
№ 発注官庁 路線 施工場所 施工㎡数 施工年度

1 試験施工 北陵GRC 工業（株）　１ 2 平成12年度

2 試験施工 北陵GRC 工業（株）　２ 5 平成12年度

3 試験施工 北陵GRC 工業（株）　３ 4 平成13年度

4 民間 千歳市内個人宅　１ 36 平成15年度

5 民間 試験施工 千歳市内個人宅　２ 4 平成16年度

6 試験施工 北陵GRC 工業（株）　４ 4 平成16年度

7 試験施工 千歳市上長都市道 4 平成17年度

8 北海道　雨竜町 雨竜町内バス停下部 6 平成17年度

9 留萌土現　羽幌出張所 上羽幌停線 ガードケーブル 125 平成17年度

山形県土木　天童市 県道２４号 その1 ガードレール 400 平成17年度

山形県土木　天童市 県道２４号 その2 ガードレール 200 平成1７年度

11 札幌土現　長沼出張所 栗沢南幌線 防雪柵 294 平成18年度

12 札幌土現　長沼出張所 栗沢南幌線 防雪柵 522 平成19年度

13 札幌土現　長沼出張所 栗沢南幌線 防雪柵 375 平成20年度

14 札幌土現　長沼出張所 栗山北広島線 防雪柵 365 平成20年度

15 札幌土現　長沼出張所 栗山北広島線 防雪柵 86 平成20年度

16 札幌土現　長沼出張所 江別長沼線 防雪柵 184 平成20年度

17 札幌土現　長沼出張所 江別長沼線 防雪柵 135 平成20年度

18 札幌土現　長沼出張所 江別長沼線 防雪柵 49 平成20年度

19 開発局　旭川道路事務所 R 237　旭川 道路法面 140 平成20年度

20 富山県　南砺市 市道二日町広安線 道路法面 220 平成20年度

21 農林水産省関東農政局 松潟堰管理所周辺整備 道路法面 25 平成20年度

22 富山県　南砺市 市道二日町広安線 道路法面 120 平成21年度

23 北海道電力 札幌市内 鉄塔下 25 平成21年度

24 北海道電力 浜頓別 敷地法面 22 平成21年度

25 札幌土現　長沼出張所 栗山北広島線 防雪柵 184 平成21年度

26 札幌土現　長沼出張所 栗山北広島線 防雪柵 650 平成21年度

27 札幌土現　長沼出張所 江別長沼線 防雪柵 170 平成21年度

28 福島県　いわき市 いわき石川線 道路法面（ガードレール） 365 平成21年度

29 農林水産省関東農政局 渡良瀬川韮川改修 用水路法面工事 4,100 平成21年度

30 農林水産省関東農政局 渡良瀬川韮川改修 用水路法面工事 3,500 平成22年度

31 NEXCO西日本 第二京阪道路 橋脚下の防草工事 6,149 平成22年度

32 札幌建設管理部長沼出張所 栗山北広島線 防雪柵 410 平成22年度

33 札幌建設管理部長沼出張所 栗山北広島線 防雪柵 70 平成22年度

34 札幌建設管理部長沼出張所 江別長沼線 防雪柵 68 平成22年度

35 札幌建設管理部長沼出張所 江別長沼線 防雪柵 58 平成22年度

36 留萌建設管理部事業課 増毛稲田線 防雪柵 30 平成22年度

37 札幌建設管理部長沼出張所 江別長沼線 防雪柵 70 平成23年度

38 札幌建設管理部長沼出張所 江別長沼線 防雪柵 50 平成23年度

39 函館建設管理部　事業課 茂辺地インター線 道路路肩 45 平成23年度

40 民間 麻布北見病院 法面工事 200 平成23年度
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41 札幌建設管理部長沼出張所 栗山北広島線 防雪柵 246 平成23年度

42 札幌建設管理部当別出張所 当別浜益港線 ガードケーブル・レール 80 平成23年度

43 札幌建設管理部長沼出張所 栗山北広島線 防雪柵 176 平成24年度

44 函館建設管理部　事業課 赤川函館線 道路法面 20 平成24年度

45 北海道電力 北広島市内 配電塔施設階段下 20 平成24年度

46 小樽建設管理部余市出張所 野塚婦美線 防雪柵 1,150 平成24年度

47 福島県　いわき市 いわき石川線 道路法面（ガードレール） 200 平成24年度

48 岩手県盛岡広域振興局土木部 木賊川改良工事 道路法面 102 平成24年度

49 北海道開発局 湧別　東２線 防雪柵 20 平成25年度

50 鉄道・運輸機構 東北新幹線 橋脚下用水路法面 50 平成25年度

51 帯広建設管理部鹿追出張所 帯広新得線 防雪柵 372 平成25年度

52 帯広建設管理部鹿追出張所 帯広新得線 防雪柵 55 平成26年度

53 鉄道・運輸機構 東北新幹線 橋脚下用水路法面 2,325 平成26年度

54 いわき建設事務所 道路橋梁整備 道路法面 600 平成26年度

55 民間 ソーラー発電施設外構 法面 410 平成26年度

56 民間 商業施設外構 法面 305 平成26年度

57 山梨県土木 内線停車線 歩道法面 111 平成27年度

58 民間（静岡県） ソーラー発電施設 調整池の法面 120 平成27年度

59 ＪＲ東日本 道路橋梁整備 法面整備 141 平成27年度

60 福島県　いわき市 常磐湯本地区 第四次造成工事 100 平成27年度

61 民間（郡山市） 一般住宅 外構工事 120 平成27年度

62 小樽建設管理部余市出張所 岩内洞爺線 中央分離帯 106 平成27年度

63 室蘭建設管理部洞爺出張所 美和豊浦線 道路端部（法面） 80 平成27年度

64 ＪＲ東日本 常磐線山元地区 法面整備 340 平成27年度

65 ＪＲ東日本 常磐線山元地区 法面整備 2,600 平成27年度

66 稚内建設管理部　事業課 稚内豊富線 防雪柵 168 平成28年度

67 留萌建設管理部羽幌出張所 稚内天塩線 防雪柵 101 平成28年度

68 福知山河川国道事務所 由良川中流護岸工事 法面整備 316 平成28年度

69 帯広建設管理部　事業課 八千代帯広線 防雪柵 161 平成28年度

70 帯広総合振興局 新得中央第２地区 防雪柵 452 平成28年度

71 小樽建設管理部真狩出張所 岩内洞爺線 中央分離帯 150 平成28年度

72 釧路建設管理部中標津出張所 川北中標津線 防雪柵 57 平成28年度

73 帯広建設管理部足寄出張所 北見白糠線 防雪柵 45 平成28年度

74 流山区画整理事務所 運動公園周辺地区 調整池法面 321 平成28年度

75 水資源機構美濃加茂事務所 山之内開水路法面 法面 2,697 平成28年度

76 東北電力 沢変電所擁壁修繕 法面 1,200 平成28年度

77 福島県県南建設事務所 復興公営住宅整備（鬼越） 法面整備 1,000 平成28年度

78 UR都市機構 陸前高田市震災復興事業 法面整備 40 平成28年度

79 民間（白河市） 工場敷地内法面 法面整備 86 平成28年度

80 UR都市機構 宮古市鍬ケ崎・光岸地地区 法面整備 90 平成28年度

81 茨城県県西農林事務所 七郷中川二期地区 法面整備 72 平成28年度
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82 稚内建設管理部事業課 稚内豊富線１工区 防雪柵 220 平成29年度

83 稚内建設管理部事業課 稚内豊富線２工区 防雪柵 180 平成29年度

84 留萌建設管理部羽幌出張所 稚内天塩線 防雪柵 160 平成29年度

85 北海道　士幌町 士幌町基線 防雪柵 40 平成29年度

86 民間 十勝管内 防雪柵　事故補修 10 平成29年度

87 北海道　札幌市 札幌市白石中央線 歩道部法面 105 平成29年度

88 北海道　札幌市 南区 道路・民有地境界部 100 平成29年度

89 民間 苫小牧地区 法面 10 平成29年度

90 民間 苫小牧地区 中央分離帯 40 平成29年度

91 埼玉県　さいたま市 浦和東部地区 法面 115 平成29年度

92 民間 石川県民有地 施設法面 300 平成29年度

93 民間 陸前高田市民有地 法面 45 平成29年度

94 民間 岩手県紫波町 法面 40 平成29年度

95 民間 青森市 法面 5 平成29年度

96 兵庫県　猪名川町 総合公園内 法面 40 平成29年度

97 兵庫県　猪名川町 町道 法面 175 平成29年度

98 民間 白鳥団地 造成工事法面 210 平成29年度

99 民間 白河市内 法面 15 平成29年度

100 民間 岩手県 法面 60 平成29年度

101 民間 宮城県 法面 40 平成29年度

102 小樽建設管理部蘭越出張所 磯谷蘭越線 防雪柵 430 平成29年度

103 十勝総合振興局 新得中央 防雪柵 172 平成29年度

104 北海道開発局 滝野すずらん公園 施設内標識下（試験施工） 12 平成29年度

105 留萌建設管理部羽幌出張所 稚内天塩線 防雪柵 184 平成30年度

106 留萌建設管理部羽幌出張所 稚内天塩線 防雪柵 123 平成30年度

107 留萌建設管理部羽幌出張所 稚内天塩線 防雪柵 85 平成30年度

108 帯広建設管理部事業課 八千代帯広線 防雪柵 43 平成30年度

109 帯広建設管理部事業課 八千代帯広線 防雪柵 460 平成30年度

110 十勝総合振興局 佐幌３号線 防雪柵 24 平成30年度

111 十勝総合振興局 新得中央第２地区 防雪柵 660 平成30年度

112 帯広建設管理部足寄出張所 清水谷足寄線 防雪柵 42 平成30年度

113 北海道士幌町 士幌町基線 防雪柵 40 平成30年度

114 民間（利府町） しらかし台開発 法面 1,536 平成30年度

115 稚内建設管理部事業課 稚内空港線 防雪柵 169 平成30年度

116 UR都市機構 宮古市鍬ケ崎・光岸地地区 法面 185 平成30年度

117 北海道上ノ国町 扇石木ノ子線 海岸法面 197 平成30年度

118 福島県伊達市 新堀川 用水路法面 638 平成30年度

119 苫小牧港管理組合 中央南ふ頭幹線 中央分離帯 144 平成30年度

120 福島県県北建設事務所 国道459号 歩道法面 38 平成30年度
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121 宮城県気仙沼土木事務所 大島浪板線 法面 530 平成31年度

122 民間（六ヶ所村） 石油備蓄基地 法面 83 令和1年度

123 小樽建設管理部蘭越出張所 磯谷蘭越線 防雪柵 337 令和1年度

124 青森県中南地域県民局 吹上金屋黒石線 法面 66 令和1年度

125 苫小牧港管理組合 晴海ふ頭幹線 中央分離帯 322 令和1年度

126 苫小牧港管理組合 勇払ふ頭幹線 中央分離帯 61 令和1年度

127 帯広建設管理部 清水谷足寄線 防雪柵 31 令和1年度

128 稚内建設管理部 稚内空港線 法面 36 令和1年度

129 民間（常滑市） 中部国際空港 法面 416 令和1年度

130 民間 長野市 法面 42 令和1年度

131 十勝総合振興局 佐幌3号線 法面 56 令和1年度

132 青森県中南地域県民局 弘前環状線 法面 346 令和1年度

133 宮城県気仙沼土木事務所 大島浪板線 法面 200 令和1年度

134 帯広建設管理部 北見白糠線 法面 98 令和1年度

135 山梨県富士・東部建設事務所 四日市場上野原線 法面 540 令和1年度

136 稚内建設管理部 稚内空港線 法面 36 令和1年度

137 岩手県沿岸広域振興局 大船渡広田陸前高田線 法面 61 令和1年度

138 長野県大町建設事務所 白馬岳大町線 法面 120 令和1年度

139 宮城県気仙沼土木事務所 大島浪板線 法面 561 令和2年度

140 宮城県気仙沼土木事務所 大島浪板線 法面 222 令和2年度

141 民間 長野市内 法面 36 令和2年度

142 長野県長野地域振興局 川田長原地区 かんがい施設 376 令和2年度

143 ＪＲ東日本 中央本線酒折～甲府間 法面 790 令和2年度

144 ＪＲ東日本 中央本線穴山～日野間 法面 120 令和2年度

145 神奈川県横浜市役所 環状3号線 法面 85 令和2年度

146 苫小牧港管理組合 中央南ふ頭幹線 中央分離帯 430 令和2年度

147 苫小牧港管理組合 勇払ふ頭幹線 中央分離帯 841 令和2年度

148 福島県伊達市役所 新堀川 用水路法面 520 令和2年度

149 福島県南相馬市役所 浦尻地区 農道法面 205 令和2年度

150 民間 全国 通信基地局 1,440 令和2年度

151 帯広建設管理部 帯広市内 防雪柵 311 令和2年度

152 民間 全国 通信基地局 1,350 令和2年度

153 民間 松原市内 法面 7 令和2年度

154 長野県長野市役所 平柴配水池 法面 50 令和2年度

155 民間 仙台市内 10 令和2年度

156 民間 石巻市内 60 令和2年度

157 群馬県 下仁田安中鞍渕線 法面 168 令和2年度

158 九州地方整備局遠賀川河川事務所 西川右岸部護岸 裏法面 1,600 令和2年度

159 NEXCO西日本 山陽道（姫路市内） 法面 120 令和2年度

160 ＪＲ東海 中央新幹線伊那山地トンネル 法面 49 令和2年度
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161 北海道開発局国営滝野すずらん丘陵公園事務所 国立民族共生公園 ベンチ足元 50 令和2年度

162 北海道開発局国営滝野すずらん丘陵公園事務所 国立民族共生公園 ベンチ足元 26 令和2年度

163 JR東日本 中央本線猿橋駅 法面 365 令和2年度

164 JR東日本 中央本線甲府～竜王間 法面 260 令和2年度

165 福島河川国道事務所 伏黒桑折地区 法面 158 令和2年度

166 流山区画整理事務所 運動公園周辺地区 調整池法面 672 令和2年度

167 民間 全国 通信基地局 2,250 令和2年度

168 長野県佐久建設事務所 耳取三岡（停）線 法面 270 令和2年度

169 帯広建設管理部 北見白糠線 防雪柵 44 令和2年度

170 帯広建設管理部 戸蔦橋補修工事外 防雪柵 547 令和2年度

171 九州地方整備局遠賀川河川事務所 西川右岸部 裏法面 1,806 令和3年度

172 長野県伊那建設事務所 車屋大久保線 法面 165 令和3年度

173 民間 下條村内 法面 147 令和3年度

174 長野県佐久建設事務所 川上佐久線 法面 30 令和3年度

175 民間 全国 通信基地局 28 令和3年度

176 民間 札幌市内 宅地外構 15 令和3年度

177 稚内建設管理部 抜海港線外局改工事 防雪柵 62 令和3年度

178 北海道士幌町役場 士幌幹線道路防災工事 防雪柵 18 令和3年度

179 帯広建設管理部 清水大樹線改良工事 防雪柵 45 令和3年度

180 九州地方整備局遠賀川河川事務所 若松地区外堤防 裏法面 4,040 令和3年度

181 JR西日本 福塩線横尾～神辺間 法面 165 令和3年度

182 JR東日本 中央本線猿橋駅 法面 115 令和3年度

183 苫小牧港管理組合 勇払ふ頭・晴海埠頭幹線 中央分離帯 1,433 令和3年度

184 青森県田舎館村役場 高田黒石線 法面 190 令和3年度

185 民間 福島県伊達市内 法面 78 令和3年度

186 長野県長野地域振興局 川田長原地区 かんがい施設 90 令和3年度

187 宍道湖西岸農地整備事業所 布崎団地区画整理 法面 10 令和3年度

188 宮城県気仙沼土木事務所 大島浪板線 法面 270 令和3年度

189 民間 全国 通信基地局 72 令和3年度

190 青森県西北地域県民局 国道101号 法面 164 令和3年度

191 長野県長野市役所 平柴配水池 法面 34 令和3年度

192

193

194

195

196

197

198

199

200

※令和3年12月までの納入数量です。

マルチマット施工実績

　　(5) 北陵ジー・アール・シー工業（株）


