
仙台営業所管内納入実績抜粋
橋脚工事

県名 施工年度 発注者名 施工会社名 工事名 工事内容 施工地名 円形型枠使用規格（㎜） その他使用資材

青森県 Ｈ20 下北地域県民局 山内土木㈱ 脇野沢川総合流域防災工事（橋梁下部工） 橋脚築造 青森県むつ市脇野沢 円柱φ1500

岩手県 Ｈ20 北上市建設部 高橋建設㈱ 珊瑚橋橋りょう補修工事 橋脚補修(巻立て) 岩手県北上市立花 円柱φ1200

Ｈ20 釜石市建設部 東陸建設㈱ 一の渡４号線道路新設（下部）工事 橋脚築造 岩手県釜石市甲子町砂子渡 円柱φ2000

Ｈ21 盛岡市建設部 鹿島建設㈱ 盛岡駅自由通路整備事業 橋脚築造 岩手県盛岡市盛岡駅 円柱φ1300

Ｈ21 釜石市建設部 佐野建設㈱ 小佐野町１号線（小佐野橋）橋梁補強工事 橋脚補強(巻立て) 岩手県釜石市小佐野町　 円柱φ2100

宮城県 Ｈ19 仙台東土木(事) 菅甚建設㈱ 宇津野３号橋下部工工事 橋脚築造 宮城県加美郡加美町 円柱φ2500、3000

Ｈ19 仙台河川国道（事） 日建工業㈱ 新西の原橋梁下部工工事 橋脚築造 宮城県宮城郡利府町 円柱φ2800、3600 締付ﾊﾞﾝﾄﾞ、Ｒ単管ﾊﾟｲﾌﾟ

Ｈ20 ＪＲ東日本 向井建設㈱ 仙石線多賀城高架橋築造工事 橋脚築造 宮城県多賀城市 円柱φ1400、1500 締付ﾊﾞﾝﾄﾞ、Ｒ単管ﾊﾟｲﾌﾟ

Ｈ20 大崎土木（事） 小野田建設㈱ 鶯沢橋工事(下部工) 橋脚築造 宮城県加美郡加美町 円柱φ1900

Ｈ20 仙台河川国道（事） 後藤工業㈱ 加瀬地区橋梁下部工工事 橋脚築造 宮城郡利府町 円柱φ4500 締付ﾊﾞﾝﾄﾞ、簡易ﾗﾀﾞｰ

Ｈ21 仙台河川国道（事） 第一建設工業㈱ 名取川笊川地区皿屋敷橋橋梁下部工工事 橋脚築造 仙台市太白区大野田 円柱φ1200、1400

Ｈ21 ＪＲ東日本 鹿島・ユニオンＪＶ 東北本線塩釜・松島間浜田こ道橋改築工事 橋脚築造 宮城郡利府町 円柱φ1500

山形県 Ｈ19 酒田河川国道（事） 協栄建設㈱ 新堀横断歩道橋融雪設備設置工事 橋脚築造 山形県酒田市 円柱φ800～1500

福島県 Ｈ19 福島河川国道（事） 遠藤建設(有） 福島地区橋梁補強工事 橋脚補強(巻立て) 福島県二本松市～福島市 円柱φ5100他 締付ﾊﾞﾝﾄﾞ

Ｈ20 喜多方建設（事） 樫内建設工業㈱ 総合流域防災工事（幸橋） 橋脚築造 福島県喜多方市中河原 円柱φ1700

Ｈ20 郡山国道（事） 会津土建㈱ 名倉山地区橋梁補強工事 橋脚補強(巻立て) 福島県猪苗代町～会津坂下町 円柱Φ1300、4000他 ﾒﾀﾙﾎｰﾑ

Ｈ20 県南農林（事） ㈱山本組 東白川2期地区農道整備２００２工事 橋脚補修(巻立て) 福島県東白川郡矢祭町 円柱φ3000

立孔（人孔）工事

県名 施工年度 発注者名 施工会社名 工事名 工事内容 施工地名 円形型枠使用規格（㎜） その他使用資材

岩手県 Ｈ20 盛岡市上下水道部 盛舗建設(有) 合流式下水道中ノ橋右岸雨水吐室改築工事 特殊人孔築造 岩手県盛岡市内丸 内枠φ2300他

秋田県 Ｈ21 秋田市上下水道局 (名)伊藤組 公共下水道幹線工事 特殊人孔築造 秋田県秋田市高陽青柳町 内枠φ2200

宮城県 Ｈ19 仙台市建設局 山辰建設㈱ （都）郡山折立線ほか２線下水道工事 人孔築造 宮城県仙台市太白区 内枠φ900 ﾄﾚﾝﾁ、ｱﾙﾐ腹起し、切張ｻﾎﾟｰﾄ

Ｈ19 （独）都市再生機構 大崎建設㈱ あすと長町地区土地区画整理事業 人孔築造 宮城県仙台市太白区 内枠φ1500、1800、外枠φ2000、2400他

Ｈ19 仙台市都市整備局 山辰建設㈱ 土地区画整理事業（都）大野田線下水道工事 人孔築造 宮城県仙台市太白区 内枠φ1200、外枠φ1700他 ﾄﾚﾝﾁ、ｱﾙﾐ腹起し、切張ｻﾎﾟｰﾄ

Ｈ19 仙台市建設局 高野建設㈱ 長町第１雨水幹線流入管工事７ 特殊人孔築造 仙台市太白区 内枠φ3200他 ﾄﾚﾝﾁ、ｱﾙﾐ腹起し、切張ｻﾎﾟｰﾄ

H20 仙台市建設局 大道土木㈱ 広瀬川第２雨水幹線工事 特殊人孔築造 仙台市青葉区 内枠φ4800他 簡易ﾗﾀﾞｰ、安全円形手摺、ｾﾙﾌﾛｯｸ

Ｈ20 仙台市建設局 戸田道路㈱ 元鍛冶公園地下自転車駐車場建設工事 特殊人孔築造 仙台市青葉区 内枠φ7900 単管曲げﾊﾟｲﾌﾟ

H20 仙台市建設局 ㈱松村組 日の出町公園調整池導水管工事４ 特殊人孔築造 仙台市宮城野区 内枠φ2300他 異型型枠、ｽﾀﾝｼｮﾝ

H20 仙台市都市整備局 ㈱庄司組 仙台駅東第２土地区（8－23号）下水道管布設 人孔築造 仙台市宮城野区 内枠φ1200、外枠φ1700他 ﾄﾚﾝﾁ、ｱﾙﾐ腹起し、切張ｻﾎﾟｰﾄ

H20 仙台市都市整備局 ㈱阿部砂利建設 土地区画整理事業（都）大野田線下水道工事 人孔築造 宮城県仙台市太白区 内枠φ1200、外枠φ1700他

福島県 H20 いわき市下水道部 仙建・加地和ＪＶ 公共下水道平汚水専用幹線2工区築造工事 特殊人孔築造 福島県いわき市平 内枠φ2200 簡易ﾗﾀﾞｰ

H20 相双農林（事） 庄司建設工業㈱ 新農業水利システム整備１９２４工事 特殊人孔築造 福島県相馬市 内枠φ3100、外枠φ3500

護岸（波返し）工事

県名 施工年度 発注者名 施工会社名 工事名 工事内容 施工地名 円形型枠使用規格（㎜） その他使用資材

青森県 Ｈ20 下北地域県民局 高松建設工業㈱ 奥戸漁港(小奥戸地区）海岸保全施設整備事業 波返工築造 青森県下北郡大間町 内枠φ3000



Ｈ21 下北地域県民局 野崎建設工業㈱ 生活301-2号道路災害防除工事（R279号線） 波返工築造 青森県下北郡大間町 内枠φ4000 頭部異型型枠

福島県 Ｈ19 相双農林（事） 松下建設㈱ 海岸災害復旧（18年度）第1804号北海老地区 波返工築造 福島県南相馬市 内枠φ3000 頭部異型型枠

送電線（鉄塔基礎）工事

県名 施工年度 発注者名 施工会社名 工事名 工事内容 施工地名 円形型枠使用規格（㎜） その他使用資材

青森県 Ｈ19 東北電力㈱ 山加電業㈱ 十和田幹線新設(鉄塔)工事(第3工区) 鉄塔基礎築造 青森県十和田市 円柱φ1500

H21 東北電力㈱ ㈱カナモト 北津軽支線青森変電所引込工事 鉄塔基礎築造 青森県北津軽郡 円柱φ2000

岩手県 Ｈ19 東北電力㈱ 岳南建設㈱ 北上幹線新設(架線)工事(第6工区) 鉄塔基礎築造 岩手県一関市 円柱φ2000

Ｈ19 東北電力㈱ 千歳電気工業㈱ 十和田幹線新設(鉄塔)工事(第6工区) 鉄塔基礎築造 岩手県二戸市 円柱φ2000

Ｈ20 東北電力㈱ 丸新電設㈱ 十和田幹線新設(鉄塔)工事(第9工区) 鉄塔基礎築造 岩手県岩手町 円柱φ1500

福島県 Ｈ19 ㈱ＮＴＴ東日本 ㈱尾形土建 原町江井ＩＭＴ基地局 鉄塔基礎築造 福島県南相馬市 円柱φ2400

Ｈ19 東北電力㈱ （有）田村建設 桙衝鉄塔工事 鉄塔基礎築造 福島県須賀川市 円柱φ1300

山形県 Ｈ19 ㈱ＮＴＴドコモ東北 （有）シンダイケン工業 ＮＴＴドコモ鉄塔築造工事 鉄塔基礎築造 山形県山形市 円柱φ1400

Ｈ20 ＫＤＤＩ㈱ （有）シンダイケン工業 ＫＤＤＩ鉄塔基礎工事 鉄塔基礎築造 山形県天童市 円柱φ2300

秋田県 Ｈ19 ㈱ＮＴＴ東日本 神室工業㈱ 鳥海北IMT基地局 鉄塔基礎築造 秋田県にかほ市 円柱φ2400

H21 ㈱ＮＴＴ東日本 神室工業㈱ 由利本荘山王IMT基地局 鉄塔基礎築造 秋田県由利本庄市 円柱φ1600

本社東京営業部管内納品実績抜粋
橋脚工事

県名 施工年度 発注者名 施工会社名 工事名 工事内容 施工地名 円形型枠使用規格（㎜） その他使用資材

茨城県 Ｈ19 茨城県県南農林(事) 細谷建設工業㈱ 経営体育成事業本新地区2号橋梁下部工事 橋脚築造 茨城県稲敷市本新 円柱φ1800 締付バンド

H20 NEXCO東日本 オリエンタル白石・守谷商会JV 東関東自動車道茨城工事 橋脚築造 茨城県東茨城郡茨城町 円柱φ1000

H20 北茨城市建設課 ｻｺｰ建設㈱ 二ツ島橋梁耐震補強工事 橋脚補強(巻立て) 茨城県北茨城市磯原町 円柱φ3200、4000 締付バンド

栃木県 H19 ＪＲ東日本 鉄建建設㈱ 東北新幹線第1山田川橋梁耐震補強工事 橋脚補強(巻立て) 栃木県宇都宮市 円柱φ5000他 締付バンド

H19 ＪＲ東日本 鉄建建設㈱ 東北新幹線箒川橋梁耐震補強工事 橋脚補強(巻立て) 栃木県矢板市沢先 円柱φ4500 締付バンド

H20 栃木土木(事) 東武建設㈱ 小山栃木都賀線緊急地方道路整備工事 橋脚築造 栃木県栃木市平柳町 円柱φ1200

H20 大田原土木(事) ㈱舘林工業 400号大田原西那須野BPその3 橋脚築造 栃木県那須塩原市西幸町 円柱φ1100～1500 締付バンド

H20 日光土木(事) ㈱東建設 大渡橋耐震補強工事 橋脚補強(巻立て) 栃木県塩谷郡塩谷町 円柱φ2500、3000 締付バンド

群馬県 H19 ＪＲ東日本 東鉄工業㈱ ＪＲ高崎線烏川橋梁補強工事 橋脚補強(巻立て) 群馬県高崎市阿久津町 円柱φ5000

H19 高崎市都市整備部 清水建設㈱ 高崎駅東口 ペデストリアンデッキ新設 橋脚築造 群馬県高崎駅東口 円柱φ1500、2000、2500

H20 伊勢崎土木(事) 南雲建設㈱ 天増寺橋下部工工事 橋脚築造 群馬県伊勢崎市平和町 円柱φ2400

H20 みなかみ町 清滝建設㈱ 笹笛橋架け替え工事 橋脚築造 群馬県みなかみ町小日向 円柱φ800～1700

H21 沼田土木（事） 清滝建設㈱ 地方道水上片品線名次沢橋耐震補強工事 橋脚補強(巻立て) 群馬県みなかみ町藤原 円柱φ3500 締付バンド

H21 安中市都市整備課 関東建設工業㈱ 磯部原市線簗瀬大橋橋梁下部工事 橋脚築造 群馬県安中市 円柱φ2000

千葉県 H20 北千葉道路建設(事) ㈱大林組 印旛捷水路橋上り線P6橋脚工事 橋脚築造 千葉県印旛郡印旛村 円柱φ3700 締付ﾊﾞﾝﾄﾞ

埼玉県 H19 北首都国道工事(事) 南海辰村建設㈱ 圏央道野通川高架橋下部工事 橋脚築造 埼玉県蓮田市関山 円柱φ3500、4200他 締付ﾊﾞﾝﾄﾞ

H19 北首都国道(事) 真柄建設㈱ 圏央道北青柳第一高架橋下部工事 橋脚築造 埼玉県久喜市北青柳 円柱φ3000、4000 締付ﾊﾞﾝﾄﾞ
H19 北首都国道(事) ㈱新井組 圏央道川田谷高架橋16下部その2工事 橋脚築造 埼玉県北本市石戸 円柱φ1400
H19 ＪＲ東日本 東鉄工業㈱ ＪＲ武蔵野線中川橋梁耐震補強工事 橋脚補強(巻立て) 埼玉県吉川市木売 円柱φ2100 締付ﾊﾞﾝﾄﾞ
H20 北首都国道(事) 小田急建設㈱ 圏央道高架橋下部工事 橋脚築造 埼玉県久喜市北青柳 円柱φ3000 締付ﾊﾞﾝﾄﾞ
H20 北首都国道(事) 松尾建設㈱ 圏央道中落堀高架橋下部工事 橋脚築造 埼玉県南埼玉郡菖蒲町 円柱φ1200
H20 NEXCO東日本 清水建設㈱ 圏央道久喜白岡ＪＣＴ工事 橋脚築造 久喜市北青柳地内（Pｹﾞｰﾄ） 円柱φ2000、2500、3000、3500他 締付ﾊﾞﾝﾄﾞ、単管曲げﾊﾟｲﾌﾟ
H21 NEXCO東日本 清水建設㈱ 圏央道久喜ＩＣ、ＪＣＴ工事 橋脚築造 埼玉県久喜市北青柳（Jｹﾞｰﾄ） 円柱φ3000、4000、5500他 締付ﾊﾞﾝﾄﾞ

東京都 H19 相武国道(事) 林建設㈱ 圏央道八王子IC 橋脚築造 八王子市南浅川町 円柱φ3000、3500 締付ﾊﾞﾝﾄﾞ
H19 ＪＲ東日本 ㈱東鉄工業 荒川鉄橋耐震補強工事 橋脚補強(巻立て) 北区赤羽地先 円柱φ3400、3500



H19 東京国道(事) 若築建設㈱ 有明橋耐震補強工事 橋脚補強(巻立て) 江東区有明 円柱φ4200、4400
H20 東京都練馬区 総成建業㈱ 光が丘歩道橋補強工事 橋脚補強(巻立て) 練馬区光が丘 円柱φ1500、1900、2200他
H20 京浜急行電鉄㈱ 大林組・京急建設ＪＶ 京急六郷川橋梁耐震補強工事 橋脚補強(巻立て) 大田区仲六郷 円柱φ3400 締付ﾊﾞﾝﾄﾞ

神奈川県 H19 NEXCO東日本 馬淵建設㈱ 第三京浜川向高架橋他耐震補強工事 橋脚補強(巻立て) 横浜市港南区日野 円柱φ3000 締付ﾊﾞﾝﾄﾞ
H19 京王電鉄㈱ 京王建設㈱ 稲田堤第一高架橋その9・10工事 橋脚築造 川崎市多摩区菅城下 円柱φ1300
H19 横浜市道路局 石田建設㈱ 都市計画道路中田さちが丘線橋梁工事 橋脚築造 横浜市泉区岡津町 円柱φ2000 締付ﾊﾞﾝﾄﾞ
H19 横浜国道(事) 日特建設㈱ さがみ縦貫西久保JCT下部(その5)工事 橋脚補強(巻立て) 茅ヶ崎市西久保 円柱φ1300
H19 横浜市道路局 日本国土開発㈱ 芦穂橋耐震補強工事 橋脚補強(巻立て) 横浜市鶴見区栄町通 円柱φ3000
H19 横浜国道(事) 吉川建設㈱ 新相模大橋橋脚補強工事 橋脚補強(巻立て) 海老名市 円柱φ4000 締付ﾊﾞﾝﾄﾞ
H19 横浜国道(事) 馬淵建設㈱ 馬入橋耐橋脚補強工事 橋脚補強(巻立て) 平塚市 円柱φ3600 単管曲げﾊﾟｲﾌﾟ
H20 藤沢市道路整備課 ライト工業・三和工業ＪＶ 湘南台大橋橋梁下部工事 橋脚築造 藤沢市下土棚 円柱φ2700、内枠2200 締付ﾊﾞﾝﾄﾞ
H20 NEXCO東日本 ライト工業㈱ 横浜横須賀道路橋脚耐震補強工事 橋脚補強(巻立て) 横浜市港南区上永谷 円柱φ3000、3100 締付ﾊﾞﾝﾄﾞ
H20 横浜国道(事) ㈱新井組 さがみ縦貫宮山高架橋下部（その16)工事 橋脚築造 神奈川県高座郡寒川町 円柱φ3000 締付ﾊﾞﾝﾄﾞ
H20 横浜国道(事) ㈱大本組 さがみ縦貫宮山高架橋（その15)工事 橋脚築造 神奈川県高座郡寒川町 円柱φ3500 締付ﾊﾞﾝﾄﾞ
H21 NEXCO東日本 ﾗｲﾄ工業㈱ 横浜横須賀道野庭第一高架橋耐震補強工事 橋脚補強(巻立て) 横浜市保土ヶ谷区藤塚町 円柱φ3500 締付ﾊﾞﾝﾄﾞ
H21 横須賀市土木みどり部 海原工業㈱ 観音崎大橋耐震補強工事 橋脚補強(巻立て) 横須賀市鴨居 円柱φ2300、2400 締付ﾊﾞﾝﾄﾞ
H21 横浜国道(事) ㈱宮地鐵工所 さがみ縦貫宮山高架橋（その2)工事 橋脚築造 神奈川県高座郡寒川町 円柱φ3300、4100
H21 横浜市道路局 ライト工業㈱ 六浦第二高架橋補強工事 橋脚補強(巻立て) 横浜市金沢区 円柱φ4500 締付ﾊﾞﾝﾄﾞ

静岡県 H19 静岡県道路整備課 松下土木㈱ (主)井川湖御幸線玉川橋耐震補強工事 橋脚補強(巻立て) 静岡市葵区中河内川 円柱φ2500
H20 NEXCO中日本 駒井鉄工㈱ 第二東名静岡ＩＣ橋西工事 橋脚築造 静岡市葵区門屋 円柱φ3500
H20 NEXCO中日本 ｵﾘｴﾝﾀﾙ白石㈱ 第二東名高速道路長尾川橋（下部工）工事 橋脚築造 静岡県静岡市葵区長尾 円柱φ600
H21 静岡国道(事) 今井建設㈱ 国道136号線橋梁補修柿木橋耐震補強 橋脚補強(巻立て) 伊豆市本柿木 円柱φ2000、2700 締付ﾊﾞﾝﾄﾞ

山梨県 H19 山梨県県土整備部 昭和建設㈱ 国道411号一之瀬高橋2号橋下部工工事 橋脚築造 甲州市塩山一之瀬 円柱φ7000、内枠φ5000
H21 甲府河川国道(事) ㈱望月組土木 戸栗川橋下部工事 橋脚築造 山梨県南巨摩郡南部町 円柱φ2900 締付ﾊﾞﾝﾄﾞ

新潟県 H19 糸魚川地域振興局 猪又建設㈱ 一般国道１４８号山本橋橋梁補修工事 橋脚築造 新潟県糸魚川市山本 円柱φ3400 締付ﾊﾞﾝﾄﾞ
H19 長岡国道(事) 守谷商会㈱ 一般国道404号信濃川橋梁下部その1工事 橋脚築造 長岡市南陽 円柱φ5000
H20 新潟国道(事) ㈱錢高組 松浜橋上流下部工事 橋脚築造 新潟市西名目所 円柱φ3500

新潟県 H21 JR東日本 大成・伊藤組土建・田中JV 北陸新幹線金谷高架橋工事 橋脚築造 新潟県上越市 円柱φ3500、4500 締付ﾊﾞﾝﾄﾞ
H21 高田河川国道(事) ㈱笠原建設 木浦橋耐震補強工事 橋脚補強(巻立て) 新潟県糸魚川市 円柱φ1900他 締付ﾊﾞﾝﾄﾞ

立孔（人孔）工事

県名 施工年度 発注者名 施工会社名 工事名 工事内容 施工地名 円形型枠使用規格（㎜） その他使用資材

茨城県 Ｈ19 （独）都市再生機構 伊藤組土建㈱） 蓮沼川改修工事 立孔築造 茨城県つくば市西平塚 内枠φ1800、外枠φ2400

Ｈ19 （独）都市再生機構 大成建設㈱ 萱丸地区B−９街区外整地工事他 人孔築造 茨城県つくば市西栗山 内枠φ2000、外枠φ2600他

Ｈ19 東京電力㈱ 内海産業㈱ 竜ヶ崎線鉄塔建替工事 鉄塔基礎築造 茨城県龍ヶ崎市 円柱φ1000

H20 水戸市下水道部 坂田建設㈱ 千波・元吉田町都市下水路新設工事 特殊人孔築造 茨城県水戸市吉沢町 内枠φ4200、外枠5000他 単管曲げﾊﾟｲﾌﾟ

H20 水戸市下水道部 株木建設㈱ 桜川処理分区枝線（2-2工区）工事 人孔築造 茨城県水戸市和 内枠φ1500

H21 水戸市下水道部 東洋工業㈱ 公共下水道渡里処理分区枝線2-24工区 人孔築造 茨城県水戸市堀町 内枠φ1200

栃木県 H22 宇都宮市上下水道局 増渕・芳賀屋・栄林ＪＶ 公共下水道築造工事 第202工区 特殊人孔築造 栃木県宇都宮市横田新町 内枠φ1500、外枠4100他 単管曲げﾊﾟｲﾌﾟ

群馬県 H20 群馬県下水環境課 ㈱ｺｰｱｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 流域下水道（赤堀・東・境幹線 第8工区） 人孔築造 群馬県伊勢崎市東小保方町 内枠φ900、1200他

H20 群馬県企業局発電課 ㈱ｵ-ｹﾝｺ-ﾎﾟﾚ-ｼｮﾝ 利南調圧水槽改修工事 人孔築造 群馬県沼田市 内枠φ1500

H20 群馬県下水環境課 戸田・山藤･阿佐美JV 大間々中部第二雨水幹線工事 特殊人孔築造 群馬県みどり市大間々町 内枠φ2600、2900、外枠φ3500

千葉県 H19 千葉県下水道課 総電建㈱ 江戸川左岸流域(市川幹線803-2工区)工事 特殊人孔築造 千葉県市川市八幡 内枠φ900、1200、3500、外枠φ4100

H19 （独）都市再生機構 大豊建設㈱ 千葉ニュータウン新鎌ヶ谷地区 人孔築造 千葉県鎌ヶ谷市初富 内枠φ1800、外枠φ2400

H20 大平興産㈱ 東急建設㈱ 大塚山処分場地下水集水工事 地下水集水井築造 千葉県富津市関 内枠φ1500、円柱φ2400、2500

H21 千葉市下水道局 三幸・ 伊藤工務店ＪＶ 下水道排水施設工事（幕張第7・21-1工区） 特殊人孔築造 千葉市花見川区長作町 内枠φ2200、外枠φ2800他

H22 千葉県下水道局 森本・小梛建設ＪＶ 下水道排水施設工事（神明21-1工区） 特殊人孔築造 千葉市中央区神明町 内枠φ4000、外枠φ5400 単管曲げﾊﾟｲﾌﾟ

埼玉県 H19 所沢市下水道部 西武・明豊ＪＶ 北秋津雨水2号幹線築造工事 人孔築造 埼玉県所沢市北秋津 内枠φ1500
H19 さいたま市下水道部 木本建設㈱ 鴨川代14処理分区下水道工事 人孔築造 埼玉県さいたま市西区三橋 内枠φ900 ｾｰﾌﾃｨｰｶﾞｰﾄﾞ
H20 さいたま市下水道部 ㈱安西建設 芝川第9-2処理分区下水道工事 人孔築造 埼玉県さいたま市見沼区 内枠φ900
H20 新座市上下水道部 北川ヒューテック㈱ 新座市公共下水道平林寺第二幹線１５ 特殊人工築造 新座市野火止 内枠φ900、2700 単管曲げﾊﾟｲﾌﾟ
H21 さいたま市下水道部 ㈱安西建設 荒川第3-3処理分区下水道工事 人孔築造 埼玉県さいたま市西区 内枠φ900
H21 さいたま市下水道部 ㈱武蔵野技建 南部第10処理分区下水工事(南建-20-3) 人孔築造 埼玉県さいたま市南区 内枠φ900、1400、1800他
H21 三郷市下水道課 ㈱斉藤土建 公共下水道東町枝線築造(２１−１)工事. 人孔築造 埼玉県三郷市東町 内枠φ900

東京都 H19 東京都下水道局 東洋建設㈱ 板橋坂下ポンプ室に伴う管渠整備工事 特殊人工築造 板橋区三園 内枠φ900、2000、3200



H19 東京都下水道局 保土ヶ谷工業㈱ 江東区南砂２丁目付近再構築工事 特殊人工築造 江東区南砂 内枠φ2500、外枠φ2900 ｾﾙﾌﾛｯｸ、ｾｰﾌﾃｨｰｶﾞｰﾄﾞ
H19 東京都下水道局 東急建設㈱ 東雲二丁目付近再構築その３ 特殊人工築造 江東区有明 内枠φ5000、外枠φ6000他 ｾｰﾌﾃｨｰｽﾃｯﾌﾟ、ｾｰﾌﾃｨｰｶﾞｰﾄﾞ他
H19 東京都下水道局 三立建設㈱ 足立区小台一丁目再構築工事 特殊人工築造 足立区小台 内枠φ3000他 簡易ﾗﾀﾞｰ
H19 東京都下水道局 戸田・村本建設JV 北区中里・西ヶ原付近再構築工事 特殊人工築造 北区西ヶ原 内枠φ4500、外枠φ5000他
H19 東京都下水道局 石川徳・三共田中ＪＶ 堀之内枝線その３工事 特殊人工築造 杉並区堀ノ内 内枠φ900、1900、2500、外枠φ3200他
H20 東京都下水道局 ㈱森本組 台東区浅草再構築工事 特殊人工築造 台東区浅草 内枠φ3200、外枠φ3800他 アルミ腹起こし、水圧ｻﾎﾟｰﾄ、ﾟｾｰﾌﾃｨｰｶﾞｰﾄ他
H20 東京都下水道局 勝村建設㈱ 千代田区西神田再構築工事 特殊人工築造 千代田区神田神保町 内枠φ2800、6000他 単管曲げﾊﾟｲﾌﾟ
H20 町田市上下水道部 三橋・朝倉JV 町田市公共下水道工事 人孔築造 町田市常盤町 内枠φ1200、1500 ｾﾙﾌﾛｯｸ、ｾｰﾌﾃｨｰｶﾞｰﾄﾞ
H20 東京都下水道局 松井建設㈱ 港区赤坂再構築工事 特殊人工築造 港区赤坂 内枠φ900、2200
H20 東京都下水道局 ㈱ナカノフドー建設 内神田三丁目､多町二丁目付近再構築工事 特殊人工築造 千代田区神田須田町 内枠φ3700他
H20 東京都下水道局 ㈱竹中土木 日本堤幹線その2二次覆工工事 特殊人工築造 台東区東浅草 内枠φ3400、8000、外枠φ4100他 単管曲げﾊﾟｲﾌﾟ
H20 東京都下水道局 日本国土開発㈱ 南青山再構築工事（推進工法） 特殊人工築造 港区南青山 内枠φ1800、2700他 ｾﾙﾌﾛｯｸ、ｾｰﾌﾃｨｰｶﾞｰﾄﾞ、ｾｰﾌﾃｨｰｽﾃｯﾌﾟ
H20 東京都下水道局 大起建設㈱ 豊島区長崎下水道工事 人孔築造 豊島区長崎 内枠φ900、2400 ｾｰﾌﾃｨｰｽﾃｯﾌﾟ、水圧ｻﾎﾟｰﾄ、ｱﾙﾐ腹起し他
H20 東京都下水道局 ㈱大盛工業 豊島区南池袋再構築工事 特殊人工築造 豊島区南池袋 内枠φ1500、2500他 単管曲げﾊﾟｲﾌﾟ
H20 東京都下水道局 大蔵工業㈱ 品川区東五反田再構工事 特殊人工築造 品川区東五反田 内枠φ3200、6000、外枠φ4000、6300他 ｾﾙﾌﾛｯｸ
H20 東京都下水道局 東急・大日本建設ＪＶ 品川区中延3・4丁目付近枝線その３工事 人孔築造 品川区中延 内枠φ2400他 簡易ﾗﾀﾞｰ、ｾｰﾌﾃｨｰｶﾞｰﾄ、単管曲げﾊﾟｲﾌﾟ
H20 東京都下水道局 勝村建設㈱ 台東区上野湯島再構築工事 特殊人工築造 台東区上野 内枠φ3300他
H20 東京都下水道局 熊谷・日本国土建設ＪＶ 港区南麻布1・2丁目付近再構築工事 特殊人工築造 港区南麻布 内枠φ4000他 単管曲げﾊﾟｲﾌﾟ
H20 稲城市下水道課 南進開発㈱ 公共下水道坂浜地区汚水整備工事20-1 人孔築造 稲城市坂浜 内枠φ1200、1500 ｾｰﾌﾃｨｰｶﾞｰﾄﾞ
H20 南部下水道(事) 片倉建設㈱ 岡本町一丁目下水道枝線工事 特殊人工築造 世田谷区岡本町 内枠φ2700、2800、外枠φ3600他
H20 町田市下水道課 立川開発工業㈱ 公共下水道小山町汚水枝線工事 人孔築造 町田市小山町 内枠φ1200、1500他 ｾﾙﾌﾛｯｸ、ｾｰﾌﾃｨｰｶﾞｰﾄﾞ
H20 昭島市下水道課　 都市建設工業㈱ 残堀川第3排水区枝線工事（第1工区） 人孔築造 昭島市美堀町 内枠φ2400、外枠φ3100他 単管曲げﾊﾟｲﾌﾟ
H20 東京都下水道局 清水建設㈱ 池之端二、弥生二付近再構築工事 人孔築造 台東区、文京区 内枠φ2000他
H20 町田市下水道課 間・ﾐｽﾄＪＶ 公共下水道鶴川幹線工事 特殊人工築造 町田市鶴川 内枠φ3700他 特殊型枠
H21 東京都下水道局 清水建設㈱ 台東区池之端シールド工事 人孔築造 文京区弥生 内枠φ2000他 単管曲げﾊﾟｲﾌﾟ
H21 東京都下水道局 戸田建設㈱ 中央区八重洲再構築工事 特殊人工築造 中央区八重洲 内枠φ2800他 単管曲げﾊﾟｲﾌﾟ
H21 東京都下水道局 渡辺建設㈱ 東五反田2丁目付近再構築工事 特殊人工築造 品川区東五反田 内枠φ2800、外枠φ3600他 ｾﾙﾌﾛｯｸ、単管曲げﾊﾟｲﾌﾟ
H21 二子玉川再開発(組) 東急・清水ＪＶ 二子玉川東地区第１種市街地再開発事業 人孔築造 世田谷区玉川 内枠φ2000、外枠φ2600他 ｾﾙﾌﾛｯｸ、ｾｰﾌﾃｨｰｽﾃｯﾌﾟ、ｱﾙﾐ腹起し、水圧ｻﾎﾟｰﾄ

H21 東京都下水道局 ㈱進幸技建 港区港南二丁目付近再構築工事 特殊人工築造 港区港南二丁目 内枠φ2400他 水圧ｻﾎﾟｰﾄ、水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ
H21 昭島市下水道課 ㈱飯田土建 昭島都市計画公共下水道東部1号幹線 特殊人工築造 昭島市武蔵野 内枠φ3200他 単管曲げﾊﾟｲﾌﾟ
H21 東京都下水道局 清水建設㈱ 清水建設/第二谷田川幹線その２工事 特殊人工築造 北区中里1-12東中里公園 内枠φ5500他 単管曲げﾊﾟｲﾌﾟ

神奈川県 H19 横浜市環境創造局 横浜正伸建設㈱ 神奈川処理区戸部雨水幹線接続工事 特殊人工築造 横浜市西区戸部町 内枠φ3300他 簡易ﾗﾀﾞｰ、ｾｰﾌﾃｨｰｶﾞｰﾄ
H19 横浜市環境創造局 清水・熊谷・ﾛｯﾃＪＶ 港北処理区新羽末広幹線下水道整備工事 特殊人工築造 横浜市港北区新羽 外枠φ3900
H19 横浜市環境創造局 前田・保土ヶ谷建設ＪＶ 栄処理区下永谷雨水支線下水道整備工事 特殊人工築造 横浜市港南区東永谷 内枠φ2800、外枠φ3400他
H19 横浜市環境創造局 奥村・石田ＪＶ 栄処理区阿久和雨水幹線下水道整備工事 特殊人工築造 横浜市瀬谷区阿久和東 内枠φ4300他
H19 横浜市環境創造局 親和興業㈱ 都筑処理区白根地区環境整備工事（その5) 特殊人工築造 横浜市旭区 内枠φ5000他 ｾﾙﾌﾛｯｸ、単管曲げﾊﾟｲﾌﾟ
H19 相模原市下水道整備課 戸田・肥後・入江・日栄JV 麻溝台地区雨水幹線整備工事（1工区） 特殊人工築造 相模原市麻溝台 内枠φ2500、3000、3600、4000他
H19 横浜市環境創造局 三井住友・保土ヶ谷・ｲﾜｷＪＶ 緑ヶ丘雨水幹線下水道整備工事（その3) 特殊人工築造 横浜市中区本郷町 内枠φ4000、4300、外枠4600他 単管曲げﾊﾟｲﾌﾟ
H19 横浜市環境創造局 新井・不動テトラＪＶ 栄処理区白土谷雨水幹線下水道整備工事 特殊人工築造 横浜市戸塚区戸塚町 内枠φ3000、4200、外枠φ3600他 ｾﾙﾌﾛｯｸ、簡易ﾗﾀﾞｰ、締付ﾊﾞﾝﾄﾞ他
H19 神奈川県企業庁 ㈱熊谷組 津久井導水路改修工事 特殊人工築造 神奈川県津久井郡城山町 内枠φ4600他
H20 横浜市環境創造局 馬淵建設㈱ 千代崎地区下水道再整備工事(その６) 特殊人工築造 横浜市中区本郷町 内枠φ2100、外枠φ2600他 単管曲げパイプ
H20 横浜市環境創造局 三井住友・三ツ和建設ＪＶ 南部処理区大岡川右岸雨水幹線下水道整備 特殊人工築造 横浜市南区大岡 内枠φ1800、外枠φ2200、2500他
H20 横浜市環境創造局 永明建設㈱ 俣野地区下水道整備工事（その23） 特殊人工築造 横浜市戸塚区俣野町 内枠φ3600他
H20 横浜市環境創造局 石田建設㈱ 南部処理区根岸地区下水道再整備(その17) 特殊人工築造 横浜市磯子区馬場町 内枠φ2100、外枠φ2600他
H20 横浜市環境創造局 白崎建設㈱ 下倉田第二幹線下水道整備工事(その３) 特殊人工築造 横浜市戸塚区吉田町 内枠φ3500、外枠φ4000他 単管曲げパイプ
H20 相模原市下水道整備課 ㈱シミズ 公共下水道大野台地区雨水幹線整備工事 特殊人工築造 相模原市大野台 内枠φ4000、外枠φ5000他 単管曲げパイプ
H20 川崎市下水道部 村本・三ツ和・藤原ＪＶ 渋川6号雨水幹線工事 特殊人工築造 川崎市幸区南加瀬 内枠φ3600他 ｾﾙﾌﾛｯｸ、ｾｰﾌﾃｨｰｽﾃｯﾌﾟ、簡易ﾗﾀﾞｰ他
H20 横浜市環境創造局 石田建設㈱ 青砥地区下水道整備工事（その18) 特殊人工築造 横浜市緑区青砥町 内枠φ1800、2100、外枠φ2200、2600他

H21 横浜市環境創造局 鹿島・白石・イワキ建設ＪＶ 戸部雨水幹線下水道整備工事（その2) 特殊人工築造 横浜市西区平沼町 内枠φ1500、4000他 簡易ﾗﾀﾞｰ、ｾｰﾌﾃｨｰｶﾞｰﾄ、ｾｰﾌﾃｨｰｽﾃｯﾌﾟ
H21 横浜市環境創造局 河野建設㈱ 北綱島幹線分水人孔築造工事(その3) 特殊人工築造 港北区綱島東 内枠φ3400、3800他 単管曲げパイプ、簡易ﾗﾀﾞｰ
H21 横浜市環境創造局 宮内建設㈱ 栄処理区金井地区下水道整備工事（その10) 特殊人工築造 横浜市栄区金井町 内枠φ3200、外枠φ3800、4000他
H21 横浜市環境創造局 森本・馬淵JV 神奈川処理区帷子川右岸幹線下水道整備 特殊人工築造 保土ヶ谷区星川 内枠φ5500他 単管曲げﾊﾟｲﾌﾟ
H21 横浜市環境創造局 河合土木㈱ 江川１号雨水幹線その４ 特殊人工築造 中原区新城中町 内枠φ5000他
H21 横浜市環境創造局 ㈱加藤組 北綱島第二幹線下水道整備工事（その12) 特殊人工築造 横浜市港北区綱島東 内枠φ5200、5900他 単管曲げﾊﾟｲﾌﾟ
H21 厚木市下水道施設課 世紀東急工業㈱ 恩曽川左岸第12-2排水区枝線工事（5工区） 特殊人工築造 厚木市 内枠φ2500他
H21 横浜市創造環境局 松本建設㈱ 栄処理区飯島川第二雨水幹線下水道整備 特殊人工築造 横浜市栄区飯島町 内枠φ2800他 簡易ﾗﾀﾞｰ、ｾﾙﾌﾛｯｸ、ｾｰﾌﾃｨｰｽﾃｯﾌﾟ
H21 横浜市創造環境局 奈良建設㈱ 南部処理区蒔田地区下水道再整備工事 特殊人工築造 横浜市南区堀ノ内 内枠φ6400他 ｾｰﾌﾃｨｰｶﾞｰﾄﾞ、ｾｰﾌﾃｨｰｽﾃｯﾌﾟ、ｾﾙﾌﾛｯｸ他

静岡県 H19 静岡国道(事) 大成・三井住友ＪＶ 1号静清共同溝静岡西地区工事 人孔築造 静岡市葵区長沼 内枠φ2000他 単管曲げﾊﾟｲﾌﾟ



H20 富士砂防工事(事) 東興建設㈱ 由比地すべり山中集水井工事 集水井築造 静岡市清水区興津東町 内枠φ2900他
新潟県 H20 新潟県下水道建設課 大日本土木㈱ 姥ヶ山排水区下水道工事 人孔築造 新潟市中央区姥ヶ山 内枠φ1500

護岸（波返し）工事

県名 施工年度 発注者名 施工会社名 工事名 工事内容 施工地名 円形型枠使用規格（㎜） その他使用資材

千葉県 H21 葛南地域整備センター ㈱佐藤渡辺 海岸高潮対策工事（舞浜） 波返工築造 千葉県浦安市舞浜 内枠φ4000 頭部異型型枠

新潟県 H20 糸魚川地域振興局 白邦建設㈱ 親不知地区海岸護岸工事 波返工築造 新潟県糸魚川市 内枠φ3000
H20 柏崎地域振興局 ㈱中澤組 椎谷地区海岸護岸補強工事 波返工築造 新潟県柏崎市椎谷 内枠φ3000 頭部異型型枠

送電線（鉄塔基礎）工事

県名 施工年度 発注者名 施工会社名 工事名 工事内容 施工地名 円形型枠使用規格（㎜） その他使用資材

茨城県 H21 東京電力㈱ ㈱関電工 新古河変電所鉄塔工事 鉄塔基礎築造 茨城県猿島郡境町 円柱φ900

H21 東京電力㈱ 大伸電気工事㈱ 北見線、(№7鉄塔工事) 鉄塔基礎築造 茨城県水戸市開江町 円柱φ1200、1500

群馬県 H19 東京電力㈱ 中央送電工事㈱ 西上武幹線  (ﾋﾒﾉ分) 鉄塔基礎築造 群馬県高崎市菊池町 円柱φ800、1000、2000

H20 東京電力㈱ ㈱ｼｽﾃｯｸ・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 上久屋小松線 鉄塔基礎築造 群馬県利根郡みなかみ町 円柱φ800

H21 東京電力㈱ 中央送電工事㈱ 西上武幹線(西群馬渋川区間) 鉄塔基礎築造 群馬県吾妻郡吾妻町 円柱φ800、1000

H21 東京電力㈱ ㈱TLC 西上武幹線 鉄塔基礎築造 群馬県高崎市箕郷町 円柱φ1000、1600

千葉県 H19 東京電力㈱ ㈱ｼｽﾃｯｸ・ｴﾝｼﾞﾞﾆｱ 下総線（№11鉄塔工事） 鉄塔基礎築造 千葉県船橋市馬込町 円柱φ1200、1400、1700

H21 東京電力㈱ 中林建設㈱ 木内線 鉄塔基礎築造 千葉県木更津市下郡 円柱φ2500

埼玉県 H19 東京電力㈱ 中林建設㈱ 新古河線（№93鉄塔） 鉄塔基礎築造 埼玉県加須市大字水深 円柱φ1700、2200

H21 東京電力㈱ 中央送電工事㈱ 本田小川供給線（№8） 鉄塔基礎築造 埼玉県大里郡寄居町 円柱φ1000
H21 東京電力㈱ ㈱TLC 西上武幹線 鉄塔基礎築造 埼玉県秩父郡東秩父村 円柱φ1600、2100
H21 東京電力㈱ ㈱TLC 西上武幹線(№259) 鉄塔基礎築造 埼玉県比企郡小川町 円柱φ1100、1200、1600、2100
H21 東京電力㈱ ㈱TLC 京北線（№89） 鉄塔基礎築造 埼玉県朝霞市 円柱φ2000 締付ﾊﾞﾝﾄﾞ
H21 東京電力㈱ 中央送電工事㈱ 妻沼線（鉄塔№5） 鉄塔基礎築造 埼玉県熊谷市西野 円柱φ1500

東京都 H19 東京電力㈱ ㈱TLC 多摩変電所（2B取替工事） 鉄塔基礎築造 小平市栄町 円柱φ1500
H20 東京電力㈱ ㈱ＴＬＣ 川世線 鉄塔基礎築造 世田谷区成城 円柱φ2100、3500
H20 東京電力㈱ ㈱TLC 国分寺線（№12鉄塔） 鉄塔基礎築造 小平市 円柱φ1200
H20 東京電力㈱ ㈱TLC 駒沢線（鉄塔№13東工大構内） 鉄塔基礎築造 目黒区大岡山 円柱φ3200
H21 東京電力㈱ ㈱TLC 川世線 鉄塔基礎築造 世田谷区成城 円柱φ2500他
H21 東京電力㈱ ㈱TLC 国分寺線（№16鉄塔） 鉄塔基礎築造 小平市 円柱φ1000、1200

神奈川県 H19 東京電力㈱ 日本電設工業㈱ 市ヶ尾線（№26、34移設工事） 鉄塔基礎築造 横浜市青葉区美しが丘 円柱φ1000
H21 東京電力㈱ 湘南送電工事㈱ 三崎線（№94～97鉄塔建替工事） 鉄塔基礎築造 三浦市初声町三戸 円柱φ1200

静岡県 H19 中部電力㈱ ㈱TCﾊﾟﾜ-ﾗｲﾝ 下田線 鉄塔基礎築造 静岡県河津町稲取 円柱φ900
H20 中部電力㈱ ㈱シーテック 浜岡駿延線（№24鉄塔改造工事） 鉄塔基礎築造 静岡県御前崎市朝比奈 円柱φ4000

山梨県 H20 中部電力㈱ 中林建設㈱ 田代川第二線 鉄塔基礎築造 山梨県南巨摩郡早川町 円柱φ900、1000
H21 中部電力㈱ 藤本電業㈱ 博坪線基礎補修工事 鉄塔基礎築造 山梨県南巨摩郡身延町 円柱φ1400

新潟県 H21 東京電力㈱ 日本電設工業㈱ 川口～浦佐送電線路（№73～80間） 鉄塔基礎築造 新潟県魚沼市五箇 円柱φ800

関西営業所管内納品実績抜粋
橋脚工事

県名 施工年度 発注者名 施工会社名 工事名 工事内容 施工地名 円形型枠使用規格（㎜） その他使用資材

愛知県 Ｈ20 名古屋国道(事) 大日本土木㈱ 三日月橋下部工事 橋脚築造 愛知県名古屋市中川区 円柱φ1600

Ｈ20 名古屋鉄道㈱ 大成建設㈱ 名鉄三河線三河八橋高架橋工事 橋脚築造 愛知県豊田市花園町 円柱φ1200

富山県 H21 (独)鉄道・運輸機構 熊谷・梅林・中越ＪＶ 北陸新幹線富山鍋田高架橋建設工事 橋脚築造 富山市鍋田 円柱φ1000、1300、1500

H21 (独)鉄道・運輸機構 東急・新井・酒井ＪＶ 北陸新幹線滑川有金高架橋特定建設工事 橋脚築造 富山県滑川市上梅沢 円柱φ1400

石川県 H20 石川県道路公社 ㈱沢野組 能登有料道路災害復旧工事 豊田橋 橋脚築造 石川県七尾市 円柱φ4600

H21 県辰巳ダム建設（事） 飛島・福田・高田・毎田JV 辰巳ダム建設工事 橋脚築造 石川県金沢市相谷町 円柱φ1000、2000

福井県 H20 嶺南振興局小浜土木(事) ㈱山本組 地方道路交付金工事石山工区その4 中空橋脚築造 福井県大飯町石山 内枠φ4000、円柱φ6000 締付ﾊﾞﾝﾄﾞ、H鋼材他



Ｈ21 嶺南振興局小浜土木(事) ㈱時岡組 地方道路交付金工事石山工区その5 中空橋脚築造 福井県大飯町石山 内枠φ4000、円柱φ6000 締付ﾊﾞﾝﾄﾞ、H鋼材他

滋賀県 H19 ＪＲ西日本 ㈱大林組 ＪＲ湖西線耐震補強工事（高架橋） 橋脚補強 滋賀県大津市下坂本 円柱φ1600、1700他

H20 湖南市建設課 ㈱昭建 市道甲西線(甲西橋)下部工工事 橋脚築造 湖南市中央岩根地先 円柱φ2300 簡易ﾗﾀﾞｰ･締付ﾊﾞﾝﾄﾞ

H21 大戸川ダム工事(事) 西村建設㈱ 大津信楽線３４号橋床版他工事 橋脚築造 滋賀県甲賀市信楽町黄瀬 円柱φ2500 跳ね出しﾋﾞｰﾑ、締付ﾊﾞﾝﾄﾞ

三重県 H19 県北勢水道(事) ㈱院南組 三滝川水管橋下部工取付配管作業所 橋脚築造 三重県三重郡菰野町 円柱φ1500

Ｈ20 (独)水資源機構 ㈱院南組 杉谷川第１・第２水管橋耐震補強工事 橋脚補強 三重県三重郡かも野町 円柱φ3000、3200 締付ﾊﾞﾝﾄﾞ

H21 国交省北勢国道(事) 西村建設㈱ 国道25号線上野誇線橋下部工事 橋脚築造 三重県伊賀市下友生 円柱φ1200、2500、2900

京都府 H22 京都市施設建設課 名工建設㈱ 東部山間埋立処分地進入路耐震補強工事 橋脚補強 京都市伏見区醍醐北谷 円柱φ2500 締付ﾊﾞﾝﾄﾞ

大阪府 H22 浪速国道(事) 日立・五洋・ﾋﾟｰｼｰJV 国道１７０号高架化工事 橋脚築造 大阪府寝屋川市 円柱φ1000～1700 締付ﾊﾞﾝﾄﾞ

兵庫県 H20 近畿北陸タンゴ鉄道㈱ 奥村･池田ＪＶ 宮津線・円山川橋りょう架替工事その１ 橋脚築造 兵庫県豊岡市 円柱φ3000 締付ﾊﾞﾝﾄﾞ

島根県 H19 県出雲県土整備(事) ㈱フクダ 斐川出雲大社線（北神立橋）橋梁補修工事 橋脚補強 島根県揖藪川郡揖斐川町 円柱φ2000 締付ﾊﾞﾝﾄﾞ

広島県 H20 NEXCO西日本 清水建設㈱ 中国縦貫自動車道 三次JCT工事 橋脚築造 広島県三次市 円柱φ1500

H21 広島国道(事) 青木あすなろ建設㈱ 東広島・呉道路馬木高架橋下部工事 橋脚築造 広島県東広島市西条町 円柱φ1500

H21 ＪＲ西日本 広成建設㈱ 瀬野川橋脚耐震補強工事 橋脚補強 広島市瀬野川地先 円柱φ4500 締付ﾊﾞﾝﾄﾞ

山口県 H19 下関市建設部 極東建設㈱ Ｈ19有富・延行線道路改良工事（第２工区） 橋脚築造 山口県下関市大字有富　 円柱φ1000

H21 山口河川国道(事) 成長建設㈱ 戸田拡幅戸田改良工事 橋脚築造 山口県周南市戸田 円柱φ1000

立孔（人孔）工事

県名 施工年度 発注者名 施工会社名 工事名 工事内容 施工地名 円形型枠使用規格（㎜） その他使用資材

愛知県 H19 名古屋市上下水道局 中京開発㈱ 油石汚水幹線下水道築造工事　 人孔築造 愛知県名古屋市守山区 内枠φ1500

H20 名古屋市上下水道局 ㈱桑原 第４次大生雨水幹線下水道築造工事 特殊人孔築造 愛知県名古屋市 内枠φ1200、2900他

H20 名古屋市上下水道局 ㈱井藤工業 第６次南陽西部汚水幹線下水道工事 特殊人孔築造 名古屋市港区 内枠φ1200～2900他

H21 県土木部水道課 矢作・河村・戸谷ＪＶ 日光川下流流域下水道事業 特殊人孔築造 愛知県津島市 内枠φ2800他

H21 名古屋市上下水道局 西松・海部・弥富JV 弥富第二雨水幹線下水道築造工事 特殊人孔築造 愛知県弥富市鯏浦町 内枠φ2800

H21 県土木部水道課 徳倉・水野・松浦ＪＶ 流域下水道西春中央幹線管梁布設工事 人孔築造 愛知県北名古屋市西之保 内枠φ1500、外枠φ2100他

H21 名古屋市上下水道局 第一建設㈱ 第２次新茶屋汚水幹線下水道築造工事 特殊人孔築造 愛知県名古屋市港区 内枠φ1200～1700

福井県 H20 日本下水道事業団 熊谷組・広川土建ＪＶ 福井市月見・みのり雨水貯留管建設工事 人孔築造 福井市みのり３丁目 内枠φ1200、1500他

H20 日本下水道事業団 大森工務店・浅原組ＪＶ 南四ツ居２丁目雨水貯留管建設工事 特殊人孔築造 福井市南四ツ居２－４ 内枠φ3000他

H21 県小浜土木(事) 小浜建設㈱ 若狭総合公園修繕工事北塩屋その5 人孔築造 小浜市北塩屋地係 内枠φ1500、2000他

滋賀県 H19 湖南中部流域下水道(事) ㈱昭建 日野北幹線北脇工区管渠工事 人孔築造 滋賀県東近江市日野町 内枠φ1200、外枠φ1800他 簡易ﾗﾀﾞｰ･ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ

H20 琵琶湖環境部下水道課 基建設㈱ 守山・栗東雨水幹線　古高工区 特殊人孔築造 滋賀県守山市 内枠φ4500、外枠φ5800他

H20 竜王町建設水道課 ㈱ヤマタケ創建 公共下水道竜王北第８８工区作業所 人孔築造 滋賀県蒲生郡竜王 内枠φ1500、2400他 簡易ﾗﾀﾞｰ

H20 琵琶湖環境部下水道課 三東・西村建設ＪＶ 彦根第二幹線安食西工区管渠工事 特殊人孔築造 滋賀県彦根市南川瀬町 内枠φ1200、5500他

H21 大津市下水道整備課 ㈱アルファー建設 不動川６号雨水幹線管渠築造工事 特殊人孔築造 滋賀県大津市山上町 内枠φ1500、4500、外枠φ2100他 簡易ﾗﾀﾞｰ

H21 県南部振興局 成和建設㈱ 野洲川Ⅱ期地区右岸幹線６号水路整備 人孔築造 滋賀県野洲市 内枠φ600～2400、外枠φ2400

H21 (独)都市再生機構 西武建設㈱ 伊香立第２工区外整備工事 人孔築造 大津市伊香立 内枠φ900～1800、外枠φ2400、2700 簡易土留材

三重県 H19 県中勢流域下水道(事） 大林・藪ＪＶ 津ｼ-ﾙﾄﾞJV工事 特殊人孔築造 三重県津市江戸橋 内枠φ2300他

H19 県中勢流域下水道(事） ㈱三東工業社 流域下水道安濃幹線（第８工区）管渠工事 特殊人孔築造 三重県津市安東町足入 内枠φ2800他

H19 県伊勢建設(事) 大日本土木・黒谷JV　 宮川幹線７－１工区管渠工事作業所 特殊人孔築造 三重県伊勢市西豊浜町 内枠φ900、1200、2100、外枠φ2700



H21 伊勢市上下水道部 藪・四方谷JV 外宮幹線（第４工区）管渠工事 特殊人孔築造 三重県伊勢市曽祢 内枠φ2400、2900他

京都府 H19 京都市上下水道局 山品建設㈱ 西堀川１号分流幹線(その１)公共下水道 人孔築造 京都市上京区 内枠φ900、1200 簡易ﾗﾀﾞｰ

H20 京都市上下水道局 ㈱広川組 東山１号幹線公共下水道管布設工事 特殊人孔築造 京都市東山区福稲柿本町 内枠φ2000、外枠2600他

H21 京都市上下水道局 ㈱大高 一ﾉ井準幹線(雨水)その1-2公共下水道 特殊人孔築造 京都市西京区嵐山森ﾉ前町 内枠φ600～2000

大阪府 H19 枚方市下水道部 大井建設㈱ 公共下水道第701工区 人孔築造 枚方市尊延寺 内枠φ900、1500

和歌山県 H21 県建設局下水道部 ㈱久本組 西浜第一排水区支線工事その２ 人孔築造 和歌山市西浜 内枠φ2000、外枠2500他 支保工部材

兵庫県 H19 神戸市下水道河川部 鹿島建設㈱ 須磨浦汚水幹線布設工事 特殊人孔築造 神戸市長田区 内枠φ3300

H21 福崎町下水道課 安室建設㈱ 公共第5号ヤゴ川雨水幹線工事（第１工区） 特殊人孔築造 兵庫県福崎町 内枠φ3300

H21 明石市下水道部 淡路土建㈱ 西二見上岡雨水管布設工事 人孔築造 兵庫県明石市二見町 内枠φ900

岡山県 H19 （地共）日本下水道事業団 中央・藤原特定ＪＶ 玉野市築港～宇野雨水幹線建設工事 特殊人孔築造 岡山県玉野市宇野 内枠φ2800

H20 浅口市下水道課 広成建設㈱ 鴨方第２号幹線（７工区）外汚水管埋設工事 人孔築造 岡山県浅口市鴨方町 内枠φ900、1200

島根県 H19 安来市下水道課 ㈲松原組 城谷枝線汚水管渠他工事 人孔築造 島根県安来市島田町 内枠φ1200

広島県 H19 東広島市下水道部 機動・明成ＪＶ 八本松１・３号汚水幹線建設工事 特殊人孔築造 広島県東広島市八本松町 内枠φ2700、外枠φ3500他

H20 三原市下水道課 ㈲西原建設 明神処理分区汚水管新設工事 人孔築造 広島県三原市明神 内枠φ900

H21 広島市下水道局 格正建設㈱ 皆実地区下水道築造１９－４号工事 特殊人孔築造 広島県広島市南区皆実町 内枠φ3000、外枠φ3600他

愛媛県 H19 新居浜市下水道局 白石建設工業㈱ 東雲雨水枝線築造工事（第２工区） 人孔築造 愛媛県新居浜市東雲町 内枠φ2000、2900

H20 今治市下水道工務課 徳永建設㈱ 今治新都市公共下水道工事 人孔築造 愛媛県今治市 内枠φ1800、2200、外枠φ2300、2700他

H20 新居浜市下水道局 白石建設工業㈱ 松神子雨水幹線築造工事(第３工区) 特殊人孔築造 愛媛県新居浜市松神子 内枠φ2000、2500

H21 今治市下水道工務課 四国通建㈱ 大西２号幹線公共下水道工事 人孔築造 愛媛県今治市大西町 内枠φ900、1200

H21 新居浜市下水道局 白石建設工業㈱ 滝の宮汚水枝線築造工事（その１） 人孔築造 愛媛県新居浜市滝の宮町乙 内枠φ1200

H21 新居浜市下水道局 白石建設工業㈱ 川西汚水幹線築造工事（第２３工区） 人孔築造 愛媛県新居浜市本郷 内枠φ600、1200

香川県 H19 高松市下水道建設課 三井住友建設㈱ 仏生山１号汚水幹線工事 人孔築造 香川県高松市太田上町 内枠φ1200他

H20 高松市下水道建設課 金本建設㈱ 鶴尾処理分区汚水管工事 人孔築造 香川県高松市国分寺町 内枠φ900、1200

H20 高松市下水道建設課 丸高建設㈱ 仏生山４号汚水幹線工事(２工区) 人孔築造 高松市太田上町 内枠φ900、1200他

H20 観音寺市下水道課 石川土建㈱ 第９号汚水幹線建設工事 人孔築造 香川県観音寺市坂本町 内枠φ1200

H21 高松市下水道建設課 大一工業㈱ 鶴尾処理分区汚水管工事（２３工区） 人孔築造 香川県高松市春日町 内枠φ1200

徳島県 H20 県鳴門土木（事） 大豊・島谷・富岡JV 旧吉野川流域下水･鳴門松茂幹線築造 人孔築造 徳島県板野郡松茂町 内枠φ1800他

高知県 H20 高知市都市建設部 ㈱日東水道 若松町比島線ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ場土木工事 特殊人孔築造 高知県高知市比島 内枠φ2200、2800

福岡営業所管内納品実績抜粋
橋脚工事

県名 施工年度 発注者名 施工会社名 工事名 工事内容 施工地名 円形型枠使用規格（㎜） その他使用資材

大分県 Ｈ21 大分河川国道(事) 佐伯建設㈱ 新川橋耐震補強工事 橋脚補強（巻立て） 大分県別府市亀川 円柱φ4000、4500

鹿児島 Ｈ21 姶良・伊佐地域振興局 大英建設㈱ 県単道路整備（重久20-4） 橋脚補強（巻立て） 鹿児島県霧島市国分重久 円柱φ2000 締付バンド

熊本県 Ｈ21 八代河川国道(事) 味岡建設㈱ 湯浦川橋下部工 橋脚補強（巻立て） 熊本県八代市 円柱φ3500、6200

立孔（人孔）工事

県名 施工年度 発注者名 施工会社名 工事名 工事内容 施工地名 円形型枠使用規格（㎜） その他使用資材

福岡県 H19 福岡市下水道局 松鶴・海山・安田ＪＶ 住吉２号幹線築造工事 特殊人孔築造 福岡市博多区住吉 内枠φ3000、外枠φ4500



H19 久留米市下水道建設課 九州環境建設㈱ 久留米公共下水道管渠布設８工区 人工築造 福岡県久留米市御井旗崎 内枠φ900

H19 久留米市下水道建設課 濱崎建設㈱ 公共下水道管渠布設第 １９工区工事 人工築造 福岡県久留米市藤光町 内枠φ900、1500

H19 久留米市下水道建設課 ㈱近藤建設 公共下水道管渠布設　第20工区工事 人工築造 福岡県久留米市藤光町 内枠φ1500

H19 大川市下水道課 江上建設㈱ 大川市中央（酒見）地区下水道築造工事 人工築造 福岡県大川市大字中古賀 内枠φ900、1200

H19 北九州市下水道河川部 清水・若築・佐伯ＪＶ 熊西雨水幹線合流改善管渠築造工事 特殊人孔築造 北九州市八幡西区黒崎 内枠φ3250、3300 単管曲げﾊﾟｲﾌﾟ

H19 北九州市下水道河川部 ㈱ノバック 中央１丁目雨水合流改善管渠築造工事 特殊人孔築造 北九州市八幡東区 内枠φ2400、4000、外枠φ3100他 簡易ﾗﾀﾞｰ

H20 福岡市下水道局 戸田・福田・澄男・愛宕ＪＶ 姪の浜第13雨水幹線築造工事 特殊人孔築造 福岡市西区姪浜 内枠φ3600、4000

H20 北九州市下水道河川部 岡本土木㈱ 城内地区雨水（その3）合流改善管渠工事 特殊人孔築造 北九州市小倉北区城内 内枠φ1500、3000、外枠φ1900他

H20 北九州市下水道河川部 ㈱山本建設 新曽根２号幹線築造工事 人工築造 北九州市小倉南区 内枠φ1200、1500

H20 福岡市道路下水道局 佐藤・株木・九州総合ＪＶ 住吉３号幹線築造工事 特殊人孔築造 福岡市博多区美野島 内枠φ3000、4000、外枠φ4000他

H20 福岡市道路下水道局 功和建設工業㈱ 周船寺１２号雨水幹線築造工事 特殊人孔築造 福岡市西区周船寺 内枠φ2900

H20 福岡市道路下水道局 ㈱大宝建設 周船寺7号雨水幹線築造工事 特殊人孔築造 福岡市西区周船寺 内枠φ2200、φ2400、外枠φ2800

H20 福岡市道路下水道局 錢高・福田・九建ＪＶ 諸岡第5雨水幹線築造工事 特殊人孔築造 福岡市博多区諸岡～南区井尻 内枠φ3600、外枠4500他 締付ﾊﾞﾝﾄﾞ

H20 福岡市道路下水道局 ㈱キョーワ 住吉5丁目地区下水道築造工事 特殊人孔築造 福岡市博多区 内枠φ1500、2700他

H20 福岡市道路下水道局 ㈱東田中建設 多々良地区下水道築造工事 特殊人孔築造 福岡市東区多々良 内枠φ2600、3500、外枠φ3200、4200他簡易ﾗﾀﾞｰ

H20 福岡市道路下水道局 ㈱大宝建設 住吉（美野島1丁目外）地区下水道工事 特殊人孔築造 福岡市博多区 内枠φ1500、2000、2300他

H20 福岡市道路下水道局 ㈱藤原組 周船寺第8雨水幹線築造工事 人工築造 福岡市西区 内枠φ2000 簡易ﾗﾀﾞｰ

H20 福岡市道路下水道局 ㈱大神産業 美野島地区下水道築造工事 特殊人孔築造 福岡市博多区 内枠φ3000、外枠φ4000

H21 北九州市下水道河川部 ㈱三和綜合土木 新曽根２幹線（その３）管渠築造工事 人工築造 北九州市小倉南区大字曽根 内枠φ2000

H21 福岡市道路下水道局 ㈱岩相建設 鳥飼３号下水道築造工事 人工築造 福岡市城南区鳥飼 内枠φ2000他

H21 福岡県福津市下水道課 西部建設㈱ 中央５－６丁目汚水管渠築造工事 人工築造 福津市中央 内枠φ900

H21 北九州市下水道河川部 アイサワ工業㈱ 大蔵2丁目地内雨水合流改善管渠工事　　 特殊人孔築造 北九州市八幡東区大蔵 内枠φ2500、2700他

H21 北九州市下水道河川部 アイサワ工業㈱ 柳町1丁目地内雨水（その3）管渠築造工事 特殊人孔築造 北九州市門司区柳町 内枠φ1800、外枠φ2300他

H21 福岡市道路下水道局 竹内土建㈱ 比恵（博多駅前1丁目）地区下水道築造工事 特殊人孔築造 福岡市博多区博多駅前 内枠φ2000、外枠φ2600他

H21 北九州市下水道河川部 岡本土木㈱ 大蔵3丁目雨水（その2）合流改善管渠工事　 特殊人孔構築 北九州市八幡東区大蔵 内枠φ2000、2200

H21 福岡市道路下水道局 玉石重機㈱ 住吉（住吉3,4丁目）地区下水道築造工事 特殊人孔構築 福岡市博多区住吉 内枠φ1800、4000他 簡易ﾗﾀﾞｰ

H21 福岡市道路下水道局 福田・愛宕・海山ＪＶ 比恵１２号幹線築造工事 特殊人孔築造 福岡市博多区 内枠φ7400他

長崎県 H21 長崎市下水道局 オリエンタル白石ＪＶ 西部27号幹線汚水管築造工事 特殊人孔築造 長崎市手熊町他 内枠φ600、φ2400

H21 長崎市下水道建設課 ㈱栄組 竿浦町(2)内径250粍汚水管推進工事 人工築造 長崎市竿浦町地先 内枠φ900、1500


