
ＭＭジョイント施工実績表

令和4年3月

西日本高速道路メンテナンス九州株式会社



◆MMジョイント施工実績表

【施工延長】

高速道路 一般道 合　計
(m) (m) (m)

平成19年度 9.2 108.6 117.8

平成20年度 89.7 146.9 236.6

平成21年度 168.9 614.7 783.6

平成22年度 541.6 934.0 1,475.6

平成23年度 1,014.6 903.7 1,918.3

平成24年度 1,622.4 1,266.9 2,889.3

平成25年度 2,578.9 518.9 3,097.8

平成26年度 1,056.3 370.3 1,426.6

平成27年度 891.7 388.8 1,280.5

平成28年度 784.9 203.0 987.9

平成29年度 1,162.4 733.8 1,896.2

平成30年度 1,053.7 409.8 1,463.5

平成31年度 1,152.0 429.4 1,581.4

令和2年 1,432.0 659.3 2,091.3

令和3年 1,666.8 483.2 2,150.0

合計 15,225.0 8,171.3 23,396.3

年　度 備　考
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年度 西暦 日時 区分 県別 地域 N区分 支社別 管理区分 道路名 橋梁名 延長（ｍ）

H19 2007 高速 佐賀県 九州 NEXCO西日本 九州支社 佐賀高速道路事務所 長崎自動車道 西晴気高架橋 9.20

H20 2008 高速 佐賀県 九州 NEXCO西日本 九州支社 佐賀高速道路事務所 長崎自動車道 真手川橋 22.10

H20 2008 高速 福岡県 九州 NEXCO西日本 九州支社 福岡高速道路事務所 九州自動車道 小田橋 15.00

H20 2008 高速 福岡県 九州 NEXCO西日本 九州支社 福岡高速道路事務所 大分自動車道 二又川橋 25.00

H20 2008 高速 熊本県 九州 NEXCO西日本 九州支社 熊本高速道路事務所 九州自動車道 谷川橋 9.60

H20 2008 高速 福岡県 九州 NEXCO西日本 九州支社 福岡高速道路事務所 大分自動車道 白木谷川橋 9.00

H20 2008 高速 熊本県 九州 NEXCO西日本 九州支社 熊本高速道路事務所 九州自動車道 水無川 9.00

H21 2009 高速 北海道 北海道 NEXCO東日本 北海道支社 札幌管理事務所 札樽自動車道 春香高架橋 18.80

H21 2009 高速 鹿児島県 九州 NEXCO西日本 九州支社 鹿児島高速道路事務所 隼人道路 隼人西IC橋 35.70

H21 2009 高速 鹿児島県 九州 NEXCO西日本 九州支社 鹿児島高速道路事務所 隼人道路 星原橋

H21 2009 高速 福岡県 九州 NEXCO西日本 九州支社 福岡高速道路事務所 大分自動車道 上野橋 15.00

H21 2009 高速 福岡県 九州 NEXCO西日本 九州支社 福岡高速道路事務所 長崎自動車道 山下川橋 10.59

H21 2009 高速 熊本県 九州 NEXCO西日本 九州支社 熊本高速道路事務所 九州自動車道 水無第2橋 15.00

H21 2009 高速 沖縄県 九州 NEXCO西日本 九州支社 沖縄高速道路事務所 沖縄自動車道 南風原高架橋 18.80

H21 2009 高速 沖縄県 九州 NEXCO西日本 九州支社 沖縄高速道路事務所 沖縄自動車道 幸地橋 9.00

H21 2009 高速 沖縄県 九州 NEXCO西日本 九州支社 沖縄高速道路事務所 沖縄自動車道 新垣橋 20.00

H21 2009 高速 大分県 九州 NEXCO西日本 九州支社 大分高速道路事務所 大分自動車道 平川橋 17.00

H21 2009 高速 大分県 九州 NEXCO西日本 九州支社 大分高速道路事務所 大分自動車道 槐木橋 9.00

H22 2010 高速 栃木県 関東 NEXCO東日本 関東支社 宇都宮管理事務所 北関東自動車道 出流原橋 85.36

H22 2010 高速 京都府 近畿 NEXCO西日本 関西支社 京都丹波管理事務所 京都丹波道路 東所川橋 10.30

H22 2010 高速 京都府 近畿 NEXCO西日本 関西支社 京都丹波管理事務所 京都丹波道路 八木嶋路道橋 10.80

H22 2010 高速 和歌山県 近畿 NEXCO西日本 関西支社 和歌山高速道路事務所 阪和自動車道 山中渓高架橋 45.00

H22 2010 高速 広島県 中国 NEXCO西日本 中国支社 千代田高速道路事務所 中国自動車道 壬生高架橋他4橋 27.10

H22 2010 高速 広島県 中国 NEXCO西日本 中国支社 千代田高速道路事務所 中国自動車道 壬生高架橋他4橋 70.60

H22 2010 高速 広島県 中国 NEXCO西日本 中国支社 千代田高速道路事務所 中国自動車道 下馬越橋 9.30

H22 2010 高速 広島県 中国 NEXCO西日本 中国支社 千代田高速道路事務所 中国自動車道 小河内橋 18.80

H22 2010 高速 広島県 中国 NEXCO西日本 中国支社 千代田高速道路事務所 中国自動車道 丁高架橋 8.50

H22 2010 高速 香川県 四国 本四高速 四国支社 香川高速道路事務所 高松自動車道 国分寺・大束川高架 19.50

H22 2010 高速 福岡県 九州 NEXCO西日本 九州支社 福岡高速道路事務所 九州自動車道 乳児原池橋 9.30

H22 2010 高速 福岡県 九州 NEXCO西日本 九州支社 福岡高速道路事務所 九州自動車道 向佐野橋 4.80

H22 2010 高速 熊本県 九州 NEXCO西日本 九州支社 熊本高速道路事務所 九州自動車道 大畑橋 9.00

H22 2010 高速 福岡県 九州 NEXCO西日本 九州支社 福岡高速道路事務所 九州自動車道 向佐野橋 20.00

H22 2010 高速 福岡県 九州 NEXCO西日本 九州支社 福岡高速道路事務所 九州自動車道 向佐野橋 11.90

H22 2010 高速 福岡県 九州 NEXCO西日本 九州支社 福岡高速道路事務所 九州自動車道 向佐野橋 31.50

H22 2010 高速 沖縄県 九州 NEXCO西日本 九州支社 沖縄高速道路事務所 沖縄自動車道 屋嘉第二高架橋 72.20

H22 2010 高速 沖縄県 九州 NEXCO西日本 九州支社 沖縄高速道路事務所 沖縄自動車道 池田高架橋 9.87

H22 2010 高速 沖縄県 九州 NEXCO西日本 九州支社 沖縄高速道路事務所 沖縄自動車道 普天間川橋 14.50

H22 2010 高速 福岡県 九州 NEXCO西日本 九州支社 福岡高速道路事務所 九州自動車道 田ノ口2号橋 53.30

H23 2011 高速 北海道 北海道 NEXCO東日本 北海道支社 帯広管理事務所 道東自動車道帯広管内 喜楽沢川橋 3.30

H23 2011 高速 北海道 北海道 NEXCO東日本 北海道支社 帯広管理事務所 道東自動車道帯広管内 長流枝内川橋 10.20

H23 2011 高速 北海道 北海道 NEXCO東日本 北海道支社 帯広管理事務所 道東自動車道帯広管内 北進沢橋 21.60

H23 2011 高速 北海道 北海道 NEXCO東日本 北海道支社 帯広管理事務所 道東自動車道帯広管内 音更帯広IC橋 6.92

H23 2011 高速 北海道 北海道 NEXCO東日本 北海道支社 帯広管理事務所 道東自動車道帯広管内 芽室IC橋 6.15

H23 2011 高速 北海道 北海道 NEXCO東日本 北海道支社 帯広管理事務所 道東自動車道帯広管内 関山川橋 7.50

H23 2011 高速 北海道 北海道 NEXCO東日本 北海道支社 岩見沢管理事務所 道央自動車道岩見沢管内 東野幌橋 24.56

H23 2011 高速 北海道 北海道 NEXCO東日本 北海道支社 岩見沢管理事務所 道央自動車道岩見沢管内 野幌橋 51.30

H23 2011 高速 北海道 北海道 NEXCO東日本 北海道支社 岩見沢管理事務所 道央自動車道岩見沢管内 北斗3号橋 44.08

H23 2011 高速 北海道 北海道 NEXCO東日本 北海道支社 岩見沢管理事務所 道央自動車道岩見沢管内 南7号橋 22.69

H23 2011 高速 北海道 北海道 NEXCO東日本 北海道支社 岩見沢管理事務所 道央自動車道岩見沢管内 南9号橋 21.88

H23 2011 高速 北海道 北海道 NEXCO東日本 北海道支社 岩見沢管理事務所 道央自動車道岩見沢管内 南11号橋 11.00

H23 2011 高速 北海道 北海道 NEXCO東日本 北海道支社 岩見沢管理事務所 道央自動車道岩見沢管内 南12号橋 44.54

H23 2011 高速 北海道 北海道 NEXCO東日本 北海道支社 札幌管理事務所 札樽自動車道 桂岡高架橋 18.50

H23 2011 高速 栃木県 関東 NEXCO東日本 関東支社 宇都宮管理事務所 北関東自動車道 中内橋 21.70

H23 2011 高速 石川県  北陸甲信越 NEXCO中日本 金沢支社 金沢管理事務所 北陸自動車道 山本高架橋 11.00

H23 2011 高速 石川県  北陸甲信越 NEXCO中日本 金沢支社 金沢管理事務所 北陸自動車道 いたち川橋 11.00

H23 2011 高速 京都府 近畿 NEXCO西日本 関西支社 京都高速道路事務所 名神高速道路 五日市橋他 68.52

H23 2011 高速 和歌山県 近畿 NEXCO西日本 関西支社 和歌山高速道路事務所 阪和自動車道 山中渓高架橋他 104.50

H23 2011 高速 京都府 近畿 NEXCO西日本 関西支社 京都丹波管理事務所 京都丹波道路 室河原高架橋 5.50

H23 2011 高速 京都府 近畿 NEXCO西日本 関西支社 京都高速道路事務所 名神高速道路 塔の森 3.00

H23 2011 高速 奈良県 近畿 NEXCO西日本 関西支社 阪奈高速道路事務所 西名阪自動車道 郡山IC 7.80

H23 2011 高速 京都府 近畿 NEXCO西日本 関西支社 京都丹波管理事務所 京都丹波道路 湯井橋他 70.50

H23 2011 高速 広島県 中国 NEXCO西日本 中国支社 千代田高速道路事務所 中国自動車道 志路原川橋 21.45

H23 2011 高速 広島県 中国 NEXCO西日本 中国支社 千代田高速道路事務所 広島自動車道 畑橋 22.09

H23 2011 高速 広島県 中国 NEXCO西日本 中国支社 千代田高速道路事務所 広島自動車道 久地高架橋 9.00

H23 2011 高速 広島県 中国 NEXCO西日本 中国支社 千代田高速道路事務所 中国自動車道 吹矢谷橋 20.00

◆MMジョイント実績表（NEXCO）



年度 西暦 日時 区分 県別 地域 N区分 支社別 管理区分 道路名 橋梁名 延長（ｍ）

◆MMジョイント実績表（NEXCO）

H23 2011 高速 岡山県 中国 NEXCO西日本 中国支社 岡山高速道路事務所 山陽自動車道 二万新池橋 11.00

H23 2011 高速 香川県 四国 本四高速 四国支社 香川高速道路事務所 高松自動車道 六ツ目新池橋 36.80

H23 2011 高速 香川県 四国 本四高速 四国支社 香川高速道路事務所 高松自動車道 割古前池橋 9.90

H23 2011 高速 香川県 四国 本四高速 四国支社 香川高速道路事務所 高松自動車道 石舟池橋 9.50

H23 2011 高速 香川県 四国 本四高速 四国支社 香川高速道路事務所 高松自動車道 割古前池橋 8.70

H23 2011 高速 香川県 四国 本四高速 四国支社 香川高速道路事務所 高松自動車道 楠井池橋 9.29

H23 2011 高速 鹿児島県 九州 NEXCO西日本 九州支社 鹿児島高速道路事務所 隼人道路 宮ケ尾橋 10.00

H23 2011 高速 鹿児島県 九州 NEXCO西日本 九州支社 鹿児島高速道路事務所 隼人道路 須賀谷橋 10.00

H23 2011 高速 熊本県 九州 NEXCO西日本 九州支社 熊本高速道路事務所 九州自動車道 大峰高架橋 32.00

H23 2011 高速 熊本県 九州 NEXCO西日本 九州支社 熊本高速道路事務所 九州自動車道 関川橋 11.00

H23 2011 高速 熊本県 九州 NEXCO西日本 九州支社 熊本高速道路事務所 九州自動車道 亀甲橋 22.00

H23 2011 高速 沖縄県 九州 NEXCO西日本 九州支社 沖縄高速道路事務所 沖縄自動車道 普天間橋他 72.00

H23 2011 高速 大分県 九州 NEXCO西日本 九州支社 大分高速道路事務所 大分自動車道 清岸寺橋 14.50

H23 2011 高速 大分県 九州 NEXCO西日本 九州支社 大分高速道路事務所 大分自動車道 深河内橋 9.00

H23 2011 高速 福岡県 九州 NEXCO西日本 九州支社 福岡高速道路事務所 九州自動車道 一築池橋 44.70

H23 2011 高速 福岡県 九州 NEXCO西日本 九州支社 福岡高速道路事務所 大分自動車道 若市橋 9.20

H23 2011 高速 福岡県 九州 NEXCO西日本 九州支社 福岡高速道路事務所 大分自動車道 上野橋 24.70

H24 2012 高速 北海道 北海道 NEXCO東日本 北海道支社 室蘭管理事務所 道央自動車道 気門別川橋 11.50

H24 2012 H24.6 高速 北海道 北海道 NEXCO東日本 北海道支社 室蘭管理事務所 道央自動車道 西関内川橋 11.50

H24 2012 H24.6 高速 北海道 北海道 NEXCO東日本 北海道支社 旭川管理事務所 深川留萌自動車道 花園橋 29.30

H24 2012 H24.6 高速 北海道 北海道 NEXCO東日本 北海道支社 岩見沢管理事務所 道央自動車道 志文高架橋 22.36

H24 2012 H24.6 高速 北海道 北海道 NEXCO東日本 北海道支社 岩見沢管理事務所 道央自動車道 南15号橋 78.69

H24 2012 H24.6 高速 北海道 北海道 NEXCO東日本 北海道支社 岩見沢管理事務所 道央自動車道 南16号橋 41.06

H24 2012 H24.6 高速 北海道 北海道 NEXCO東日本 北海道支社 岩見沢管理事務所 道央自動車道 南17号橋 6.73

H24 2012 H24.7 高速 北海道 北海道 NEXCO東日本 北海道支社 帯広管理事務所 道東自動車道 音更大通橋 10.50

H24 2012 H24.7 高速 北海道 北海道 NEXCO東日本 北海道支社 帯広管理事務所 道東自動車道 士幌川橋 21.00

H24 2012 H24.7 高速 北海道 北海道 NEXCO東日本 北海道支社 帯広管理事務所 道東自動車道 音更大通橋 10.50

H24 2012 H24.7 高速 北海道 北海道 NEXCO東日本 北海道支社 帯広管理事務所 道東自動車道 士幌川橋 21.00

H24 2012 H24.7 高速 北海道 北海道 NEXCO東日本 北海道支社 旭川管理事務所 道央自動車道 南3号川橋 27.00

H24 2012 H24.7 高速 北海道 北海道 NEXCO東日本 北海道支社 岩見沢管理事務所 道央自動車道 豊幌2号橋 44.00

H24 2012 H24.8 高速 北海道 北海道 NEXCO東日本 北海道支社 旭川管理事務所 道央自動車道 奈江豊平川橋 45.20

H24 2012 H24.8 高速 北海道 北海道 NEXCO東日本 北海道支社 岩見沢管理事務所 道央自動車道 清真布川橋 30.75

H24 2012 H24.9 高速 北海道 北海道 NEXCO東日本 北海道支社 岩見沢管理事務所 道央自動車道 岩見沢IC橋 25.34

H24 2012 H24.9 高速 北海道 北海道 NEXCO東日本 北海道支社 岩見沢管理事務所 道央自動車道 南18号橋 22.00

H24 2012 H24.10 高速 北海道 北海道 NEXCO東日本 北海道支社 帯広管理事務所 道東自動車道 中新得川橋 22.00

H24 2012 H24.7 高速 岩手県 東北 NEXCO東日本 東北支社 盛岡管理事務所 東北自動車道 平滝川橋 23.00

H24 2012 H24.7 高速 山形県 東北 NEXCO東日本 東北支社 鶴岡管理事務所 山形自動車道 布目橋 16.00

H24 2012 H24.7 高速 秋田県 東北 NEXCO東日本 東北支社 横手管理事務所 秋田自動車道 横手ＩＣ橋 47.30

H24 2012 H24.8 高速 秋田県 東北 NEXCO東日本 東北支社 横手管理事務所 秋田自動車道 大屋川橋

H24 2012 H24.9 高速 宮城県 東北 NEXCO東日本 東北支社 仙台管理事務所 東北自動車道 白石ＩＣ橋 29.30

H24 2012 H24.9 高速 宮城県 東北 NEXCO東日本 東北支社 仙台管理事務所 山形自動車道 白萩橋 5.30

H24 2012 高速 秋田県 東北 NEXCO東日本 東北支社 横手管理事務所 秋田自動車道 横手南橋 27.10

H24 2012 H24.10 高速 秋田県 東北 NEXCO東日本 東北支社 横手管理事務所 秋田自動車道 坊田石川橋

H24 2012 高速 宮城県 東北 NEXCO東日本 東北支社 仙台管理事務所 山形自動車道 白萩橋 5.30

H24 2012 H24.10 高速 宮城県 東北 NEXCO東日本 東北支社 仙台管理事務所 東北自動車道 茂庭橋 63.70

H24 2012 H24.10 高速 宮城県 東北 NEXCO東日本 東北支社 仙台管理事務所 東北自動車道 トドガ沢橋

H24 2012 H24.10 高速 宮城県 東北 NEXCO東日本 東北支社 仙台管理事務所 山形自動車道 松下橋 9.00

H24 2012 H24.11 高速 宮城県 東北 NEXCO東日本 東北支社 古川管理事務所 東北自動車道 南沢橋 33.20

H24 2012 H24.11 高速 宮城県 東北 NEXCO東日本 東北支社 仙台管理事務所 仙台東部道路 高架Ｐ56 2.00

H24 2012 H24.12 高速 秋田県 東北 NEXCO東日本 東北支社 秋田管理事務所 秋田自動車道 勝手川橋 30.90

H24 2012 H25.3 高速 秋田県 東北 NEXCO東日本 東北支社 秋田管理事務所 秋田自動車道 勝手川橋 5.15

H24 2012 高速 秋田県 東北 NEXCO東日本 東北支社 秋田管理事務所 秋田自動車道 勝手川橋 5.15

H24 2012 高速 宮城県 東北 NEXCO東日本 東北支社 仙台管理事務所 仙台東部道路 水神橋 56.78

H24 2012 高速 宮城県 東北 NEXCO東日本 東北支社 仙台管理事務所 仙台東部道路 若林橋

H24 2012 H24.8 高速 宮城県 東北 NEXCO東日本 東北支社 仙台管理事務所 仙台北部道路 新乙沢橋 19.60

H24 2012 H24.8 高速 福島県 東北 NEXCO東日本 東北支社 郡山管理事務所 磐越自動車道(下り） 李作橋 10.50

H24 2012 高速 福島県 東北 NEXCO東日本 東北支社 郡山管理事務所 東北自動車道(上り） 喜久田橋 60.83

H24 2012 高速 福島県 東北 NEXCO東日本 東北支社 郡山管理事務所 東北自動車道(上り） 片平橋、

H24 2012 H24.8 高速 福島県 東北 NEXCO東日本 東北支社 郡山管理事務所 東北自動車道(上り） 笹平橋

H24 2012 高速 宮城県 東北 NEXCO東日本 東北支社 仙台管理事務所 仙台東部道路 水神橋 30.90

H24 2012 H24.9 高速 宮城県 東北 NEXCO東日本 東北支社 仙台管理事務所 仙台東部道路 若林橋

H24 2012 高速 福島県 東北 NEXCO東日本 東北支社 郡山管理事務所 磐越自動車道(上り） 東光寺橋 73.50

H24 2012 高速 福島県 東北 NEXCO東日本 東北支社 郡山管理事務所 磐越自動車道(上り） 野尻川橋

H24 2012 高速 福島県 東北 NEXCO東日本 東北支社 郡山管理事務所 磐越自動車道(上り） 大口原橋

H24 2012 高速 福島県 東北 NEXCO東日本 東北支社 郡山管理事務所 磐越自動車道(上り） 日和田橋
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H24 2012 H24.10 高速 福島県 東北 NEXCO東日本 東北支社 郡山管理事務所 磐越自動車道(上り） 横森橋

H24 2012 高速 福島県 東北 NEXCO東日本 東北支社 郡山管理事務所 磐越自動車道(上り） 衛門次郎橋 42.00

H24 2012 H24.11 高速 福島県 東北 NEXCO東日本 東北支社 郡山管理事務所 磐越自動車道(上り） 梅沢橋

H24 2012 高速 福島県 東北 NEXCO東日本 東北支社 郡山管理事務所 磐越自動車道(下り） 関戸橋 52.50

H24 2012 高速 福島県 東北 NEXCO東日本 東北支社 郡山管理事務所 磐越自動車道(下り） 大口原橋

H24 2012 H24.11 高速 福島県 東北 NEXCO東日本 東北支社 郡山管理事務所 磐越自動車道(下り） 芹ヶ沢橋

H24 2012 H25.3 高速 福島県 東北 NEXCO東日本 東北支社 郡山管理事務所 東北自動車道(上り） 米川橋 21.00

H24 2012 H24.6 高速 栃木県 関東 NEXCO東日本 関東支社 水戸管理事務所 北関東自動車道 小山橋 68.94

H24 2012 高速 栃木県 関東 NEXCO東日本 関東支社 水戸管理事務所 北関東自動車道 北屋敷第一橋

H24 2012 高速 栃木県 関東 NEXCO東日本 関東支社 水戸管理事務所 北関東自動車道 北屋敷第二橋

H24 2012 高速 徳島県 四国 本四高速 四国支社 徳島高速道路事務所 徳島自動車道 法寺谷橋 12.90

H24 2012 Ｈ24.12 高速 京都府 近畿 NEXCO西日本 関西支社 茨木管理事務所 名神高速道路 竹田高架橋 5.20

H24 2012 H24.6 高速 京都府 近畿 NEXCO西日本 関西支社 京都丹波管理事務所 京都丹波自動車道 八木１号橋他 33.41

H24 2012 H24.8 高速 岡山県 中国 NEXCO西日本 中国支社 岡山高速道路事務所 山陽自動車道 政所橋 4.50

H24 2012 H24.9 高速 岡山県 中国 NEXCO西日本 中国支社 岡山高速道路事務所 山陽自動車道 岡山インター橋 3.70

H24 2012 H24.10 高速 岡山県 中国 NEXCO西日本 中国支社 岡山高速道路事務所 山陽自動車道 金田高架橋 9.80

H24 2012 H25.3 高速 岡山県 中国 NEXCO西日本 中国支社 岡山高速道路事務所 山陽自動車道 辛川大池橋 4.00

H24 2012 H24.11 高速 岡山県 中国 NEXCO西日本 中国支社 岡山高速道路事務所 山陽自動車道 早島IC第二ランプ橋 12.00

H24 2012 H25.2 高速 山口県 中国 NEXCO西日本 中国支社 山口高速道路事務所 中国自動車道 梅香川橋 40.00

H24 2012 H24.8 高速 徳島県 四国 本四高速 四国支社 徳島高速道路事務所 徳島自動車道 法寺谷橋 12.90

H24 2012 H24.11 高速 徳島県 四国 本四高速 四国支社 徳島高速道路事務所 徳島自動車道 吉田橋 16.00

H24 2012 高速 山口県 九州 NEXCO西日本 九州支社 下関高速道路事務所 中国自動車道 神田川橋 57.00

H24 2012 Ｈ24.8 高速 山口県 九州 NEXCO西日本 九州支社 下関高速道路事務所 中国自動車道 砂子多高架橋

H24 2012 Ｈ24.8 高速 熊本県 九州 NEXCO西日本 九州支社 熊本高速道路事務所 九州自動車道 北原跨道橋 8.00

H24 2012 Ｈ24.10 高速 熊本県 九州 NEXCO西日本 九州支社 熊本高速道路事務所 九州自動車道 中原跨道橋 8.00

H24 2012 Ｈ24.10 高速 熊本県 九州 NEXCO西日本 九州支社 熊本高速道路事務所 九州自動車道 奥野跨道橋 8.00

H24 2012 Ｈ24.10 高速 熊本県 九州 NEXCO西日本 九州支社 熊本高速道路事務所 九州自動車道 塚原跨道橋 8.00

H24 2012 Ｈ24.10 高速 熊本県 九州 NEXCO西日本 九州支社 熊本高速道路事務所 九州自動車道 枦野跨道橋 8.00

H24 2012 Ｈ24.10 高速 熊本県 九州 NEXCO西日本 九州支社 熊本高速道路事務所 九州自動車道 東阿高跨道橋 8.00

H24 2012 H25.1 高速 熊本県 九州 NEXCO西日本 九州支社 熊本高速道路事務所 九州自動車道 米ノ山跨道橋 10.00

H24 2012 H25.1 高速 福岡県 九州 NEXCO西日本 九州支社 北九州高速道路事務所 九州自動車道 麻生橋 29.00

H24 2012 H25.2 高速 福岡県 九州 NEXCO西日本 九州支社 北九州高速道路事務所 九州自動車道 木屋瀬橋 6.03

H24 2012 H25.2 高速 福岡県 九州 NEXCO西日本 九州支社 北九州高速道路事務所 九州自動車道 影房橋 10.00

H24 2012 H25.3 高速 福岡県 九州 NEXCO西日本 九州支社 北九州高速道路事務所 九州自動車道 立花橋 10.75

H24 2012 H25.3 高速 福岡県 九州 NEXCO西日本 九州支社 北九州高速道路事務所 九州自動車道 清水橋 0.00

H24 2012 H25.3 高速 福岡県 九州 NEXCO西日本 九州支社 北九州高速道路事務所 九州自動車道 倉久川橋 20.80

H24 2012 高速 沖縄県 九州 NEXCO西日本 九州支社 沖縄高速道路事務所 沖縄自動車道 普天間川橋 57.00

H25 2013 H25.3 高速 長崎県 九州 NEXCO西日本 九州支社 長崎高速道路事務所 長崎自動車道 隅田川橋 9.25

H25 2013 H25.3 高速 長崎県 九州 NEXCO西日本 九州支社 長崎高速道路事務所 長崎自動車道 池田橋 14.50

H25 2013 H25.3 高速 長崎県 九州 NEXCO西日本 九州支社 長崎高速道路事務所 長崎自動車道 東大川橋 18.50

H25 2013 H25.2 高速 佐賀県 九州 NEXCO西日本 九州支社 佐賀高速道路事務所 長崎自動車道 選分橋 9.60

H25 2013 高速 京都府 近畿 NEXCO西日本 関西支社 京都高速道路事務所 京都縦貫自動車道 椎ノ木谷川橋 63.80

H25 2013 高速 滋賀県 近畿 NEXCO西日本 関西支社 栗東高速道路事務所 名神高速道 草津川第二高架橋 68.70

H25 2013 高速 京都府 近畿 NEXCO西日本 関西支社 京都高速道路事務所 名神高速道 五日市高架橋 8.00

H25 2013 高速 広島県 中国 NEXCO西日本 中国支社 福山高速道路事務所 山陽自動車道 鈴谷高架橋 20.50

H25 2013 高速 山口県 中国 NEXCO西日本 中国支社 山口高速道路事務所 中国自動車道 梅香川橋 40.50

H25 2013 高速 山口県 中国 NEXCO西日本 中国支社 山口高速道路事務所 中国自動車道 小月高架橋 16.30

H25 2013 高速 広島県 中国 NEXCO西日本 中国支社 千代田高速道路事務所 中国自動車道 筒香高架橋 97.00

H25 2013 高速 山口県 中国 NEXCO西日本 中国支社 山口高速道路事務所 中国自動車道 蓼野第五橋 20.20

H25 2013 高速 広島県 中国 NEXCO西日本 中国支社 千代田高速道路事務所 浜田自動車道 岩ヶ迫橋 17.90

H25 2013 高速 広島県 中国 NEXCO西日本 中国支社 広島高速道路事務所  山陽自動車道広島自動車道 川内高架橋・前原高架橋 28.80

H25 2013 高速 岡山県 中国 NEXCO西日本 中国支社 岡山高速道路事務所 山陽自動車道 早島IC第一ランプ橋 30.00

H25 2013 高速 山口県 中国 NEXCO西日本 中国支社 山口高速道路事務所 中国自動車道 石ヶ谷高架橋 9.30

H25 2013 高速 岡山県 中国 NEXCO西日本 中国支社 岡山高速道路事務所 岡山自動車道 和田橋 18.60

H25 2013 高速 岡山県 中国 NEXCO西日本 中国支社 岡山高速道路事務所 岡山自動車道 総社橋 9.30

H25 2013 高速 岡山県 中国 NEXCO西日本 中国支社 岡山高速道路事務所 岡山自動車道 総社橋 18.60

H25 2013 高速 岡山県 中国 NEXCO西日本 中国支社 岡山高速道路事務所 山陽自動車道 岡山ＩＣ橋 8.40

H25 2013 高速 香川県 四国 本四高速 四国支社 高松高速道路事務所 高松自動車道 国分寺高架橋・皿池橋・大束川高架橋 19.40

H25 2013 高速 香川県 四国 本四高速 四国支社 高松高速道路事務所 高松自動車道 神野高架橋 10.80

H25 2013 高速 香川県 四国 本四高速 四国支社 香川高速道路事務所 高松東道路 神の谷池橋 21.00

H25 2013 高速 香川県 四国 本四高速 四国支社 香川高速道路事務所 高松自動車道 西ノ又第一橋 7.20

H25 2013 高速 香川県 四国 本四高速 四国支社 香川高速道路事務所 高松自動車道 楠井池橋 8.90

H25 2013 高速 香川県 四国 本四高速 四国支社 香川高速道路事務所 高松自動車道 四手池橋 21.40

H25 2013 高速 香川県 四国 本四高速 四国支社 香川高速道路事務所 高松自動車道 郡家橋 23.10

H25 2013 高速 香川県 四国 本四高速 四国支社 香川高速道路事務所 高松自動車道 笹谷下池橋 9.90
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H25 2013 高速 香川県 四国 本四高速 四国支社 香川高速道路事務所 高松自動車道 郡家橋 23.10

H25 2013 高速 香川県 四国 本四高速 四国支社 香川高速道路事務所 高松自動車道 楠井池橋 9.70

H25 2013 高速 香川県 四国 本四高速 四国支社 香川高速道路事務所 高松自動車道 石舟池橋 19.10

H25 2013 高速 鹿児島県 九州 NEXCO西日本 九州支社 鹿児島高速道路事務所 九州自動車道 横川橋 30.00

H25 2013 高速 鹿児島県 九州 NEXCO西日本 九州支社 鹿児島高速道路事務所 九州自動車道 溝辺橋 24.40

H25 2013 高速 鹿児島県 九州 NEXCO西日本 九州支社 鹿児島高速道路事務所 九州自動車道 米永橋 46.60

H25 2013 高速 鹿児島県 九州 NEXCO西日本 九州支社 鹿児島高速道路事務所 九州自動車道 太田橋 9.80

H25 2013 高速 鹿児島県 九州 NEXCO西日本 九州支社 鹿児島高速道路事務所 九州自動車道 西別府橋 12.60

H25 2013 高速 宮崎県 九州 NEXCO西日本 九州支社 宮崎高速道路事務所 宮崎自動車道 元野橋 17.00

H25 2013 高速 宮崎県 九州 NEXCO西日本 九州支社 宮崎高速道路事務所 宮崎自動車道 丸谷川橋 17.80

H25 2013 高速 宮崎県 九州 NEXCO西日本 九州支社 宮崎高速道路事務所 宮崎自動車道 野々宇都橋 51.00

H25 2013 高速 沖縄県 九州 NEXCO西日本 九州支社 沖縄高速道路事務所 沖縄自動車道 南風原高架橋 9.00

H25 2013 高速 沖縄県 九州 NEXCO西日本 九州支社 沖縄高速道路事務所 沖縄自動車道 幸地橋 27.00

H25 2013 高速 沖縄県 九州 NEXCO西日本 九州支社 沖縄高速道路事務所 沖縄自動車道 西原橋 7.30

H25 2013 高速 福岡県 九州 NEXCO西日本 九州支社 北九州高速道路事務所 九州自動車道 麻生橋 26.50

H25 2013 高速 福岡県 九州 NEXCO西日本 九州支社 久留米高速道路事務所 九州自動車道 草切原橋 23.70

H25 2013 高速 福岡県 九州 NEXCO西日本 九州支社 北九州高速道路事務所 九州自動車道 木屋瀬橋 12.00

H25 2013 高速 福岡県 九州 NEXCO西日本 九州支社 北九州高速道路事務所 九州自動車道 清水橋 8.40

H25 2013 高速 福岡県 九州 NEXCO西日本 九州支社 北九州高速道路事務所 九州自動車道 木屋瀬橋 22.00

H25 2013 高速 大分県 九州 NEXCO西日本 九州支社 大分高速道路事務所 大分自動車道 野田高架橋 9.00

H25 2013 高速 大分県 九州 NEXCO西日本 九州支社 大分高速道路事務所 大分自動車道 水分橋 9.00

H25 2013 高速 大分県 九州 NEXCO西日本 九州支社 大分高速道路事務所 大分自動車道 平川橋 8.50

H25 2013 高速 大分県 九州 NEXCO西日本 九州支社 大分高速道路事務所 大分自動車道 野田第二橋 9.00

H25 2013 高速 大分県 九州 NEXCO西日本 九州支社 大分高速道路事務所 大分自動車道 上境川橋 28.90

H25 2013 高速 大分県 九州 NEXCO西日本 九州支社 大分高速道路事務所 宇佐別府道路 広谷橋 18.00

H25 2013 高速 大分県 九州 NEXCO西日本 九州支社 大分高速道路事務所 日出BP 法花寺橋 18.10

H25 2013 高速 福岡県 九州 NEXCO西日本 九州支社 久留米高速道路事務所 八木山BP 弁分高架橋 42.00

H25 2013 高速 長崎県 九州 NEXCO西日本 九州支社 長崎高速道路事務所 長崎自動車道 小浜橋 18.50

H25 2013 高速 長崎県 九州 NEXCO西日本 九州支社 長崎高速道路事務所 長崎自動車道 池田橋 14.50

H25 2013 高速 佐賀県 九州 NEXCO西日本 九州支社 佐賀高速道路事務所 西九州自動車道 高名畑橋 9.00

H25 2013 高速 佐賀県 九州 NEXCO西日本 九州支社 佐賀高速道路事務所 西九州自動車道 栗木原橋 18.00

H25 2013 高速 佐賀県 九州 NEXCO西日本 九州支社 佐賀高速道路事務所 西九州自動車道 後ノ谷橋 18.00

H25 2013 高速 佐賀県 九州 NEXCO西日本 九州支社 佐賀高速道路事務所 西九州自動車道 口ノ尾橋 17.00

H25 2013 高速 福岡県 九州 NEXCO西日本 九州支社 北九州高速道路事務所 椎田道路 音無川橋 10.80

H25 2013 高速 福岡県 九州 NEXCO西日本 九州支社 北九州高速道路事務所 椎田道路 上り松橋 18.00

H25 2013 高速 熊本県 九州 NEXCO西日本 九州支社 熊本高速道路事務所 九州自動車道 健軍川橋 22.00

H25 2013 高速 熊本県 九州 NEXCO西日本 九州支社 熊本高速道路事務所 九州自動車道 古閑橋 23.80

H25 2013 高速 熊本県 九州 NEXCO西日本 九州支社 熊本高速道路事務所 九州自動車道 待居川橋 10.10

H25 2013 高速 熊本県 九州 NEXCO西日本 九州支社 熊本高速道路事務所 九州自動車道 三峯橋 20.40

H25 2013 高速 熊本県 九州 NEXCO西日本 九州支社 熊本高速道路事務所 九州自動車道 飯江川橋 10.10

H25 2013 高速 熊本県 九州 NEXCO西日本 九州支社 熊本高速道路事務所 九州自動車道 待居川橋 10.00

H25 2013 高速 熊本県 九州 NEXCO西日本 九州支社 熊本高速道路事務所 九州自動車道 三峯橋 20.00

H25 2013 高速 熊本県 九州 NEXCO西日本 九州支社 熊本高速道路事務所 九州自動車道 飯江川橋 10.80

H25 2013 高速 佐賀県 九州 NEXCO西日本 九州支社 佐賀高速道路事務所 長崎自動車道 石動橋 21.60

H25 2013 高速 佐賀県 九州 NEXCO西日本 九州支社 佐賀高速道路事務所 長崎自動車道 朝日橋 9.30

H25 2013 高速 佐賀県 九州 NEXCO西日本 九州支社 佐賀高速道路事務所 長崎自動車道 春日橋 10.30

H25 2013 高速 佐賀県 九州 NEXCO西日本 九州支社 佐賀高速道路事務所 長崎自動車道 織島高架橋 37.00

H25 2013 高速 佐賀県 九州 NEXCO西日本 九州支社 佐賀高速道路事務所 長崎自動車道 東分高架橋 9.30

H25 2013 高速 佐賀県 九州 NEXCO西日本 九州支社 佐賀高速道路事務所 長崎自動車道 別府橋 18.50

H25 2013 高速 佐賀県 九州 NEXCO西日本 九州支社 佐賀高速道路事務所 長崎自動車道 仁位所橋 18.50

H25 2013 高速 佐賀県 九州 NEXCO西日本 九州支社 佐賀高速道路事務所 長崎自動車道 道祖元高架橋 9.30

H25 2013 高速 佐賀県 九州 NEXCO西日本 九州支社 佐賀高速道路事務所 長崎自動車道 大草野橋 17.00

H25 2013 高速 佐賀県 九州 NEXCO西日本 九州支社 佐賀高速道路事務所 長崎自動車道 小田志橋 17.00

H25 2013 高速 福岡県 九州 NEXCO西日本 九州支社 福岡工事事務所 東九州自動車道 吉国第二橋 47.40

H25 2013 高速 北海道 北海道 NEXCO東日本 北海道支社 旭川管理事務所 道央自動車道 中富橋 23.80

H25 2013 高速 北海道 北海道 NEXCO東日本 北海道支社 帯広管理事務所 道東自動車道 関山川橋 12.40

H25 2013 高速 北海道 北海道 NEXCO東日本 北海道支社 帯広管理事務所 道東自動車道 上清水橋 24.80

H25 2013 高速 北海道 北海道 NEXCO東日本 北海道支社 帯広管理事務所 道東自動車道 音更東2線橋 11.70

H25 2013 高速 北海道 北海道 NEXCO東日本 北海道支社 帯広管理事務所 道東自動車道 アネップ川橋 15.40

H25 2013 高速 北海道 北海道 NEXCO東日本 北海道支社 岩見沢管理事務所 道央自動車道 東野幌橋 24.60

H25 2013 高速 北海道 北海道 NEXCO東日本 北海道支社 岩見沢管理事務所 道央自動車道 江別太2号橋 44.00

H25 2013 高速 北海道 北海道 NEXCO東日本 北海道支社 岩見沢管理事務所 道央自動車道 北斗3号橋 34.40

H25 2013 高速 北海道 北海道 NEXCO東日本 北海道支社 岩見沢管理事務所 道央自動車道 萱野橋 67.60

H25 2013 高速 北海道 北海道 NEXCO東日本 北海道支社 岩見沢管理事務所 道央自動車道 萱野東橋 44.50

H25 2013 高速 北海道 北海道 NEXCO東日本 北海道支社 岩見沢管理事務所 道央自動車道 南一の沢川橋 22.20
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◆MMジョイント実績表（NEXCO）

H25 2013 高速 北海道 北海道 NEXCO東日本 北海道支社 岩見沢管理事務所 道央自動車道 美唄IC橋 20.60

H25 2013 高速 北海道 北海道 NEXCO東日本 北海道支社 岩見沢管理事務所 道央自動車道 東明橋 53.40

H25 2013 高速 福島県 東北 NEXCO東日本 東北支社 郡山管理事務所 磐越自動車道 李作橋 10.00

H25 2013 高速 福島県 東北 NEXCO東日本 東北支社 郡山管理事務所 東北自動車道 郡山ＩＣ3号橋 14.70

H25 2013 高速 福島県 東北 NEXCO東日本 東北支社 いわき管理事務所 常磐自動車道 大久川橋 10.00

H25 2013 高速 福島県 東北 NEXCO東日本 東北支社 郡山管理事務所 磐越自動車道 牧野橋、三春橋 28.00

H25 2013 高速 岩手県 東北 NEXCO東日本 東北支社 盛岡管理事務所 東北自動車道 笹森橋、岩崎川橋 77.80

H25 2013 高速 岩手県 東北 NEXCO東日本 東北支社 盛岡管理事務所 東北自動車道 厚樫橋、四斗蒔田橋 24.00

H25 2013 高速 宮城県 東北 NEXCO東日本 東北支社 仙台管理事務所 東北自動車道 高柳橋、下増田橋、上中筋橋 30.60

H25 2013 高速 福島県 東北 NEXCO東日本 東北支社 福島管理事務所 東北自動車道 厚樫橋、四斗蒔田橋 25.40

H25 2013 高速 青森県 東北 NEXCO東日本 東北支社 八戸管理事務所 八戸自動車道 軽米橋 51.10

H25 2013 高速 山形県 東北 NEXCO東日本 東北支社 鶴岡管理事務所 山形自動車道 酒田橋 30.00

H25 2013 高速 秋田県 東北 NEXCO東日本 東北支社 横手管理事務所 秋田自動車道 横手橋、横手南橋、十文字新田橋 59.10

H25 2013 高速 山形県 東北 NEXCO東日本 東北支社 鶴岡管理事務所 山形自動車道 酒田橋 12.00

H25 2013 高速 新潟県  北陸甲信越 NEXCO東日本 新潟支社 上越管理事務所 北陸自動車道 五貫野高架橋 5.00

H25 2013 高速 新潟県  北陸甲信越 NEXCO東日本 新潟支社 上越管理事務所 北陸自動車道 五貫野高架橋 9.60

H25 2013 高速 新潟県  北陸甲信越 NEXCO東日本 新潟支社 上越管理事務所 北陸自動車道 五貫野高架橋 4.50

H25 2013 高速 新潟県  北陸甲信越 NEXCO東日本 新潟支社 上越管理事務所 北陸自動車道 水崎橋 19.00

H25 2013 高速 三重県 東海 NEXCO中日本 名古屋支社 四日市工事事務所 新名神高速道路 宮川北橋 8.00

H25 2013 高速 山梨県 関東 NEXCO中日本 八王子支社 大月管理事務所 中央自動車道 浅間高架橋 74.50

H25 2013 高速 愛媛県 四国 本四高速 本州四国連絡高速道路㈱ しまなみ尾道管理Ｃ 西瀬戸自動車道 多々良大橋 31.00

H26 2014 高速 宮城県 東北 NEXCO東日本 東北支社 仙台管理事務所 東北自動車道 坪沼川橋、宮城松川橋、茂庭橋、仙台南ＩＣ橋 59.80

H26 2014 高速 宮城県 東北 NEXCO東日本 東北支社 仙台管理事務所 東北自動車道 宮城松川橋、茂庭橋、仙台南ＩＣ橋 18.00

H26 2014 高速 宮城県 東北 NEXCO東日本 東北支社 仙台管理事務所 山形自動車道 名乗橋、小銀沢橋 15.40

H26 2014 高速 福島県 東北 NEXCO東日本 東北支社 福島管理事務所 東北自動車道 高倉橋、四斗蒔田橋、細谷橋 30.20

H26 2014 高速 福島県 東北 NEXCO東日本 東北支社 福島管理事務所 東北自動車道 四斗蒔田橋 20.10

H26 2014 高速 山形県 東北 NEXCO東日本 東北支社 鶴岡管理事務所 山形自動車道 酒田橋 2.50

H26 2014 高速 青森県 東北 NEXCO東日本 東北支社 八戸管理事務所 八戸自動車道 大鳥第一橋 42.80

H26 2014 高速 福島県 東北 NEXCO東日本 東北支社 会津若松管理事務所 磐越自動車道 田沢川橋、天矢場橋他3橋 106.30

H26 2014 高速 宮城県 東北 NEXCO東日本 東北支社 仙台管理事務所 山形自動車道 名乗橋、小銀沢橋 15.40

H26 2014 高速 福島県 東北 NEXCO東日本 東北支社 福島管理事務所 東北自動車道 細谷橋、高倉橋 13.00

H26 2014 高速 秋田県 東北 NEXCO東日本 東北支社 横手管理事務所 秋田自動車道 大屋川橋、横手ＩＣ橋、横手南橋 67.30

H26 2014 高速 秋田県 東北 NEXCO東日本 東北支社 横手管理事務所 秋田自動車道 大曲ＩＣ橋、横手南橋 34.50

H26 2014 高速 山形県 東北 NEXCO東日本 東北支社 山形管理事務所 山形自動車道 笹谷ＩＣ橋 6.70

H26 2014 高速 千葉県 関東 NEXCO東日本 関東支社 市原管理事務所 京葉道路 国分橋、根田橋、廿五里新田橋外 53.64

H26 2014 高速 岡山県 中国 NEXCO西日本 中国支社 岡山高速道路事務所 山陽自動車道 和谷橋 8.00

H26 2014 高速 岡山県 中国 NEXCO西日本 中国支社 岡山高速道路事務所 岡山自動車道 中島橋 9.10

H26 2014 高速 岡山県 中国 NEXCO西日本 中国支社 岡山高速道路事務所 岡山自動車道 見延橋　他１橋 29.60

H26 2014 高速 山口県 中国 NEXCO西日本 中国支社 山口高速道路事務所 中国自動車道 小月高架橋 7.80

H26 2014 高速 広島県 中国 NEXCO西日本 中国支社 千代田高速道路事務所 中国自動車道 柏原高架橋 19.37

H26 2014 高速 広島県 中国 NEXCO西日本 中国支社 千代田高速道路事務所 中国自動車道 古仏丁谷橋 18.53

H26 2014 高速 岡山県 中国 NEXCO西日本 中国支社 岡山高速道路事務所 山陽自動車道 政所橋 11.30

H26 2014 高速 広島県 中国 NEXCO西日本 中国支社 千代田高速道路事務所 中国自動車道 横田橋 35.14

H26 2014 高速 香川県 四国 本四高速 四国支社 香川高速道路事務所 高松自動車道 皿池橋 10.80

H26 2014 高速 香川県 四国 本四高速 四国支社 香川高速道路事務所 高松自動車道 国分寺橋 8.30

H26 2014 高速 徳島県 四国 本四高速 四国支社 徳島工事事務所 四国横断自動車道 夷野橋他 52.00

H26 2014 高速 鹿児島県 九州 NEXCO西日本 九州支社 鹿児島高速道路事務所 西九州道 大峯高架橋 22.90

H26 2014 高速 大分県 九州 NEXCO西日本 九州支社 大分高速道路事務所 日出ﾊﾞｲﾊﾟｽ 山田橋 9.00

H26 2014 高速 大分県 九州 NEXCO西日本 九州支社 大分高速道路事務所 宇佐別府道路 飯田第二橋 10.00

H26 2014 高速 大分県 九州 NEXCO西日本 九州支社 大分高速道路事務所 大分自動車道 宮崎高架橋 9.00

H26 2014 高速 佐賀県 九州 NEXCO西日本 九州支社 佐賀高速道路事務所 長崎自動車道 コンクリート舗装横目地 32.20

H26 2014 高速 愛媛県 四国 本四高速 本州四国連絡高速道路(株) しまなみ尾道管理センター 西瀬戸自動車道 多々良大橋 262.40

H26 2014 高速 徳島県 四国 本四高速 本州四国連絡高速道路(株) 鳴門管理センター 神戸淡路鳴門自動車道 志知高架橋 15.20

H27 2015 高速 宮城県 東北 NEXCO東日本 東北支社 仙台管理事務所 仙台東部道路 若林橋、小塚原橋、広瀬第一高架橋 37.50

H27 2015 高速 福島県 東北 NEXCO東日本 東北支社 福島管理事務所 東北自動車道 向川原橋、払川橋、新摺上川橋 42.00

H27 2015 高速 岩手県 東北 NEXCO東日本 東北支社 北上管理事務所 東北自動車道 小山橋、横堰橋 38.60

H27 2015 高速 青森県 東北 NEXCO東日本 東北支社 青森管理事務所 東北自動車道 桐ノ沢橋 43.20

H27 2015 高速 岩手県 東北 NEXCO東日本 東北支社 盛岡管理事務所 八戸自動車道 堤橋・芋沢川橋・向田川橋・大白沢川橋 68.60

H27 2015 高速 宮城県 東北 NEXCO東日本 東北支社 仙台管理事務所 東北自動車道 上蔵王橋 4.80

H27 2015 高速 岩手県 東北 NEXCO東日本 東北支社 北上管理事務所 東北自動車道 横堰橋 22.70

H27 2015 高速 岩手県 東北 NEXCO東日本 東北支社 北上管理事務所 東北自動車道 相去橋 27.20

H27 2015 高速 福島県 東北 NEXCO東日本 東北支社 福島管理事務所 東北自動車道 新摺上橋 18.00

H27 2015 高速 岩手県 東北 NEXCO東日本 東北支社 北上管理事務所 東北自動車道 小山橋 4.20

H27 2015 高速 青森県 東北 NEXCO東日本 東北支社 八戸管理事務所 八戸自動車道 長流部橋 18.30

H27 2015 高速 山形県 東北 NEXCO東日本 東北支社 鶴岡管理事務所 山形自動車道 天王原橋 11.50
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H27 2015 高速 岩手県 東北 NEXCO東日本 東北支社 北上管理事務所 東北自動車道 大口堰橋 21.80

H27 2015 高速 宮城県 東北 NEXCO東日本 東北支社 仙台管理事務所 東北自動車道 針山川第2.3、仙台宮城ＩＣ橋 54.10

H27 2015 高速 青森県 東北 NEXCO東日本 東北支社 青森管理事務所 東北自動車道 前田橋 43.20

H27 2015 高速 岡山県 中国 NEXCO西日本 中国支社 岡山高速道路事務所 山陽自動車道 金田高架橋 22.00

H27 2015 高速 岡山県 中国 NEXCO西日本 中国支社 岡山高速道路事務所 山陽自動車道 早島ランプ橋 10.60

H27 2015 高速 岡山県 中国 NEXCO西日本 中国支社 岡山高速道路事務所 山陽自動車道 金田高架橋 10.10

H27 2015 高速 岡山県 中国 NEXCO西日本 中国支社 岡山高速道路事務所 山陽自動車道 丸山橋 24.50

H27 2015 高速 広島県 中国 NEXCO西日本 中国支社 三次高速道路事務所 中国自動車道 吹矢谷橋 20.00

H27 2015 高速 山口県 中国 NEXCO西日本 中国支社 山口高速道路事務所 中国自動車道 梅香川橋 21.00

H27 2015 高速 熊本県 九州 NEXCO西日本 九州支社 熊本高速道路事務所 九州自動車道 待居川橋、三峰橋、飯江川橋、関川橋、亀甲橋、古閑橋 69.14

H27 2015 高速 長崎県 九州 NEXCO西日本 九州支社 佐賀高速道路事務所 長崎自動車道 惣座橋，仁位所橋，大坪橋，桐岡橋 93.50

H27 2015 高速 大分県 九州 NEXCO西日本 九州支社 大分高速道路事務所 宇佐別府道路 飯田第二橋，広瀬橋 27.75

H27 2015 高速 大分県 九州 NEXCO西日本 九州支社 大分高速道路事務所 東九州自動車道 椎田南橋 9.36

H27 2015 高速 愛媛県 四国 本四高速 本州四国連絡高速道路(株) しまなみ尾道管理センター しまなみ海道 多々羅大橋 128.00

H28 2016 高速 北海道 北海道 NEXCO東日本 北海道支社 帯広管理事務所 道東自動車道 喜楽沢川橋，音更大通橋，中新得川橋 39.60

H28 2016 高速 北海道 北海道 NEXCO東日本 北海道支社 札幌管理事務所 道央自動車道 柏木川橋 11.00

H28 2016 高速 宮城県 東北 NEXCO東日本 東北支社 仙台管理事務所 東北自動車道 仙台宮城ＩＣ橋，針山川第2・3橋 34.80

H28 2016 高速 山形県 東北 NEXCO東日本 東北支社 山形管理事務所 山形自動車道 風明山ＴＮ、瀬戸川橋、近田橋 41.90

H28 2016 高速 宮城県 東北 NEXCO東日本 東北支社 仙台東管理事務所 三陸自動車道 永松沢橋 15.80

H28 2016 高速 宮城県 東北 NEXCO東日本 東北支社 仙台東管理事務所 仙台東部道路 前条跨道橋、種次橋、水神橋 41.60

H28 2016 高速 福島県 東北 NEXCO東日本 東北支社 福島管理事務所 東北自動車道 鶴巻川橋 15.00

H28 2016 高速 栃木県 関東 NEXCO東日本 関東支社 水戸工事事務所 首都圏中央連絡自動車道 つくば真岡線跨線橋 21.00

H28 2016 高速 神奈川県 関東 NEXCO中日本 東京支社 小田原保全サービスセンター 小田原厚木道路 西湘ﾊﾞｲﾊﾟｽ 海神橋 37.52

H28 2016 高速 和歌山県 近畿 NEXCO西日本 関西支社 和歌山高速道路事務所 阪和自動車道 南部川高架橋，新家川橋 92.46

H28 2016 高速 山口県 中国 NEXCO西日本 中国支社 周南高速道路事務所 山陽自動車道 門前橋 10.30

H28 2016 高速 山口県 中国 NEXCO西日本 中国支社 山口高速道路事務所 中国自動車道 大峰橋，容谷橋，道谷第二橋，追崎橋，二反田橋，黒峠橋 90.97

H28 2016 高速 広島県 中国 NEXCO西日本 中国支社 広島高速道路事務所 広島自動車道 久地橋 4.70

H28 2016 高速 岡山県 中国 NEXCO西日本 中国支社 岡山高速道路事務所 中国自動車道 下熊谷川橋 8.90

H28 2016 高速 岡山県 中国 NEXCO西日本 中国支社 津山高速道路事務所 中国自動車道 津山高架橋 8.80

H28 2016 高速 山口県 中国 NEXCO西日本 中国支社 山口高速道路事務所 中国自動車道 吉田高架橋 9.80

H28 2016 高速 徳島県 四国 本四高速 四国支社 徳島高速道路事務所 徳島自動車道 犬伏高架橋他 45.60

H28 2016 高速 大分県 九州 NEXCO西日本 九州支社 大分高速道路事務所 大分自動車道 広瀬橋，宮崎高架橋 38.00

H28 2016 高速 福岡県 九州 NEXCO西日本 九州支社 久留米高速道路事務所 九州自動車道 草切原橋 4.00

H28 2016 高速 福岡県 九州 NEXCO西日本 九州支社 久留米高速道路事務所 大分自動車道 上野橋 4.00

H28 2016 高速 宮崎県 九州 NEXCO西日本 九州支社 宮崎高速道路事務所 宮崎自動車道 山之口橋，塩水川橋 34.00

H28 2016 高速 沖縄県 九州 NEXCO西日本 九州支社 沖縄高速道路事務所 沖縄自動車道 那覇I.C Cﾗﾝﾌﾟ，胡屋橋A1，池田高架橋等 40.75

H28 2016 高速 愛媛県 四国 本四高速 本州四国連絡高速道路(株) しまなみ尾道管理センター しまなみ海道 多々羅大橋 自歩道 134.40

H29 2017 高速 北海道 北海道 NEXCO東日本 北海道支社 帯広管理事務所 道東自動車道 北進沢橋,士幌川橋,中新得川橋 60.60

H29 2017 高速 青森県 東北 NEXCO東日本 東北支社 青森管理事務所 青森自動車道 戸崎橋 25.90

H29 2017 高速 青森県 東北 NEXCO東日本 東北支社 八戸管理事務所 八戸自動車道 蒔前橋,双畑橋,小木田橋 36.20

H29 2017 高速 宮城県 東北 NEXCO東日本 東北支社 仙台東管理事務所 仙台東部道路 上中筋橋,小塚原橋 他７橋 154.95

H29 2017 高速 宮城県 東北 NEXCO東日本 東北支社 仙台管理事務所 東北自動車道 トドガ沢橋,南沢橋 他５橋 148.50

H29 2017 高速 福島県 東北 NEXCO東日本 東北支社 福島管理事務所 東北自動車道 杵清水橋,笹木野橋,国見橋 86.06

H29 2017 高速 福島県 東北 NEXCO東日本 東北支社 会津若松管理事務所 磐越自動車道 天屋場橋,金山川橋 他４橋 97.70

H29 2017 高速 青森県 東北 NEXCO東日本 東北支社 八戸管理事務所 八戸自動車道 高平橋,楢山橋 19.20

H29 2017 高速 千葉県 関東 NEXCO東日本 関東支社 千葉工事事務所 東京外環自動車道 小山高架橋 21.20

H29 2017 高速 愛知県 東海 NEXCO中日本 名古屋支社 新名神高速道路 第二管理橋,宮北橋 16.00

H29 2017 高速 和歌山県 近畿 NEXCO西日本 関西支社 和歌山高速道路事務所 阪和自動車道 みなべ高架橋 18.80

H29 2017 高速 滋賀県 近畿 NEXCO西日本 関西支社 新名神大津事務所 名神高速道路 国分橋 12.00

H29 2017 高速 岡山県 中国 NEXCO西日本 中国支社 津山高速道路事務所 中国自動車道 北房インター橋ほか 9.40

H29 2017 高速 岡山県 中国 NEXCO西日本 中国支社 岡山高速道路事務所 山陽自動車道 岡山インター橋 7.90

H29 2017 高速 広島県 中国 NEXCO西日本 中国支社 福山高速道路事務所 山陽自動車道 尾道IC橋 11.65

H29 2017 高速 広島県 中国 NEXCO西日本 中国支社 三次高速道路事務所 中国自動車道 高田橋,片丘川橋 他４橋 108.22

H29 2017 高速 山口県 中国 NEXCO西日本 中国支社 山口高速道路事務所 中国自動車道 山田橋 12.15

H29 2017 高速 広島県 中国 NEXCO西日本 中国支社 千代田高速道路事務所 中国自動車道 容谷橋,千代田ＩＣ橋 他４橋 76.98

H29 2017 高速 広島県 中国 NEXCO西日本 中国支社 千代田高速道路事務所 浜田自動車道 鉄穴橋,寿郷橋,岩ヶ迫橋 41.80

H29 2017 高速 愛媛県 四国 本四高速 四国支社 松山高速道路事務所 松山自動車道 井門高架橋ほか 18.00

H29 2017 高速 香川県 四国 本四高速 四国支社 高松高速道路事務所 高松自動車道 柿谷高架橋 9.50

H29 2017 高速 熊本県 九州 NEXCO西日本 九州支社 熊本高速道路事務所 九州自動車道 健軍川橋 22.50

H29 2017 高速 愛媛県 四国 本四高速 本州四国連絡高速道路(株) しまなみ尾道管理センター 瀬戸内しまなみ海道 多々羅大橋,来島海峡第二大橋 147.20

H30 2018 高速 北海道 北海道 NEXCO東日本 北海道支社 帯広管理事務所 道東自動車道 清水橋,音更東２線橋,芽室IC橋 56.60

H30 2018 高速 青森県 東北 NEXCO東日本 東北支社 青森管理事務所 青森自動車道 唐崎橋 23.50

H30 2018 高速 青森県 東北 NEXCO東日本 東北支社 八戸管理事務所 八戸自動車道 双畑橋，小木田橋，楢山橋 37.30

H30 2018 高速 宮城県 東北 NEXCO東日本 東北支社 仙台東管理事務所 仙台東部道路 水神橋，押分跨道橋 51.20

H30 2018 高速 宮城県 東北 NEXCO東日本 東北支社 仙台管理事務所 東北自動車道 野村橋，広瀬第一高架橋 29.60
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H30 2018 高速 山形県 東北 NEXCO東日本 東北支社 山形管理事務所 山形自動車道 千歳橋，青柳橋，仙山橋 83.90

H30 2018 高速 福島県 東北 NEXCO東日本 東北支社 いわき管理事務所 常磐自動車道 大久川橋，大石原橋，井出川橋 79.50

H30 2018 高速 福島県 東北 NEXCO東日本 東北支社 福島管理事務所 東北自動車道 高倉橋，石母田橋，堰場橋 61.50

H30 2018 高速 福島県 東北 NEXCO東日本 東北支社 会津若松管理事務所 磐越自動車道 不動川橋 10.10

H30 2018 高速 福島県 東北 NEXCO東日本 東北支社 郡山管理事務所 東北自動車道 小滑川橋，米川橋 46.65

H30 2018 高速 福島県 東北 NEXCO東日本 東北支社 郡山管理事務所 磐越自動車道 三春橋，横森橋 50.19

H30 2018 高速 広島県 中国 NEXCO西日本 中国支社 三次高速道路事務所 中国自動車道 二本松高架橋 他 35.50

H30 2018 高速 岡山県 中国 NEXCO西日本 中国支社 津山高速道路事務所 中国自動車道 下布施橋 19.90

H30 2018 高速 鳥取県 中国 NEXCO西日本 中国支社 米子高速道路事務所 米子自動車道 茅森高架橋 他 51.68

H30 2018 高速 岡山県 中国 NEXCO西日本 中国支社 津山高速道路事務所 中国自動車道 河辺橋，豊国原橋 18.65

H30 2018 高速 広島県 中国 NEXCO西日本 中国支社 千代田高速道路事務所 中国自動車道 三和橋 9.90

H30 2018 高速 徳島県 四国 NEXCO西日本 四国支社 徳島高速道路事務所 徳島自動車道 宮川内谷川橋 他２橋 38.40

H30 2018 高速 愛媛県 四国 NEXCO西日本 四国支社 松山高速道路事務所 松山自動車道 井門高架橋，市民の森橋 145.83

H30 2018 高速 大分県 九州 NEXCO西日本 九州支社 大分高速道路事務所 大分自動車道 深河内橋，朝見川橋 13.50

H30 2018 高速 鹿児島県 九州 NEXCO西日本 九州支社 鹿児島高速道路事務所 九州自動車道 米永橋，横川橋 36.70

H30 2018 高速 愛媛県 四国 NEXCO西日本 本州四国連絡高速道路(株) しまなみ尾道管理センター 瀬戸内しまなみ海道 多々羅大橋 153.60

H31 2019 R1.10 高速 鹿児島県 九州 NEXCO西日本 九州支社 鹿児島高速道路事務所 隼人道路 星原経 13.50

H31 2019 H31.4 高速 福島県 東北 NEXCO東日本 東北支社 福島管理事務所 東北自動車道 川原橋 46.80

H31 2019 R1.5 高速 福島県 東北 NEXCO東日本 東北支社 会津若松管理事務所 磐越自動車道 大工川橋 9.30

H31 2019 R1.5 高速 福島県 東北 NEXCO東日本 東北支社 いわき管理事務所 常磐自動車道 西平橋 6.20

H31 2019 R1.5 高速 山形県 東北 NEXCO東日本 東北支社 山形管理事務所 山形自動車道 相ノ沢橋・関沢橋 17.80

H31 2019 R1.6 高速 福島県 東北 NEXCO東日本 東北支社 会津若松管理事務所 磐越自動車道 鶴賀高架橋 9.60

H31 2019 R1.6 高速 福島県 東北 NEXCO東日本 東北支社 会津若松管理事務所 磐越自動車道 滝の川橋 10.00

H31 2019 R1.6 高速 秋田県 東北 NEXCO東日本 東北支社 横手管理事務所 秋田自動車道 栩平川橋 8.50

H31 2019 R1.6 高速 秋田県 東北 NEXCO東日本 東北支社 横手管理事務所 湯沢横手道路 御休橋 21.90

H31 2019 R1.6 高速 秋田県 東北 NEXCO東日本 東北支社 横手管理事務所 湯沢横手道路 横手IC橋 5.80

H31 2019 R1.7 高速 福島県 東北 NEXCO東日本 東北支社 いわき管理事務所 常磐自動車道 西平橋 17.20

H31 2019 R1.7 高速 福島県 東北 NEXCO東日本 東北支社 郡山管理事務所 磐越自動車道 春山橋 10.50

H31 2019 R1.7 高速 宮城県 東北 NEXCO東日本 東北支社 仙台管理事務所 東北自動車道 宮城松川橋 9.05

H31 2019 R1.7 高速 宮城県 東北 NEXCO東日本 東北支社 仙台管理事務所 東北自動車道 塚の目橋 32.40

H31 2019 R1.7 高速 宮城県 東北 NEXCO東日本 東北支社 仙台管理事務所 山形自動車道 音無橋 9.80

H31 2019 R1.7 高速 秋田県 東北 NEXCO東日本 東北支社 横手管理事務所 湯沢横手道路 横手IC橋 27.40

H31 2019 R1.8 高速 福島県 東北 NEXCO東日本 東北支社 郡山管理事務所 磐越自動車道 春山橋 10.50

H31 2019 R1.8 高速 福島県 東北 NEXCO東日本 東北支社 郡山管理事務所 東北自動車道 笹平川橋 7.00

H31 2019 R1.8 高速 秋田県 東北 NEXCO東日本 東北支社 横手管理事務所 湯沢横手道路 姉倉沢橋 23.90

H31 2019 R1.8 高速 秋田県 東北 NEXCO東日本 東北支社 横手管理事務所 湯沢横手道路 醍醐こ道橋 22.60

H31 2019 R1.9 高速 福島県 東北 NEXCO東日本 東北支社 郡山管理事務所 東北自動車道 笹平橋 29.20

H31 2019 R1.9 高速 秋田県 東北 NEXCO東日本 東北支社 横手管理事務所 湯沢横手道路 佐賀会橋 22.60

H31 2019 R1.9 高速 秋田県 東北 NEXCO東日本 東北支社 横手管理事務所 湯沢横手道路 十文字IC橋 21.00

H31 2019 R1.10 高速 福島県 東北 NEXCO東日本 東北支社 会津若松管理事務所 磐越自動車道 天屋場橋 24.00

H31 2019 R1.10 高速 福島県 東北 NEXCO東日本 東北支社 会津若松管理事務所 磐越自動車道 八田橋 20.30

H31 2019 R1.10 高速 福島県 東北 NEXCO東日本 東北支社 会津若松管理事務所 磐越自動車道 中沼橋 29.60

H31 2019 R1.10 高速 福島県 東北 NEXCO東日本 東北支社 いわき管理事務所 磐越自動車道 山王川橋 9.70

H31 2019 R1.10 高速 福島県 東北 NEXCO東日本 東北支社 いわき管理事務所 磐越自動車道 仁井宿川橋 11.30

H31 2019 R1.10 高速 福島県 東北 NEXCO東日本 東北支社 郡山管理事務所 磐越自動車道 堀越橋 9.20

H31 2019 R1.10 高速 山形県 東北 NEXCO東日本 東北支社 山形管理事務所 山形自動車道 中野橋 27.80

H31 2019 R1.11 高速 福島県 東北 NEXCO東日本 東北支社 郡山管理事務所 磐越自動車道 堀越橋 9.00

H31 2019 R1.5 高速 徳島県 四国 NEXCO西日本 四国支社 徳島高速道路事務所 徳島自動車道 吉田橋 16.00

H31 2019 R1.5 高速 岡山県 中国 NEXCO西日本 中国支社 津山高速道路事務所 中国自動車道 元定第一橋ほか 31.04

H31 2019 R1.6 高速 愛媛県 四国 NEXCO西日本 四国支社 松山高速道路事務所 松山自動車道 井門高架橋ほか 85.40

H31 2019 R1.8 高速 愛媛県 四国 NEXCO西日本 四国支社 松山高速道路事務所 松山自動車道 船窪橋 11.00

H31 2019 R1.10 高速 山口県 中国 NEXCO西日本 中国支社 山口高速道路事務所 中国自動車道 六日市高架橋ほか 29.00

H31 2019 R1.10 高速 愛媛県 四国 NEXCO西日本 四国支社 松山高速道路事務所 徳島自動車道 別杢谷橋 12.90

H31 2019 R1.10 高速 岡山県 中国 NEXCO西日本 中国支社 津山高速道路事務所 中国自動車道 東谷橋・阿口橋 19.08

H31 2019 R1.11 高速 愛媛県 四国 NEXCO西日本 四国支社 松山高速道路事務所 松山自動車道 井門高架橋 105.80

H31 2019 R1.12 高速 岡山県 中国 NEXCO西日本 中国支社 津山高速道路事務所 中国自動車道 幕山川橋 8.91

H31 2019 R1.5 高速 岡山県 中国 NEXCO西日本 中国支社 津山高速道路事務所 米子自動車道 元定第一橋 14.60

H31 2019 R1.5 高速 岡山県 中国 NEXCO西日本 中国支社 津山高速道路事務所 米子自動車道 元定第二橋 7.60

H31 2019 R1.5 高速 岡山県 中国 NEXCO西日本 中国支社 津山高速道路事務所 米子自動車道 元定第三橋 8.05

H31 2019 R1.11 高速 広島県 中国 NEXCO西日本 中国支社 三次高速道路事務所 中国自動車道 　国兼川橋 9.07

H31 2019 R1.11 高速 広島県 中国 NEXCO西日本 中国支社 三次高速道路事務所 中国自動車道 上本村川橋 10.55

H31 2019 R1.12 高速 広島県 中国 NEXCO西日本 中国支社 三次高速道路事務所 中国自動車道 東ノ迫池橋 9.80

H31 2019 R1.10 高速 山口県 中国 NEXCO西日本 中国支社 山口高速道路事務所 中国自動車道 下渋川橋 10.50

H31 2019 R1.10 高速 山口県 中国 NEXCO西日本 中国支社 山口高速道路事務所 中国自動車道 寺河内橋 10.00

H31 2019 R1.10 高速 山口県 中国 NEXCO西日本 中国支社 山口高速道路事務所 中国自動車道 長野第二橋　 10.75



年度 西暦 日時 区分 県別 地域 N区分 支社別 管理区分 道路名 橋梁名 延長（ｍ）

◆MMジョイント実績表（NEXCO）

H31 2019 R1.11 高速 広島県 中国 NEXCO西日本 中国支社 千代田高速道路事務所 広島自動車道 烏帽子第一橋A2 9.60

H31 2019 R1.11 高速 広島県 中国 NEXCO西日本 中国支社 千代田高速道路事務所 広島自動車道 烏帽子第一橋P3 9.57

H31 2019 R1.11 高速 広島県 中国 NEXCO西日本 中国支社 千代田高速道路事務所 広島自動車道 烏帽子第二橋　 9.98

H31 2019 R1.11 高速 広島県 中国 NEXCO西日本 中国支社 千代田高速道路事務所 中国自動車道 浦石橋　 10.75

H31 2019 R1.9 高速 北海道 北海道 NEXCO東日本 北海道支社 帯広管理事務所 道東自動車道 音更帯広IC橋・芽室IC橋 79.10

H31 2019 Ｒ1.8 高速 新潟県  北陸甲信越 NEXCO東日本 新潟支社 長岡管理事務所 北陸自動車道  関原橋、菖蒲川橋、上除橋、大坪橋 55.50

H31 2019 Ｒ1.12 高速 富山県  北陸甲信越 NEXCO中日本 金沢支社 富山保全サービスセンター 東海北陸自動車道 田尻橋 12.00

H31 2019 Ｒ1.12 高速 富山県  北陸甲信越 NEXCO中日本 金沢支社 富山保全サービスセンター 北陸自動車道  正印新高架橋、黒瀬川橋 4.00

H31 2019 R1.5.10 高速 大分県 九州 NEXCO西日本 九州支社 大分高速道路事務所 大分自動車道 宮崎高架橋 9.00

H31 2019 R1.9.10 高速 大分県 九州 NEXCO西日本 九州支社 大分高速道路事務所 大分自動車道 柳橋 9.00

R2 2020 R2.5 高速 東京都 関東 NEXCO中日本 八王子支社 八王子保全サービスセンター 中央自動車道 調布高架橋 13.10

R2 2020 R2.5 高速 東京都 関東 NEXCO中日本 八王子支社 八王子保全サービスセンター 中央自動車道 烏山高架橋 11.00

R2 2020 R2.5 高速 東京都 関東 NEXCO中日本 八王子支社 八王子保全サービスセンター 中央自動車道 府中高架橋 3.50

R2 2020 R2.5 高速 広島県 中国 NEXCO西日本 中国支社 千代田高速道路事務所 広島自動車道 此高架橋・久地高架 31.00

R2 2020 R2.5 高速 徳島県 四国 NEXCO西日本 四国支社 徳島高速道路事務所 徳島自動車道 真鈴橋・住吉橋ほか 31.80

R2 2020 R2.5 高速 宮城県 東北 NEXCO東日本 東北支社 仙台事業所 山形自動車道 滑沢橋 10.00

R2 2020 R2.5 高速 宮城県 東北 NEXCO東日本 東北支社 仙台事業所 東北自動車道 鶴田川橋 28.30

R2 2020 R2.6 高速 愛媛県 四国 NEXCO西日本 四国支社 松山高速道路事務所 今治小松自動車道 大明神橋 19.20

R2 2020 R2.6 高速 宮城県 東北 NEXCO東日本 東北支社 仙台事業所 東北自動車道 鶴田川橋 6.80

R2 2020 R2.6 高速 宮城県 東北 NEXCO東日本 東北支社 仙台事業所 東北自動車道 針山川第4橋 21.80

R2 2020 R2.6 高速 秋田県 東北 NEXCO東日本 東北支社 横手事業所 秋田自動車道 高寺川橋 38.80

R2 2020 R2.6 高速 秋田県 東北 NEXCO東日本 東北支社 横手事業所 秋田自動車道 皿川橋 21.20

R2 2020 R2.6 高速 秋田県 東北 NEXCO東日本 東北支社 横手事業所 秋田自動車道 田代沢橋 21.00

R2 2020 R2.6 高速 秋田県 東北 NEXCO東日本 東北支社 横手事業所 湯沢横手道路 横手IC橋 14.70

R2 2020 R2.6 高速 北海道 北海道 NEXCO東日本 北海道支社 帯広管理事務所 道東自動車道 アネップ川橋 10.40

R2 2020 R2.6 高速 北海道 北海道 NEXCO東日本 北海道支社 帯広管理事務所 道東自動車道 士幌川橋 22.00

R2 2020 R2.7 高速 東京都 関東 NEXCO中日本 八王子支社 八王子保全・サービスセンター 中央自動車道 烏山高架橋 88.80

R2 2020 R2.7 高速 東京都 関東 NEXCO中日本 八王子支社 八王子保全・サービスセンター 中央自動車道 調布高架橋 26.20

R2 2020 R2.7 高速 東京都 関東 NEXCO中日本 八王子支社 八王子保全・サービスセンター 中央自動車道 府中高架橋 21.90

R2 2020 R2.7 高速 東京都 関東 NEXCO中日本 八王子支社 八王子保全・サービスセンター 中央自動車道 調布IC 20.30

R2 2020 R2.7 高速 大分県 九州 NEXCO西日本 九州支社 大分高速道路事務所 東九州自動車道 香下橋 16.87

R2 2020 R2.7 高速 福島県 東北 NEXCO東日本 東北支社 福島事業所 東北自動車道 下釜橋 43.00

R2 2020 R2.7 高速 宮城県 東北 NEXCO東日本 東北支社 仙台東事業所 仙台東部道路 本郷こ道橋 6.00

R2 2020 R2.7 高速 宮城県 東北 NEXCO東日本 東北支社 仙台東事業所 仙台東部道路 本郷橋 6.00

R2 2020 R2.7 高速 北海道 北海道 NEXCO東日本 北海道支社 帯広管理事務所 道東自動車道 鎮錬川橋 32.20

R2 2020 R2.8 高速 福島県 東北 NEXCO東日本 東北支社 郡山事業所 磐越自動車道 沼ノ倉橋 20.00

R2 2020 R2.8 高速 福島県 東北 NEXCO東日本 東北支社 郡山事業所 磐越自動車道 新館橋 9.00

R2 2020 R2.8 高速 北海道 北海道 NEXCO東日本 北海道支社 帯広管理事務所 道東自動車道 関山川橋 10.40

R2 2020 R2.9 高速 広島県 中国 NEXCO西日本 中国支社 千代田高速道路事務所 中国自動車道 小河内橋 26.70

R2 2020 R2.9 高速 福島県 東北 NEXCO東日本 東北支社 郡山事業所 磐越自動車道 衛門次郎橋 21.67

R2 2020 R2.9 高速 北海道 北海道 NEXCO東日本 北海道支社 室蘭管理事務所 道央自動車道 下重別川橋 22.00

R2 2020 R2.10 高速 島根県 中国 NEXCO西日本 中国支社 周南高速道路事務所 中国自動車道 寺河内橋ほか 30.00

R2 2020 R2.10 高速 岡山県 中国 NEXCO西日本 中国支社 津山高速道路事務所 中国自動車道 下古谷橋 8.90

R2 2020 R2.10 高速 山口県 中国 NEXCO西日本 中国支社 周南高速道路事務所 中国自動車道 稗田橋ほか 35.01

R2 2020 R2.10 高速 広島県 中国 NEXCO西日本 中国支社 三次高速道路事務所 中国自動車道 国兼川橋 8.84

R2 2020 R2.10 高速 福岡県 九州 NEXCO西日本 九州支社 福岡高速道路事務所 大分自動車道 上野橋 11.10

R2 2020 R2.10 高速 福岡県 九州 NEXCO西日本 九州支社 福岡高速道路事務所 大分自動車道 若市橋 9.30

R2 2020 R2.10 高速 福岡県 九州 NEXCO西日本 九州支社 福岡高速道路事務所 大分自動車道 二又川橋 13.10

R2 2020 R2.10 高速 福岡県 九州 NEXCO西日本 九州支社 福岡高速道路事務所 大分自動車道 白木谷川橋 9.00

R2 2020 R2.10 高速 新潟県  北陸甲信越 NEXCO東日本 新潟支社 長岡管理事務所 北陸自動車道 貝喰橋 132.40

R2 2020 R2.10 高速 新潟県  北陸甲信越 NEXCO東日本 新潟支社 長岡管理事務所 北陸自動車道 栄橋 178.40

R2 2020 R2.10 高速 青森県 東北 NEXCO東日本 東北支社 八戸事業所 八戸自動車道 浅水川橋 21.20

R2 2020 R2.11 高速 岡山県 中国 NEXCO西日本 中国支社 津山高速道路事務所 中国自動車道 幕山川橋 8.80

R2 2020 R2.11 高速 広島県 中国 NEXCO西日本 中国支社 三次高速道路事務所 中国自動車道 国兼池第一橋 9.10

R2 2020 R2.11 高速 広島県 中国 NEXCO西日本 中国支社 三次高速道路事務所 中国自動車道 国兼池第二橋 9.12

R2 2020 R2.11 高速 鳥取県 中国 NEXCO西日本 中国支社 米子高速道路事務所 米子自動車道 大倉川橋 21.20

R2 2020 R2.11 高速 大分県 九州 NEXCO西日本 九州支社 大分高速道路事務所 東九州自動車道 広瀬橋 27.10

R2 2020 R2.11 高速 大分県 九州 NEXCO西日本 九州支社 大分高速道路事務所 東九州自動車道 広谷橋 18.00

R2 2020 R2.11 高速 大分県 九州 NEXCO西日本 九州支社 大分高速道路事務所 東九州自動車道 荏隈高架橋 18.00

R2 2020 R2.11 高速 広島県 中国 NEXCO西日本 中国支社 広島高速道路事務所 中国自動車道 三和橋 10.00

R2 2020 R2.11 高速 広島県 中国 NEXCO西日本 中国支社 広島高速道路事務所 中国自動車道 浦石橋 10.00

R2 2020 R2.12 高速 徳島県 四国 NEXCO西日本 四国支社 徳島高速道路事務所 徳島自動車道 篠谷橋 10.90

R2 2020 R2.12 高速 徳島県 四国 NEXCO西日本 四国支社 徳島高速道路事務所 徳島自動車道 別杢谷川橋 21.32

R2 2020 R2.12 高速 大分県 九州 NEXCO西日本 九州支社 大分高速道路事務所 東九州自動車道 飯田第二橋 9.60

R2 2020 R2.12 高速 福岡県 九州 NEXCO西日本 九州支社 北九州高速道路事務所 九州自動車道 田ノ口2号橋 18.00
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R2 2021 R3.1 高速 沖縄県 九州 NEXCO西日本 九州支社 沖縄高速道路事務所 沖縄自動車道 屋嘉前田橋 7.07

R2 2021 R3.1 高速 沖縄県 九州 NEXCO西日本 九州支社 沖縄高速道路事務所 沖縄自動車道 山城高架橋 9.08

R2 2021 R3.1 高速 沖縄県 九州 NEXCO西日本 九州支社 沖縄高速道路事務所 沖縄自動車道 胡屋橋 10.60

R2 2021 R3.1 高速 大分県 九州 NEXCO西日本 九州支社 大分高速道路事務所 東九州自動車道 深河内橋 9.30

R2 2021 R3.1 高速 北海道 北海道 NEXCO東日本 北海道支社 帯広管理事務所 道東自動車道 関山川橋 14.30

R2 2021 R3.2 高速 広島県 中国 NEXCO西日本 中国支社 千代田管内高速道路事務所 中国自動車道 本池橋他 52.98

R2 2021 R3.3 高速 広島県 中国 NEXCO西日本 中国支社 千代田管内高速道路事務所 中国自動車道 壬生橋 4.65

R3 2021 R3.4 高速 鳥取県 中国 NEXCO西日本 中国支社 千代田高速道路事務所 中国自動車道 壬生橋 4.30

R3 2021 R3.5 高速 徳島県 四国 NEXCO西日本 四国支社 徳島高速事務所 徳島自動車道 川内橋 9.40

R3 2021 R3.5 高速 徳島県 四国 NEXCO西日本 四国支社 徳島高速事務所 徳島自動車道 住吉橋 9.80

R3 2021 R3.5 高速 広島県 中国 NEXCO西日本 中国支社 千代田高速道路事務所 中国自動車道 柏原高架橋 9.60

R3 2021 R3.5 高速 宮城県 東北 NEXCO東日本 東北支社 仙台東事業所 仙台東部道路 種次橋 5.30

R3 2021 R3.5 高速 宮城県 東北 NEXCO東日本 東北支社 仙台東事業所 仙台東部道路 小塚原橋 4.60

R3 2021 R3.5 高速 宮城県 東北 NEXCO東日本 東北支社 仙台東事業所 仙台東部道路 高柳橋 4.90

R3 2021 R3.5 高速 宮城県 東北 NEXCO東日本 東北支社 仙台東事業所 仙台東部道路 本郷こ道橋 4.50

R3 2021 R3.5 高速 秋田県 東北 NEXCO東日本 東北支社 横手事業所 秋田自動車道 小出川橋 21.40

R3 2021 R3.5 高速 北海道 北海道 NEXCO東日本 北海道支社 帯広管理事務所 道東自動車道 関山川橋 24.60

R3 2021 R3.5 高速 東京都 関東 NEXCO中日本 八王子支社 中央自動車道 70.44

R3 2021 R3.5 高速 福島県 東北 NEXCO東日本 東北支社 常磐自動車道 紅葉川橋 45.00

R3 2021 R3.5 高速 福島県 東北 NEXCO東日本 東北支社 常磐自動車道 杉内川橋 45.00

R3 2021 R3.5 高速 福島県 東北 NEXCO東日本 東北支社 常磐自動車道 大久川橋 19.60

R3 2021 R3.6 高速 徳島県 四国 NEXCO西日本 四国支社 徳島高速事務所 徳島自動車道 宇佐橋 10.30

R3 2021 R3.6 高速 広島県 中国 NEXCO西日本 中国支社 千代田高速道路事務所 中国自動車道 本地橋　A1 8.60

R3 2021 R3.6 高速 広島県 中国 NEXCO西日本 中国支社 千代田高速道路事務所 中国自動車道 本地橋　P6 8.70

R3 2021 R3.6 高速 広島県 中国 NEXCO西日本 中国支社 千代田高速道路事務所 中国自動車道 本地橋　A2 8.70

R3 2021 R3.6 高速 福島県 東北 NEXCO東日本 東北支社 福島事業所 東北自動車道 佐久間川橋 41.60

R3 2021 R3.6 高速 福島県 東北 NEXCO東日本 東北支社 福島事業所 東北自動車道 新摺上川橋 18.60

R3 2021 R3.6 高速 宮城県 東北 NEXCO東日本 東北支社 仙台事業所 東北自動車道 山田橋 26.50

R3 2021 R3.6 高速 宮城県 東北 NEXCO東日本 東北支社 仙台事業所 東北自動車道 野村橋 18.90

R3 2021 R3.6 高速 宮城県 東北 NEXCO東日本 東北支社 仙台事業所 東北自動車道 トドガ沢橋 21.00

R3 2021 R3.6 高速 宮城県 東北 NEXCO東日本 東北支社 仙台事業所 東北自動車道 石名坂橋 13.60

R3 2021 R3.6 高速 北海道 北海道 NEXCO東日本 北海道支社 帯広管理事務所 道東自動車道 小林川橋 10.80

R3 2021 R3.6 高速 東京都 関東 NEXCO中日本 八王子支社 八王子管理事務所 中央道 谷保第二橋他2橋 70.90

R3 2021 R3.7 高速 愛媛県 四国 NEXCO西日本 中国支社 愛媛高速道路事務所 松山自動車道 宮川橋 9.60

R3 2021 R3.7 高速 福島県 東北 NEXCO東日本 東北支社 福島事業所 東北自動車道 境川橋 27.10

R3 2021 R3.7 高速 秋田県 東北 NEXCO東日本 東北支社 横手事業所 秋田自動車道 十文字新田橋 21.60

R3 2021 R3.7 高速 秋田県 東北 NEXCO東日本 東北支社 横手事業所 秋田自動車道 十文字IC橋 21.20

R3 2021 R3.7 高速 北海道 北海道 NEXCO東日本 北海道支社 帯広管理事務所 道東自動車道 音更大通橋 21.00

R3 2021 R3.7 高速 北海道 北海道 NEXCO東日本 北海道支社 帯広管理事務所 道東自動車道 音更川橋 10.70

R3 2021 R3.7 高速 北海道 北海道 NEXCO東日本 北海道支社 帯広管理事務所 道東自動車道 アネップ川橋 20.80

R3 2021 R3.7 高速 北海道 北海道 NEXCO東日本 北海道支社 道央自動車道 長万部橋 5.50

R3 2021 R3.7 高速 北海道 北海道 NEXCO東日本 北海道支社 道央自動車道 西関内川橋 16.50

R3 2021 R3.7 高速 北海道 北海道 NEXCO東日本 北海道支社 道央自動車道 紋別川橋 6.30

R3 2021 R3.8 高速 徳島県 四国 NEXCO西日本 四国支社 徳島高速事務所 徳島自動車道 松崎谷川橋 12.90

R3 2021 R3.8 高速 福島県 東北 NEXCO東日本 東北支社 福島事業所 東北自動車道 境川橋 27.10

R3 2021 R3.8 高速 福島県 東北 NEXCO東日本 東北支社 福島事業所 東北自動車道 大太郎川橋 20.00

R3 2021 R3.8 高速 福島県 東北 NEXCO東日本 東北支社 郡山事業所 磐越自動車道 新阿武隈川橋 15.20

R3 2021 R3.8 高速 福島県 東北 NEXCO東日本 東北支社 郡山事業所 磐越自動車道 坪沢橋 37.00

R3 2021 R3.8 高速 北海道 北海道 NEXCO東日本 北海道支社 帯広管理事務所 道東自動車道 北進沢橋 23.30

R3 2021 R3.8 高速 福島県 東北 NEXCO東日本 東北支社 磐越自動車道 金山川橋 40.00

R3 2021 R3.9 高速 岡山県 中国 NEXCO西日本 中国支社 岡山高速道路事務所 岡山自動車道 中島橋 9.00

R3 2021 R3.9 高速 岡山県 中国 NEXCO西日本 中国支社 岡山高速道路事務所 岡山自動車道 吉備跨線橋 9.80

R3 2021 R3.9 高速 福島県 東北 NEXCO東日本 東北支社 郡山事業所 磐越自動車道 坪沢橋 17.60

R3 2021 R3.9 高速 福島県 東北 NEXCO東日本 東北支社 郡山事業所 磐越自動車道 新阿武隈川橋 4.80

R3 2021 R3.9 高速 秋田県 東北 NEXCO東日本 東北支社 横手事業所 秋田自動車道 森橋 13.20

R3 2021 R3.9 高速 宮城県 東北 日本道路株式会社 東北支店 宮城営業所 東北自動車道 石名坂橋 13.50

R3 2021 R3.9 高速 青森県 東北 世紀東急工業株式会社 東北支店 青森営業所 八戸自動車道 軽米IC橋 49.00

R3 2021 R3.9 高速 宮城県 東北 世紀東急工業株式会社 東北支店 宮城営業所 東北自動車道 黄金川橋 22.10

R3 2021 R3.9 高速 北海道 北海道 NEXCO東日本 北海道支社 帯広管理事務所 道東自動車道 下音更橋 28.80

R3 2021 R3.6 高速 京都府 近畿 NEXCO西日本 八王子支社 京都縦貫道 椎ノ木橋 4.00

R3 2021 R3.6 高速 和歌山県 近畿 NEXCO西日本 和歌山支社 湯浅御坊道路 8.00

R3 2021 R3.9 高速 和歌山県 近畿 NEXCO西日本 和歌山支社 和歌山高速自動車 9.00

R3 2021 R3.9 高速 愛知県 東海 NEXCO中日本 和歌山支社 東名高速道路 22.53

R3 2021 R3.10 高速 秋田県 東北 NEXCO東日本 東北支社 秋田管理事務所 湯沢横手道路 岩崎橋 23.20

R3 2021 R3.10 高速 秋田県 東北 NEXCO東日本 東北支社 秋田管理事務所 湯沢横手道路 森橋 10.00
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◆MMジョイント実績表（NEXCO）

R3 2021 R3.10 高速 秋田県 東北 NEXCO東日本 東北支社 秋田管理事務所 湯沢横手道路 十文字IC橋 8.6

R3 2021 R3.10 高速 秋田県 東北 NEXCO東日本 東北支社 秋田管理事務所 湯沢横手道路 新山道添橋 23.20

R3 2021 R3.10 高速 秋田県 東北 NEXCO東日本 東北支社 秋田管理事務所 湯沢横手道路 上鍋蔵橋 23.2

R3 2021 R3.10 高速 福島県 東北 NEXCO東日本 東北支社 会津若松管理事務所 磐越自動車道 湯川橋 21.3

R3 2021 R3.10 高速 福島県 東北 NEXCO東日本 東北支社 会津若松管理事務所 磐越自動車道 神指橋 22.8

R3 2021 R3.10 高速 山口県 中国 NEXCO西日本 中国支社 山口高速道路事務所 中国自動車道 赤山橋 A2 10.4

R3 2021 R3.10 高速 山口県 中国 NEXCO西日本 中国支社 山口高速道路事務所 中国自動車道 稗田橋 9.9

R3 2021 R3.10 高速 山口県 中国 NEXCO西日本 中国支社 山口高速道路事務所 中国自動車道 赤山橋 A1 10.0

R3 2021 R3.10 高速 山口県 中国 NEXCO西日本 中国支社 山口高速道路事務所 中国自動車道 串橋 A1 9.9

R3 2021 R3.10 高速 山口県 中国 NEXCO西日本 中国支社 山口高速道路事務所 中国自動車道 串橋 A2 9.9

R3 2021 R3.10 高速 山口県 中国 NEXCO西日本 中国支社 山口高速道路事務所 中国自動車道 蓼野第五橋 A1 9.5

R3 2021 R3.10 高速 山口県 中国 NEXCO西日本 中国支社 山口高速道路事務所 中国自動車道 蓼野第五橋 A2 9.2

R3 2021 R3.10 高速 北海道 北海道 NEXCO東日本 北海道支社 帯広管理事務所 道東自動車道 下音更橋 19.4

R3 2021 R3.10 高速 新潟県  北陸甲信越 NEXCO中日本 北陸自動車道 レックス 50.0

R3 2021 R3.10 高速 山梨県  北陸甲信越 NEXCO中日本 中央自動車道 山梨　中井商工 5.7

R3 2021 R3.10 高速 山梨県  北陸甲信越 NEXCO中日本 八王子支社 甲府保全サービスセンター 中央自動車道 穂足橋 5.6

R3 2021 R3.10 高速 岐阜県 東海 NEXCO中日本 名古屋支社 高山保全・サービス 東海北陸自動車道 白鳥　IC橋 47.1

R3 2021 R3.10 高速 岐阜県 東海 NEXCO中日本 名古屋支社 高山保全・サービス 東海北陸自動車道 天神橋 20

R3 2021 R3.10 高速 愛知県 東海 NEXCO中日本 名古屋支社 名古屋保全・サービス 東名高速道路 北新田川橋 48.8

R3 2021 R3.11 高速 福島県 東北 NEXCO東日本 東北支社 会津若松管理事務所 磐越自動車道 大工川橋 9.0

R3 2021 R3.11 高速 広島県 中国 NEXCO西日本 中国支社 千代田高速道路事務所 中国自動車道 坂原橋 A1 9.8

R3 2021 R3.11 高速 広島県 中国 NEXCO西日本 中国支社 千代田高速道路事務所 中国自動車道 坂原橋 A2 9.8

R3 2021 R3.11 高速 広島県 中国 NEXCO西日本 中国支社 福山高速道路事務所 中国自動車道 鈴谷高架橋(上）A1 10.5

R3 2021 R3.11 高速 広島県 中国 NEXCO西日本 中国支社 福山高速道路事務所 中国自動車道 鈴谷高架橋(下）A1 10.3

R3 2021 R3.11 高速 徳島県 四国 NEXCO西日本 四国支社 徳島高速事務所 徳島自動車道 池ノ浦橋　A1 10.9

R3 2021 R3.11 高速 徳島県 四国 NEXCO西日本 四国支社 徳島高速事務所 徳島自動車道 池ノ浦橋　A2 10.9

R3 2021 R3.11 高速 岡山県 中国 NEXCO西日本 中国支社 津山高速道路事務所 中国自動車道 下布瀬橋 17.7

R3 2021 R4.1 高速 大分県 九州 NEXCO西日本 九州支社 大分高速道路事務所 大分自動車道 平川橋 8.5

R3 2021 R4.1 高速 大分県 九州 NEXCO西日本 九州支社 大分高速道路事務所 大分自動車道 野田第二橋 9.0

R3 2021 R4.1 高速 大分県 九州 NEXCO西日本 九州支社 大分高速道路事務所 大分自動車道 境川橋 7.1

R3 2021 R4.1 高速 大分県 九州 NEXCO西日本 九州支社 大分高速道路事務所 大分自動車道 宮崎高架橋 3.5

R3 2021 R4.2 高速 徳島県 四国 NEXCO西日本 徳島自動車道 長大橋 7.1

R3 2021 R4.2 高速 宮崎県 九州 NEXCO西日本 九州支社 宮崎高速道路事務所 宮崎自動車道 五反田橋 17.2

R3 2021 R4.2 高速 宮崎県 九州 NEXCO西日本 九州支社 宮崎高速道路事務所 宮崎自動車道 尾脇橋 13.5

R3 2021 R4.2 高速 宮崎県 九州 NEXCO西日本 九州支社 宮崎高速道路事務所 宮崎自動車道 東岳川橋 8.6

R3 2021 R4.3 高速 広島県 中国 NEXCO西日本 中国支社 三次高速道路事務所 中国自動車道 成羽川橋(上)A1 9.3

R3 2021 R4.3 高速 広島県 中国 NEXCO西日本 中国支社 三次高速道路事務所 中国自動車道 矢居谷橋(上)A1 8.8

R3 2021 R4.3 高速 広島県 中国 NEXCO西日本 中国支社 千代田高速道路事務所 中国自動車道 久地高架橋 4.1

15225.0NEXCO小計（ｍ）
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H19 2007 一般道 熊本県 九州 熊本県（試） 県道熊本港線  無名橋（桟道橋） 4.00

H19 2007 一般道 熊本県 九州 多良木町 町道 天子橋 25.00

H19 2007 一般道 熊本県 九州 鹿本振興局 県道田底鹿本線 分田橋 7.50

H19 2007 一般道 熊本県 九州 鹿本振興局 県道和仁菊水線 榎本橋 11.00

H19 2007 一般道 熊本県 九州 城南町 町道 隈庄橋 12.40

H19 2007 一般道 熊本県 九州 城南町 町道 浜戸川橋 12.20

H19 2007 一般道 熊本県 九州 阿蘇振興局 県道南小国波野線 第一小原橋 11.00

H19 2007 一般道 鹿児島県 九州 鹿児島振興局 県道鹿児島指宿線 谷山橋 25.50

H20 2008 一般道 福岡県 九州 北九州市小倉南区土木整備 県道 第二志井橋 15.00

H20 2008 一般道 熊本県 九州 熊本市役所 市道 新外3号橋 11.50

H20 2008 一般道 熊本県 九州 上益城地域振興局 国道325号 猿丸橋 24.00

H20 2008 一般道 熊本県 九州 芦北町役場 町道 広瀬橋 30.40

H20 2008 一般道 大分県 九州 佐伯市土木整備課 県道 杉谷橋 19.00

H20 2008 一般道 鹿児島県 九州 国土交通省 阿久根維持 国道3号 出水橋 9.00

H20 2008 一般道 宮崎県 九州 西都土木事務所 国道219号 天狗滝橋 26.00

H20 2008 一般道 北海道 北海道 白老町建設課 町道 アヨロ橋 12.00

H21 2009 一般道 東京都 関東 都道428号線 大蔵水道橋 8.70

H21 2009 一般道 東京都 関東 世田谷区（試験施工） 世田谷区道 水神橋 4.50

H21 2009 一般道 東京都 関東 目黒区 都道317号線駒沢通り 皀樹橋 54.86

H21 2009 一般道 福岡県 九州 北九州市役所 市道 立石橋 4.00

H21 2009 一般道 福岡県 九州 嘉麻市役所 市道 学橋 14.00

H21 2009 一般道 熊本県 九州 植木町役場 町道 宝田橋 6.50

H21 2009 一般道 熊本県 九州 宇城地域振興局 国道266号線  モタレの瀬戸２号橋 168.60

H21 2009 一般道 長崎県 九州 長崎港湾漁港事務所 長崎臨港道路 中央橋 5.10

H21 2009 一般道 長崎県 九州 長崎港湾漁港事務所 長崎臨港道路 中央橋 5.10

H21 2009 一般道 兵庫県 近畿 洲本土木事務所 県道洲本五色線 天神橋 14.30

H21 2009 一般道 兵庫県 近畿 姫路土木事務所 県道大柳仁豊野線 岩谷橋 25.80

H21 2009 一般道 兵庫県 近畿 姫路土木事務所 県道大柳仁豊野線 高丸橋 12.00

H21 2009 一般道 兵庫県 近畿 姫路土木事務所 国道250号線 松原橋 31.00

H21 2009 一般道 大阪府 近畿 和泉市 和泉市 中央駅前広場 8.90

H21 2009 一般道 兵庫県 近畿 洲本市役所建設課 市道八幡橋線 八幡橋 8.60

H21 2009 一般道 広島県 中国 西部建設事務所 県道吉田巴南線 原山橋 7.60

H21 2009 一般道 広島県 中国 広島市中区土木課 市道 広瀬橋歩道橋 6.20

H21 2009 一般道 山口県 中国 国土交通省 山口河川国道 国道188号 浪の浦橋 14.00

H21 2009 一般道 北海道 北海道 夕張市役所 市道 鹿の谷橋 6.00

H21 2009 一般道 北海道 北海道 更別村役場 市道 旭南橋 15.00

H21 2009 一般道 北海道 北海道 札幌市南区役所 道道朝里定山渓線 富樫橋 17.00

H21 2009 一般道 北海道 北海道  函館開発建設部函館道路事業部 国道５号函館新道 七飯路橋 60.50

H21 2009 一般道 北海道 北海道  函館開発建設部函館道路事業部 国道５号函館新道 水無沢橋 20.00

H21 2009 一般道 北海道 北海道 釧路土木現業所 道道中西別計根別線 常盤橋 15.10

H21 2009 一般道 北海道 北海道 釧路土木現業所 道道中西別計根別線 七重橋 13.00

H21 2009 一般道 富山県  北陸甲信越 富山市役所 市道 布施橋 60.50

H21 2009 一般道 富山県  北陸甲信越 富山市役所 市道神通蜷川線 布施橋 7.80

H22 2010 一般道 埼玉県 関東 国土交通省 大宮国道事務所 国道１７号熊谷BP 柿沼肥塚高架橋 160.10

H22 2010 一般道 埼玉県 関東 国土交通省 大宮国道事務所 国道１７号熊谷BP 柿沼肥塚高架橋 160.50

H22 2010 一般道 埼玉県 関東 東松山県土整備 （農道整備事業） 市野川大橋 15.33

H22 2010 一般道 東京都 関東 第二建設事務所 都道317号線 大阪橋 29.55

H22 2010 一般道 東京都 関東 第3建設事務所 都道311号環状8号線 萩窪橋 32.95

H22 2010 一般道 東京都 関東 横浜市役所 横浜市道 大岡川 13.00

H22 2010 一般道 福岡県 九州 北九州市都市道路公社 北九州都市高速道路 若戸大橋 19.70

H22 2010 一般道 熊本県 九州 阿蘇市役所 山田竹原線 山田橋 15.90

H22 2010 一般道 熊本県 九州 小国町役場 町道 国勢橋 8.60

H22 2010 一般道 熊本県 九州 玉東町役場 町道 第二箱井橋 8.00

H22 2010 一般道 熊本県 九州 八代地域振興局 県道322号線 産島橋 15.00

H22 2010 一般道 宮崎県 九州 西都土木事務所 国道219号 縄瀬橋 16.00

H22 2010 一般道 宮崎県 九州 西都土木事務所 国道219号 合崎浅道橋 34.00

H22 2010 一般道 宮崎県 九州 西都土木事務所 国道219号 合崎浅道橋 26.00

H22 2010 一般道 京都府 近畿 宇治田原町 町道 朝日橋 16.20

H22 2010 一般道 京都府 近畿 宇治田原町 町道 蛍橋 20.00

H22 2010 一般道 京都府 近畿 宇治田原町 町道 本町橋 13.90

H22 2010 一般道 京都府 近畿 西山ドライブウェイ㈱ 嵐山　高屋パークウェイ 鳥居本橋 13.00

H22 2010 一般道 兵庫県 近畿 国土交通省 近畿兵庫国道 国道43号線 津門川橋 32.90

H22 2010 一般道 広島県 中国 広島市西区役所 西４区草津沼田線 草津陸橋 76.40

H22 2010 一般道 広島県 中国 西部建設事務所 (県)風早停車場線 昭和橋 9.50

H22 2010 一般道 広島県 中国 西部建設事務所 (主)瀬野川福富本郷線 木屋橋 16.00



◆MMジョイント実績表（NEXCO以外）
年度 西暦 日時 区分 県別 地域 N区分 支社別 管理区分 道路名 橋梁名 延長（ｍ）

H22 2010 一般道 鳥取県 中国 八頭総合事務所 (県)智頭停車場線 備前橋 7.50

H22 2010 一般道 北海道 北海道 小樽建設管理部 道道　蘭越ニセコ倶知安線 南4号線跨線橋 11.22

H22 2010 一般道 北海道 北海道 小樽建設管理部 石狩川水系望月寒川 区画６号橋 15.16

H22 2010 一般道 北海道 北海道 小樽建設管理部 道道　仲洞爺留寿都線 向丘橋 17.44

H22 2010 一般道 北海道 北海道 函館建設管理部 道道　江差木古内線 支爪橋 13.20

H22 2010 一般道 北海道 北海道 北海道開発局小樽開発建設部 一般国道２７６号 砂利橋 24.48

H22 2010 一般道 富山県  北陸甲信越 富山土木センター (主)富山小杉線 祖母川橋 18.64

H22 2010 一般道 富山県  北陸甲信越 富山土木センター (主)富山小杉線 祖母川橋 5.10

H22 2010 一般道 富山県  北陸甲信越 富山土木センター (主)富山高岡線 荒川橋歩道橋 18.70

H22 2010 一般道 富山県  北陸甲信越 富山土木センター (主)富山高岡線 中川新橋歩道橋 16.10

H22 2010 一般道 富山県  北陸甲信越 富山土木センター (主)富山小杉線 高山跨線橋 3.58

H22 2010 一般道 富山県  北陸甲信越 国土交通省 黒部維持出張所 国道8号線 大谷川橋 5.80

H22 2010 一般道 富山県  北陸甲信越 国土交通省 黒部維持出張所 国道8号線 鴨川橋 7.02

H22 2010 一般道 富山県  北陸甲信越 国土交通省 黒部維持出張所 国道8号線 新堀川橋 17.53

H23 2011 一般道 埼玉県 関東 東松山県土整備 主要地方道深谷東松山線 中堀川橋 15.85

H23 2011 一般道 埼玉県 関東 東松山県土整備 主要地方道深谷東松山線 山田陸橋・中堀川橋 62.88

H23 2011 一般道 東京都 関東 東急電鉄（東京都） 都道311号環状八号線 上野毛大橋 15.44

H23 2011 一般道 東京都 関東 首都高（東京都） 都道317号環状六号線 中落合陸橋 15.38

H23 2011 一般道 東京都 関東 第二建設事務所 都道317号環状六号線 大鳥陸橋 46.40

H23 2011 一般道 東京都 関東 第二建設事務所 都道317号線　駒沢通り 皀樹橋 4.00

H23 2011 一般道 長崎県 九州 長崎振興局 県道 城山橋 10.00

H23 2011 一般道 長崎県 九州 長崎振興局 県道 城山橋 10.00

H23 2011 一般道 鹿児島県 九州 国土交通省 九州地方整備局 鹿児島国道事務所 西回り自動車道 大峰高架橋 40.00

H23 2011 一般道 沖縄 九州 沖縄開発庁 遊歩道 展望ブリッジ 6.00

H23 2011 一般道 京都府 近畿 宇治田原町役場 町道 西出橋他 20.70

H23 2011 一般道 京都府 近畿 中丹西土木 国道175号線他 東橋他 46.40

H23 2011 一般道 兵庫県 近畿 洲本灘賀集線 （歩道拡幅） 9.00

H23 2011 一般道 和歌山県 近畿 国土交通省 近畿地方整備局 国道４２号線 西浜橋他 63.40

H23 2011 一般道 岡山県 中国 備前県民局　工務課 県道　瀬西大寺線 二の坪橋 28.40

H23 2011 一般道 青森県 東北 十和田市役所 市道 昭和新橋 13.00

H23 2011 一般道 茨城県 東北 国道118号 静跨線橋 16.00

H23 2011 一般道 北海道 北海道 道道　豊丘余市停車場線 二重橋 22.40

H23 2011 一般道 北海道 北海道 道道　古平神恵内線 六志内橋 19.50

H23 2011 一般道 北海道 北海道 河川改修 豊楽橋 14.80

H23 2011 一般道 北海道 北海道 道道　金山幾寅停車場線 富士川橋 13.00

H23 2011 一般道 北海道 北海道 道道　根室浜中釧路線 昆布森橋 34.32

H23 2011 一般道 北海道 北海道 道道　西風連名寄線 村山橋 16.20

H23 2011 一般道 北海道 北海道 河川改修 稲田4号橋 24.00

H23 2011 一般道 北海道 北海道 道道　忠別清水線 人舞橋 15.00

H23 2011 一般道 北海道 北海道 国土交通省 北海道開発局 一般国道229号 幌内橋 21.48

H23 2011 一般道 北海道 北海道 国土交通省 北海道開発局 一般国道5号 加舜別橋 17.00

H23 2011 一般道 北海道 北海道 国土交通省 北海道開発局 一般国道229号 小川橋 32.81

H23 2011 一般道 北海道 北海道 国土交通省 北海道開発局 一般国道241号 与徳橋 19.00

H23 2011 一般道 北海道 北海道 国土交通省 北海道開発局 一般国道451号 留久橋 29.22

H23 2011 一般道 北海道 北海道 国土交通省 北海道開発局 一般国道451号 片切橋 16.00

H23 2011 一般道 北海道 北海道 国土交通省 北海道開発局 一般国道242号 川上橋 25.50

H23 2011 一般道 北海道 北海道 札幌市 河川改修 モエレ中野基幹橋 32.96

H23 2011 一般道 富山県  北陸甲信越 富山土木センター （主）富山小杉線 田島橋 23.50

H23 2011 一般道 富山県  北陸甲信越 富山土木センター （主）富山駅停車場線 桜橋 19.90

H23 2011 一般道 富山県  北陸甲信越 富山土木センター （一）八幡田稲荷線 稲荷町跨線橋 28.60

H23 2011 一般道 富山県  北陸甲信越 富山市役所 市道宝町大泉東町線 宮下橋 31.20

H23 2011 一般道 富山県  北陸甲信越 富山市役所 市道奥田下新１号線 下新橋 24.50

H24 2012 H24.11 一般道 群馬県 関東 安中土木事務所 （主）下仁田安中倉渕線 廣田橋 22.50

H24 2012 H24.8 一般道 埼玉県 関東 和光市 市道 古美山立体 10.00

H24 2012 H24.12 一般道 東京都 関東 小笠原支庁 父島内、新吹上橋 17.30

H24 2012 H25.3 一般道 東京都 関東 第二建設局 都道３１７号線　駒沢通り 皀樹橋 1.90

H24 2012 H24.12 一般道 千葉県 関東 道路公社 東金九十九里有料道路 東金豊海線 ２号橋 8.00

H24 2012 H24.5 一般道 千葉県 関東 千葉市 緑土木事務所 市道８０２号線 なかのみち橋 16.00

H24 2012 H24.6 一般道 千葉県 関東 千葉市 緑土木事務所 遊歩道 はるのみち橋 12.00

H24 2012 H24.4 一般道 神奈川県 関東 民間 民間 原木総合貨物関連施設道路 原木総合貨物連絡橋 24.00

H24 2012 H25.1 一般道 熊本県 九州 菊池市役所 菊池市役所 市道 出分橋 12.00

H24 2012 一般道 熊本県 九州 菊池市役所 菊池市役所 市道 伊野橋 16.00

H24 2012 H25.2 一般道 熊本県 九州 菊池市役所 菊池市役所 市道 市野瀬橋 16.00

H24 2012 H24.08 一般道 熊本県 九州 菊池地域振興局 一般県道 9.00

H24 2012 H24.09 一般道 宮崎県 九州 日南土木事務所 一般県道 高田橋 21.30



◆MMジョイント実績表（NEXCO以外）
年度 西暦 日時 区分 県別 地域 N区分 支社別 管理区分 道路名 橋梁名 延長（ｍ）

H24 2012 H25.2 一般道 鹿児島県 九州 一般県道 中津川橋 37.70

H24 2012 H24.11 一般道 京都府 近畿 道路公社 道路公社管理事務所 京都縦貫道 大西川橋 21.00

H24 2012 H24.11 一般道 京都府 近畿 宇治田原町 宇治田原町役場 町道 岡之藪橋他 27.50

H24 2012 Ｈ25.3 一般道 大阪府 近畿 富田林土木事務所 国道３１０号 上田和橋 5.50

H24 2012 H24.2 一般道 兵庫県 近畿 淡路県民局 洲本土木事務所 洲本灘賀集線 （歩道拡幅） 24.90

H24 2012 H24.3 一般道 兵庫県 近畿 淡路県民局 洲本土木事務所 洲本灘賀集線 （歩道拡幅） 17.30

H24 2012 H24.5 一般道 岡山県 中国 工務2課 寒河本庄岡山線 — 77.34

H24 2012 H24.4 一般道 岡山県 中国 工務2課 寒河本庄岡山線 千町第二高架橋 72.36

H24 2012 H24.5 一般道 岡山県 中国 工務2課 寒河本庄岡山線 敷井高架橋 34.30

H24 2012 H24.6 一般道 岡山県 中国 工務2課 寒河本庄岡山線 千町第二高架橋 54.00

H24 2012 H24.7 一般道 岡山県 中国 工務2課 寒河本庄岡山線 千町第二高架橋 45.00

H24 2012 H24.12 一般道 広島県 中国 広島市 西区役所 西4区草津沼田線 草津陸橋 20.00

H24 2012 H24.8 一般道 島根県 中国 国土交通省 浜田河川国道事務所 国道9号 曽庭橋 20.00

H24 2012 H25.2 一般道 愛知県 東海 愛知県道路公社 猿投グリーンロード 猿投橋 78.30

H24 2012 H25.2 一般道 三重県 東海 津市役所 市道 竹鼻橋 16.50

H24 2012 一般道 福島県 東北 土木部 一般国道400号 上落合橋 18.00

H24 2012 一般道 北海道 北海道 国土交通省 北海道開発局 留萌開発建設部 一般国道40号 昭栄橋 27.14

H24 2012 H24.11 一般道 北海道 北海道 国土交通省 北海道開発局 釧路開発建設部 一般国道274号 西橋 15.56

H24 2012 H25.3 一般道 北海道 北海道 国土交通省 北海道開発局 函館開発建設部 一般国道278号 折戸沢川橋 32.53

H24 2012 H24.12 一般道 北海道 北海道 釧路総合振興局 道道242号 本岐跨線橋 20.35

H24 2012 H24.10 一般道 北海道 北海道 十勝総合振興局 帯広建設管理部 道道770号 活込橋 22.00

H24 2012 H25.3 一般道 北海道 北海道 十勝総合振興局 帯広建設管理部 河川改修(帯広市道) 川西5号橋 16.72

H24 2012 H24.10 一般道 北海道 北海道 渡島総合振興局 函館建設管理部 道道878号 高根沢橋 25.26

H24 2012 H25.1 一般道 北海道 北海道 渡島総合振興局 函館建設管理部 道道29号 紅葉橋 27.71

H24 2012 H25.3 一般道 北海道 北海道 オホーツク総合振興局 網走建設管理部 道道685号 川西橋 19.64

H24 2012 H25.3 一般道 北海道 北海道 上川総合振興局 旭川建設管理部 道道61号 登上橋 27.06

H24 2012 H24.10 一般道 北海道 北海道 紋別市　 市道 大山跨道橋 11.55

H24 2012 H24.10 一般道 北海道 北海道 紋別市　 市道 大成橋 19.88

H24 2012 H24.11 一般道 北海道 北海道 紋別市　建設部 市道 上東2号橋 12.92

H24 2012 H25.2 一般道 北海道 北海道 紋別市 市道 紋勇7号橋 15.00

H24 2012 H24.11 一般道 北海道 北海道 江差町 町道 上田沢橋 16.24

H24 2012 H25.3 一般道 北海道 北海道 別海町 町道 三代橋 12.18

H24 2012 H24.6 一般道 富山県  北陸甲信越 富山土木センター 一般県道八幡田稲荷線 稲荷町跨線橋 38.10

H24 2012 H24.11 一般道 富山県  北陸甲信越 富山土木センター 一般県道八幡田稲荷線 稲荷町跨線橋 38.00

H24 2012 H25.3 一般道 富山県  北陸甲信越 富山土木センター 主要地方道富山小杉線 高山跨線橋 7.10

H24 2012 H25.1 一般道 富山県  北陸甲信越 高岡土木センター 主要地方道富山高岡線 荒川歩道橋・中川跨線橋 47.00

H24 2012 H25.3 一般道 富山県  北陸甲信越 富山市役所 五福羽根線 下野橋 11.40

H24 2012 H25.3 一般道 富山県  北陸甲信越 富山市役所 区画街路第3310号 小島橋 16.40

H24 2012 H24.7 一般道 富山県  北陸甲信越 富山市役所 神通町蜷川線 布瀬橋 31.50

H25 2013 一般道 埼玉県 関東 国土交通省 大宮国道事務所 国道17号 三の橋 17.80

H25 2013 一般道 福岡県 九州 久留米県土整備事務所 県道江口長門石江島線 今村橋 14.70

H25 2013 一般道 大分県 九州 県道699号 歳神橋 11.00

H25 2013 一般道 大分県 九州 県道699号 浦久保橋 10.00

H25 2013 一般道 長崎県 九州 大村市役所 市道柴田団地線 長久寺橋 5.00

H25 2013 一般道 兵庫県 近畿 新温泉土木事務所 （主）香美久美浜 浜安木橋 18.00

H25 2013 一般道 広島県 中国 広島市西区役所 西4区草津沼田線 草津陸橋 22.50

H25 2013 一般道 広島県 中国 国土交通省 国交省三次河川国道事務所 中国横断道尾道松江線 三良坂ﾗﾝﾌﾟ橋 21.00

H25 2013 一般道 鳥取県 中国 鳥取県土整備事務所 国道482号 栃原橋 16.00

H25 2013 一般道 鳥取県 中国 米子県土整備局 国道180号 能竹橋 20.00

H25 2013 一般道 鳥取県 中国 東部総合事務所 県道鳥取鹿野倉吉線 幸町橋 86.00

H25 2013 一般道 鳥取県 中国 西部総合事務所 国道431号 昭和陸橋 8.00

H25 2013 一般道 島根県 中国 国道431号 昭和陸橋 93.00

H25 2013 一般道 茨城県 東北 茨城県土木部 （主）日立笠間線 磯初橋 6.00

H25 2013 一般道 北海道 北海道 国土交通省 北海道開発局 国道39号 新橋 18.00

H25 2013 一般道 北海道 北海道 札幌建設管理部 道道4号 増田橋 23.40

H25 2013 一般道 北海道 北海道 札幌市建設局 市道 清田1号橋 20.80

H25 2013 一般道 北海道 北海道 紋別市建設部 市道 元丘橋 19.50

H25 2013 一般道 北海道 北海道 紋別市建設部 市道 上藻別9線第1号橋 7.40

H25 2013 一般道 北海道 北海道 紋別市建設部 市道 せせらぎ橋 20.00

H25 2013 一般道 北海道 北海道 札幌建設管理部 道道4号 三又橋 20.60

H25 2013 一般道 北海道 北海道 札幌市建設局 市道 雁来川1号橋 25.00

H25 2013 一般道 福井県  北陸甲信越 鯖江市役所 市道 新橋 8.00

H25 2013 一般道 福井県  北陸甲信越 鯖江市役所 市道 広瀬橋 7.20

H26 2014 一般道 神奈川県 関東 秦野市 建設部道路管理課 市道 １号橋 14.65

H26 2014 一般道 大分県 九州 臼杵市役所 市道海添38号線 多々良橋 8.40
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H26 2014 一般道 岡山県 中国 備中県民局 井笠地域事務所 県道井原福山港線 茂平橋 40.89

H26 2014 一般道 岡山県 中国 備中県民局 新見地域事務所 国道180号 新見大橋 5.40

H26 2014 一般道 鳥取県 中国 土整備事務所 国道482号 栃原橋 10.00

H26 2014 一般道 鳥取県 中国 土整備事務所 県道岩美八東線 船久橋 10.00

H26 2014 一般道 鳥取県 中国 土整備事務所 県道鳥取鹿野倉吉線 幸町橋 125.00

H26 2014 一般道 鳥取県 中国 中部総合事務所 県道三朝中線 新天谷橋 15.00

H26 2014 一般道 鳥取県 中国 八頭県土整備事務所 県道若桜停車場線 若桜歩道橋 10.00

H26 2014 一般道 鳥取県 中国 土整備事務所 国道482号 栃原橋 10.00

H26 2014 一般道 鳥取県 中国 西部総合事務所 米子県土整備局 県道米子航空線 美保航空橋 40.20

H26 2014 一般道 鳥取県 中国 土整備事務所 県道金沢伏野線 美萩野橋 25.00

H26 2014 一般道 鳥取県 中国 米子市役所 市道糀町車尾線 岬橋 15.00

H26 2014 一般道 青森県 東北 五戸町役場 町道中市９号線 中市橋 14.80

H26 2014 一般道 岩手県 東北 県土整備部 一般県道石鳥谷花巻温泉線 浅沢跨線橋、北向跨線橋 26.00

H27 2015 一般道 大分県 九州 竹田土木事務所 馬背野陸橋 21.00

H27 2015 一般道 大分県 九州 臼杵市役所 下ノ江橋 16.94

H27 2015 一般道 兵庫県 近畿 猪名川町 火出し橋 11.09

H27 2015 一般道 兵庫県 近畿 西宮市 稲荷橋 10.00

H27 2015 一般道 岡山県 中国 美作県民局 江与味橋 9.00

H27 2015 一般道 広島県 中国 西部建設事務所 一般国道433号線 新海応寺橋、森原橋 37.50

H27 2015 一般道 広島県 中国 西部建設事務所 一般国道186号線 布原橋 44.80

H27 2015 一般道 鳥取県 中国 三朝町 横手橋 25.10

H27 2015 一般道 鳥取県 中国 八頭町 石田橋 18.00

H27 2015 一般道 鳥取県 中国 県道津山智頭八東線 西野橋 23.00

H27 2015 一般道 鳥取県 中国 国道431号線 樋口橋 100.43

H27 2015 一般道 鳥取県 中国 米子市 市道尾高町通り線 天神橋他 23.78

H27 2015 一般道 三重県 東海 国土交通省 北勢国道事務所 （三重県） 側道跨道橋 4.00

H27 2015 一般道 青森県 東北 上北地域県民局 県道横浜六ヶ所線 坂立橋 14.00

H27 2015 一般道 青森県 東北 上北地域県民局 七百橋 15.18

H27 2015 一般道 福井県  北陸甲信越 土木事務所 西犬見下橋 15.00

H28 2016 一般道 鹿児島県 九州 国土交通省 鹿児島河川国道事務所 鹿児島3号 上水流橋 21.02

H28 2016 一般道 鹿児島県 九州 鹿児島地域振興局 県道永吉入佐鹿児島線 第二松下橋 22.40

H28 2016 一般道 鹿児島県 九州 鹿児島地域振興局 県道桜島黒神線 黒神橋 14.00

H28 2016 一般道 滋賀県 近畿 大津土木事務所 国道357号 細川橋 16.15

H28 2016 一般道 愛媛県 四国 東予地方局 防交橋第7号 来見橋 24.10

H28 2016 一般道 愛媛県 四国 大洲市 市道 植松中津線 円永橋 6.00

H28 2016 一般道 鳥取県 中国 北栄町 松神水源地線 第1折返橋 12.00

H28 2016 一般道 鳥取県 中国 西部総合事務所 県道日野溝口線 野上橋 4.25

H28 2016 一般道 鳥取県 中国 西日本旅客鉄道㈱ 米子支社（鳥取県） 安来荒島日立こ線 日立橋 1.80

H28 2016 一般道 岡山県 中国 備前県民局 県道寒河本庄岡山線 第二千町高架橋 26.40

H28 2016 一般道 広島県 中国 廿日市市 市道　廿日市津和野線 千代田橋 15.65

H28 2016 一般道 愛知県 東海 愛知県道路公社 猿投グリーンロード 猿投橋 17.00

H28 2016 一般道 愛知県 東海 名古屋市役所 中川土木事務所 市道　中島新町西部第31号線 二ツ橋 22.20

H29 2017 一般道 埼玉県 関東 秩父郡小鹿野町 小森橋 6.00

H29 2017 一般道 長崎県 九州 小谷村 高倉沢橋 8.00

H29 2017 一般道 長崎県 九州 木曽郡大桑村 北沢橋・一ノ沢橋 15.20

H29 2017 一般道 鹿児島県 九州 国土交通省 九州地方整備局 鹿児島国道事務所 鹿児島3号 高尾野I.C橋A1・A2 42.00

H29 2017 一般道 和歌山県 近畿 串本町 串本町役場 常水川橋 6.00

H29 2017 一般道 大阪府 近畿 門真市 大阪府門真市役所 東田南北線 25.00

H29 2017 一般道 愛媛県 四国 大洲市 肱川町 植松中津線 円永橋 7.20

H29 2017 一般道 愛媛県 四国 西条市 港町 西条11号線 港橋 18.40

H29 2017 一般道 愛媛県 四国 高原町 地木地橋 3.60

H29 2017 一般道 愛媛県 四国 西条市 小松町 虎杖橋 5.00

H29 2017 一般道 岡山県 中国 岡山市北区足守 岡山市役所 足守71号線 紺屋橋 21.00

H29 2017 一般道 岡山県 中国 勝田郡勝央町植月東 勝央町役場 鮫屋橋 12.00

H29 2017 一般道 鳥取県 中国 八頭町 乾橋 12.00

H29 2017 一般道 鳥取県 中国 米子市 建設部土木課 市道橋 9.83

H29 2017 一般道 鳥取県 中国 東部生活環境事務所 響の森連絡橋 10.00

H29 2017 一般道 鳥取県 中国 八頭県土整備事務所 国道482号 井古橋 29.65

H29 2017 一般道 鳥取県 中国 米子県土整備局道路都市課 国道431号 川尻橋 43.79

H29 2017 一般道 鳥取県 中国 湯梨浜町 高辻橋 5.00

H29 2017 一般道 広島県 中国 廿日市市 廿日市市 妙音寺原橋 8.20

H29 2017 一般道 広島県 中国 安芸太田町 西部建設事務所 安芸太田支所 一般国道 191号 樫木橋 33.00

H29 2017 一般道 広島県 中国 三次市 三和町 敷名57号線 奥谷下橋 9.30

H29 2017 一般道 広島県 中国 府中市 出口町 大黒橋 19.00

H29 2017 一般道 愛知県 東海 美浜町 鴻田橋 36.90
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H29 2017 一般道 青森県 東北 七戸町 七戸町役場 高屋敷・西野・八栗平線 西野橋 29.75

H29 2017 一般道 岩手県 東北 大船渡市 都市整備部建設課 長淵橋 20.00

H29 2017 一般道 福島県 東北 いわき市 土木部道路管理課 有実・平口線外1線 蕨平橋 6.00

H29 2017 一般道 茨城県 東北 稲敷市 安市道（新）503号線(124号橋） 八坂橋 12.00

H29 2017 一般道 新潟県  北陸甲信越 新潟市江南区 市道新明町袋津線 亀田新橋 91.40

H29 2017 一般道 新潟県  北陸甲信越 新潟市秋葉区 主要地方道 新津村松線 新津跨線橋 78.75

H29 2017 一般道 新潟県  北陸甲信越 長岡市 久保田橋,三桶橋 17.30

H29 2017 一般道 新潟県  北陸甲信越 上越市 本郷橋,長恩橋 16.00

H29 2017 一般道 新潟県  北陸甲信越 阿賀野市 岩野福永線 福永大橋 12.60

H29 2017 一般道 福井県  北陸甲信越 永平寺町 領家歩道橋 4.00

H29 2017 一般道 大阪府 近畿 富田林市 富田林市役所 中佐備橋・楠渡橋 17.50

H29 2017 一般道 兵庫県 近畿 多可町 多可町役場 馬場橋 33.50

H29 2017 一般道 和歌山県 近畿 有田川町 有田川町役場 小島橋 8.90

H30 2018 一般道 岡山県 中国 勝英地域事務所 福吉第一橋 12.00

H30 2018 一般道 京都府 近畿 宇治田原町 中町橋 11.40

H30 2018 一般道 兵庫県 近畿 淡路市 薬師橋 8.00

H30 2018 一般道 和歌山県 近畿 高野町 高野幹線5号橋 16.45

H30 2018 一般道 静岡県 東海 下田市 下田土木事務所 一色橋 30.28

H30 2018 一般道 静岡県 東海 静岡市清水区 静岡国道事務所 蒲原高架橋 8.05

H30 2018 一般道 山梨県  北陸甲信越 笛吹市境川町 山梨県環境整備事業団 蟹沢川橋 8.00

H30 2018 一般道 山梨県  北陸甲信越 南都留郡忍野村 忍野村役場 上村橋 14.18

H30 2018 一般道 大分県 九州 中津土木事務所 降竜橋 14.00

H30 2018 一般道 福岡県　 九州 みやま市　建設課 香の江3号橋 12.22

H30 2018 一般道 福岡県　 九州 芦屋町役場 築廻2号橋 4.03

H30 2018 一般道 鳥取県 中国 琴浦町役場 産業建設課 向原橋 9.00

H30 2018 一般道 鳥取県 中国 八頭県土整備事務所 道路整備課 国道482号 船岡橋 18.80

H30 2018 一般道 鳥取県 中国 米子市役所 都市整備課 市道 水貫川1号橋 13.20

H30 2018 一般道 鳥取県 中国 八頭県土整備事務所 道路整備課 県道津山智頭八東線 小坂橋 31.40

H30 2018 一般道 鳥取県 中国 鳥取市湖山 都市整備部道路課 市道大学通り 島川橋 14.00

H30 2018 一般道 鳥取県 中国 八頭郡智頭町 地域整備課 町道木下線 大内橋 15.00

H30 2018 一般道 岐阜県 東海 関市 美濃土木事務所 上野橋側道橋 4.00

H30 2018 一般道 青森県 東北 上北郡東北町 上北地域県民局地域整備部 国道394号 乙部橋 19.10

H30 2018 一般道 愛媛県 四国 東予地方局建設部 新来見橋 44.50

H30 2018 一般道 愛媛県 四国 東予地方局建設部 下七番橋 9.00

H30 2018 一般道 広島県 中国 広島市 安佐南区 貴船橋 9.40

H30 2018 一般道 新潟県  北陸甲信越 三条地域振興局 主要地方道新潟燕線 上堰橋 12.00

H30 2018 一般道 長野県  北陸甲信越 松本市 松本市役所 市道3063号 御嶽橋 12.00

H30 2018 一般道 長野県  北陸甲信越 安曇野市 安曇野市役所 室町橋 18.00

H30 2018 一般道 新潟県  北陸甲信越 五泉市 五泉市役所 八幡橋 6.00

H30 2018 一般道 埼玉県 関東 八潮市 八幡橋 5.10

H30 2018 一般道 愛媛県 四国 西条市 市道古川玉津橋線 しんもと橋 30.70

H31 2019 R01.9 一般道 鹿児島県 九州 姶良・伊佐地域振興局 姶良市北山 木場橋 9.00

H31 2019 R01.9 一般道 福井県  北陸甲信越 三国土木事務所 坂井市春江町 磯部川横断橋 18.28

H31 2019 R02.2 一般道 滋賀県 近畿 甲賀市役所 甲賀市水口町 車井橋 6.00

H31 2019 H31.4 一般道 鳥取県 中国 倉吉市　建設部建設課 関金町堀 神社橋 12.00

H31 2019 R1.7 一般道 鳥取県 中国 智頭町　地域整備課 智頭町宇波 夏明橋 31.90

H31 2019 R1.10 一般道 鳥取県 中国 北栄町　 北栄町弓原 本町橋 11.30

H31 2019 R1.11 一般道 鳥取県 中国 八頭町　建設課 八頭町大江 宮の谷橋 8.00

H31 2019 R2.1 一般道 鳥取県 中国 八頭町　建設課 八頭町船岡 上町橋 10.80

H31 2019 R2.2 一般道 鳥取県 中国 智頭町　地域整備課 智頭町八河谷 八河谷橋 13.50

H31 2019 R1.6 一般道 青森県 東北 青森県上北郡七戸町 七戸町役場 原子橋 25.60

H31 2019 R2.3 一般道 青森県 東北 青森県十和田市 十和田市役所 和島平山線 和島橋 4.84

H31 2019 R1.6.4 一般道 静岡県 東海 国交省　中部地方整備局 静岡国道事務所 蒲原高架橋 8.10

H31 2019 R2.2.2 一般道 千葉県 関東 千葉県佐倉市 志津橋 10.00

H31 2019 R2.2.17 一般道 埼玉県 関東 埼玉県越谷市 出羽橋側道橋 3.10

H31 2019 Ｒ1.7 一般道 滋賀県 近畿 滋賀県甲賀市信楽町 甲賀土木事務所 栗東信楽線 琴平橋 28.00

H31 2019 R1.12 一般道 東京都 関東 東京都日野市 まちづくり部道路課 第8004橋 11.50

H31 2019 Ｒ1.10 一般道 大阪府 近畿 大阪府吹田市 吹田市役所 五月が丘橋 9.00

H31 2019 R1.12 一般道 兵庫県 近畿 兵庫県福崎市 九鬼北橋 7.20

H31 2019 Ｒ2.1 一般道 京都府 近畿 京都府大山崎町 尻江橋 15.41

H31 2019 Ｒ2.2 一般道 大阪府 近畿 東大阪市稲田本町 東大阪市建設局 金五郎橋 6.30

H31 2019 Ｒ2.2 一般道 大阪府 近畿 大阪府豊能郡豊能町 城山橋・久原橋 21.00

H31 2019 Ｒ2.2 一般道 大阪府 近畿 大阪府河内長野市 富田林土木事務所 一般国道170号 出城橋 21.00

H31 2019 Ｒ2.3 一般道 兵庫県 近畿 兵庫県加東市 中谷橋 8.28

H31 2019 Ｒ2.3 一般道 大阪府 近畿 大阪府和泉市 泉中央駅前広場 駅前ロータリー 9.00



◆MMジョイント実績表（NEXCO以外）
年度 西暦 日時 区分 県別 地域 N区分 支社別 管理区分 道路名 橋梁名 延長（ｍ）

H31 2019 Ｒ1.8 一般道 新潟県  北陸甲信越 新潟県新潟市 東部地域土木事務所 市道新津1-97号線 新瀬橋 40.00

H31 2019 Ｒ1.8 一般道 新潟県  北陸甲信越 新潟県南魚沼市 建設課 市道 市道橋 12.00

H31 2019 Ｒ1.9 一般道 新潟県  北陸甲信越 国土交通省 羽越河川国道事務所 日本海東北自動車道 南新保橋 12.30

H31 2019 Ｒ1.12 一般道 新潟県  北陸甲信越 新潟県五泉市 建設課 城下大橋 10.00

H31 2019 Ｒ2.2 一般道 群馬県 関東 群馬県前橋市 建設課 藤山橋 6.00

H31 2019 Ｒ2.3 一般道 新潟県  北陸甲信越 新潟県燕市 三条地域振興局 分水栄線 萬盛橋 16.00

H31 2019 Ｒ2.3 一般道 新潟県  北陸甲信越 新潟県柏崎市 建設課 市道柏崎居村線 横沢橋 8.00

H31 2019 R1.6 一般道 大分県 九州 大分県由布市 由布市役所建設課 下湯平中川線 城ヶ岳1，3号橋 16.00

R2 2020 R2.4 一般道 鳥取県 中国 鳥取県 鳥取県八頭県土整備事務所道路整備課 県道西谷那岐停車場線 真鹿野橋 9.60

R2 2020 R2.4 一般道 鳥取県 中国 鳥取県智頭町 地域整備課 町道下木原線 下木原橋 6.12

R2 2020 R2.4 一般道 宮城県 東北 宮城県気仙沼市 東日本旅客鉄道㈱東北工事事務所 気仙沼市 第3大川橋 8.04

R2 2020 R2.5 一般道 鳥取県 中国 鳥取県三朝町 建設水道課 町道下畑線 下畑橋 6.20

R2 2020 R2.6 一般道 大分県 九州 大分県由布市 市役所建設課 下湯平中川線 城ヶ岳2号橋 8.57

R2 2020 R2.6 一般道 鳥取県 中国 鳥取県鳥取市 道路課 市道智頭街道 智頭橋歩道橋 47.00

R2 2020 R2.6 一般道 愛媛県 四国 愛媛県喜多郡内子町 内子町役場建設課 吉野川突合線 へんろ橋 13.90

R2 2020 R2.7 一般道 愛媛県 四国 愛媛県 久万高原土木事務所 県道328号 伊豆ヶ谷橋 8.00

R2 2020 R2.7 一般道 岩手県 東北 国土交通省 岩手県 三陸国道事務所 下閉伊郡岩泉町 才の神橋 22.01

R2 2020 R2.9 一般道 茨城県 関東 茨城町 都市建設部道路建設課 整備グループ 町道2246号 十三塚橋 10.1

R2 2020 R2.11 一般道 鳥取県 中国 鳥取県 鳥取県西部総合事務所 県道淀江岸本線 袋川橋 4.57

R2 2020 R2.11 一般道 兵庫県 近畿 兵庫県朝来市 市道田中末歳線 柴花橋 35.37

R2 2020 R2.11 一般道 兵庫県 近畿 兵庫県朝来市 市道和田竹ノ内線 向山橋 14.00

R2 2020 R2.11 一般道 大阪府 近畿 大阪府岸和田市 一般町道15号 流木橋 20.00

R2 2020 R2.12 一般道 鳥取県 中国 鳥取県鳥取市 都市整備部道路課 市道覚寺浜坂線 上土居橋 29.41

R2 2020 R2.12 一般道 福岡県 九州 福岡県北九州市 築上町役場 立岩橋 18.80

R2 2020 R2.12 一般道 大阪府 近畿 大阪府岸和田市 一般町道13号 宮前橋 8.00

R2 2020 R2.12 一般道 愛知県 東海 愛知県江南市 一般県道179号 江南跨線橋 24.00

R2 2020 R2.12 一般道 大阪府 近畿 大阪府吹田市 土木部道路室整備グループ 山田東山田西1号 九十九橋 11.19

R2 2020 R2.12 一般道 愛知県 東海 愛知県 愛知県コンセッション株式会社 猿投グリーンロード 猿投橋 3.00

R2 2021 R3.1 一般道 鹿児島県 九州 国土交通省 鹿児島県 九州地方整備局大隅河川国道事務所 市道一丁田　宮内線 宮ノ上跨道橋 19.82

R2 2021 R3.1 一般道 福岡県 九州 福岡県北九州市 南小倉交差橋 7.00

R2 2021 R3.1 一般道 愛知県 東海 愛知県豊田市 釜場橋 28.91

R2 2021 R3.1 一般道 兵庫県 近畿 兵庫県西宮市 一般市道鳴第53号外 笠屋橋 16.00

R2 2021 R3.1 一般道 愛知県 東海 愛知県豊田市 釜場橋 28.90

R2 2021 R3.1 一般道 千葉県 関東 千葉市 建設局土木部土木保全課 おゆみ野中央109号線 なつめ橋 12

R2 2021 R3.1 一般道 千葉県 関東 千葉市 建設局土木部土木保全課 市道天台46号線 千草橋 12.9

R2 2021 R3.2 一般道 広島県 中国 広島県三原市 三原市役所土木整備課 市道中之町64号線 西田橋 12.00

R2 2021 R3.2 一般道 鹿児島県 九州 鹿児島県指宿市 指宿市役所 市道　京ヶ迫線 下荒田橋 11.00

R2 2021 R3.2 一般道 大分県 九州 大分県犬飼町 中判田犬飼線 犬飼橋 32.60

R2 2021 R3.2 一般道 大分県 九州 大分県津久見市 津久見市役所 岩屋中の内線 岩道端 14.50

R2 2021 R3.2 一般道 兵庫県 近畿 兵庫県 但馬県民局養父土木事務所 一般県道104号 黒橋 15.46

R2 2021 R3.2 一般道 和歌山県 近畿 和歌山県 日高復興局建設部 一般県道194号 滝谷橋 7.20

R2 2021 R3.2 一般道 兵庫県 近畿 兵庫県たつの市 都市建設部建設課 一般県道44号 大荒田橋 12.00

R2 2021 R3.2 一般道 愛媛県 四国 愛媛県 東予地方局今治土木事務所 一般県道156号 郷橋 12.07

R2 2021 R3.2 一般道 千葉県 関東 千葉市 建設局土木部土木保全課 稲毛東52号線 稲丘第２橋 11.4

R2 2021 R3.2 一般道 福岡県 九州 福岡県 福岡県北九州高速公社 都市高速道路 香椎高架橋 1.14

R2 2021 R3.3 一般道 鳥取県 中国 鳥取県岩美町 町道銀山線 銀山橋 10.00

R2 2021 R3.3 一般道 鳥取県 中国 鳥取県湯梨浜町 町道松崎線 松崎橋 8.92

R2 2021 R3.3 一般道 兵庫県 近畿 兵庫県赤穂市 建設部土木課 一般市道ハーモニーロード 熊見橋 9.00

R2 2021 R3.3 一般道 兵庫県 近畿 兵庫県丹波篠山市 まちづくり部地域整備課道路河川係 一般県道544号 大谷下橋 9.95

R2 2021 R3.3 一般道 兵庫県 近畿 兵庫県 中播磨県民センター姫路土木事務所 一般県道410号 中津橋 36.00

R2 2021 R3.3 一般道 兵庫県 近畿 兵庫県丹波篠山市 まちづくり部地域整備課道路河川係 一般県道49号付近 小枕北橋 8.00

R2 2021 R3.3 一般道 兵庫県 近畿 兵庫県丹波篠山市 まちづくり部地域整備課道路河川係 一般国道372号付近 大仙寺橋 8.60

R2 2021 R3.3 一般道 兵庫県 近畿 兵庫県丹波篠山市 まちづくり部地域整備課道路河川係 一般県道37号付近 堂の谷橋 6.00

R3 2021 R3.3 一般道 福島県 東北 国土交通省 東北地方整備局 一般国道4号 戎川橋 9.50

R3 2021 R3.4 一般道 山梨県  北陸甲信越 甲府市 道路河川課 国母工業団地3号線 渋川一の橋 28.80

R3 2021 R3.5 一般道 鳥取県 中国 北栄町 町道弓原1号線 浜川橋1 9.18

R3 2021 R3.5 一般道 兵庫県 近畿 豊岡市 市道 結和橋 21.74

R3 2021 R3.5 一般道 兵庫県 近畿 舞鶴市 結和橋 21.74

R3 2021 R3.6 一般道 京都府 近畿 豊岡市 敷島通線 桜橋 11.06

R3 2021 R3.6 一般道 兵庫県 近畿 丹波篠山市 市道鍔市東線 鍔市橋 8.00

R3 2021 R3.6 一般道 兵庫県 近畿 丹波篠山市 玉子橋 6.38

R3 2021 R3.6 一般道 滋賀県 近畿 近江八幡市 大津守山近江八幡線 野川橋 15.00

R3 2021 R3.6 一般道 京都府 近畿 舞鶴市 桜橋 11.00

R3 2021 R3.8 一般道 大阪府 近畿 和泉市 和泉中央駅前広場 17.76

R3 2021 R3.9 一般道 岩手県 東北 藤澤組 織笠・新田線 落合橋 8.56



◆MMジョイント実績表（NEXCO以外）
年度 西暦 日時 区分 県別 地域 N区分 支社別 管理区分 道路名 橋梁名 延長（ｍ）

R3 2021 R3.9 一般道 東京都 関東 東京都 建設局第五建設事務所 庶務課 主要地方道千住小松川葛西沖線 新水戸橋 10.00

R3 2021 R3.9 一般道 滋賀県 近畿 滋賀県 西明寺安部居線補助道路 池川橋 19.70

R3 2021 R3.9 一般道 東京都 関東 東京都 新水戸橋 10.00

R3 2021 R3.10 一般道 大分県 九州 大分県日田市 鬼木橋 9.0

R3 2021 R3.11 一般道 鳥取県 中国 智頭町 地域整備課 町道早瀬真鹿野線 金谷橋 9.88

R3 2021 R3.11 一般道 兵庫県 近畿 朝来市 県道274号 更杵橋 22.4

R3 2021 R3.12 一般道 兵庫県 近畿 佐用町 上福原作用線 高雄山跨高速道路橋 8

R3 2021 R4.1 一般道 大阪府 近畿 和泉市 国道170号線 坂見橋 9.2

R3 2021 R4.1 一般道 兵庫県 近畿 神戸市 舞子多聞線付近 前田橋 6.5

R3 2021 R4.2 一般道 鳥取県 中国 智頭町 地域整備課 町道宇丹谷線 奥本野々谷橋 15.295

R3 2021 R4.2 一般道 高知県 四国 高知県 県道6号 黒丸1号橋 8

R3 2021 R4.2 一般道 兵庫県 近畿 猪名川町 町道仁頂寺2号線 川面橋 6

R3 2021 R4.2 一般道 兵庫県 近畿 猪名川町 町道島2号線 奥村橋 7.7

R3 2021 R4.2 一般道 滋賀県 近畿 草津市 山寺東12号線 久邇宮橋 18.2

R3 2021 R4.2 一般道 三重県 近畿 松坂市 楠林1号橋 11.5

R3 2021 R4.2 一般道 三重県 近畿 松坂市 楠林2号橋 11.3

R3 2021 R4.2 一般道 京都府 近畿 京都府 府道54号 瑠璃渓橋 17.4

R3 2021 R4.2 一般道 兵庫県 近畿 丹波市 県道308号付近 曽地中橋 6

R3 2021 R4.3 一般道 茨城県 関東 常陸大宮市 総務部財政課 林道長倉国長線 大沢橋 8

R3 2021 R4.3 一般道 鳥取県 中国 鳥取市 道路課 維持第二係 市道野寺北村線 北村大橋 18.5

R3 2021 R4.3 一般道 大阪府 近畿 豊能町 府道110号 豊能町 19.7

R3 2021 R4.3 一般道 兵庫県 近畿 丹波市 黒石三田線 肥田橋 11.3

R3 2021 R4.3 一般道 京都府 近畿 国土交通省 府道52号隣接 無名橋 7.1

R3 2021 R4.3 一般道 兵庫県 近畿 市川町 町道美佐線 鶴美橋 16.298

R3 2021 R4.3 一般道 兵庫県 近畿 丹波市 小多田橋 8.3

R3 2021 R4.3 一般道 兵庫県 近畿 朝来市 藤和線 将軍橋 12.07

R3 2021 R4.3 一般道 兵庫県 近畿 市川町 町道神崎線 馬橋 7.16

8171.3一般道小計（ｍ）


