
　　　　　　　　　　表面保護工法
（リハビリ被覆工法・プロコンガードシステム）　　　　施工実績

工事名称 発注者 対象構造物 施工場所 劣化要因 工法名 備考

1 平成25年度
H25馬土　国道492号　美・穴吹中
瀬　橋梁修繕工事（中瀬橋）

徳島県 橋梁上部工・下部工 徳島県 ASR・中性化 プロコンガードシステム 低圧注入・断面修復・表面被覆

2 平成25年度
特構第20-15号・20-16号和食川特
定構造物改築工事

高知県安芸土
木事務所 函渠 高知県 塩害 プロコンガードシステム 低圧注入・断面修復・表面被覆

3 平成25年度 世羅町橋梁補修工事（2工区） 世羅町  橋梁上部工・下部工 広島県 中性化　 プロコンガードシステム
リハビリ被覆工法（RVウエットメント） 表面被覆工・断面修復

4 平成25年度
豊橋・西小坂井間平井前橋りょう
橋けた修繕工事

民間
鉄道橋
　主桁

愛知県 塩害 プロコンガードシステム 低圧注入工・表面被覆工・断面修復工

5 平成25年度 日御碕補修工事（試験施工） 試験施工 橋梁上部工・下部工 島根県 ＡＳＲ プロコンガードシステム ASR対策　ひび割れ注入・表面被覆

6 平成26年度
H26阿土　阿南那賀川線　阿南・那
賀川橋梁修繕工事

徳島県 橋梁上部工・下部工 徳島県 中性化　 プロコンガードシステム 低圧注入・断面修復・表面被覆

7 平成26年度
防交橋第45号の２(主)西条久万線
橋梁補修工事(防災安全)

愛媛県 橋梁上部工・下部工 愛媛県 塩害・中性化 プロコンガードシステム 低圧注入・表面被覆

8 平成26年度
平成26年度　仁頂寺垣内橋・大出
橋・清水山添橋補修工事

猪名川町 橋梁上部工・下部工 兵庫県 塩害・中性化 プロコンガードシステム 低圧注入・表面被覆

9 平成26年度 西河原橋補修工事 兵庫県 橋梁上部工・下部工 兵庫県 塩害・中性化 プロコンガードシステム 低圧注入・表面被覆

10 平成26年度 中又橋補修工事 恩納村 橋梁上部工・下部工 沖縄県 塩害 プロコンガードシステム 低圧注入工・表面被覆

11 平成26年度 長浜橋補修工事 恩納村 橋梁上部工・下部工 沖縄県 塩害 プロコンガードシステム 低圧注入工・表面被覆

12 平成26年度
特構第1-4号和食川特定構造物改
築工事

高知県安芸土
木事務所 函渠 高知県 塩害 プロコンガードシステム 低圧注入工・表面被覆

13 平成26年度 中央本線 薮原・宮ノ越間（下り）新第４木曽川橋りょう名古屋
方橋脚補修工事(亜硝酸リチウム高圧注入工の試験施工) 民間 橋梁上部工・下部工 長野県 塩害・中性化 プロコンガードシステム 表面被覆・断面修復

14 平成26年度
国道５３号那岐大橋外橋梁補修工
事

鳥取県 橋梁上部工・下部工 鳥取県 塩害・中性化 プロコンガードシステム 表面被覆工

15 平成26年度 社会資本整備総合交付金事業市道青海１号線外２線(青海１
号線１号橋外２橋)道路整備工事(橋梁修繕) 香川県 橋梁上部工・下部工 香川県 塩害・中性化 プロコンガードシステム 表面被覆工

16 平成26年度
国道431号(樋口橋)外橋梁補修工
事(交付金)(経済対策)

鳥取県 橋梁上部工・下部工 鳥取県 中性化　 プロコンガードシステム 表面被覆工

17 平成26年度
国際拠点港湾広島港(宇品地区)
第一桟橋補修工事

広島県
橋梁
　橋脚
　ひび割れ注入10ｍ　断面修復4㎡

広島県 塩害 プロコンガードシステム
リハビリカプセル・表面被覆工・断面修
復

18 平成26年度
防交橋107号の１(国)378号橋梁補
修工事(防災安全)

愛媛県 橋梁上部工・下部工 愛媛県 塩害・中性化 プロコンガードシステム 表面被覆

19 平成26年度
道路交金　第0120014-001号　鳥栖朝倉
線道路整備交付金工事(橋梁補修工)

佐賀県東部土
木事務所 橋梁上部工・下部工 佐賀県 塩害・中性化 プロコンガードシステム 表面被覆



　　　　　　　　　　表面保護工法
（リハビリ被覆工法・プロコンガードシステム）　　　　施工実績

工事名称 発注者 対象構造物 施工場所 劣化要因 工法名 備考

20 平成26年度
道路防災施設修繕工事(防災・安
全交付金)

福井県 ストーンガード 福井県 塩害・中性化 プロコンガードシステム 表面被覆

21 平成26年度
26防安交第1-25-2号　橋梁補修
工事(久根下橋)

茨城県 橋梁上部工 茨城県 中性化　 プロコンガードシステム 表面被覆

22 平成26年度
一般県道精進湖畔線屋敷橋補修
工事(明許)

山梨県 橋梁上部工・下部工 山梨県 中性化　 プロコンガードシステム 表面被覆

23 平成27年度
（一）三田黒石線　砂郷橋橋梁補
修工事

兵庫県 橋梁　上部工・下部工 兵庫県 中性化 プロコンガードシステム 表面被覆工

24 平成27年度
(主)斐川―畑大社線　灘橋　防災
安全交付金(橋梁修繕)工事その2

島根県 橋梁上部工・下部工 島根県 塩害・中性化 プロコンガードシステム ＡＳＲ・表面被覆

25 平成27年度 ２７年度第2屋仁橋橋梁補修 鹿児島県 橋梁（橋台橋脚） 鹿児島県 ASR プロコンガードシステム カプセル・断面修復・表面被覆

26 平成27年度
あすか野南１号橋予防保全補修
工事

生駒市 橋台 奈良県 中性化 プロコンガードシステム
カプセル・低圧注入・断面修復・表面被
覆

27 平成27年度 オサワ構内第3ヌタポマイ沢B修繕 民間 橋梁上部工・下部工 北海道 中性化 プロコンガードシステム 表面被覆

28 平成27年度
一般県道三次江津線外道路災害
防除工事（橋梁補修）

広島県 橋梁　上部工・下部工 広島県 中性化 プロコンガードシステム 断面修復・表面被覆

29 平成27年度
一般県道浜田仁保線（仁保橋）補
修工事（26-1）

広島県 橋梁　上部工 広島県 中性化 プロコンガードシステム 断面修復・表面被覆

30 平成27年度
一般国道３０４号　県単橋りょう補
修工事（高落橋）

石川県 橋梁上部工・下部工 石川県 塩害・中性化 プロコンガードシステム
リハビリ被覆工法（アイゾール） 断面修復・表面被覆

31 平成27年度 鬼北町庁舎改修工事 鬼北町 庁舎外壁 愛媛県 中性化 プロコンガードシステム 低圧注入・表面含浸・断面修復

32 平成27年度 玉虫橋維持補修工事 大牟田市役所 橋梁　上部工・下部工 福岡県 中性化 プロコンガードシステム
リハビリ被覆工法（アイゾール） 低圧注入・断面修復・表面被覆

33 平成27年度 元町港船客待合所基礎補修工事 東京都 擁壁 東京都 塩害・中性化 プロコンガードシステム 表面含浸・断面修復

34 平成27年度
広島工業大学　図書館南面外壁・
ｻｯｼ改修工事

広島工業大学 校舎外壁 広島県 中性化 プロコンガードシステム 表面被覆

35 平成27年度 校舎（中央棟）外壁改修工事 民間 校舎外壁 広島県 中性化 プロコンガードシステム 表面被覆

36 平成27年度
香月小学校北側校舎耐震補強・改
修工事

鹿児島市 校舎外壁 鹿児島県 中性化 プロコンガードシステム 表面被覆

37 平成27年度
国道４３１号（樋口橋）外橋梁補修
工事（防災安全交付金）

鳥取県 橋梁上部工・下部工 鳥取県 中性化　 プロコンガードシステム 表面被覆工

38 平成27年度
主要地方道　馬木八本松線　ほか
道路災害防除（橋梁補修）工事

広島県 橋梁　上部工・下部工 広島県 中性化 プロコンガードシステム
リハビリ被覆工法（アイゾール） 低圧注入・断面修復・表面被覆
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39 平成27年度
重井田地区洪水吐静水池補強工
事

長崎県 水路 長崎県 ＡＳＲ プロコンガードシステム 低圧注入・断面修復・表面被覆

40 平成27年度
小富士加布線（弁天橋）橋梁補修
（６工区）工事

福岡県 橋梁　上部工・下部工 福岡県 塩害 プロコンガードシステム
リハビリ被覆工法（アイゾール） ＡＳＲ・断面修復・表面被覆

41 平成27年度
寝屋川南部地下河川　今川立杭
補修工事

大阪府 立坑内壁 大阪府 ASR プロコンガードシステム 低圧注入・断面修復・表面被覆

42 平成27年度
世羅町甲山農村環境改善センター
北側外廊下側壁等修繕工事

世羅町 建屋外廊下側壁 広島県 中性化 プロコンガードシステム 低圧注入・断面修復・表面被覆

43 平成27年度
西建維橋補第1号 市道大保木5号
線雨乞谷橋橋梁補修工事

西条市 橋梁上部工・下部工 愛媛県 塩害・中性化 プロコンガードシステム 表面被覆工

44 平成27年度
東品川第2洞道(品545D)躯体補修
工事

民間 洞道 東京都 塩害 プロコンガードシステム 表面被覆

45 平成27年度
南横浜洞道　南28D～中150D洞
道補修工事

東京電力株式会社トンネル 神奈川県 塩害 プロコンガードシステム
表面被覆

46 平成27年度 平井前橋梁ＡＳＲ 民間 橋梁上部工・下部工 愛知県 塩害・中性化 プロコンガードシステム カプセル・表面被覆

47 平成27年度
平成２７年度　交安百済赤部線
既設函渠改良工事

広陵町 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 奈良県 中性化
プロコンガードシステム

リハビリ被覆工法
カプセル・低圧注入・断面修復・表面被
覆

48 平成27年度
平成27年度 大洲管内橋梁補修
他 工事

国土交通省四
国地整 橋梁　上部工・下部工 愛媛県 ＡＳＲ

プロコンガードシステム
リハビリ被覆工法 低圧注入・表面被覆

49 平成27年度
平成27年度 万代橋外3橋長寿命
化修繕工事

東かがわ市 橋梁上部工・下部工 香川県 ＡＳＲ
プロコンガードシステム

リハビリ被覆工法 断面修復・表面被覆

50 平成27年度
平成27年度防安地橋大第40号
橋梁補修工事

大分県 橋梁上部工・下部工 大分県 塩害・中性化
プロコンガードシステム

リハビリ被覆工法 低圧注入・表面被覆

51 平成27年度
豊橋・西小坂井間平井前橋りょう
橋けた修繕工事

民間
鉄道橋
　主桁

愛知県 塩害 プロコンガードシステム カプセル・表面被覆

52 平成27年度
防補交橋第9号の１他(一)石鎚伊予小松
停車場線　他　橋りょう補修工事

大分県 橋梁上部工・下部工 大分県 中性化 プロコンガードシステム 表面被覆工

53 平成28年度 (防災・安全社会資本整備交付金）県道汐木洲崎詫間線（洲
崎橋）道路整備工事（橋梁補修）

香川県西讃
土木事務所

橋梁（橋台橋脚） 香川県 ASR プロコンガードシステム
リハビリシリンダー工法、プロコン
ガードシステム

54 平成28年度
一般国道382号橋梁補修工事
（根緒大橋）

長崎県対馬
振興局

橋梁(上部工) 長崎県 ASR プロコンガードシステム
リハビリシリンダー工法、プロコン
ガードシステム

55 平成28年度
橋梁保全第9901010-007号国道４４４号
道路橋りょう保全工事（橋梁補修工）

佐賀県　佐賀
土木事務所

橋梁(上部工・下部工) 佐賀県 ASR プロコンガードシステム
リハビリシリンダー工法、プロコン
ガードシステム

56 平成28年度 権現橋補修工事（27-1）
広島市安芸
区役所

橋梁（桁・床版） 広島県 中性化 プロコンガードシステム
リハビリシリンダー工法、プロコン
ガードシステム、断面修復工

57 平成28年度
市道泡瀬第三43号線大瀬橋補
修工事

沖縄市役所建
設部道路課 橋梁(上部工・下部工) 沖縄県 塩害 プロコンガードシステム

プロコンガードシステム、断面修復
工、表面被覆
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58 平成28年度
新潟火力（発）取水路跨線橋橋
台修繕工事

東北電力 橋梁（橋台橋脚） 新潟県 塩害 プロコンガードシステム
リハビリカプセル工法、リハビリシリン
ダー工法、プロコンガードシステム

59 平成28年度 灘北第２歩道橋補修工事
神戸市建設局
東部建設事務所 橋梁（桁・床版） 大阪府 ASR プロコンガードシステム

プロコンガードシステム

60 平成28年度 南川崎洞道内面補修工事 民間 トンネル 神奈川県 塩害 プロコンガードシステム
プロコンガードシステム

61 平成28年度
平成28年度　防安地橋野　第1-9
号橋梁補修工事

大分県　豊後大
野土木事務所 橋梁(上部工・下部工) 福岡県 中性化 プロコンガードシステム

プロコンガードシステム

62 平成28年度
牟岐線西原駅構内西原こ線橋補
修工事

民間 橋梁(上部工) 徳島県 中性化 プロコンガードシステム
リハビリシリンダー工法、プロコン
ガードシステム

63 平成28年度
110kv仁保支線ほか1線路MH補
修工事

民間 マンホール補修 広島県 塩害・中性化 プロコンガードシステム 表面被覆工

64 平成28年度 橋梁修繕工事　第28-1工区 幸田町 橋梁(上部工・下部工) 愛知県 塩害、中性化、ASR プロコンガードシステム
低圧注入・表面被覆

65 平成28年度
橋梁保全第9901010-007号国道４４４号
道路橋りょう保全工事（橋梁補修工）

佐賀県　佐賀
土木事務所 橋梁(上部工・下部工) 佐賀県 ASR

リハビリシリンダー工法、プ
ロコンガードシステム

低圧注入・表面被覆

66 平成28年度 橋梁補修工事（富士見大橋Ｂ） 戸田市 橋梁（桁・床版） 東京都 ASR プロコンガードシステム
低圧注入・表面被覆

67 平成28年度 新金山橋補修工事
いちき串木
野市

橋梁(上部工) 鹿児島県 中性化 プロコンガードシステム
低圧注入・表面被覆

68 平成28年度
南横浜洞道 南29D～中150D洞
道補修工事

民間 ボックスカルバート 神奈川県 塩害 プロコンガードシステム 表面被覆工

69 平成28年度
平成28年度　大道橋他1橋長寿
命化修繕工事

東かがわ市 橋梁(下部工) 香川県 ASR プロコンガードシステム
低圧注入・断面修復・表面被覆

70 平成28年度
平成２８年度　直江津管内トンネ
ル補修工事

国土交通省北陸地方整
備局高田河川国道事務
所

トンネル 新潟県 塩害 プロコンガードシステム 表面被覆工

71 平成28年度
平成28年度 防安国隧佐 第1-2
号トンネル補修工事

大分県佐伯土
木事務所 トンネル 大分県 ASR プロコンガードシステム 表面被覆工

72 平成28年度
平成２８年度　防安地橋大第4-
15号　橋梁補修工事

大分県　大分
土木事務所 橋梁(上部工・下部工) 大分県 塩害 プロコンガードシステム

低圧注入・断面修復・表面被覆

73 平成28年度
平成28年度　防安地橋中　第1－
5号橋梁補修工事

大分県中津土
木事務所 橋梁（桁・床版） 大分県 ASR プロコンガードシステム

表面被覆工

74 平成28年度
牟岐線西原駅構内西原こ線橋補
修工事

民間 橋梁(上部工) 徳島県 中性化 プロコンガードシステム
低圧注入・表面被覆

75 平成29年度
平成29年度 小桜橋ほか1橋橋梁
補修工事

下関市役所 橋梁(上部工・下部工) 山口県 中性化 プロコンガードシステム
リハビリ被覆工法（プロコンガードシ
ステム）

76 平成29年度 橋梁修繕工事　第29-1工区
額田郡幸田
町

橋梁(上部工・下部工) 愛知県 ASR プロコンガードシステム
リハビリシリンダー工法、リハビリ被
覆工法（プロコンガードシステム）



　　　　　　　　　　表面保護工法
（リハビリ被覆工法・プロコンガードシステム）　　　　施工実績

工事名称 発注者 対象構造物 施工場所 劣化要因 工法名 備考

77 平成29年度 美の浜2号水路改修工事 笠岡市役所 水路 岡山県 塩害、中性化 プロコンガードシステム
断面修復、リハビリ被覆工法（プロコ
ンガードシステム）

78 平成29年度
市道柳原吾妻町線柳原第1跨道
橋補修工事

滑川市 橋梁(上部工・下部工) 愛知県 ASR プロコンガードシステム
リハビリ被覆工法（プロコンガードシ
ステム）

79 平成29年度
平成２９年度　社会資本整備総合交付金（橋
りょう維持）整備工事（大日橋補修工）

埼玉県　県土
整備事務所 橋梁（桁・床版） 群馬県 ASR プロコンガードシステム

リハビリ被覆工法（プロコンガードシ
ステム）

80 平成29年度
平成29年度一般県道大竹美和線橋梁補修
（防安交付金 長寿）地方道工事 第1工区

山口県岩国土木
建築事務所 橋梁(上部工) 山口県 塩害、中性化 プロコンガードシステム

リハビリ被覆工法（プロコンガードシ
ステム）

81 平成29年度
道路補修（交付金）（橋梁）工事
（大泊橋）

鹿児島県　大隅地域振
興局 建設部 土木建築
課

橋梁(上部工・下部工) 鹿児島県 塩害・中性化 プロコンガードシステム
リハビリシリンダー工法、リハビリカプセル工法、断面修復、リハビリ
被覆工法（プロコンガードシステム）

82 平成29年度 榎田橋ほか１橋補修工事 鹿児島市 橋梁(上部工・下部工) 鹿児島県 中性化 プロコンガードシステム
リハビリシリンダー工法、断面修復、リハビリ
被覆工法（プロコンガードシステム）

83 平成29年度
平成29年度第49号社会資本整備総合交
付金事業　徳永橋橋梁補修工事 鹿島市役所 橋梁(上部工) 佐賀県 ASR プロコンガードシステム

リハビリ被覆工法（プロコンガードシ
ステム）

84 平成29年度
道橋修第9号　市道保戸野八丁千秋中島
町線新中島橋橋梁補修工事 秋田市 橋梁(上部工) 秋田県 塩害 プロコンガードシステム

リハビリ被覆工法（プロコンガードシ
ステム）

85 平成29年度
平成２９年度　市道横久保川内線（第三
龍尾橋）橋梁補修工事 松浦市役所 橋梁（橋台橋脚） 福岡県 ASR プロコンガードシステム

リハビリシリンダー工法、断面修復、リハビリ
被覆工法（プロコンガードシステム）

86 平成29年度 香川用水水路整備工事 民間 函渠 香川県 ASR プロコンガードシステム
リハビリシリンダー工法、リハビリ被覆工
法（プロコンガードシステム）

87 平成29年度 宝木浜村河内川B橋台修繕 民間 橋梁（橋台橋脚） 鳥取県 ASR プロコンガードシステム
リハビリ被覆工法（プロコンガードシ
ステム）

88 平成29年度
平成29年度平野橋橋梁補修工
事

西脇市 橋梁(下部工) 大阪府 中性化 プロコンガードシステム
リハビリ被覆工法（プロコンガードシ
ステム）

89 平成29年度
一般国道２１２号　宮園橋橋梁補
修工事

大分県 橋梁(上部工・下部工) 福岡県 塩害 プロコンガードシステム
リハビリ被覆工法（プロコンガードシ
ステム）

90 平成29年度 小ヶ倉地区洪水吐補修工事
長崎県県央振
興局 洪水吐 長崎県 ASR プロコンガードシステム

リハビリ被覆工法（プロコンガードシ
ステム）

91 平成29年度
国道482号外橋梁補修工事（和
田橋外）（交付金橋梁補修）

鳥取県八頭総
合事務所 橋梁(上部工・下部工) 鳥取県 ASR プロコンガードシステム

表面含浸工法（プロコンガードシステ
ム）

92 平成29年度
H29年度南川崎洞道内面補修工
事

民間 トンネル 神奈川県 塩害 プロコンガードシステム
表面含浸工法（プロコンガードシステ
ム）

93 平成29年度 扇町洞道内面補修工事 民間 トンネル 神奈川県 塩害 プロコンガードシステム
表面含浸工法（プロコンガードシステ
ム）

94 平成29年度 葛南洞道躯体補修工事 民間 トンネル 千葉県 塩害 プロコンガードシステム
表面含浸工法（プロコンガードシステ
ム）

95 平成29年度
道路補修(交付金）(橋梁）工事(福吉
橋2工区）

南薩地域振興
局　建設部 橋梁(下部工) 鹿児島県 塩害、ASR プロコンガードシステム

リハビリシリンダー工法、断面修復、表面含浸
工法（プロコンガードシステム）



　　　　　　　　　　表面保護工法
（リハビリ被覆工法・プロコンガードシステム）　　　　施工実績

工事名称 発注者 対象構造物 施工場所 劣化要因 工法名 備考

96 平成29年度
H29（交付金）始末屋橋橋梁補修
工事

飯南町役場 橋梁(上部工) 鳥取県 ASR プロコンガードシステム
表面含浸工法（プロコンガードシステ
ム）

97 平成29年度
道路防災施設修繕工事（防災・安全
交付金）

福井県　奥越
土木事務所

ロックシェッド 福井県 ASR プロコンガードシステム
表面含浸工法（プロコンガードシステ
ム）

98 平成29年度
道路防災施設修繕工事（防災・安全
交付金）その２工事

福井県奥越
土木事務ｊ所

ロックシェッド 福井県 ASR プロコンガードシステム
表面含浸工法（プロコンガードシステ
ム）

99 平成29年度 明治橋橋梁補修工事
兵庫県加東
市土木事務
所

橋梁(上部工・下部工) 大阪府 中性化 プロコンガードシステム
リハビリシリンダー工法、断面修復、表面含浸
工法（プロコンガードシステム）

100 平成29年度
橋りょう修繕工事（身馴川橋外14
橋補修工）

本庄県土整
備事務所

橋梁（桁・床版） 群馬県 中性化 プロコンガードシステム
表面含浸工法（プロコンガードシステ
ム）

101 平成29年度
市道囲4号線（江川橋）橋梁補修
工事

諫早市 橋梁（橋台橋脚） 長崎県 塩害、ASR プロコンガードシステム
リハビリシリンダー工法、表面含浸工
法（プロコンガードシステム）

102 平成29年度
防交橋第５５号の１他 橋りょう補
修工事（防災安全）

愛媛県 橋梁（桁・床版） 愛媛県 塩害 プロコンガードシステム
リハビリ被覆工法（アイゾール）

表面含浸工法（プロコンガードシステ
ム）、表面被覆工（アイゾール）

103 平成29年度 平成28年度用安橋補修工事 奄美市 橋梁（桁・床版） 鹿児島県 塩害 プロコンガードシステム
表面含浸工法（プロコンガードシステ
ム）

104 平成29年度 平成２８年度（防災・安全社会資本整備交付金）県道汐木洲
崎詫間線（洲崎橋）道路整備工事（橋梁補修・落橋防止）

香川県　西讃
土木事務所 橋梁（橋台橋脚） 香川県 ASR プロコンガードシステム

リハビリシリンダー工法、表面含浸工
法（プロコンガードシステム）

105 平成29年度
平成28年度多治見国道東部橋梁補修工事
平成28年度多治見国道賤母大橋補修工事

国土交通省　中部地方
整備局　多治見砂防国
道事務所

橋梁(上部工・下部工) 岐阜県 ASR プロコンガードシステム
表面含浸工法（プロコンガードシステ
ム）

106 平成29年度
道路補修（交付金）（橋梁）工事
（塩入橋）

鹿児島県　大隅
地域振興局 橋梁(上部工・下部工) 鹿児島県 塩害 プロコンガードシステム

表面含浸工法（プロコンガードシステ
ム）、断面修復工

107 平成29年度
東土第５７号　市道嘉瀬蔵岡線４
号（北山跨線橋）補修工事

新潟市 橋梁（橋台橋脚） 新潟県 ASR プロコンガードシステム
リハビリシリンダー工法、表面含浸工
法（プロコンガードシステム）

108 平成29年度
西土第６７号　一般国道４６０号　富
月右岸取付橋耐荷力補強工事

新潟市役所 橋梁(上部工) 新潟県 ASR プロコンガードシステム
リハビリシリンダー工法、断面修復
工、表面含浸工法（プロコンガードシ

109 平成29年度
平成28年度防安国橋中第1-10
号橋梁補修工事

大分県中津
土木事務所

橋梁(上部工・下部工) 大分県 塩害 プロコンガードシステム
リハビリシリンダー工法、表面含浸工
法（プロコンガードシステム）、断面修

110 平成30年度
(主)松江島根線大国橋防災安全交
付金（橋梁修繕）工事

松江県土整
備事務所

橋梁(下部工) 島根県 中性化 プロコンガードシステムHP
表面保護工

111 平成30年度
吉田奥出雲線外　河内橋外1橋　防
災安全交付金（橋梁修繕）工事

雲南県土整
備事務所

橋梁（橋台橋脚） 島根県 中性化 プロコンガードシステムHP
表面保護工

112 平成30年度
共栄橋他３橋補修工事（３０八の
１）

東京都八丈
支庁

橋梁（桁・床版） 東京都 中性化 プロコンガードシステム
表面保護工

113 平成30年度
国道３７３号（大内橋外）橋梁補修工
事（交付金橋梁補修）

鳥取県八頭県土
整備事務所 橋梁(下部工) 鳥取県 塩害、中性化 プロコンガードシステム

表面保護工、断面修復工

114 平成30年度
国道373号(毛谷橋)外橋梁補修工事
(交付金橋梁補修)

鳥取県八頭県土
整備事務所 橋梁（桁・床版） 鳥取県 塩害、中性化 プロコンガードシステム

表面保護工、ひび割れ注入工



　　　　　　　　　　表面保護工法
（リハビリ被覆工法・プロコンガードシステム）　　　　施工実績

工事名称 発注者 対象構造物 施工場所 劣化要因 工法名 備考

115 平成30年度
国道４２号口和深地区他防災対
策工事

国土交通省　近畿地方
整備局　紀南河川国道
事務所

外壁・擁壁 和歌山県 塩害 プロコンガードシステム
表面保護工

116 平成30年度
国道54号滝谷川橋外橋梁補修
工事

中国地方整備局
松江国道事務所 橋梁(下部工) 島根県 ASR プロコンガードシステムHP

表面保護工、ひび割れ注入工

117 平成30年度
市道色ヶ島野神大久保2号線（幾島
橋）補修補強工事

阿南市 橋梁(上部工) 徳島県 塩害 プロコンガードシステム
表面保護工

118 平成30年度
市道大学通り島川橋修繕工事
（交付金）

鳥取市 橋梁(上部工・下部工) 鳥取県 塩害、中性化 プロコンガードシステム
表面保護工

119 平成30年度 上脳橋補修工事 佐用町役場 橋梁(上部工) 岡山県 中性化 プロコンガードシステム
表面保護工

120 平成30年度 城南橋橋梁修繕工事 赤穂市 橋梁(上部工・下部工) 兵庫県 塩害、中性化 プロコンガードシステム
ひび割れ注入工、断面修復工、表面
保護工

121 平成30年度 新柳橋橋梁補修工事 熱海市 橋梁(上部工) 神奈川県 塩害 プロコンガードシステム
表面保護工

122 平成30年度
多治見保線区管内構造物修繕
その３工事

東海旅客鉄道株式会社
多治見保線区 橋梁(上部工・下部工) 岐阜県 ASR プロコンガードシステム

表面保護工、ひび割れ注入工

123 平成30年度 大塚橋補修工事 養父市役所 橋梁(上部工) 岡山県 中性化 プロコンガードシステム
表面保護工

124 平成30年度
町道学校線橋梁修繕工事(学校
橋)

智頭町 橋梁(上部工・下部工) 鳥取県 塩害、中性化 プロコンガードシステム
表面保護工

125 平成30年度
平成30年　防安地橋耐大　第6-5号
橋梁耐震補強工事

大分県大分土
木事務所 橋梁(上部工・下部工) 大分県 塩害、中性化、ASRプロコンガードシステム

表面保護工、ひび割れ注入工

126 平成30年度
平成30年度　社会資本整備総合交
付金事業　髭園橋補修工事

古賀市　建設産
業部　建設課 橋梁(上部工・下部工) 福岡県 経年劣化 プロコンガードシステム

表面保護工

127 平成30年度 平成30年度　道交地防安（修繕）　第501‐117‐1号　県道北本
町領石線（高知市２号橋）防災・安全交付金工事

高知県高知土
木事務所 橋梁（桁・床版） 高知県 塩害 プロコンガードシステム

表面保護工

128 平成30年度
平成30年度　防安地橋中　第1-4
号　橋梁補修工事

大分県 橋梁(上部工・下部工) 大分県 塩害 プロコンガードシステム
表面保護工、ひび割れ注入工

129 平成30年度
平成30年度　防災　安全交付金事業　町道和
田第9号線和田の上橋橋梁修繕工事

新温泉町建
設課

橋梁（桁・床版） 兵庫県 中性化 プロコンガードシステムHP
表面保護工

130 平成30年度
補助公共　平成３０年度　防災・安全交付金事
業　第一号橋外１橋　橋梁補修工事 板倉町役場 橋梁(上部工) 群馬県 中性化、ASR プロコンガードシステム

表面保護工、断面修復工

131 平成30年度 防安交第27号 下原橋 補修工事 愛媛県 橋梁（橋台橋脚） 愛媛県 塩害 プロコンガードシステム
表面保護工、ひび割れ注入工

132 平成30年度
防安交第８号　久保橋橋梁補修
工事

松野町 橋梁(上部工) 愛媛県 中性化 プロコンガードシステム
表面保護工

133 平成30年度
防交橋第７５号の１　橋りょう補
修工事（防災安全）

愛媛県中予
地方局

橋梁（桁・床版） 愛媛県 塩害 プロコンガードシステム
表面保護工



　　　　　　　　　　表面保護工法
（リハビリ被覆工法・プロコンガードシステム）　　　　施工実績

工事名称 発注者 対象構造物 施工場所 劣化要因 工法名 備考

134 平成30年度 （防災・安全社会資本整備交付金）県道豊中三野線外１線（友
信橋外２橋）道路整備工事（橋梁補修）

西讃土木事務
所 橋梁（桁・床版） 香川県 ASR プロコンガードシステム

リハビリシリンダー工法、表面含浸工
法（プロコンガードシステム）

135 平成30年度
H30橋梁長寿命化修繕計画に伴
う下之郷隅田橋修繕工事

藤枝市 橋梁(上部工・下部工) 静岡県 中性化 プロコンガードシステム
表面含浸工法（プロコンガードシステ
ム）

136 平成30年度
Ｈ３０馬土　国道４３８号　美・木屋平
川上（白峰橋）　橋梁修繕工事

徳島県西部
総合県民

橋梁(上部工) 徳島県 中性化 プロコンガードシステム
表面含浸工法（プロコンガードシステ
ム）

137 平成30年度
シェッド補修工事　黒部西川線そ
の1（道保防災）

栃木県　県
土整備部

トンネル 栃木県 中性化 プロコンガードシステム
リハビリシリンダー工法、断面修復、
表面含浸工法（プロコンガードシステ

138 平成30年度 屋島大橋橋梁修繕工事(3工区) 高松市 橋梁(下部工) 香川県 ASR プロコンガードシステムＨＰ
リハビリシリンダー工法、ＡＳＲリチウム工法、断面修復、リハビリ被
覆工法（プロコンガードシステムＨＰ）

139 平成30年度
橋梁補修　第８号　茅原橋補修
工事

都城市役所 橋梁(上部工) 宮崎県 ASR プロコンガードシステム
リハビリシリンダー工法、表面含浸工
法（プロコンガードシステム）

140 平成30年度 橋梁補修工事（H30-2） 豊川市 橋梁(上部工) 愛知県 中性化 プロコンガードシステム
表面含浸工法（プロコンガードシステ
ム）

141 平成30年度 荒神橋橋梁補修工事
山口県下松市
役所 橋梁(下部工) 山口県 塩害 プロコンガードシステムＳ

リハビリ被覆工法（プロコンガードシステム）
CORINS：

142 平成30年度
国道331号伊是名橋橋梁補修工
事（H29)

沖縄県北部土
木事務所 橋梁(上部工・下部工) 沖縄県 塩害、中性化 プロコンガードシステム

リハビリシリンダー工法、断面修復、表面
含浸工法（プロコンガードシステム）

143 平成30年度
国道４２４号(高雄大橋）交付金道
路保全工事

和歌山県 橋梁(上部工) 和歌山県 中性化 プロコンガードシステム
表面含浸工法（プロコンガードシステ
ム）

144 平成30年度
国道４２号すさみ町地区他防災
対策工事

近畿地方整備局紀南河
川国道事務所 外壁・擁壁 和歌山県 塩害 プロコンガードシステム

表面含浸工法（プロコンガードシステ
ム）

145 平成30年度
国道482号外橋梁補修工事（和田橋
外）（交付金橋梁補修）

鳥取県八頭総
合事務所 橋梁(上部工・下部工) 鳥取県 ASR プロコンガードシステム

表面含浸工法（プロコンガードシステ
ム）

146 平成30年度 坂本橋橋梁修繕工事 身延町 橋梁（桁・床版） 山梨県 中性化 プロコンガードシステム
表面含浸工法（プロコンガードシステ
ム）

147 平成30年度
市道新戸町大山町線（萩尾橋）
橋梁補修工事

長崎市 橋梁(下部工) 長崎県 ASR プロコンガードシステムＳ
リハビリ被覆工法（プロコンガードシステム）
CORINS：4032657031

148 平成30年度
市道清水町辰野線柳原第2跨道
橋補修工事

滑川市役所 橋梁(上部工) 富山県 ASR、塩害 プロコンガードシステム
表面含浸工法（プロコンガードシステ
ム）

149 平成30年度 新豊洲洞道劣化補修工事 民間 トンネル 東京都 塩害 プロコンガードシステム
断面修復、表面含浸工法（プロコン
ガードシステム）

150 平成30年度 扇町洞道内面補修工事（その2） 民間 トンネル 神奈川県 塩害 プロコンガードシステム
表面含浸工法（プロコンガードシステ
ム）

151 平成30年度
多治見保線区管内構造物修繕
その1工事

民間 橋梁(下部工) 岐阜県 ASR プロコンガードシステム
リハビリシリンダー工法、表面含浸工
法（プロコンガードシステム）

152 平成30年度
第3号県単橋梁整備（通常）工事
（岳見橋工区）

鹿児島県南薩
地域振興局 橋梁（橋台橋脚） 鹿児島県 ASR プロコンガードシステム

リハビリシリンダー工法、断面修復、
表面含浸工法（プロコンガードシステ



　　　　　　　　　　表面保護工法
（リハビリ被覆工法・プロコンガードシステム）　　　　施工実績

工事名称 発注者 対象構造物 施工場所 劣化要因 工法名 備考

153 平成30年度
第三・第四・第五トンネル長寿命
化工事(30父の1)

東京都小笠
原支庁

トンネル 東京都 塩害 プロコンガードシステムHP
リハビリシリンダー工法、表面含浸工
法（プロコンガードシステムHP）

154 平成30年度
淡建計第９１号　市道岩屋中央
線茶間川橋補修工事

兵庫県淡路
市

橋梁(上部工) 兵庫県 塩害 プロコンガードシステム
表面含浸工法（プロコンガードシステ
ム）

155 平成30年度
町道恩地1号線（栄橋）橋梁補修
工事

岩美町 橋梁(上部工・下部工) 鳥取県 塩害、中性化 プロコンガードシステム
表面含浸工法（プロコンガードシステ
ム）

156 平成30年度
町道陸上中央線（舟磯橋）橋梁
補修工事

岩美町 橋梁(上部工・下部工) 鳥取県 ASR プロコンガードシステム
リハビリシリンダー工法、断面修復、表面
含浸工法（プロコンガードシステム）

157 平成30年度
道路補修（交付金）（橋梁）工事
（大泊橋）

鹿児島県大
隅地域振興
局

橋梁(上部工) 鹿児島県 塩害 プロコンガードシステム
リハビリカプセル、表面含浸工法(プ
ロコンガードシステム)

158 平成30年度 八代跨線橋補修工事 民間 橋梁(下部工) 島根県 ASR、中性化 プロコンガードシステム
リハビリシリンダー工法、断面修復、
表面含浸工法（プロコンガードシステ

159 平成30年度
平成29年度　防安地橋耐大　第
6-4号　橋梁耐震補強工事

大分県大分土木
事務所 橋梁(下部工) 大分県 塩害、ASR プロコンガードシステム

リハビリシリンダー工法、表面含浸工法
（プロコンガードシステム）

160 平成30年度
平成29年度蔭ノ田橋　上田尻橋
東宝地橋梁修繕工事

猪名川町 橋梁(上部工・下部工) 大阪府 ASR プロコンガードシステム
リハビリシリンダー工法、断面修復、表面
含浸工法（プロコンガードシステム）

161 平成30年度
平成30年度 社会資本整備交付金事業
市道茶間2号線ぶんぶく橋補修工事

兵庫県淡路
市

橋梁(上部工) 兵庫県 塩害 プロコンガードシステム
表面含浸工法（プロコンガードシステ
ム）

162 平成30年度
平成30年度 社会資本整備総合交付金事業市
道志筑八幡線 八幡橋ほか補修工事

兵庫県淡路
市

橋梁(上部工) 兵庫県 塩害 プロコンガードシステム
リハビリシリンダー工法、表面含浸工
法（プロコンガードシステム）

163 平成30年度
平成30年度　小新保6号橋橋梁
修繕工事

五泉市役所 ボックスカルバート 新潟県 ASR プロコンガードシステム
リハビリシリンダー工法、表面含浸工
法（プロコンガードシステム）

164 平成30年度
平成３０年度　尾野島橋外１橋補
修工事

出水市 橋梁(下部工) 鹿児島県 中性化 プロコンガードシステム
表面含浸工法（プロコンガードシステ
ム）

165 平成30年度
平成30年度　防安地橋中　第1-3
号　橋梁補修工事

大分県中津土
木事務所 橋梁（桁・床版） 大分県 ASR プロコンガードシステム

リハビリシリンダー工法、表面含浸工
法（プロコンガードシステム）

166 平成30年度
防安交第6号 袖野橋 橋梁補修
工事

愛媛県 橋梁（橋台橋脚） 愛媛県 中性化 プロコンガードシステム
リハビリ被覆工法（アイゾール）

リハビリシリンダー工法、断面修復、
リハビリ被覆工法、表面含浸工法（プ

167 令和元年度
（一）居組港居組停車場線宮前
橋補修工事

兵庫県　新温
泉土木事務所 橋梁(上部工・下部工) 兵庫県 塩害、中性化 プロコンガードシステム

表面保護工

168 令和元年度 (急)右ノ浦(1)地区擁壁修繕工事 姫路港管理事務所　港
湾整備第２課 外壁・擁壁 兵庫県 塩害、中性化、ASRプロコンガードシステムS

表面保護工

169 令和元年度 （国）176号他　舗装修繕他工事
兵庫県宝塚土
木事務所 橋梁(上部工) 兵庫県 中性化 プロコンガードシステム

表面保護工

170 令和元年度
令和元年度　防災・安全交付金
橋梁補修工事

長野県佐久建
設事務所 橋梁(上部工・下部工) 長野県 塩害、ASR プロコンガードシステムS

表面保護工

171 令和元年度 安芸1区292号線橋面舗装修繕 広島市 その他 広島県 その他 プロコンガードシステムS
断面修復工、表面保護工



　　　　　　　　　　表面保護工法
（リハビリ被覆工法・プロコンガードシステム）　　　　施工実績

工事名称 発注者 対象構造物 施工場所 劣化要因 工法名 備考

172 令和元年度 安田橋上下部工補修工事 筑前町役場 橋梁(上部工・下部工) 福岡県 塩害 プロコンガードシステムS
ひび割れ注入工、表面保護工

173 令和元年度 一般国道１６８号縦断函渠（東生駒川）補修工事（防災・安全
交付金事業（国道橋りょう補修）

奈良県郡山土
木事務所 ボックスカルバート 大阪府 中性化 プロコンガードシステムHP

断面修復工、表面保護工

174 令和元年度
一般国道191号（堀江新橋）橋梁補修（防
安交付金　長寿）国道工事第１工区

山口県長門市土
木建築事務所 橋梁(上部工・下部工) 山口県 ASR プロコンガードシステム

表面保護工

175 令和元年度
一般国道317号道路災害防除工
事　(尾道大橋　橋梁補修工)

広島県東部建
設事務所 その他 広島県 塩害 プロコンガードシステムS

表面保護工

176 令和元年度
一般国道３５２号防災安全（防雪補修）刈
羽スノーシェルタ―補修工事

新潟県　柏崎地域振興
局　地域整備部 トンネル 新潟県 ASR プロコンガードシステム

ひび割れ注入工、断面修復工、表面
保護工

177 令和元年度
一般国道４０３号（矢代田跨線
橋）補修工事

新潟市役所　東部地域
土木事務所 橋梁(下部工) 新潟県 ASR プロコンガードシステムS

リハビリ被覆工法（アイゾール）

ひび割れ注入工、断面修復工、表面
保護工

178 令和元年度
一般国道487号（早瀬大橋）橋梁
補修工事

広島県 橋梁(下部工) 広島県 ASR プロコンガードシステム
リハビリ被覆工法（アイゾール）

断面修復工、表面保護工

179 令和元年度 奥戸橋補修（その2）工事 葛飾区　都市整備部
道路補修課 橋梁(上部工) 神奈川県 中性化 プロコンガードシステム

表面保護工

180 令和元年度 屋島大橋橋梁修繕工事（４工区）
高松市都市整備
局道路整備課 橋梁(下部工) 香川県 ASR プロコンガードシステムHP

内部圧入工法、ひび割れ注入工、断
面修復工、表面保護工

181 令和元年度 下河原橋補修工事
静岡県島田土
木事務所 橋梁(上部工・下部工) 愛知県 確認中

プロコンガードシステム
プロコンガードシステムS

表面保護工

182 令和元年度 加与丁橋補修工事
佐賀県佐賀
市

橋梁（桁・床版） 佐賀県 ASR プロコンガードシステムＳ
表面保護工、ひび割れ注入工

183 令和元年度 牛ヶ嶺橋補修 新潟県　長岡地域振興
局　地域整備部 橋梁（橋台橋脚） 新潟県 ASR プロコンガードシステムS

表面保護工

184 令和元年度
橋りょう修繕工事（双ツ山橋外11
橋補修工）

埼玉県本庄県土
整備事務所 橋梁（桁・床版） 群馬県 中性化 プロコンガードシステム

表面保護工

185 令和元年度
橋りょう修繕工事（東橋側道橋外
４橋補修工）

埼玉県　本庄県
土整備事務所 橋梁（桁・床版） 群馬県 中性化 プロコンガードシステム

表面保護工

186 令和元年度 橋梁補修（その１）工事 糸島市役所 橋梁(上部工・下部工) 福岡県 塩害、中性化 プロコンガードシステムHP
ひび割れ注入工、断面修復工、表面
保護工

187 令和元年度
橋梁補修・修繕合併工事（大輪
橋）

愛知県新城設楽
建設事務所 橋梁(上部工) 愛知県 中性化 プロコンガードシステム

表面保護工

188 令和元年度 橋梁補修工事（H31-1) 愛知県常滑市 橋梁（橋台橋脚） 愛知県 ASR プロコンガードシステム
ひび割れ注入工、表面保護工

189 令和元年度
橋梁補修工事（志戸川橋側道橋
外5橋補修工）

本庄県土整
備事務所

橋梁(上部工・下部工) 群馬県 中性化 プロコンガードシステム
表面保護工

190 令和元年度
香川用水綾川チェック外補強塗
装塗替その他工事

独立行政法人水資源機
構　香川用水管理所 水路 香川県 ASR プロコンガードシステム

ひび割れ注入工、表面保護工



　　　　　　　　　　表面保護工法
（リハビリ被覆工法・プロコンガードシステム）　　　　施工実績

工事名称 発注者 対象構造物 施工場所 劣化要因 工法名 備考

191 令和元年度 高野幹線4号橋修繕工事 高野町建設課 橋梁(上部工) 和歌山県 塩害 プロコンガードシステムHP
表面保護工

192 令和元年度
国道２０７号道路整備交付金工
事（橋梁補修工）

佐賀県杵藤土
木事務所 橋梁(下部工) 佐賀県 塩害、中性化、ASRプロコンガードシステム

断面修復工、表面保護工

193 令和元年度
国道373号（馬渡瀬橋）外橋梁補
修工事（交付金橋梁補修）

鳥取県八頭県
土整備事務所 橋梁（桁・床版） 鳥取県 中性化 プロコンガードシステム

表面保護工

194 令和元年度
国道424号（無明橋）交付金道路
保全工事

有田振興局 橋梁(上部工) 和歌山県 中性化 プロコンガードシステムHP
表面保護工

195 令和元年度
国道42号すさみ町地区他防災対
策工事

国土交通省　近畿地方
整備局　道路管理課 外壁・擁壁 和歌山県 塩害、ASR プロコンガードシステム

表面保護工

196 令和元年度
市道古河町上戸町線（琴平橋）
橋梁補修工事

長崎市 橋梁（桁・床版） 長崎県 ASR プロコンガードシステム
表面保護工

197 令和元年度
市道港町5号線道路構造物補修
工事

三原市役所 ボックスカルバート 広島県 中性化 プロコンガードシステムS
断面修復工、表面保護工

198 令和元年度
市道清水一丁目1号線外1線橋
梁補修工事

周南市役所 橋梁（橋台橋脚） 山口県 塩害、中性化 プロコンガードシステムS
ひび割れ注入工、断面修復工

199 令和元年度 鹿倉橋補修工事 鹿児島市 橋梁(下部工) 鹿児島県 中性化 プロコンガードシステム
表面保護工

200 令和元年度
主要地方道江刺室根線落合橋
橋梁補修工事

岩手県県南広域振興局
（千厩土木センター） 橋梁(上部工) 岩手県 中性化 プロコンガードシステム

リハビリ被覆工法（アイゾール）

ひび割れ注入工、表面保護工

201 令和元年度
修繕30横谷橋橋梁補修工事（上
高野町）

松山市公営
企業局

橋梁（桁・床版） 愛媛県 塩害、中性化 プロコンガードシステム
表面保護工

202 令和元年度 上大木無明橋（吊り橋）改修工事 大木町内会 橋梁(上部工) 大阪府 中性化 プロコンガードシステムS
表面保護工

203 令和元年度
上津大橋・正権寺橋橋梁補修工
事

神戸市道路公
社 橋梁(上部工・下部工) 兵庫県 ASR プロコンガードシステムS

表面保護工

204 令和元年度 常盤橋補修工事 京都市建設局 橋梁(上部工) 京都府 中性化 プロコンガードシステム
断面修復工、表面保護工

205 令和元年度 曽根54号橋ほか4橋補修工事 高砂市まちづくり部土
木管理室建設課 橋梁(上部工・下部工) 兵庫県 中性化、ASR プロコンガードシステムS

表面保護工

206 令和元年度 第3日の里橋長寿命化工事 宗像市役所 橋梁(上部工) 福岡県 塩害 プロコンガードシステムHP
表面保護工

207 令和元年度 檀ノ浦2号橋橋梁補修工事 高松市役所 橋梁(上部工・下部工) 香川県 ASR プロコンガードシステムHP
内部圧入工法、表面保護工

208 令和元年度
男島海岸堤防等老朽化対策緊
急（上部工補修）工事

葦北地域振興
局 水門 熊本県 塩害 プロコンガードシステム

ひび割れ注入工、断面修復工、表面
保護工

209 令和元年度 中央橋橋梁補修工事 北海道北見市 橋梁（橋台橋脚） 北海道 ASR プロコンガードシステム
ひび割れ注入工、表面保護工
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210 令和元年度 中垣内橋補修工事
たつの市　都市
建設部建設課 橋梁（桁・床版） 兵庫県 塩害、中性化 プロコンガードシステムS

表面保護工

211 令和元年度
町道橋梁補修工事(茶路橋その
1)

北海道白糠町 橋梁（桁・床版） 北海道 ASR プロコンガードシステム
ひび割れ注入工、断面修復工、表面
保護工

212 令和元年度
町道橋梁補修工事(茶路橋その
2)

北海道白糠町 橋梁（桁・床版） 北海道 ASR プロコンガードシステム
ひび割れ注入工、断面修復工、表面
保護工

213 令和元年度
津山・岡山維持管内構造物外耐
震補修工事

国土交通省　岡
山国道事務所 構造物基礎 岡山県 不明 プロコンガードシステム

表面保護工

214 令和元年度
鶴見川専用橋耐震対策工事　上
部工補修工

民間 橋梁(上部工) 神奈川県 塩害 プロコンガードシステムS
表面保護工

215 令和元年度 天満橋補修工事（2工区）
八頭町長　吉
田英人

橋梁（桁・床版） 鳥取県 中性化 プロコンガードシステム
表面保護工

216 令和元年度
唐津港(東港地区)港湾整備交付
金工事(橋梁補修工)

佐賀県　唐津
土木事務所 橋梁（桁・床版） 佐賀県 塩害 プロコンガードシステムＳ

表面保護工、断面修復工

217 令和元年度
唐津港（東港地区）港湾整備交
付金工事（橋梁補修工）

佐賀県　唐津
土木事務所 橋梁(上部工) 佐賀県 塩害、ASR プロコンガードシステム

断面修復工、表面保護工

218 令和元年度
東新潟火力発電所2号取水口ス
ラブ修繕

東北電力　株
式会社

海水取水口スラブ 新潟県 塩害 プロコンガードシステム
ひび割れ注入工、断面修復工、表面
保護工

219 令和元年度 東村山市橋梁補修工事 東村山市 橋梁(上部工) 神奈川県 中性化 プロコンガードシステムＳ
表面保護工、ひび割れ注入工

220 令和元年度
道橋修　第8号　市道本宿１号線
本宿橋橋梁補修工事

秋田市 橋梁(上部工) 秋田県 塩害 プロコンガードシステム
表面保護工

221 令和元年度
道交地防安（修繕）第501-124-1号　県道南環
状線（笠掛橋）防災・安全交付金工事

高知県高知土
木事務所 橋梁(上部工・下部工) 高知県 塩害 プロコンガードシステム

表面保護工

222 令和元年度
南富岡・元分線(二ツ橋)橋梁長
寿命化工事

いわき市役所 橋梁(上部工) 福島県 塩害 プロコンガードシステム
表面保護工

223 令和元年度 白坂歩道橋外補修・補強工事
国交省佐賀国
道事務所 橋梁(下部工) 佐賀県 塩害、ASR プロコンガードシステムHP

内部圧入工法、ひび割れ注入工、表
面保護工

224 令和元年度
平成30年度　橋梁補修工事その
1（防安社資交）

栃木県 茂木
町役場

橋梁（桁・床版） 栃木県 中性化 プロコンガードシステム
表面保護工

225 令和元年度
平成30年度　橋梁補修工事その
４（防安社資交）

栃木県 茂木
町役場

橋梁（桁・床版） 栃木県 中性化 プロコンガードシステム
表面保護工

226 令和元年度
平成30年度（繰越明許）防安第1
号　石原橋橋梁補修工事

宿毛市 橋梁(上部工・下部工) 高知県 塩害 プロコンガードシステム
表面保護工

227 令和元年度
平成30年度防国橋補第941 -4 -2 -2 号国道
２２２号　長谷橋　橋梁補修工事（その１）

宮崎県日南土木
事務所 橋梁(上部工) 宮崎県 中性化 プロコンガードシステム

表面保護工

228 令和元年度
平成30年度防災、安全交付金事
業　第九号橋橋梁補修工事

板倉町役場 橋梁(上部工) 群馬県 中性化 プロコンガードシステムＳ
表面保護工
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229 令和元年度
平成３１年度（国）135号防災・安全交付
金（橋梁補修）工事（友路橋補修工）

静岡県下田土
木事務所 橋梁(上部工・下部工) 静岡県 確認中 プロコンガードシステム

表面保護工

230 令和元年度
防安国橋臼　第１-４号橋梁補修
工事

大分県土木建築部　臼
杵土木事務所 橋梁(上部工・下部工) 大分県 中性化 プロコンガードシステム

断面修復工、表面保護工

231 令和元年度
防交橋第２４号の１ （主）新居浜別子山
線 他 橋りょう補修工事（防災安全）

愛媛県 水路 愛媛県 塩害 プロコンガードシステム
断面修復工、表面保護工

232 令和元年度
防交橋第２５号の１ (主)大三島環状線
橋りょう補修工事(防災安全)

愛媛県 橋梁（桁・床版） 愛媛県 中性化 プロコンガードシステム
リハビリ被覆工法（アイゾール）

ひび割れ注入工、断面修復工、表面
保護工

233 令和元年度
防交橋第５１号の１他（主）大三島環状線
橋梁補修工事（防災安全）

愛媛県今治土
木事務所 橋梁（桁・床版） 愛媛県 ASR プロコンガードシステム

表面保護工

234 令和元年度 妙寺６７号橋橋梁補修工事 かつらぎ町 橋梁(上部工・下部工) 大阪府 中性化 プロコンガードシステムHP
表面保護工

235 令和元年度
林道宮前線四行田橋橋梁補修
工事

西粟倉村 橋梁(下部工) 岡山県 中性化 プロコンガードシステム
表面保護工

236 令和元年度
令和１年度　市道錦見117号線
（愛宕橋）修繕工事　第１０工区

タイコーテクノ
株式会社 橋梁(上部工) 山口県 中性化 プロコンガードシステム

表面保護工

237 令和元年度
令和元年度　漁港施設ストックマネジメント事
業　浜漁港新浜大橋主塔部補修工事

鹿島市 橋梁(上部工・下部工) 佐賀県 ASR プロコンガードシステムHP
表面保護工

238 令和元年度
令和元年度　橋修震単大　第1-
10号　橋梁耐震補強工事

大分県大分土
木事務所 橋梁（橋台橋脚） 大分県 塩害、ASR プロコンガードシステム

ひび割れ注入工、表面保護工

239 令和元年度
令和元年度　橋梁長寿命化修繕計画事
業　無名橋（41）橋梁補修工事

江北町役場
建設課 橋梁（橋台橋脚） 佐賀県 中性化 プロコンガードシステム

表面保護工

240 令和元年度
令和元年度　市道維持事業　宇
洞橋橋梁補修工事

御前崎市　建設
経済部　建設課 橋梁(上部工・下部工) 愛知県 塩害 プロコンガードシステム

表面保護工

241 令和元年度
令和元年度　市道横久保川内線
（第三龍尾橋）橋梁補修工事

松浦市役所 橋梁(上部工・下部工) 長崎県 中性化 プロコンガードシステムHP
ひび割れ注入工、断面修復工、表面
保護工

242 令和元年度
令和元年度　市道宮河内和田線
新蓬莱橋補修工事

周南市役所 橋梁(上部工・下部工) 山口県 中性化 プロコンガードシステム
ひび割れ注入工、表面保護工

243 令和元年度
令和元年度　防安国橋臼　第1-4
号　橋梁補修工事

大分県臼杵土
木事務所 橋梁(上部工・下部工) 大分県 塩害、中性化 プロコンガードシステム

表面保護工

244 令和元年度
令和元年度　防安国橋国第1号
橋梁補修工事

国東土木事務
所 橋梁(下部工) 大分県 塩害 プロコンガードシステムS

ひび割れ注入工、断面修復工、表面
保護工

245 令和元年度 令和元年度［第３１‐Ｄ７１１４‐０１号］（一）沼津小山線防災・安
全交付金（橋梁補修）工事（西沢橋）

沼津土木事務
所 橋梁（桁・床版） 愛知県 中性化 プロコンガードシステムS

表面保護工

246 令和2年度
市道深川２号線（大将陣橋）修繕
工事

岩国市役所 橋梁(上部工) 山口県 中性化、ASR プロコンガードシステム
表面保護工

247
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