
平成22年度
発　　注　　先 工　　事　　名 地　　名 工　　　法

1 村上市 市道越沢線第2越沢橋修繕工事 村上市 越沢 ・断面修復・含浸材塗布

2 村上市 市道吉浦線新保沢1号橋修繕工事 村上市 早川 ・断面修復・含浸材塗布

3 村上市 市道寒川25号線イチヤ谷橋修繕工事 村上市 寒川 ・下面増厚補強（ホゼン式工法）・断面修復

4 村上市 市道寒川1号線碁石橋修繕工事 村上市 碁石 ・断面修復・含浸材塗布

平成23年度
発　　注　　先 工　　事　　名 地　　名 工　　　法

1 十日町地域振興局 地域整備部 国道117号RCボックス補修工事 十日町市 馬場甲 ・断面修復

2 上越市 橋梁修繕工事（中央橋） 上越市 清里区 馬屋 ・断面修復

3 上越地域振興局 地域整備部 一般国道405号切光バイパス橋台・道路工事 上越市 牧区 切光 ・コンクリート面塗装（CC-B仕様）

4 上越地域振興局 地域整備部 一般国道253号虫川バイパス（虫川白山橋）下部工工事 上越市 浦川原区 虫川 ・コンクリート面塗装（CC-B仕様）

5 上越地域振興局 地域整備部 川西線原橋床版工事 上越市 牧区 下湯谷 ・コンクリート面塗装（CC-B仕様）

6 十日町市 市道本町西線下大井田川橋コンクリート塗装工事 十日町市 四日町 ・コンクリート面塗装（CC-B仕様）

7 十日町地域振興局 地域整備部 一般国道253号国道改築工事（池尻橋） 十日町市 池尻 ・コンクリート面塗装（CC-B仕様）・ひびわれ補修

平成24年度
発　　注　　先 工　　事　　名 地　　名 工　　　法

1 妙高市 水管橋添架工（2工区）工事 妙高市 大鹿 ・沓座拡幅

2 十日町地域振興局 地域整備部 国道117号RCボックス補修工事 十日町市 馬場甲 ・断面修復

3 妙高市 久善田橋橋梁修繕工事 妙高市 学校町 ・沓座拡幅・断面修復

4 妙高市 一之橋橋梁修繕工事 妙高市 関川 ・沓座拡幅

5 柏崎地域振興局 地域整備部 野田大橋・新寄合橋補修工事 柏崎市 野田 石黒 ・耐震補強（アラミド繊維）・沓座拡幅

6 国土交通省 新潟国道事務所 紫竹跨線橋補修工事 新潟市 東区 紫竹 ・断面修復・ひびわれ補修

7 上越地域振興局 地域整備部 小竹橋補強・補修工事 上越市 清里区 寺脇 ・耐震補強（炭素繊維）・ひびわれ補修

8 上越地域振興局 地域整備部 綱之沢橋補修工事 妙高市 樽本 ・断面修復

コンクリート構造物 補修･補強工事実績表



平成25年度
発　　注　　先 工　　事　　名 地　　名 工　　　法

1 十日町地域振興局 地域整備部 十日町塩沢線A2橋台 十日町市 船坂 ・コンクリート面塗装（CC-B仕様）

2 十日町地域振興局 地域整備部 国道117号RCボックス補修工事 十日町市 馬場甲 ・断面修復

3 上越地域振興局 地域整備部 一般国道253号（長者島橋）伸縮装置取替工工事 上越市 大島区 大平 ・伸縮装置取替

4 十日町地域振興局 地域整備部 羽根川23災河川助成護岸その1工事（六箇橋） 十日町市 六箇山谷 ・コンクリート面塗装（CC-B仕様）

5 十日町市 市道本町西線築造第16次工事 十日町市 尾崎 ・コンクリート面塗装（CC-B仕様）

6 上越地域振興局 地域整備部 一般国道253号（五之橋）県単橋梁補修工事 上越市 大島区 岡 ・伸縮装置取替

7 上越地域振興局 地域整備部 一般国道405号道路改良工事 上越市 牧区 切光 ・コンクリート面塗装（CC-B仕様）

8 上越市 橋梁新設下部工工事 上越市 牧区 柳島 ・コンクリート面塗装（CC-B仕様）

9 十日町地域振興局 地域整備部 県道十日町塩沢線道路改良工事（A1橋台） 十日町市 二ツ屋 ・コンクリート面塗装（CC-B仕様）

10 上越市 防火水槽有蓋化工事 上越市 牧区 岩神 ・コンクリート面塗装

11 十日町地域振興局 地域整備部 千手川・木島川水路橋長寿命化計画工事 十日町市 沖立 ・断面修復・ひびわれ補修

12 妙高市 川上橋橋梁修繕工事 妙高市 川上 ・伸縮装置取替

13 上越地域振興局 地域整備部 一般国道253号（第二保倉川橋）伸縮装置取替工事 上越市 浦川原区 小谷島 ・伸縮装置取替

14 上越地域振興局 地域整備部 上越安塚柏崎線県単橋梁補修伸縮装置取替工事（第二太原橋） 上越市 大島区 大島 ・伸縮装置取替

15 上越地域振興局 地域整備部 一般国道253号防災安全（大和橋）伸縮装置取替工事 上越市 浦川原区 中猪子田 ・伸縮装置取替

16 上越市 田屋橋橋梁修繕工事 上越市 板倉区 田屋 ・沓座拡幅・断面修復・ひびわれ補修

17 上越地域振興局 地域整備部 一般国道253号予備費（赤倉大橋）伸縮装置取替工事 上越市 大島区 田麦 ・伸縮装置取替

平成26年度
発　　注　　先 工　　事　　名 地　　名 工　　　法

1 妙高市 南小出雲橋橋梁修繕工事 妙高市 小出雲 ・断面修復・ひび割れ注入・伸縮装置取替工

2 新潟市 東部地域土木事務所 新潟中央環状線補修その2工事 新潟市 秋葉区 大蔵 ・含浸材塗布（リバコンリキッドAR）

3 上越地域振興局 地域整備部 一般国道405号線和田橋補修工事 上越市 安塚区 和田 ・伸縮装置取替　

4 上越地域振興局 地域整備部 上越安塚柏崎線小黒川橋補修工事 上越市 安塚区 安塚 ・伸縮装置取替　

・含浸塗布工（リバコンリッキドAR）

・伸縮装置取替・高力ボルト取替

6 上越地域振興局 地域整備部 柿崎牧線県単橋梁補修（2月補正）有島橋伸縮装置取替工事 上越市 浦川原区 有島 ・伸縮装置取替　

7 上越地域振興局 地域整備部 上越安塚柏崎線上佐越橋補修工事 上越市 大島区 上達 ・伸縮装置取替　

8 上越地域振興局 地域整備部 上越安塚柏崎線上佐越橋、下佐越橋補修工事 上越市 大島区 上達 ・伸縮装置取替　

9 上越地域振興局 地域整備部 一般国道253号六之橋伸縮装置取替工事 上越市 大島区 岡 ・伸縮装置取替　

10 上越地域振興局 地域整備部 下猪子田歩道橋修繕工事 上越市 浦川原区 下猪子田 ・シール材充填

11 福島県 南会津建設事務所 国道289号旭橋補修工事 福島県 南会津郡 下郷町 大字 豊成 ・含浸材塗布（リバコンリキッド）

12 十日町地域振興局 地域整備部 田川（田川工区）23災河川助成田川橋下部工事 十日町市 田川町 河原町 ・コンクリート面塗装（CC-B仕様）

13 十日町地域振興局 地域整備部 木島川水路橋桁外面補修工事 十日町市 沖立 ・断面補修・ひび割れ注入

14 新潟市 西部地域土木事務所 有明大橋Ｇ４～Ｇ５床版補強工事 新潟市 西区 浦山2丁目 ・下面増厚　スーパーホゼン式工法

五泉市 笹目

コンクリート構造物 補修･補強工事実績表

5 五泉市 中川原橋橋梁補修工事



平成27年度
発　　注　　先 工　　事　　名 地　　名 工　　　法

1 新潟市 西部地域土木事務所 有明大橋Ｇ1～Ｇ2床版補強工事 新潟市 西区 浦山2丁目 他 ・下面増厚　スーパーホゼン式工法

2 上越市 川北橋橋梁修繕工事 上越市 浦川原区 六日町 ・シール充填

3 五泉市 新水橋橋梁修繕工事 五泉市 松野 ・橋梁塗装・断面修復・ひびわれ補修

4 上越地域振興局 地域整備部 一般国道253号五之橋伸縮装置取替工事 上越市 大島区 岡 ・伸縮装置取替・断面修復・ひびわれ補修

・モルタル充填・断面修復・ひびわれ補修

・含浸材塗布・伸縮装置取替

6 東京電力 湯沢発電所余水路修繕工事 南魚沼郡 湯沢町 ・グラウト材注入

7 妙高市役所 杉野沢橋他橋梁修繕工事 妙高市 関山 他 ・断面修復 等

8 上越地域振興局 地域整備部 板山スノーシェッド補修工事 上越市 大島区 板山 ・はく落部補修

9 上越市 橋梁修繕工事（西戸野橋） 上越市 西戸野 ・塗装塗替・ひび割れ補修・伸縮装置取替 等

10 南魚沼地域振興局 農林振興部 第27-1次工事（三国幹線用水路） 南魚沼市 畔地 ・FRPパネル設置

11 上越市 橋梁修繕工事（五智中島橋） 上越市 国府4丁目 ・伸縮装置取替・ひびわれ補修・塗替塗装

12 上越地域振興局 地域整備部 隧道補修工事（儀明峠トンネル、岡隧道、保倉隧道） 上越市 大島区 田麦 他 ・断面修復

13 上越市 市道上下浜線丸山橋修繕工事 上越市 柿崎区 上小野 百木 ・ひびわれ補修・水抜設置・シート系防水 等

14 十日町地域振興局 地域整備部 252号県単隧道補修三坂トンネル補修工事 十日町市 中条戊 ・裏込注入

15 柏崎地域振興局 農林振興部 古町用水路第2次工事 柏崎市 大字 古町 南下 ・表面被覆 等

16 新発田市 西ケ輪線1号　橋梁修繕工事 新発田市 大手町2丁目 ・下面増厚　スーパーホゼン式工法

17 新潟市 西部地域土木事務所 有明大橋床版G2-G4補強工事 新潟市 西区 浦山2丁目 他 ・下面増厚　スーパーホゼン式工法

コンクリート構造物 補修･補強工事実績表

5 糸魚川市 市道青海通線田海川橋修繕工事 糸魚川市 大字田海 寺地



平成28年度
発　　注　　先 工　　事　　名 地　　名 工　　　法

1 上越地域振興局 地域整備部 292号猿橋拡幅1工区猿橋橋下部工（左岸）工事 妙高市 大字 楡島 ・コンクリート面塗装（CC-B仕様） 等

2 上越市 三和区 神明町内会 神明会館ひび割れ補修他工事 上越市 三和区 神明町 ・ひびわれ注入・断面修復・含浸材塗布（リバコン） 等

3 ネクスコ東日本 北陸自動車道徳合川橋補修工事 新潟県 上越市 ・はく落防止対策・コンクリート塗装

4 上越地域振興局 地域整備部 橋梁修繕工事（横畑橋） 上越市 横畑 ・伸縮装置取替・橋面防水

5 上越市 市道大潟21号線　川北橋修繕工事 上越市 大潟区 潟守新田　 ・橋梁塗装・水抜き設置・シート系防水 等

6 上越地域振興局 地域整備部 一般国道253号県単隧道補修儀明峠トンネル覆工補修工事 上越市 大島区 田麦 ・裏込注入・炭素繊維シート・断面修復

7 上越市 橋梁修繕工事（通橋） 上越市 下野田 他 ・橋面防水・表面被覆・塗装塗替 等

8 上越地域振興局 地域整備部 一般国道253号県単隧道補修岡隧道背面空洞注入工事 上越市 大島区 岡 ・裏込注入

9 上越市 橋梁修繕工事（北代橋） 上越市 三和区 北代 ・橋面防水・断面修復

10 南魚沼地域振興局 農林振興部 用水路工第28-1次工事（三国幹線用水路） 南魚沼市 畔地 ・FRPパネル設置

11 妙高市 郷田橋　橋台調査ボーリング孔閉塞工事 妙高市 田切 ・グラウト注入

12 十日町地域振興局 地域整備部 一般国道252号県単隧道補修三坂トンネル補修工事 十日町市 中条戊 ・裏込注入 等

13 柏崎地域振興局 地域整備部 国道352号　県単橋梁維持修繕　西浦橋橋梁補修工事 刈羽郡 刈羽村 刈羽 ・断面修復 等

14 上越市 橋梁修繕工事（西山寺橋） 上越市 西山寺 ・ひび割れ補修・断面修復・橋梁塗装 等

15 三条市 福島大橋補修工事 三条市 福島新田 ・ひび割れ補修・断面修復・橋梁塗装 等

16 三条市 庄屋橋補修工事 三条市 東光寺 福島新田 ・伸縮装置設置・沓座補修・橋梁塗装 等

・シート系防水・ひび割れ補修・橋梁塗装

・下面増厚 スーパーホゼン式工法 等

18 柏崎地域振興局 地域整備部 国道352号　県単橋梁補修（補修）石地橋橋座拡幅工事 柏崎市 西山町石地 ・橋座拡幅 等

19 糸魚川市 土地改良区 七ケ村用水改修第4次工事 糸魚川市 大字釜沢 大字道平 大字田中 ・グラウト注入

20 長岡市 橋りょう修繕工事(栃尾整染陸橋) 長岡市 滝の下町 ・断面修復・表面被覆 等

17 上越市 橋梁修繕工事（松ノ木橋） 上越市 牧区 東松ノ木



平成29年度
発　　注　　先 工　　事　　名 地　　名 工　　　法

・舗装打替　・橋面防水　・断面修復

・塗装塗替　等

2 上越地域振興局 地域整備部 一般国道253号県単隧道補修（補正）儀明峠トンネル覆工補修工事 上越市 大島区 田麦 ・断面修復　・表面被覆　・炭素繊維シート　等

3 上越市 橋梁修繕工事（見返橋） 上越市 本町2丁目 ・ひび割れ補修　・表面被覆　・断面修復　等

・舗装打換　・橋面防水　・断面修復

・ひび割れ補修　・表面被覆　・橋梁塗装　等

・橋面防水　・伸縮継手　・ひび割れ補修

・沓座補修　・表面被覆　・塗装塗替　等

・道路土工　・変位制限装置　・埋設型伸縮装置

・高欄補修　・高欄塗替塗装　等

・橋面防水　・伸縮継手　・ひび割れ補修

・断面修復　・表面被覆　・高欄修繕　等

・舗装打換　・橋面防水　・橋面舗装

・断面修復　・表面含浸　・橋梁塗装　等

9 上越市 道路修繕工事（久四郎前橋） 上越市 土口 ・断面修復

10 上越市 道路修繕工事（権四郎前橋） 上越市 土口 ・断面修復

11 上越地域振興局 地域整備部 （主）上越安塚柏崎線 県単道路防災・防雪施設補修板山洞門補修工事 上越市 大島区 板山 ・ひび割れ補修　・断面修復　等

12 ネクスコ東日本 上信越自動車道　滝寺第一橋（鋼上部工）工事 上越市 滝寺 ・断面修復

13 勝蓮寺 勝蓮寺境内修繕（鐘突堂）工事 糸魚川市 根小屋 ・モルタル充填　・目地補修　

14 上越市 橋梁新設（上部工）工事　（板倉中央橋） 上越市 板倉区 針 ・コンクリート表面保護塗装（CC-B）

15 出雲崎町 井鼻橋橋りょう修繕工事 三島郡 出雲崎町 井鼻 ・断面修復　・ひび割れ補修　等

16 長岡地域振興局　農林振興部 予防治山工事 三条市 吉野屋 ・堰堤補修（モルタル充填）

・裏込注入工　・導水樋　・流末処理

・止水注入　等

18 上越地域振興局 地域整備部 県単橋梁維持修繕工事（五黄橋） 上越市 安塚区 安塚 ・断面修復

19 上越地域振興局 地域整備部 県単橋梁維持修繕工事（濁川橋） 上越市 安塚区 円平坊 ・断面修復　・ひび割れ補修　等

20 上越地域振興局 地域整備部 県単橋梁維持修繕工事（柳橋） 上越市 安塚区 和田 ・断面修復　・ひび割れ補修　等

・塗膜系防水　・ひび割れ補修　・断面修復

・含浸材塗布　等

・舗装打換　・区画線　・伸縮継手　・橋梁塗装

・ひび割れ補修　・沓座モルタル補修　等

23 上越地域振興局　地域整備部 （国）253号県単隧道補修儀明峠トンネル覆工補修工事 上越市 大島区 田麦 ・断面修復　・表面被覆　・炭素繊維シート　等

24 柏崎地域振興局　地域整備部 （主）柏崎高浜堀之内線 柏崎市 宮川 ・断面修復

25 上越地域振興局　地域整備部 253号県単隧道補修保倉隧道補修工事 上越市 浦川原区 下猪子田 ・断面修復　等

26 十日町市 市道川治関根線　栗ノ木田橋修繕工事 十日町市 関根第1 ・断面修復　・橋梁塗装　・ひび割れ補修　等

27 上越地域振興局　地域整備部 253号県単隧道補修岡隧道補修工事 上越市 大島区 大平 ・断面修復　等

28 上越地域振興局　地域整備部 253号県単隧道補修浦川原2号トンネル補修工事 上越市 安塚区 板尾 ・断面修復　等

・橋面防水　・ひび割れ補修　・表面被覆

・断面修復　・橋梁塗装　等

30 上越市 橋梁修繕工事（本郷橋） 上越市 藤巻 ・伸縮装置　・ひび割れ補修　・沓座モルタル　等

31 柏崎地域振興局　地域整備部 （国）352号県単橋梁補修（2月補正）大津橋橋座拡幅工事 柏崎市 西山町 大崎 ・沓座拡幅　等

32 柏崎地域振興局　地域整備部 （主）長岡西山線県単橋梁補修（2月補正）中向橋橋座拡幅工事 柏崎市 西山町 灰爪 ・沓座拡幅　等

29 上越市 橋梁修繕工事（新橋） 上越市 本町5丁目

1 上越市 橋梁修繕工事（観音堂下橋） 上越市 大渕

4 上越市 橋梁修繕工事（沢内橋） 上越市 名立区 平谷

上越市 五智国分

7 三条市 市道今井野新田2号線なかかいばし補修工事 三条市 直江町三丁目　川通東町

5 上越市 橋梁補修工事（梶堰橋）

6 長岡市 橋りょう修繕（安心・安全）工事　（久保田橋） 長岡市 半蔵金

8 上越市 橋梁修繕工事（馬出橋） 上越市 本町2丁目

17 十日町地域振興局　地域整備部 （国）252号防災安全（隧補）三坂トンネル補修工事 十日町市 中条戊

三条市 貝喰新田市道貝喰新田6号線赤池橋補修工事三条市21

上越市 大豆1丁目橋梁修繕工事（長恩寺橋）上越市22



平成30年度
発　　注　　先 工　　事　　名 地　　名 工　　　法

1 長岡地域振興局 地域整備部 一之貝橋　橋面床版補修工事 長岡市 一之貝 ・超速硬コンクリート打設

・路面切削　・橋面舗装　・橋面防水

・伸縮装置取替　等

・シート防水　・伸縮装置　・ひび割れ補修

・断面修復　・表面保護　等

4 上越地域振興局 地域整備部 一般県道上越糸魚川自転車道線県単橋梁補修江野橋補修工事 上越市 名立区 名立大町 ・排水施設　・断面修復（ＷＪ工）　等

5 上越東維持管理事務所 （主）上越安塚柏崎線 県単道路防災・防雪施設補修田麦洞門補修工事 上越市 大島区 田麦 ・ひび割れ補修　・断面修復　・表面含浸　等

・伸縮装置　・ひび割れ補修　・断面修復

・剥落対策　等

7 上越東維持管理事務所 （主）上越安塚柏崎線 県単道路防災・防雪施設補修板山洞門補修工事 上越市 大島区 板山 ・表面含浸　等

8 長岡地域振興局 地域整備部 見附栃尾線　県単隧道補修　楡原トンネル補修工事 長岡市 楡原 ・裏込注入　等

・裏込注入　・ひび割れ補修　・ＦＲＰメッシュ

・導水樋　等

10 長岡地域振興局 与板維持管理事務所 寺泊西山線無名橋目地修繕工事 三島郡 出雲崎町 船橋 ・モルタル充填

11 三条地域振興局 地域整備部 坂井猪子場新田県単橋梁補修（2月補正）駒掛橋補修工事 三条市 山王 ・断面修復

・ひび割れ補修　・ＦＲＰメッシュ　・表面含浸

・断面修復　・導水樋　等

13 北陸地方整備局　高田河川国道事務所 関川・姫川維持管理工事（護岸補修） 上越市 住吉町 ・モルタル注入

14 長岡市 神明橋　修繕工事 長岡市 栃尾表町 ・断面修復

15 北陸地方整備局　長岡国道事務所 南魚沼市民会館消雪施設撤去工事 南魚沼市民会館 ・送水管閉塞（モルタル注入）

16 新潟地域振興局　新津地域整備部 一般国道290号　防災安全（橋補）岩見橋補修工事 五泉市 上木越 ・表面含浸工（リバコン）

17 南魚沼市 神保橋　橋梁修繕工事 南魚沼市 君帰 ・断面修復

18 原黒農地・水・環境保全会 原黒ファームポンド目地補修工事 佐渡市 原黒 ・ＤＦＴジョイント（Ｗ＝140）

19 上越東維持管理事務所 （国）253号　県単隧道補修　儀明峠トンネル覆工補修工事 上越市 大島区 田麦 ・裏込注入　・断面修復　・FRPメッシュ

20 南魚沼地域振興局　地域整備部 （主）塩沢大和線　県単橋梁補修（2月補正）深沢橋補修工事 南魚沼市 深沢 ・橋梁塗装

21 十日町地域振興局　地域整備部 （国）252号防災安全（隧補）三坂トンネル補修工事 十日町　中条戊 ・裏込注入

22 長岡地域振興局　地域整備部 （国）351号他　県単橋梁補修大野大橋他4橋断面補修工事 長岡市 栃尾大野　他 ・断面修復　・ひび割れ補修　等

23 上越地域振興局　地域整備部 一般国道292号猿橋拡幅1工区猿橋橋右岸下部工工事 妙高市 大字 東関 ・目地充填　・ひび割れ補修　・含浸材（リバコン）

24 新潟地域振興局　新津地域整備部 一般国道290号　防災安全（橋補）猿和田高架橋補修工事 五泉市 猿和田 ・表面含浸工（リバコン）

25 南魚沼地域振興局　地域整備部 （-）田沢小栗山線 県単橋梁維持修繕　橋梁修繕工事（第二、第三弓川橋） 南魚沼市 小栗山 ・断面修復　・ひび割れ補修

26 上越地域振興局　地域整備部 （主）高田停車場線 県単橋梁補修（2月補正）新幸橋　橋梁補修工事 上越市 西城町3丁目 ・伸縮継手

27 上越市 橋梁修繕工事（坪山川橋） 上越市 名立区 坪山 ・ひび割れ充填　等

28 上越東維持管理事務所 第一太原橋補修工事 上越市 大島区 上達 ・断面修復

29 上越市 橋梁修繕工事（無名橋294号、295号、296号、307号） 上越市 長浜　等 ・断面修復

30 柏崎地域振興局　地域整備部 （国）252号県単橋梁補修（2月補修）早瀬橋補修工事 柏崎市 高柳町岡田 ・伸縮装置　・断面修復　・含浸材　・高欄取替

31 長岡地域振興局 与板維持管理事務所 （-）寺泊西山線　無名橋橋台取付部目地補修工事 三島郡 出雲崎町 大字 船橋 ・発砲ウレタン注入

32 新潟地域振興局　新津地域整備部 290号県単橋梁補修（2月補正）有明橋補修工事 五泉市 上木越 ・断面修復　・表面含浸

33 長岡地域振興局　地域整備部 （国）404号他県単橋梁補修親沢橋他7橋断面補修工事 長岡市 親沢　他 ・ひび割れ補修　・断面修復

34 佐渡市 長江2号橋　橋梁修繕工事 佐渡市 長江 ・スーパーホゼン式工法　・断面修復　等

35 長岡地域振興局　地域整備部 （-）栃尾田井線　防災安全（橋補）翁橋支承・床版等補修工事 長岡市 小貫 ・支承補修　・床版補修　等

36 上越市 橋梁修繕工事（竹ノ橋） 上越市 諏訪 ・ひび割れ補修　・表面含浸

37 上越地域振興局　地域整備部 （－）上越糸魚川自転車道線県単橋梁補修（2月補正）江野橋補修工事 上越市 名立区名立大町 ・排水施設　・断面修復（ＷＪ工）　等

6 上越市 橋梁修繕工事（郷清水誇道橋） 上越市 中郷区 藤沢

2 上越市 橋梁修繕工事（竹ノ橋） 上越市 諏訪

3 上越市 橋梁修繕工事（濁沢橋） 上越市 名立区 濁沢

長岡地域振興局　地域整備部 （主）長岡栃尾巻線　県単隧道補修　梨ノ木トンネル補修工事 長岡市 九川12

9 十日町地域振興局　地域整備部 管内一円県単隧道補修トンネル補修（その6）工事 十日町市 大白倉寅



平成31年度　令和元年度
発　　注　　先 工　　事　　名 地　　名 工　　　法

1 北陸地方整備局　高田河川国道事務所 平成30年度 早川橋 橋梁補修工事 糸魚川市 梶屋敷 ・スーパーホゼン式工法

2 新潟地域振興局　新津地域整備部 （主）新潟村松三川線防災安全（橋補）田川内橋補修工事 五泉市 小面谷 ・表面含浸（リバコン）・ひび割れ補修　等

3 長岡地域振興局　地域整備部 （一）栃尾田井線防災安全（橋補）翁橋伸縮装置取替工事 長岡市 小貫 ・伸縮継手装置

4 上越市 交道修第30-1-54-A1-2-3号　橋梁修繕工事（高土橋） 上越市 高土1丁目 他 ・伸縮継手・現場塗装工　等

5 上越地域振興局　地域整備部 国292号猿橋拡幅3工区　長沢原橋下部工工事 妙高市 長沢原 ・表面含浸（リバコン）

6 南魚沼地域振興局　地域整備部 一級河川十二沢川広域河川一級（防災安全）橋梁補修工事 南魚沼市 六日町 ・断面修復

7 上越市 交道修第30-14-54-A1-2-2号　平成30年度橋梁修繕工事（須田橋） 上越市 名立区 田野上 ・橋梁塗装・伸縮継手補修　等

8 長岡地域振興局　地域整備部 （主）見附栃尾線　県単隧道補修楡原トンネル補修工事 長岡市 楡原 ・裏込注入・FRPメッシュ・導水樋　等

9 ネクスコ東日本 上信越自動車道　上越舗装工事（山川橋） 妙高市 関山～上越市 岩木 ・はく落対策（RTワンガード）

10 上越市 交道修第30-8-54-A1-2-4号　橋梁修繕工事（城野腰橋） 上越市 頸城区 松橋 ・現場塗装・断面修復　等

11 上越市 公五修第31-1号　交通公園ゴーカートコース橋梁修繕工事 上越市 五智6丁目 ・断面修復・ひび割れ補修　等

12 長岡地域振興局　与板維持管理事務所 一般県道出雲崎柿の木小島谷線（藤巻橋） 三島郡 出雲崎町 ・目地補修（発泡ウレタン）

13 上越地域振興局　地域整備部 国292号猿橋拡幅3工区　長沢原橋下部工工事 妙高市 長沢原 ・表面含浸（リバコン）

14 南魚沼地域振興局　地域整備部 国道291号県単道路防災防雪施設補修　坂戸覆工修繕工事 南魚沼市 坂戸 ・断面修復

15 上越市 林道南葉山線　桂吹橋2号修繕工事 上越市 名立区 瀬戸 ・表面含浸（リバコン）・断面修復　等

16 上越市 林道南葉山線　片桟橋修繕工事 上越市 名立区 瀬戸 ・表面含浸（リバコン）・断面修復　・橋面防水　等

17 上越東維持管理事務所 一般県道菖蒲棚岡線　三竹沢橋伸縮装置取替工事 上越市 大島区 牛ケ鼻 ・伸縮装置

18 長岡市 橋梁撤去（安心安全）工事（月見橋） 長岡市 半蔵金 ・上部工撤去・防護柵　等

19 新潟地域振興局　新津地域整備部 （一）下戸倉五泉線 県単橋梁補修（補修）高橋補修工事 五泉市 上戸倉 ・ひび割れ補修・表面含浸（リアルメンテ）

20 上越東維持管理事務所 一般国道405号　落田橋他1橋橋梁補修工事 上越市 牧区 落田 ・断面修復

21 長岡市 トンネル修繕工事（金山、高龍トンネル) 長岡市 蓬平町　 ・FRPメッシュ・ひび割れ補修　等

22 十日町土地改良区 中条下島地区送水管布設工事 十日町市 中条 ・既設管閉塞（エアーミルク充填）

23 柏崎地域振興局　地域整備部 一般国道352号　県単橋梁補修（補修）石地橋補修工事 柏崎市 西山町 石地 ・伸縮装置・橋面防水・表面被覆　 等

24 柏崎地域振興局　地域整備部 （国）252号防災安全（公共橋補）早瀬橋床版下面補修工事 柏崎市 高柳町岡田 地内 ・ひび割れ補修　・表面含浸（プロテクトシルCIT)　等

25 南魚沼地域振興局　農林振興部 魚野川東部地区　用水施設第31-5次工事 南魚沼市 茗荷沢・山崎新田 ・DFTジョイント設置（W=140）

26 長岡地域振興局　地域整備部 （主）長岡栃尾巻線防災安全（橋補）二日町橋支承等取替工事 長岡市 熊袋 地内 ・断面修復　・排水施設　等

27 長岡地域振興局　農林振興部 平成31年度　第31-2次工事（大江用水路） 見附市 宮之原町　　　見附市 河野町　地内 ・FRPM板取付（QP2パネル）　等

28 上越市 交道修第31-54-A1-4-3号 橋梁修繕工事（名立橋） 上越市 名立区名立大町 地内 ・伸縮装置取替　・橋梁用防護柵　等

29 南魚沼市 八幡橋橋梁修繕工事（長寿命化） 南魚沼市 八幡 地内 ・断面修復

30 北陸農政局関川用水農業水利事業所 中江幹線用水路補修（その2）工事 新潟県 上越市 板倉区 針 地内　他 ・FRPM板取付（QP2パネル）　等

31 阿賀野市 小里曽郷線ほか橋梁修繕工事 阿賀野市 猫山ほか 地内 ・断面修復　等

32 関川水系土地改良区 用水路目地補修工事（子安用水路） 上越市 大日 地内 ・DFTジョイント設置（W=100）


