
工事実績集



工事実績紹介
元請工事

平成 28年度

平成 29年度

平成 30年度

【茨木市】
【神戸市】

【神戸市】
【神戸市】
【神戸市】

市道佐保26号線ほか安全柵等設置工事
太閣橋（宝塚唐櫃線）橋面補修工事

金慶道トンネル補修工事
つつじが丘歩道橋他補修工事
石屋川地下道補修工事

【NEXCO西日本】
【茨木市】
【茨木市】
【茨木市】
【神戸市】
【神戸市】
【神戸市】

新名神高速道路　城陽ジャンクション標識工事
交通安全施設等修繕工事
茨木市市制施行70周年記念フラッグ撤去等業務委託
松ケ本自転車駐車場ほかフェンス設置工事
西元町歩道橋他2橋塗装塗替工事
青木歩道橋排水管補修工事
多井畑名谷線排水桝清掃作業

平成 31年度
（令和元年）

【神戸市】
【神戸市】
【神戸市】
【神戸新交通】
【神戸市】
【NEXCO西日本】

白水橋耐震補強工事
RI歩道橋　根巻コンクリートひび割れ等補修工
名谷町コンクリート擁壁補修工事
令和元年度　ポートアイランド線橋梁銘板補修工事
ムービングウォーク高欄地覆補修
令和元年度中国自動車道津山高速道路事務所管内立入防止柵改良工事

令和 3年度
【神戸新交通】
【NEXCO西日本】
【神戸市】
【神戸市】

令和3年度　六甲アイランド線　橋梁補強補修工事
滋賀高速道路事務所管内　遮音壁取替工事　（令和3年度）
前田橋補修工事
会下山町1丁目道路擁壁補修工事

令和 2年度

【神戸市】
【茨城市】
【NEXCO中日本】
【神戸市】
【神戸市】
【神戸市】
【兵庫県】
【神戸市】

水木歩道橋高欄防護工事
大型立看板
東名高速道路　吉田ＩＣ～浜松ＩＣ間標識改良工事
大開歩道橋高欄防護工事
中突堤歩道橋タイル舗装補修工事
大倉山地下道看板設置工事
スイッチング禁止テープ・安全表示テープ
垂水処理場平磯歩道橋老朽化対策工事

TRUST 2022.05.26　7/7



工事実績紹介
令和 3年度

（請負金額 税抜100万円以上）

【NEXCO中日本】
【NEXCO中日本】
【京都府庁】
【NEXCO中日本】
【大阪府庁】
【京都府庁】
【NEXCO中日本】
【NEXCO東日本】
【京都府庁】
【京都府庁】
【NEXCO中日本】
【近畿地方整備局】
【首都高速道路株式会社】
【NEXCO西日本】

【近畿地方整備局】
【春日部市役所】
【NEXCO西日本】
【近畿地方整備局】
【兵庫県庁】
【近畿農政局】
【徳島県庁】
【大阪市役所】
【兵庫県庁】
【福山市役所】
【兵庫県庁】
【大阪市役所】
【徳島県庁】
【島根県庁】
【兵庫県庁】
【和歌山県庁】
【和歌山県庁】
【近畿地方整備局】

名古屋第二環状自動車道 名古屋西JCT~飛島JCT間標識工事
東名高速道路　綾瀬スマートインターチェンジ標識工事
国道307号防災安全交付金（緊防）工事他
名神高速道路 米原地区（下り線）のり面対策工事
安威川ダム　大岩地区防護柵設置工事（その2）
管内一円（瑞穂トンネル）防災・安全交付金（緊急対策）工事
新東名高速道路 御殿場IC～御殿場JCT間標識工事
令和2年度 常磐自動車道　木戸川橋防風柵工事
管内一円（地頭トンネル）防災・安全交付金（緊防）（緊急対策）工事
管内一円（船岡トンネル）防災・安全交付金（緊急対策）工事
東名高速道路 浜松管内遮音壁改良工事（2020年度）　
京奈和自動車道橋本・高野口地区防護柵設置他工事
土木維持補修2021-2
第二神明道路 月見山高架橋（下り線）遮音壁取替工事

国道24号十市橋他耐震補強他工事
公共下水道赤沼ポンプ場耐震補強工事
高知自動車道　大豊IC～南国IC間　耐震補強I工事
草津管内耐震補強工事
南備後高架橋耐震補強工事
淡河幹線水路（淡河2号水路橋）耐震対策その2工事
Ｒ2阿土 阿南勝浦線（持井橋）阿南・上大野 橋梁耐震補強工事
中津高架橋耐震対策工事-5
鳴尾浜地区南護岸改修工事（その１）
松永ポンプ場沈砂池耐震化工事
尼崎西宮芦屋港海岸　鳴尾浜地区南護岸改修工事（その2）
大阪港内堤防嵩上工事（その8）
Ｒ2徳土 新堀川 小・小松島 水門耐震工事
宍道湖流域下水道西部処理区 境橋・湖陵中継ポンプ場耐震補強工事
（国）176号久代高架橋（大阪行)耐震補強工事（その1）
かつらぎ桃山線（大原口橋）交付金道路保全工事
下川上牟婁線（大滝橋）交付金道路保全工事
加古川大堰管理橋落橋防止設置工事（橋梁補修）

【東京都庁】
【中部地方整備局】
【兵庫国道事務所】
【滋賀県庁】
【中国四国農政局】
【さぬき市役所】
【奈良県庁】

蒲田陸橋長寿命化工事（その3）
令和2年度　42号大台尾鷲管内橋梁補修工事
国道175号天神橋補強補修工事
国道421号（大滝橋）補助道路橋梁修繕工事
那賀川（二期）農地防災事業 坂野幹線水路補修（その７）工事
市道船井石井線外１線（船井橋外１橋）橋梁補修工事
一般国道166号中島橋補修・補強工事（道路メンテナンス事業）

【草津市役所】
【JR東海】
【栃木県警察本部】
【NEXCO中日本】

九ノ坪1号橋補修工事
中央新幹線首都圏トンネル新設（梶ケ谷工区）ほか
通信機器搭載柱点検業務委託
中央自動車道 甲府管内橋梁改良工事（2020年度）

2021

橋梁補修
工事

交通安全
施設

耐震補強
工事

試験・検査
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工事実績紹介
令和 2年度

（請負金額 税抜100万円以上）

【NEXCO中日本】
【近畿地方整備局】
【NEXCO西日本】
【伊丹市役所】
【近畿地方整備局】
【福岡北九州高速道路公社 】
【NEXCO西日本】
【阪神高速道路株式会社】
【首都高速道路株式会社】
【NEXCO中日本】
【NEXCO中日本】
【関東地方整備局】
【近畿地方整備局】
【近畿地方整備局】
【NEXCO中日本】
【NEXCO東日本】
【近畿地方整備局】
【NEXCO中日本】
【NEXCO中日本】
【伊丹市役所】

【大阪府庁】
【岡山市役所】
【東京都庁】
【近畿地方整備局】
【兵庫県庁】
【近畿地方整備局】
【近畿地方整備局】
【NEXCO西日本】
【近畿地方整備局】
【近畿農政局】
【中部地方整備局】
【東京都庁】
【東京都庁】

新東名高速道路 駿河湾沼津ＳＡ～新富士ＩＣ間６車線化工事
京奈和自動車道　橋本地区他防護柵設置工事
大阪高速道路事務所管内　遮音壁取替工事（平成29年度）
平成31年度市道野間5219号線ほか転落防止柵設置工事
京奈和自動車道紀の川地区防護柵設置工事
香椎～香椎浜しゃ音壁補修工事（31-2）
令和2年度　関西支社　滋賀地区保全工事
大和川線標識設置（その2）工事
高速横浜環状北西線シールドトンネル（港北行）工事
新東名高速道路 海老名南JCT～伊勢原北IC間標識工事
東海環状自動車道　関広見IC～高富IC間他標識工事
東京港臨港道路南北線沈埋函（4号函・5号函・6号函）製作・築造等工事
京都国道事務所管内ラジオ再放送設備設置工事
国道2号夢前トンネル塗装補修工事
新東名高速道路 海老名南JCT～伊勢原北IC間舗装工事
常磐自動車道　木戸川橋防風柵工事
大和御所道路御所地区他整備工事
東名高速道路富士管内防護柵改良工事（2019年度）
新東名高速道路可変式速度規制標識設備改造工事（その1）
市道野間5219号線ほか転落防止柵設置工事

主要地方道（新）大阪高槻京都線　登町高架橋耐震補強工事（その8）
県道岡山吉井線（新大原橋）橋梁上部工制作架設工事
綾瀬川護岸耐震補強工事（その202）その3
大宮盛土材改良他工事
（国）250号播州大橋下部工補強工事
国道24号十市橋他耐震補強他工事
草津管内耐震補強工事
阪和自動車道　松原地区耐震補強工事（その１）
国道2号玉手西高架橋（上）他耐震補強工事
東播用水二期農業水利事業 淡河幹線水路（淡河2号水路橋）耐震対策他工事
令和元年度　23号塔世橋耐震工事
木下川排水機場耐震補強工事
呑川防潮堤耐震補強工事（その１３）その２

【米国大使館】
【近畿地方整備局】
【東京地下鉄株式会社】
【JR東海】
【NEXCO中日本】

環状鋼製金物引張試験及びせん断試験
国道2号加古川バイパス他防護柵設置工事
六本木駅ほか2駅ホームドア設置に伴うホーム床版補強工事
中央新幹線首都圏トンネル新設（梶ケ谷工区）ほか
笹子ＴＮ　JFｱﾝｶｰｾﾝｻｰﾃﾞｰﾀｰﾛｶﾞｰ分解整備作業

2020

橋梁補修
工事

交通安全
施設

耐震補強
工事

試験・検査

【神戸市役所】
【和歌山県庁】
【和歌山県庁】
【徳島県庁】
【和歌山県庁】
【近畿地方整備局】
【阪神高速道路株式会社】
【NEXCO中日本】
【NEXCO東日本】
【近畿地方整備局】

神戸明石線（月見山地区）擁壁補修工事
かつらぎ桃山線（雌滝橋）交付金道路保全工事
宮崎古江見線（無名橋）交付金道路保全工事
R1阿耕 国附 那賀川平島 用水路9工事
那智山勝浦線外（牧野々橋・晴之奥橋）交付金道路保全工事
加古川下流部侵食対策他工事
西船場JCT鋼桁及び鋼製橋脚その他工事
東名高速道路（特定更新等）沼津IC～富士IC間床版取替工事（平成28年度）
常磐自動車道 末読川橋（鋼上部工）工事
国道171号他橋梁維持補修工事
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工事実績紹介
平成 31（令和元）年度

（請負金額 税抜100万円以上）

【川西市役所】
【NEXCO西日本】
【首都高速道路株式会社】
【東京地下鉄株式会社】
【阪神高速道路株式会社】
【NEXCO東日本】
【NEXCO西日本】
【北陸地方整備局】
【NEXCO西日本】
【NEXCO西日本】
【和歌山県庁】
【NEXCO西日本】
【川西市役所】
【本州四国連絡高速道路㈱】

【大阪府】
【ＪＲ東海】
【三重県庁】
【三重県庁】
【豊田市役所】
【NEXCO西日本】
【徳島県庁】
【ＪＲ東海】
【埼玉県庁】
【NEXCO西日本】
【三重県庁】
【兵庫県庁】
【和歌山県庁】

加茂雨水ポンプ場ブロック塀撤去フェンス設置工事
平成31年度　関西支社　滋賀地区保全工事
土木維持補修2019-2
江戸川橋駅出入口上家ほか改良建築実施設計業務
大和川線標識設置（その2）工事
常磐自動車道　井出川橋防風柵工事
山陽自動車道 平井トンネル内装塗装工事
平成30年度黒部維持管内トンネル施設補修その4工事
平成31年度 関西東部地区　機械・電気施設保全工事
山陽自動車道　姫路高速道路事務所管内トンネル内装塗装工事
国道424号（高雄大橋）交付金道路保全工事
中国自動車道（特定更新等）北房IC～大佐スマートIC間（上り線）土木更新工事
（仮称）火打健幸公園整備工事
平成29年度神戸管内標識更新工事

日本万国博覧会記念公園　北口連絡橋耐震改修工事
鳥飼保線所管内土木構造物大規模改修その他工事（RC橋H31）
一般県道中井浦九鬼線（中川大橋）橋梁耐震補強工事
一般県道中井浦九鬼線（かけ磯橋）橋梁耐震補強工事
平成記念橋 橋りょう耐震補強・補修工事
徳島自動車道 井出口高架橋（下部工）工事
H30徳耕 国附 那賀川小松島 和田島用水路2工事
大阪保線所管内土木構造物耐震補強工事（落橋防止工新設）
中川流域処理場簡易放流渠耐震化その2工事 
山中川橋他14橋（鋼上部工）落橋防止工事
一般県道中井浦九鬼線　中川大橋　橋梁耐震補強工事
和久今宿線 京見橋補修・耐震補強工事（その3）
国道425号（間野橋）交付金道路保全工事

【板野郡板野町役場】
【小松島市役所】
【東京都庁】
【神戸市役所】
【和歌山県庁】
【市原市役所】

平成30年度 防災安全交付金事業270号橋修繕工事
江田１号線第１号橋橋梁補修工事
武蔵国分寺陸橋長寿命化工事（その1）
西口橋補修工事
かつらぎ桃山線（雌滝橋）交付金道路保全工事
C-5橋梁長寿命化工事

2019

橋梁補修
工事

交通安全
施設

耐震補強
工事

TRUST 2022.05.26　4/7



工事実績紹介
平成 30年度

（請負金額 税抜100万円以上）

【NEXCO西日本】
【近畿地方整備局】
【大阪府庁】
【大阪府庁】
【神戸市役所】
【近畿地方整備局】
【大阪府庁】
【横浜市役所】
【神戸市役所】
【NEXCO東日本】
【NEXCO東日本】
【埼玉県庁】
【藤井寺市役所】
【NEXCO中日本】
【NEXCO中日本】
【近畿地方整備局】
【NEXCO西日本】

【沼津市役所】
【静岡県庁】
【北葛城郡河合町役場】
【大阪市役所】
【大阪府庁】
【大阪府庁】
【近畿地方整備局】
【豊中市役所】
【香川県庁】
【大阪市役所】
【近畿地方整備局】
【阪神水道企業団】
【東京都庁】
【大阪府庁】

新名神高速道路　城陽ジャンクション標識工事
国道2号城山トンネル他補修工事
一般国道371号　西条大橋　耐震補強工事
都市計画道路　大和川線　避難路等設置工事
ハーバーランド北ブリッジ補修工事
国道175号他交通安全対策工事
都市計画道路 大和川線 トンネル付帯工事（H30）
新川向橋上流側高欄取替工事
福谷橋補修工事
東京外環自動車道 三郷JCT～高谷JCT間可変式道路情報板設備工事
京葉道路（渋滞対策）船橋工事
道路安全施設工事（長瀞トンネル照明更新工）
平成30年度橋梁補修工事（古室橋、西水川2号橋）
東名高速道路 横浜管内防護柵改良工事（平成30年度）
中部横断自動車道 新清水JCT～富沢IC間標識工事
国道１７６号庄内駅前電線共同溝工事 
新名神高速道路　茨木地区遮音壁工事

平成30年度　足高第一配水池耐震補強工事
山田川支川大沢川総合流域防災（砂防）【防災・安全交付金】工事
橋梁耐震補強工事（高塚橋）
中津高架橋耐震対策工事-3
泉南マリンブリッジ橋脚耐震補強工事（H29工区）
一般国道 170号 三ケ山高架橋耐震補強工事
国道161号穴太高架橋（下）ランプ橋補強補修工事
千里橋改修工事
交通安全施設整備工事（綾南橋）
平野下水処理場南池反応槽設備工事（その2）
国道9号年谷川橋他補修補強工事
導送水管路水管橋補強工事
清澄排水機場耐震補強工事（その2）
主要地方道（新）泉大津美原線　綾園歩道橋外　耐震補強工事

【NEXCO西日本】
【茨木市役所】
【関東地方整備局】
【NEXCO東日本】
【四條畷市役所】

第二神明地区道路保全工事
無名橋（管理番号0906）ほか1橋橋梁補修工事
H28管内橋梁点検・補修詳細設計その1業務
横浜新道 常盤台第一高架橋（ロッキング橋脚）耐震補強工事
仙女橋補修工事

2018

橋梁補修
工事

交通安全
施設

耐震補強
工事
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工事実績紹介
平成 29年度

（請負金額 税抜100万円以上）

【NEXCO西日本】
【NEXCO東日本】
【NEXCO西日本】
【NEXCO東日本】
【関東地方整備局】
【関東地方整備局】
【近畿地方整備局】
【NEXCO西日本】
【伊丹市役所】
【NEXCO中日本】
【NEXCO西日本】
【NEXCO西日本】
【首都高速道路株式会社】
【NEXCO西日本】
【門真市役所】
【神戸市役所】
【NEXCO西日本】
【NEXCO西日本】
【横浜市役所】
【NEXCO中日本】
【神戸市役所】
【NEXCO西日本】
【NEXCO西日本】
【首都高速道路株式会社】

【京都市役所】
【大阪府庁】
【兵庫県庁】
【大阪府庁】
【大阪市役所】
【日本下水道事業団】
【大阪府庁】
【兵庫県庁】
【たつの市役所】
【兵庫県庁】
【四国地方整備局】
【大阪府庁】
【京都市上下水道局】

山陽自動車道　姫路高速道路事務所管内遮音壁取替工事
東京外環自動車道 市川中工事
新名神高速道路　城陽～八幡間標識工事
東京外環自動車道 田尻工事
小山他遮音壁その２工事
小山他遮音壁その３工事
国道2号29号構造物補修工事
第二神明地区道路保全工事
平成29年度　市道安堂寺町5171号線外防護柵設置工事
新東名高速道路 海老名南JCT～厚木南IC間標識工事
新名神高速道路　茨木～箕面間標識工事
関西支社　大阪・京都地区　道路交通情報設備工事
横浜環状北線　（馬場換気所、馬場出入口）Ｄランプ
平成29年度　関西支社　滋賀地区保全工事
公園施設等設置更新工事（1）
上福田川橋高欄補修工事
新名神高速道路　城陽～八幡間標識工事
名神高速道路　京都南～茨木間他標識工事
（本牧）D-1号ターミナル再整備工事
新東名高速道路 海老名南JCT～厚木南IC間遮音壁工事
離宮前歩道橋補修工事
新名神高速道路　高槻ジャンクション遮音壁工事
新名神高速道路　神戸ジャンクション遮音壁工事
横浜環状北線シールドトンネル工事

九条跨線橋補修
主要地方道（新）大阪高槻京都線　登町高架橋耐震補強工事（その5）
加西幹線　人孔耐震補強工事
主要地方道　大阪臨海線　助松橋　耐震補強工事（南行き）
千舟橋耐震対策工事
琵琶湖東北部浄化センター建設工事その34
主要地方道（新）大阪高槻京都線　登町高架橋耐震補強工事（その5）
加西幹線人孔耐震補強工事（その２）
龍野新大橋補強補修工事（その4）
加西幹線人孔耐震補強工事（その２）
平成29年度　奈半利管内耐震補強（その2）工事
光明池水路橋耐震補強（29）工事
伏見水環境保全ｾﾝﾀｰ合流改善最初沈殿池築造（その2）工事

【神戸市役所】
【兵庫県庁】
【甲賀市役所】
【NEXCO西日本】

神戸港臨港道路（苅藻橋）橋面舗装他改良工事
（一）野口尾上線他 交通安全 尾上の松他歩道橋修繕工事
平成28年度 第50号 新宮の元橋橋梁長寿命化修繕工事
第二神明道路　道路保全工事

2017

橋梁補修
工事

交通安全
施設

耐震補強
工事
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工事実績紹介 2016
平成 28年度

（請負金額 税抜100万円以上）

【NEXCO西日本】
【NEXCO東日本】
【NEXCO中日本】
【三重県庁】

【NEXCO東日本】
【茨木市役所】
【関東地方整備局】
【NEXCO西日本】
【阪神高速道路株式会社】
【大阪府庁】
【NEXCO西日本】
【NEXCO東日本】
【伊丹市役所】
【石川県庁】
【神戸新交通】
【NEXCO中日本】
【NEXCO東日本】
【大阪市役所】

【和歌山県庁】
【長浜市役所】
【京都市役所】
【日本下水道事業団】
【東京都庁】
【東京都庁】
【東京都庁】

関西支社管内 標識取替工事（平成27年度）
上信越道佐久管内防護柵改良工事
中央自動車道 八王子管内防護柵工事（平成26年度）
平成28年度防災安全・国 第22A-8分0001号 一般国道166号（落方トンネル）
他6箇所施設修繕工事
首都圏中央連絡自動車道　所沢管内防護柵工事
市道佐保26号線ほか安全柵等設置工事
矢切堀之内遮音壁その３工事
名神高速道路　尼崎地区遮音壁改良工事
大和川線標識設置（その1）工事
主要地方道　大阪中央環状線外　橋梁維持修繕工事（単価契約）
阪和自動車道　泉佐野JCT～南紀田辺IC間のり面補強工事
首都圏中央連絡自動車道　所沢管内防護柵工事
市道御願塚6225号線他3路線防護柵設置工事
中浜橋補修工事
六甲アイランド線　案内軌条滞水箇所水抜き穴設置工事
中央自動車道 大月管内トンネル内装板工事（平成27年度）
長野自動車道 長野管内トンネル内装板補修工事
高速電気軌道4号線南港トンネル耐火防護板補修工事

和歌山下津港　港湾施設整備（耐震化）工事
長浜市橋梁長寿命化事業
羽束師橋補修（その５）工事
湖南市甲西北汚水中継ポンプ場建設工事
隅田川（佃大橋上下流）左岸防潮堤耐震補強工事
新小名木川水門耐震補強工事（その1）
28経年防火水槽再生工事（その4）

【NEXCO西日本】
【茨木市役所】
【NEXCO西日本】
【近畿地方整備局】
【埼玉県庁】

名神高速道路 追分橋他１橋耐震補強工事
無名橋（管理番号5903）ほか5橋橋梁補修工事
第二神明道路　道路保全工事
国道2号加古川バイパス他橋梁維持補修工事
橋りょう修繕工事（馬橋修繕工）

橋梁補修
工事

交通安全
施設

耐震補強
工事
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