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発  注  先 工   事   名 施 工 数 量 施 工 場 所 年 月 

中日本高速道路㈱ 東海北陸自動車道 

野々俣橋他1橋(下部工)工事 

土留工 H-300､350 

L=9.0～20.0m､n=12本 
岐阜県高山市 28年4月 

神奈川県 

 県西土木事務所 

平成27年度 

 道路改良工事 県単(その6) 

落石防護柵工φ267.4 

L=7.0m､n=6本 
神奈川県南足柄市 28年4月 

神奈川県 

 厚木土木事務所 

平成27年度 橋りょう整備工事 

公共･県単(その1)合併 

引抜工 H-350 

n=28本 
神奈川県愛甲郡 28年4月 

静岡県 

 富士砂防事務所 

平成27年度 

 由比地区深礎杭SA17工事 

土留工 H-400､414､428 

親杭 L=4.7～11.08m､n=41本 
静岡県静岡市 28年5月 

中日本高速道路㈱ 東海北陸自動車道 

 軽岡ﾄﾝﾈﾙ他1ﾄﾝﾈﾙ工事 

土留工 H-400*200(SMBφ580) 

L=9.0m､n=20本 
岐阜県高山市 28年5月 

中部地方整備局 

 飯田国道事務所 

平成26年度 

三遠南信天龍峡大橋鋼上部工事 

ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ基礎杭工 

H-400(SMBφ685)L=19.0m､n=12本
長野県飯田市 28年6月 

三重県 

 伊賀建設事務所 

一般国道368号(伊賀名張拡幅)橋梁

耐震補強工事 

土留杭 H-300 

L=7.0m､n=42本 
三重県名張市 28年6月 

中日本高速道路㈱ 西湘ﾊﾞｲﾊﾟｽ越波防止柵設置工事 先行削孔工φ450 

L=7.0m､n=12本 
神奈川県中郡 28年6月 

青森県 

 駒込ﾀﾞﾑ建設所 

平成26年度 

4号工事用道路(その16)工事 

ﾒﾀﾙﾛｰﾄﾞ工事 

杭20本､桁9ｽﾊﾟﾝ 
青森県青森市 28年6月 

中部地方整備局 

 越美山系砂防事務所 

平成28年度 越美山系大谷川 

第3砂防堰堤道路工事 

ﾒﾀﾙﾛｰﾄﾞ工事 

杭8本､桁4ｽﾊﾟﾝ 
岐阜県揖斐郡 28年6月 

富山県 

 富山農林振興ｾﾝﾀｰ 

山のみち交付金林道有峰線1工区 

(大萩谷)開設工事 

ﾒﾀﾙﾛｰﾄﾞ工事 

杭28本､桁12ｽﾊﾟﾝ(2ﾌﾞﾛｯｸ) 
富山県富山市 28年7月 

愛知県 

 豊田加茂建設事務所 

道路改良工事 落石防護柵工 鋼管φ165.2 

L=3.0m､n=4本 
愛知県豊田市 28年7月 
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中部地方整備局 

 天竜川上流河川事務所 

平成27年度 天竜川水系大久保谷川

砂防堰堤管理用道路工事 

ﾒﾀﾙﾛｰﾄﾞ工事(B工法)ﾛﾝｸﾞﾌｨｰﾄﾞ 

杭8本､桁3ｽﾊﾟﾝ 
長野県伊那市 28年7月 

中部地方整備局 

 沼津河川国道事務所 

平成27年度 

河津下田道路端末ﾗﾝﾌﾟ橋下部工事

ﾒﾀﾙﾛｰﾄﾞ工事 

杭14本､桁6ｽﾊﾟﾝ､床版工 
静岡県賀茂郡 28年9月 

㈱東芝 東芝四日市工場新製造棟土地造成 

工事 

土留工 H-350､400 

L=9.0～12.0m､n=73本 
三重県四日市市 28年9月 

静岡県 

 静岡市役所 

平成28年度 葵南市公災第1号 

湯島崩野線道路災害復旧工事 

軽量盛土工(B工法) H-150 

L=4.8～6.3m､n=6本 
静岡県静岡市 28年9月 

茨城県 

 県北農林事務所 

県北東部2期地区(道整備) 

(A)第1-3-4工区道路工事 

ﾒﾀﾙﾛｰﾄﾞ工事 

杭14本､桁4ｽﾊﾟﾝ 
茨城県常陸太田市 28年10月 

  既設管の破砕工 

L=8.3m､n=1本 
 28年10月 

関東地方整備局 

鬼怒川ﾀﾞﾑ統合管理事務所

H27五十里ﾀﾞﾑ下流管理用道路 

災害復旧工事 

ﾒﾀﾙﾛｰﾄﾞ工事 

杭12本(3列杭)､桁5ｽﾊﾟﾝ 
栃木県日光市 28年10月 

岐阜県 

 可茂農林事務所 

県営ふるさと農道整備事業 

白川地区第5号道路工事 

擁壁工 H-300 

L=7.5～8.0m､n=10本 
岐阜県加茂郡 28年11月 

三菱地所･ｻｲﾓﾝ㈱ (仮称)御殿場ﾌﾟﾚﾐｱﾑ･ｱｳﾄﾚｯﾄ 

基盤整備工事の内市道拡幅工事 

土留工 H-400(夜間工事) 

L=10.0～11.0m､n=22本 
静岡県御殿場市 28年11月 

茨城県 

 常陸太田工事事務所 

県単道災防･国補道災防 

合併 道路落石対策工事 

落石防護柵工φ267.4 

L=10.58m､n=16本 
茨城県常陸太田市 28年12月 

中部地方整備局 

 浜松河川国道事務所 

平成28年度 

佐久間道路3号橋下部工事 

山留工 H-350､300 

仮橋工(設置･撤去工) 
愛知県北設楽郡 28年12月 

岐阜県 

 県土整備部土木事務所 

公共社会資本整備総合交付金 

(防災･安全)他工事 

土留工 H-350 

L=7.5～11.0m､n=11本 
岐阜県美濃市 28年12月 
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静岡県 

 天竜土木整備事務所 

防災･安全交付金事業(国)473号 

(仮称)新々原田橋右岸桟道工事 

ﾒﾀﾙﾛｰﾄﾞ工事SMBφ530(本杭連行)

杭14本､桁5ｽﾊﾟﾝ 
静岡県浜松市 29年1月 

茨城県 

 県北農林事務所 

県北東部2期地区(道整備) 

(B)第1-3-5工区道路工事 

ﾒﾀﾙﾛｰﾄﾞ工事 

杭32本､桁10ｽﾊﾟﾝ 
茨城県常陸太田市 29年1月 

静岡県 

 袋井土木事務所 

(主)掛川川根線防災･安全交付金 

(県道道路改築)工事(萩間橋) 

土留工 H-300(RX-3300､他) 

L=7.0～9.0m､n=21本 
静岡県掛川市 29年1月 

山梨県 

 峡南建設事務所 

主要地方道南ｱﾙﾌﾟｽ公園線 

道路改良工事 

ﾒﾀﾙﾛｰﾄﾞ工事 

杭16本､桁7ｽﾊﾟﾝ 
山梨県南巨摩郡 29年2月 

茨城県 

 水戸土木事務所 

27国補道災防第27-04-858-0-001号

 落石防護柵設置工事(笠間) 

落石防護柵工φ216.3 

L=6.5～7.0m､n=4本 
茨城県東茨城郡 29年3月 

静岡県 

 静岡市役所 

平成28年度清市道第29号 

中河内14号線災害防除工事(その2)

支持杭φ139.8 

L=5.0m､n=4本 
静岡県静岡市 29年3月 

茨城県 

 常陸太田工事事務所 

県単道災防第28-53-744-0-002号 

 道路落石対策工事 

落石防護柵工φ267.4 

L=10.58m､n=12本 
茨城県常陸太田市 29年3月 

静岡県 

 静岡市役所 

平成28年度葵北県道第10号(主) 

井川湖御幸線(桂山)災害防除工事 

落石防護柵工φ165.2 

L=6.0m､n=7本 
静岡県静岡市 29年3月 


