡市民防災公園整備（その２）工事 長岡市 SSC-240 25.0 長岡市 ㈱大石組



スリット溝工事実績
(都道府県名) 山梨県

年月度 工事名 工事箇所 呼び名 数量(m) 発注者 施工者

H16.04 （コンビニ外構工事） 富士市 V300 38.0 民間

H20.11 甲府裁判所合同庁舎建築工事 甲府市 V200 27.0 国土交通省 ㈱フジタ



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

H20.10 上和田大野線改良工事 伊豆市 P300 8.0 伊豆市 ㈱イズケン



スリット溝工事実績
(都道府県名) 愛知県

年月度 工事名 工事箇所 呼び名 数量(m) 発注者 施工者

H16.11 道路修繕工事／市道東部３号線 豊田市 V300 56.0 豊田市 大嶋建設

H16.11 豊田市 V400 33.0 豊田市 松本産業㈱

H16.12 道路修繕工事／市道比久尻団地１４号線 豊田市 V300 44.0 豊田市 ㈱白川土建

H17.  丸山町道路修繕工事 豊田市 V250 6.0 豊田市 ㈱白川土建

H17.  丸山町道路修繕工事 豊田市 V300 40.0 豊田市 ㈱白川土建

H17.  小坂町道路修繕工事 豊田市 V250 12.0 豊田市 武田建材

H17.  小坂町道路修繕工事 豊田市 V300 34.0 豊田市 武田建材

H18.04 豊田市 V250 16.0 民間 ㈱深津建材

H18.05 保見地区道路修繕工事 豊田市 V300 30.0 豊田市 ㈱豊清建設

H18.06 石野井郷地区道路修繕工事 豊田市 V300 36.0 豊田市 近藤建設工業㈱

H18.09 保見団地３号線道路修繕工事 豊田市 V300 16.0 豊田市 ㈱白川土建

H21.01 道路指定修繕工事（６）一般県道栗栖犬山線始め 犬山市 P300 71.0 愛知県 ㈱森藤組

H21.02 道路指定修繕工事（５）一般県道善師野西北野線始め 犬山市 P300 76.0 愛知県 ㈱フクトミＤＢＫ



スリット溝工事実績
(都道府県名) 兵庫県

年月度 工事名 工事箇所 呼び名 数量(m) 発注者 施工者

H16.12 鳴尾浜パーク側溝工事 西宮市 V200～V600 66.0 民間

H16.12 （仮称）加古川市立総合体育館整備ＰＦＩ事業 加古川市 V250 164.0 加古川市 鹿島建設㈱

（仮称）加古川市立総合体育館整備ＰＦＩ事業 加古川市 VM250-E 17.0 加古川市 鹿島建設㈱

（仮称）加古川市立総合体育館整備ＰＦＩ事業 加古川市 SA250 17.0 加古川市 鹿島建設㈱

H18.09 マンション外構工事 神戸市 V250 100.0 民間 西田鉄工

H18.10 阪神競馬場 西宮市 V250 156.0 ＪＲＡ 大成・安藤ＪＶ

Ｈ２１．２月受注票甲南大学分．全数量２１年度実績に
載せる。



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

H20.  春山・田原合線改良工事 鹿児島市 V300 12.0 鹿児島市 村山建設

H20.  春山・田原合線改良工事 鹿児島市 V400 48.0 鹿児島市 村山建設

H20.  道路改築工事（呑之蒲１工区） 大島郡瀬戸内町 V300 634.0 大島支庁 村山建設

H20.  道路改築工事（呑之蒲２工区） 大島郡瀬戸内町 V300 634.0 大島支庁 丸福建設



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

H20.10 宮古管内道路維持工事 沖縄県 P450 12.0 宮古支庁 ㈲大倫産業


