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                          【国土交通省】

清水港三保防波堤 鈴与建設㈱ 第五港湾建設局 (旧運輸省) 4 S56 岸壁補修

川崎港東扇島岸壁工事 東亜建設工業㈱ 第二港湾建設局 (旧運輸省) 10 S57 止水                  

御前崎東防波堤 御前崎港湾建設JV 第五港湾建設局 (旧運輸省) 85 S57 防波堤根固め

新潟東港防波堤 応用地質調査㈱ 第一港湾建設局 (旧運輸省) 3 S57 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ孔の充填

水俣港（緑鼻地区）中仕切堤 佐伯建設工業㈱ 第四港湾建設局 (旧運輸省) 266 S57 岩着部下部工

嫁礁灯標改修 清水建設㈱ 海上保安庁 (旧運輸省) 246 S57 灯台脚柱基礎

舵掛岩灯標改修 井森工業㈱ 海上保安庁 (旧運輸省) 94 S57 灯標の均し及び基礎

院下島灯台改修 ㈱紺谷組 海上保安庁 (旧運輸省) 47 S57 充填                        

鶴岡国道7号 ㈱佐藤組 建設省 (旧建設省) 36 S57 洗掘充填                  

温福側道橋下部工 林建設㈱ 建設省 (旧建設省) － S57 止水壁                      

長十瀬灯標復旧工事 ㈱大石組 海上保安庁 (旧運輸省) 55 S58 充填補強            

富津南灯標改修工事 りんかい建設㈱ 海上保安庁 (旧運輸省) 11 S58 灯標基礎補修        

宮古港鍬ヶ崎地区岸壁 ㈱本間組 第二港湾建設局 (旧運輸省) 98 S58 岸壁ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄRC構造物

金沢港造函施設（斜路）修理 鹿島建設㈱ 第一港湾建設局 (旧運輸省) 6 S58 斜路                

引本港神宮島灯標改良改修 幸組 第4管区海上保安本部 (旧運輸省) 37 S58 水中根固ｺﾝｸﾘｰﾄ        

－ 梶谷調査工事㈱ 第一港湾建設局 (旧運輸省) ﾓﾙﾀﾙ1 S58 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ孔の充填

伏木富山港(富山地区)岸壁(-10m)工事 佐伯建設工業㈱ 第一港湾建設局 (旧運輸省) 115 S58 たな式消波ブﾛｯｸ連結部

長崎港（本港地区）岸壁(-12m)工事 若築建設㈱ 第四港湾建設局 (旧運輸省) 361 S58 捨石ﾏｳﾝﾄﾞ天端均し

水俣港（明神地区）物揚場 東亜・佐伯JV 第四港湾建設局 (旧運輸省) 986 S58 岩着部躯体工

高知港航路護岸特殊ｺﾝｸﾘｰﾄ試験 大旺建設㈱ 第三港湾建設局 (旧運輸省) 一式 S58 法面捨石固結        

高知港航路護岸捨石固結工事 大旺建設㈱ 第三港湾建設局 (旧運輸省) 1,060 S58 法面捨石固結        

鶴見川浚渫排砂管補修工事 ㈱東京久栄 建設省 (旧建設省) 37 S58 排砂管ﾗｲﾆﾝｸﾞ           

平館灯台補修工事 藤本建設㈱ 海上保安庁 (旧運輸省) 93 S59 洗掘充填                  

酒田港（北港地区）北防波堤土質調査 梶谷調査工事㈱ 第一港湾建設局 (旧運輸省) 1 S59 防波堤ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ孔充填

新潟港（西港地区）ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ孔 中央開発㈱ 第一港湾建設局 (旧運輸省) ﾓﾙﾀﾙ1 S59 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ孔の充填

女島燈台改修工事 西津建設㈱ 第7管区海上保安本部 (旧運輸省) 60 S61 基礎補修          

北九州港岸壁可動橋工事 関門港湾・三省建設ＪＶ 第四港湾建設局 (旧運輸省) 177 S61 捨石固結          

大藻路岩灯標外1件改良工事 山九㈱ 第7管区海上保安本部 (旧運輸省) 6 S62 充填ｺﾝｸﾘｰﾄ  

巌流島灯台改良工事 関門港湾建設㈱西部建材運輸 第7管区海上保安本部 (旧運輸省) 20 S62 補強ｺﾝｸﾘｰﾄ    

古志岐島燈台改良工事 大港建設 海上保安庁 (旧運輸省) 30 S62 補強ｺﾝｸﾘｰﾄ      

横曽根灯標新設工事 佐伯建設工業㈱ 海上保安庁 (旧運輸省) 929 S62 根固め・中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ

穴ノ口灯台外1件施設特別修繕工事 ㈱中原組 第7管区海上保安本部 (旧運輸省) 4 S62 根固めｺﾝｸﾘｰﾄ 

三味線島灯標改良工事 西津建設 海上保安庁 (旧運輸省) 15 S62 灯標基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ    

大田助瀬灯標外1件改良工事 大坪建設㈱ 第7管区海上保安本部 (旧運輸省) 10 S62 補強ｺﾝｸﾘｰﾄ  

沖ノ瀬灯標外1件改良工事 苓州建設工業㈱ 第7管区海上保安本部 (旧運輸省) 6 S62 根固ｺﾝｸﾘｰﾄ  

北九州港（新門司地区）岸壁工事 ㈱池畑組 第四港湾建設局 (旧運輸省) 84 S62 目潰しｺﾝｸﾘｰﾄ

佐世保港（三浦地区）岸壁(-5m)外1件工事 国土総合建設㈱ 第四港湾建設局 (旧運輸省) 128 S62 岸壁基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

北九州港（門司地区）岸壁(-8m)外3件工事 大旺建設㈱ 第四港湾建設局 (旧運輸省) 40 S62 目潰しｺﾝｸﾘｰﾄ  

熊本港（本港地区）防砂堤工事 ㈱大鷹建設 第四港湾建設局 (旧運輸省) 198 S62,H2 矢板ｺｰﾋﾟﾝｸﾞ

北九州港（新門司地区)岸壁 (-8m)外1件工事 関門港湾建設㈱ 第四港湾建設局 (旧運輸省) 123 S62 目潰しｺﾝｸﾘｰﾄ        

富山港岸壁築造工事 若築建設㈱ 第一港湾建設局 (旧運輸省) 16 S62 均しｺﾝｸﾘｰﾄ    

筑前一瀬灯標外1件工事 ｱｻﾋ商事 第7管区海上保安本部 (旧運輸省) 15 S63 改良工事            

佐世保港（三浦地区）岸壁(-5.5m)工事 国土総合建設㈱ 第四港湾建設局 (旧運輸省) 8 S63 目潰しｺﾝｸﾘｰﾄ  

郷ノ浦港（宇土地区）作業基地工事 ㈱長岡組 四港建長崎港壱岐分室 (旧運輸省) 14 S63 捨石固結            

沖ノ鳥島ＨＣ圧送試験 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙ･鹿島JV 関東地方建設局 (旧建設省) 180 S63 圧送性              

宝町地区岸壁 (-4.5m)改良試験工事 大都工業㈱ 第三港湾建設局 (旧運輸省) 20 H元 矢板護岸補強      

宝町地区岸壁 (-4.5m)改良工事 五洋建設㈱ 第三港湾建設局 (旧運輸省) 131 H元 矢板護岸補強      

灯台船着場補修工事 ｱｼﾞｱ海洋㈱ 第11管区海上保安本部 (旧運輸省) 16 H元 船着場基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

仮）大中瀬戸北灯台改良工事 吉田組 第7管区海上保安本部 (旧運輸省) 6 H元 目潰しｺﾝｸﾘｰﾄ

音無灯台新設外2件工事 今村組 第7管区海上保安本部 (旧運輸省) 55 H元 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ  

東京都南部海岸災害復旧工事 大成他JV 京浜工事事務所 (旧建設省) 3,000 H元 技術指導          

名瀬港岸壁 (-9m)改良工事 佐伯建設工業㈱若築建設㈱ 第四港湾建設局 (旧運輸省) 161 H元～2 鋼管補強ｺﾝｸﾘｰﾄ    

佐世保港（三浦地区）岸壁工事 国土総合建設㈱ 第四港湾建設局 (旧運輸省) 76 H元～2 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ        

北九州港（葛西地区）岸壁改良工事 若築建設㈱ 第四港湾建設局 (旧運輸省) 133 H2,3 鋼管杭の補強      

下田港防波堤根固基礎 若築・青木JV 第五港湾建設局 (旧運輸省) 35 H2 空洞充填          
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肥後兜島灯台改良改修工事 ㈱島村組 第7管区海上保安本部 (旧運輸省) 18 H2 灯標基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ  

2 



数  量
 (ｍ３)

工     事     名　　          施  工  者 企  業  者 年　度 備　　　考    

土佐清水灯台根固工 ㈱轟組 海上保安庁 (旧運輸省) 6 H2 灯台根固          

金城突堤岸壁改良工事 高砂建設㈱ 第五港湾建設局 (旧運輸省) 230 H2 矢板岸壁補修      

関谷分水路水門工事 鹿島建設㈱ 北陸地方建設局 (旧建設省) 110 H2 底版ｺﾝｸﾘｰﾄ  

護岸鋼管杭被覆・中詰 東亜建設㈱ 第二港湾建設局 (旧運輸省) 49 H3 鋼管杭被覆・中詰  

豊後平瀬灯標復旧工事 ㈱佐伯建設 第7管区海上保安本部 (旧運輸省) 64 H3 灯台根固            

上的島灯台改良改修工事 苓州建設工業㈱ 第10管区海上保安本部 (旧運輸省) 7 H3 構造物              

厳原港(厳原地区)防波堤(北)工事(第2次) 麻生対馬生ｺﾝ㈱ 第四港湾建設局 (旧運輸省) 30 H3 補修                

南部海岸災害復旧 西松建設JV 京浜工事事務所 (旧建設省) 1,732 H3 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ  

北九州港（葛葉地区）岸壁(-11m)改良工事 若築建設㈱ 第四港湾建設局 (旧運輸省) 27 H3,4 鋼管杭補強ｺﾝｸﾘｰﾄ

浜松東税務署新築工事 村本建設 中部地方建設局 (旧建設省) 200 H4 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ    

南部海岸建設工事 鹿島建設JV 京浜工事事務所 (旧建設省) 525 H5 灯台基礎補強

金沢港（大野地区）造函施設斜路調査工事 日本海上工事㈱ 第一港湾建設局 (旧運輸省) 一式 H6 斜路補修

宮崎港（内港地区）防波堤（内）工事 佐伯建設工業㈱ 第四港湾建設局 (旧運輸省) 250 H6 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ

伏木富山港（伏木地区）岸壁(-10m)工事 佐伯・若築・東洋JV 第一港湾建設局 (旧運輸省) ﾓﾙﾀﾙ7 H6 目地補修

柚之木崎橋側道橋上部工工事 宇部興産㈱ 宮崎工事事務所 (旧建設省) 40 H6 洗掘充填

金沢港（大野地区）造凾施設斜路補修工事 鹿島建設㈱ 第一港湾建設局 (旧運輸省) 一式 H7,8     斜路補修

熊本港(本港地区)航路(-7.5m)航路護岸(潜堤)工事 ㈱角田建設 第四港湾建設局 (旧運輸省) 20 H7 矢板ｺｰﾋﾟﾝｸﾞ

平成7年度災第33号摩耶-12m岸壁②外復旧工事 佐伯建設工業㈱ 第三港湾建設局 (旧運輸省) 1,755 H7 補修

伏木富山(富山地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事 石黒ｾﾒﾝﾄ商事㈲ 第一港湾建設局 (旧運輸省) 52 H7 鋼矢板継手部

平成７年度津久見白石灯標改良工事 島村組 第7管区海上保安本部 (旧運輸省) 4 H7 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

前川排水機場仮設架台製作工事 鹿島建設㈱ 北陸地方建設局 (旧建設省) 一式 H7 水中仮設架台

平成7年度災第34号新港東岸壁(-12m)築造工事 ㈱りんかい建設 第三港湾建設局 (旧運輸省) 3,000 H8 軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ

宮崎港(外港地区)防波堤(南)改良工事 東洋建設㈱ 第四港湾建設局 (旧運輸省) 80 H9 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ

宮ヶ瀬ﾀﾞﾑ本体工事 鹿島･大林･戸田JV 関東地方建設局 (旧建設省) ﾓﾙﾀﾙ13 H9 止水

名瀬港(長浜地区)岸壁(-10m)工事 佐伯建設工業㈱ 第四港湾建設局 (旧運輸省) 458 H9,10 ｹｰｿﾝ蓋ｺﾝｸﾘｰﾄ

七北田川下部工 ㈱福田組 東北地方建設局仙台 (旧建設省) 498 H10,11 底版工

宮崎空港場周道路補修工事 東洋建設㈱，五洋建設㈱ 第四港湾建設局 (旧運輸省) ﾓﾙﾀﾙ0.2,30 H10～13 空洞充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

細島港(白浜地区)岸壁(-13m)外1件工事(第2次) 若築建設㈱ 第四港湾建設局 (旧運輸省) 16 H10 鋼管矢板目地ｺﾝｸﾘｰﾄ

折瀬鼻灯台改良改修工事 麻生対馬生ｺﾝ㈱ 第7管区海上保安本部 (旧運輸省) 11 H11 洗掘充填                  

撫養港口灯標修繕工事 寄神建設㈱ 海上保安庁 (旧運輸省) 250 H11 灯台根固            

名古屋港西3区-12m岸壁防食工 ㈱ﾌｼﾞｯｸｽｺﾝｸﾘｰﾄ 名古屋港湾空港工事事務所 (旧運輸省) 36 H11 防食工

名古屋港西3区-12m岸壁防食工 佐伯建設工業㈱ 名古屋港湾空港工事事務所 (旧運輸省) 36 H11 防食工

宇治川橋下部工 鹿島建設㈱ 近畿地方建設局 (旧建設省) 730 H11 底版工

五十里ﾀﾞﾑ施設改良本体工事 鹿島・石川島播磨JV 建設省 (旧建設省) 363 H11 止水ｺﾝｸﾘｰﾄ

鹿児島港(中央港区）防波堤（沖)工事（第2次） 日東大都工業ｶﾌﾞ 鹿児島港湾空港工事事務所 (旧運輸省) 35 H12 ｹｰｿﾝ蓋ｺﾝｸﾘｰﾄ

鹿児島港(中央港区）防波堤（沖)工事（第5次） 国土総合建設㈱ 鹿児島港湾空港工事事務所 (旧運輸省) 15 H12 ｹｰｿﾝ蓋ｺﾝｸﾘｰﾄ

ｶﾒｵ瀬灯標新設工事 平戸建設㈱ 第7管区海上保安本部 (旧運輸省) 6 H12 灯塔目地充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

八幡瀬灯標新設工事 ㈱林田組 第7管区海上保安本部 (旧運輸省) 70 H12 灯標基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

宮古島灯標基礎工事 ｱｼﾞｱ海洋沖縄 海上保安庁 (旧運輸省) 15 H12 灯標基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

五十里ﾀﾞﾑ仮締切設備工事 日立造船㈱ 建設省 (旧建設省) 470 H12 止水ｺﾝｸﾘｰﾄ

千代ヶ瀬灯標新設工事 ㈱長岡組 第7管区海上保安本部 (旧運輸省) 47 H13 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

来間島南西方灯標新設ほか5件工事 近代建設㈱ 第11管区海上保安本部 (旧運輸省) 18 H13 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

鹿児島港（谷山1工区）岸壁（-12ｍ）（改良）鋼管矢板
補強工事

日東大都工業（株）、小牧建設 第四港湾建設局 (旧運輸省) 315 H13 鋼管矢板補強

郷ノ浦港（郷ノ浦地区）岸壁（-7.5ｍ）築造工事 三井不動産建設㈱、りんかい建設㈱ 第四港湾建設局 (旧運輸省) 271 H13 目地ｺﾝｸﾘｰﾄ

直江津港（荒浜ふ頭地区)作業基地法留壁工事 ㈱福田組 新潟港湾空港工事事務所 2 H13 補修ｺﾝｸﾘｰﾄ

五十里ﾀﾞﾑ利水放流設備基礎工事 磯部建設㈱ 鬼怒川ﾀﾞﾑ統合管理事務所 404 H13 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

西川第二排水機場新設工事 ㈱福田組 北陸地方建設局 (旧建設省) 53 H13 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

仁ノ海岸堤防補強工事 ㈱地崎工業 高知工事事務所 20 H14 矢板ｺｰﾋﾟﾝｸﾞ

名古屋港高潮防波堤改良工事 鹿島・奥村・白石JV 中部地方整備局 42 H14 ｹｰｿﾝ目地充填  

名古屋港第2ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ護岸工事 ﾌｼﾞｯｸｽｺﾝｸﾘｰﾄ㈱ 中部地方整備局 42 H14 護岸防食工

十勝港外南防波堤建設工事 拓殖･荻原経常建設企業体 北海道開発局帯広 80 H15 洗掘充填

御所ﾀﾞﾑ取水ｽｸﾘｰﾝ改修工事 ｱｼﾞｱ海洋㈱ 東北地方整備局 8 H16 補修ｺﾝｸﾘｰﾄ

尾鷲地区補修工事 新品川商事㈱ 中部地方整備局 110 H16 空洞充填・混和剤販売

東京港南部地区臨海道路橋梁下部基礎築造 鹿島JV 東京港湾事務所 14 H17 止水底版

土師ﾀﾞﾑ小規模放流施設本体工事 鹿島建設㈱ 中国地方整備局 330 H17 台座ｺﾝｸﾘｰﾄ

元ノ間灯標改良改修ほか1件工事 関門ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(有) 第7管区海上保安本部 5 H17 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

壱岐大瀬灯台改良改修工事 平尾建設㈱ 第7管区海上保安本部 6 H17 基礎改良ｺﾝｸﾘｰﾄ

3 
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 (ｍ３)

工     事     名　　          施  工  者 企  業  者 年　度 備　　　考    

宮崎港（東地区）南防波堤消波ﾌﾞﾛｯｸ据付他3件工事 ㈱志多組 201 H17 ｹｰｿﾝ補修（中詰）九州地整宮崎港湾・空港整備事務所
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工     事     名　　          施  工  者 企  業  者 年　度 備　　　考    

宮崎港（東地区）南防波堤災害復旧工事 ㈱志多組 170 H17 ｹｰｿﾝ補修（中詰）

志布志港（若浜地区）沖防波堤災害復旧工事（第4次） 東洋建設㈱ 80 H17 洗掘充填

志布志港（若浜地区）沖防波堤災害復旧工事（第5次） 若築建設㈱ 570 H17 根固ｺﾝｸﾘｰﾄ  

志布志港（若浜地区）沖防波堤災害復旧工事（第7次） 山下（善）建設㈱ 186 H17 根固ｺﾝｸﾘｰﾄ  

志布志港（若浜地区）沖防波堤災害復旧工事（第13次） ㈱森山(清)組 400 H18 洗掘充填

志布志港（若浜地区）沖防波堤災害復旧工事（第14次） 山佐産業㈱ 115 H18 洗掘充填

金城岩灯台改良改修工事 平尾建設㈱ 第7管区海上保安本部 5 H18 灯台基礎改良ｺﾝｸﾘｰﾄ

志布志港（若浜地区）沖防波堤災害復旧工事（第5次） ㈱本間組 120 H18 洗掘充填

名古屋港飛島埠頭南岸壁 鹿島JV 中部地方整備局 ﾍﾟｰｽﾄ310 H18,20 杭-鋼製ｼﾞｬｹｯﾄ間充填

若洲橋下部工事 鹿島JV 東京港建設事務所 96 H18 底版ｺﾝｸﾘｰﾄ

志布志港（若浜地区）沖防波堤基礎工事 五洋建設㈱ 80 H19 洗掘充填

松切鼻灯台改良工事 ㈱西本組 第7管区海上保安本部 5 H19 基礎補修ｺﾝｸﾘｰﾄ

宮崎港（西地区）岸壁（-7.5ｍ）改良工事 大旺建設㈱ 37 H19 岸壁補強ｺﾝｸﾘｰﾄ

東京国際空港東側整備地区C-2幹線排水溝築造工事 ㈱福田組 20・ﾓﾙﾀﾙ5 H19 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ台座基礎

青森港沖館地区岸壁(-7.5m)改良付帯工事 ㈱木村建設 30 H19 捨石固結

羽田D滑走路鋼管矢板井筒底版工 鹿島JV 15,034 H20 底版工

H20清掃兼油回収船係留施設整備 東海建設㈱ 15 H20 鋼管杭ﾗｲﾆﾝｸﾞ

山元海岸養浜工事 ㈱野村建設 10 H20 空洞充填

郷埼灯台ほか2件改良改修工事 平尾建設㈱ 第７管区海上保安本部 89 H21 護岸ｺﾝｸﾘｰﾄ

大滝ﾀﾞﾑ地すべり対策工事 鹿島建設㈱ 25,164 H21,22 材料販売・技術者派遣

名古屋港鍋田ふ頭岸壁(-12m)上部及び基礎工事 五洋JV 228 H22,23 護岸補強

中詰材改良によるｹｰｿﾝ耐力向上効果検討実験 ㈱ｴｺｰ　(㈱不動ﾃﾄﾗ) ﾍﾟｰｽﾄ2 H22,23 補強

北九州港（響灘東地区）道路（橋梁）工事（基礎工） ㈱池間組 225 H22 橋脚基礎均しｺﾝｸﾘｰﾄ

延岡管内橋梁補修外工事 ㈱佐多技建 9 H22 鋼矢板頂部補強ｺﾝｸﾘｰﾄ

指宿地区維持補修工事 ㈱藤田組 53 H22,23,29 道路護岸洗掘充填、護岸空隙充填

加草地区防災工事（国道10号線鳴子新橋地区） 大瀬建設産業㈱ 36・ﾓﾙﾀﾙ32 H22 鋼矢板頂部補強ｺﾝｸﾘｰﾄ、護岸背面・下
部充填ﾓﾙﾀﾙ

鶴田ﾀﾞﾑ施設改造工事 鹿島JV 1,950 H23,24 底版ｺﾝｸﾘｰﾄ

鶴田ﾀﾞﾑ施設改良工事/派遣 鹿島JV 一式 H23,24 技術者派遣

駿河海岸一色離岸堤工事 ㈱橋本組生ｺﾝ工場 中部地方整備局 ﾍﾟｰｽﾄ416 H24,25 杭-鋼製ｼﾞｬｹｯﾄ間充填

鶴田ﾀﾞﾑ上流仮締切設備工事 日立造船㈱ ﾓﾙﾀﾙ186 H24,25 充填工

国道226号前之浜地区海岸擁壁補修工事 福地建設㈱ 17 H24 道路護岸洗掘充填、護岸空隙充填

木崎大橋耐震補強工事 ｼｮｰﾎﾟﾝﾄﾞ建設㈱ 38 H25 均しｺﾝｸﾘｰﾄ    

長安口施設改造工事 日立造船㈱ 6 H25 ｱﾝｶｰ固定ｸﾞﾗｳﾄ

長安口施設改造工事/試験施工 鹿島JV 16 H25 仮締切底版

名古屋港第1ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ護岸補修工事 ㈱おかむら 中部地方整備局 50 H25 鋼矢板護岸ﾗｲﾆﾝｸﾞ

鶴田ﾀﾞﾑ増設減勢工工事（第2期工事） 鹿島建設㈱ 2,736 H25,27,28 仮締切底版,根固等

長安口ﾀﾞﾑ施設改造工事 鹿島建設㈱ 180 H26 台座ｺﾝｸﾘｰﾄ底版

長安口ﾀﾞﾑ施設改造工事 日立造船㈱ 39 H26 間詰

鶴田ﾀﾞﾑ取水用制水ｹﾞｰﾄ製作据付工事 ㈱IHIｲﾝﾌﾗｼｽﾃﾑ 4 H26 間詰

長安口ﾀﾞﾑ施設改造工事（ｱﾝｶｰ用ﾓﾙﾀﾙ) 鹿島建設㈱ ﾓﾙﾀﾙ24（kg） H26 ｱﾝｶｰ固定ｸﾞﾗｳﾄ

伊勢大橋揖斐川橋下部工工事 鹿島建設㈱ 262 H27 立坑底版止水

内海地区道路防災工事 都北産業㈱（宮崎ﾚﾐｺﾝ㈱） 310 H27,28 道路護岸洗掘充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

志布志港（若浜地区）防波堤（沖）（改良）補修工事 ㈱森山（清）組（ｶｲｺｰ志布志・ｶﾞｲｱﾃｯｸ大隅有限責任事業組合） 軽量591 H27 ｹｰｿﾝ中詰（補修）

志布志港（若浜地区）防波堤（沖）（改良）補修工事 ㈱植村組（ｶｲｺｰ志布志・ｶﾞｲｱﾃｯｸ大隅有限責任事業組合） 85 H28 ｹｰｿﾝ中詰（補修）

気仙沼湾横断橋工事 鹿島建設㈱ 東北地方整備局 1,860 H28 鋼管杭中詰・底盤

鶴田ﾀﾞﾑ既設減勢工改造工事 鹿島建設㈱ 20 H28 鋼管杭継手部漏水対策

鶴田ﾀﾞﾑ1号排水ﾄﾝﾈﾙ工事 ㈱久保工務店 65 H28 洗掘部充填

名古屋港飛鳥ｺﾝﾃﾅ埠頭岸壁補修工事 ㈱ﾌｼﾞｯｸｽｺﾝｸﾘｰﾄ 中部地方整備局 20 H29 鋼管杭巻立工

東京港臨海道路南北線中防波堤接続部工事 鹿島・東亜・あおみJV 関東地方整備局 2,040 H30 函底ｺﾝｸﾘｰﾄ

豊沢ﾀﾞﾑ取水設備製作据付工事 ㈱丸島ｱｸｱｼｽﾃﾑ 東北農政局 6 H30 取水設備取付台座ｺﾝｸﾘｰﾄ

駿河海岸下小杉離岸堤工事 五洋建設㈱ 中部地方整備局 148 H30 ｼﾞｬｹｯﾄ式離岸堤充てん工

鳴子大橋（Ｐ1・P2）耐震補強工事 湯川建設㈱ 28・ﾓﾙﾀﾙ4.5 H30,R元 PCｺﾝﾌｧｲﾝﾄﾞ工法 

平成30年度佐伯管内橋梁補修外工事 ㈱盛田組（県南生ｺﾝ㈱） 3 H30 橋脚基礎洗掘充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

門川地区橋梁耐震補強工事 ㈱竹尾組 5 R元 締切部下部止水ｺﾝｸﾘｰﾄ

延岡管内橋梁補強補修工事 ㈱伊東建設 4 R2 護岸下部洗掘部充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

内田川水門外機械設備修繕工事 ㈱ﾐｿﾞﾀ 27.5 R2 堰柱拡幅ｺﾝｸﾘｰﾄ

大河津分水路新第二床固改築Ⅰ期工事 鹿島・五洋・福田JV 北陸地方整備局 20,500 R2,3 外周,中理,躯体,等

九州地整佐伯河川国道事務所

九州地整延岡河川国道事務所

九州地整延岡河川国道事務所

九州地整熊本河川国道事務所

九州地整志布志港湾事務所

九州地整志布志港湾事務所

九州地整川内川河川事務所

九州地整川内川河川事務所

九州地整延岡河川国道事務所

四国地方整備局

四国地方整備局

九州地方整備局

四国地方整備局

中部地方整備局北勢国道事務所

九州地整宮崎河川国道事務所

九州地整川内川河川事務所

九州地整鹿児島国道事務所

九州地整宮崎河川国道事務所

四国地方整備局那賀川河川事務所

四国地方整備局那賀川河川事務所

九州地整川内川河川事務所

九州地整北九州港湾・空港整備事務所

九州地整延岡河川国道事務所

九州地整鹿児島国道事務所指宿維持出張所

九州地整延岡河川国道事務所

九州地整川内川河川事務所

九州地整川内川河川事務所

関東地整東京空港整備事務所

中部地整名古屋港湾事務所

東北地整仙台河川国道事務所

近畿地整紀の川ﾀﾞﾑ統合管理事務所

中部地整名古屋港湾事務所

東北地整釜石港湾事務所

九州地整志布志港湾事務所

九州地整志布志港湾事務所

九州地整志布志港湾事務所

九州地整宮崎港湾・空港整備事務所

関東地整東京空港整備事務所

東北地整青森港湾事務所

九州地整宮崎港湾・空港整備事務所

九州地整志布志港湾事務所

九州地整志布志港湾事務所

九州地整志布志港湾事務所

九州地整志布志港湾事務所
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大河津分水路新第二床固改築Ⅰ期工事 鹿島・五洋・福田JV 北陸地方整備局 一式 R2,3 技術者派遣（後添加製造,品質管理）

蟐蛾ノ瀬戸航路法面保護改良工事 大坪建設㈱（壱岐生コン㈱） 28.0 R3 均し（岩礁床掘不陸整正）ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 【その他中央官庁】    　　　 　　　　 　　　　　　　　　　　　　

苫小牧港斜路補修 鹿島建設㈱ 北海道開発局 18 S55 ｾﾙの頂版ｺﾝｸﾘｰﾄ

様似漁港防波堤 ㈱南組 北海道開発局 50 S56 ｹｰｿﾝ下の空洞充填

潮位観測所建設工事 ㈱りんかい建設 沖縄開発局 61 S57 基礎の根固め      

小島漁港 東亜建設工業㈱ 北海道開発局 200 S57 洗掘箇所の充填        

三石漁港防波堤 酒井建設㈱ 北海道開発局 22 S57 ｹｰｿﾝ下の空洞充填  

仮屋水中局架台整備工事 東洋建設㈱ 大阪防衛施設局 40 S58 洗掘充填            

石垣港（新港地区）橋梁築造工事 佐伯建設工業㈱ 573 S63～H2 鋼管杭，中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ

陸上自衛隊施設補強工事 柏木興産 防衛施設庁 5 S63 杭基礎根固ｺﾝｸﾘｰﾄ

西蒲原水門上流部床固工 鹿島建設㈱ 農林省北陸農政局 38 H2 河床固            

諫早湾干拓充填ｺﾝｸﾘｰﾄ 佐伯・大本JV 九州農政局 13 H4 防錆                

小江堤砂取工事 佐伯・大本JV 九州農政局 250 H5 中詰

平成7年度諫早湾干拓事業小江試験補助整備工事 農村基盤建設工業組合 九州農政局 8 H7 配水管保護ｺﾝｸﾘｰﾄ

白鳥大橋橋脚防食工 岩倉建設㈱ 北海道開発局 883 H11 橋脚防食

朱別川管理橋工事 ㈱丹野組 北海道開発局 380 H12 底版ｺﾝｸﾘｰﾄ

硫黄島仮設（桟橋）護岸ﾊｲﾄﾞﾛｸﾘｰﾄ工 鹿島建設㈱ 防衛庁東京防衛施設局 44 H13 護岸工

南鳥島気象観測所親営外1件工事 鹿島建設㈱ 建設省関東地方建設局 100 H14 掘削箇所充填            

岩国飛行場（13）滑走路移設南地区排水路新設土木工事 琴龍建設・真鍋工業 防衛施設庁 616・ﾓﾙﾀﾙ100 H14 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

新濃尾農地防災事業犬山頭首工 鹿島・東亜JV 農水省東海農政局 338・ﾓﾙﾀﾙ2 H15～18 洗掘充填            

那覇港沈埋ﾄﾝﾈﾙ(6･8号函)築造工事 鹿島建設㈱ 4120・ﾓﾙﾀﾙ330 H19  函底ﾓﾙﾀﾙ・中詰ｺﾝ人材派遣

新桂沢ﾀﾞﾑ取水塔工事 鹿島建設㈱ 北海道開発局 8 H19 根固ｺﾝｸﾘｰﾄ  

新桂沢ﾀﾞﾑ取水塔工事 鹿島建設㈱ 北海道開発局 5 H22 鋼矢板継手部充填

香深港港湾施設老朽化対策工事 ㈱ｱﾙﾌｧ水工ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 北海道開発局 80 H25 護岸補修

沖永良部地下ダム止水壁建設工事 ㈱安藤・間,南西ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱ 173 R元 止水ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 【地方自治体】    　　　 　　　　 　　　　　　　　　　　　　

周南下水道護岸 鹿島建設㈱ 山口県 153 S56 護岸空洞充填          

取水管補強 ㈱東京久栄 千葉県栽培漁業ｾﾝﾀｰ 5 S56 取水管ｼﾞｮｲﾝﾄの補強

石炭埠頭法護岸 鹿島建設㈱ 苫小牧港管理組合 29 S56 被覆割石固結            

能代港検潮所 中田建設㈱ 秋田県 5 S56 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ底版他

農業用水取水用堰 鹿島建設㈱ 愛知県春日井市 2 S56 石積堰の被覆          

直江津港西防波堤 ㈱本間組 新潟県 1 S56 ｹｰｿﾝ目地  

千葉港海岸環境整備 三井不動産建設・東亜建設工業㈱ 千葉県港湾事務所 90 S56 鋼管矢板の防食      

中村橋橋梁 ㈱東組 和歌山県 4 S56 橋脚補修    

萱野地区護岸工事 鹿島建設㈱ 北海道空知支庁 176 S57 ｻｲﾌｫﾝの保護  

大磯漁港船揚場斜路 ㈱鈴木組 神奈川県 68 S57 斜路のＲＣｽﾗﾌﾞ  

矢代川石沢頭首工 ㈲鈴木組 新潟県上越市 65 S57 補修工            

大黒埠頭廃棄物外周護岸 東亜建設工業㈱ 横浜市 471 S57 護岸接続部ＲＣ方塊

高潮対策工事 ㈱伊藤組 兵庫県 24 S57 河床底版空洞充填      

姪ヶ浜下水道 ㈱古賀組 福岡県福岡市 35 S57 立杭の底版            

河内橋梁 ㈱山本工務店 新潟県糸魚川市 30 S57 河床ﾗｲﾆﾝｸﾞ橋脚補強

米神漁港防波堤 鏑木建設㈱ 神奈川県小田原市 5 S57 洗掘箇所の充填        

大泊漁港護岸 氏家土木㈱ 宮城県石巻市 76 S57 護岸の空洞下充填      

船越川 ㈱朝山組 島根県西ノ島町 20 S57 河床のＲＣ底版        

藻場造成用基盤設置 三和興業㈱ 秋田県 39 S57 方塊均し及び天端仕上げ

早川宮城野橋 ㈱菊地組 神奈川県 20 S57 洗掘箇所の充填

北大東島北港岸壁 大成道路㈱・拓洋土木㈱ 沖縄県 104 S57 洗掘箇所の充填

薄香湾漁港 門田建設㈱ 長崎県 25 S57 洗掘箇所の充填

焼津漁港岸壁 静和工業㈱ 静岡県 6 S57 岸壁及び斜路補修

南大東島亀池港斜路 ㈱奥山組 沖縄県 43 S57 斜路補修

南大東島北港岸壁 協栄海事土木㈱大成道路㈱ 沖縄県 12 S57 鋼矢板取付部充填　　

粟国港防波堤 協栄海事土木㈱ 沖縄県 35 S57 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

勇払埠頭1号岸壁 りんかい建設㈱ 苫小牧港管理組合 10 S57 目地充填

馬天港船揚場斜路 協栄建設 沖繩県 7 S57 斜路の補修

九州地整長崎港湾・空港整備事務所

沖縄開発局石垣港工事事務所

内閣府沖縄総合事務局那覇港・空整備事務所

九州農政局沖永良部農業水利事業所
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数  量
 (ｍ３)

工     事     名　　          施  工  者 企  業  者 年　度 備　　　考    

網代漁港 ㈱伊東組 静岡県 16 S57 洗掘箇所の充填

博多湾護岸石積基礎工事 国土総合建設㈱ 福岡市 17 S57 基礎水中場所打ち
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数  量
 (ｍ３)

工     事     名　　          施  工  者 企  業  者 年　度 備　　　考    

高潮1号対策 ㈱伊藤組 兵庫県 18 S57 河床底版ｺﾝｸﾘｰﾄ空洞充填

加布理漁港船台 東亜建設工業㈱ 福岡県 14 S57 船台の均し

道路災害防除工事 ㈱鈴木組 神奈川県 102 S58 洗掘箇所の充填

敦賀港防波堤築造 東洋建設㈱ 福井県 302 S58 杭基礎の消波堤ＲＣｽﾗﾌﾞ   

豊岡漁港護岸 ㈱広瀬組 新潟県 166 S58 空洞充填                    

中小河川改修 東部産業㈱ 神奈川県 31 S58 鋼矢板の取付部充填

九頭竜水源井改良 ｱｼﾞｱ水源㈱ 福井市 53 S58 取付井戸のＲＣ底版

佐野漁港岸壁 寄神建設㈱ 大阪府 33 S58 目地充填

大阪南港ﾌｪﾘｰ岸壁 東洋建設㈱ 大阪市 35 S58 ｹｰｿﾝ下部洗掘充填

海水ﾌﾟｰﾙ給水管保護 りんかい建設㈱ 大阪市 16 S58 補強ｺﾝｸﾘｰﾄ

八幡浜港岸壁補強 堀田建設㈱ 愛媛県八幡浜市 24 S58 ＲＣ柱補強

田ノ浦漁港突堤 堀田建設㈱ 愛媛県伊方町 58 S58 空洞充填

三崎漁港岸壁補修 ㈱鈴木組 神奈川県 91 S58 洗掘箇所の充填

港湾維持工事 ㈱佐倉組 千葉県 1 S58 充填                        

平井賀漁港補修工事 五洋建設㈱ 岩手県田野畑村 10 S58 ｹｰｿﾝ下部充填

丸石漁港整備工事 東亜建設工業㈱ 広島県大野町 5 S58 岩盤不陸整均しｺﾝｸﾘｰﾄ

西祖水源第3取水井修復工事 ｱｼﾞｱ水源㈱ 岡山市 17 S58 井戸底版止水        

外川漁港修築工事 ㈱根本組 千葉県 10 S58 洗掘充填            

横川ﾎﾟﾝﾌﾟ場水路工事 畑中建設㈱ 広島市 6 S58 水路補修            

阿波連漁港災害復旧工事 鹿島建設㈱ 沖縄県 60 S58 護岸補修            

公共下水道旭町高松幹線工事 ㈱大林組 和歌山市 30 S58 発進立坑の底版      

地行百道地区埋立護岸 国土総合建設㈱ 福岡市 8 S58 矢板ｺｰﾋﾟﾝｸﾞ 

千田放水流堰改修工事 宮川興業㈱ 広島市 60 S58 水路底版及び側壁新設

関根漁港災害復旧工事 野村建設㈱ むつ市 185 S58 ｹｰｿﾝ下端洗掘充填

新宮港災害復旧工事 ㈱夏山組 和歌山県 60 S58 ｹｰｿﾝ下端洗掘充填    

熱海港防波堤災害復旧工事 青木建設㈱ 静岡県 15 S58 ｹｰｿﾝ破損箇所補修

焼津漁港防波堤ｾﾙﾗｰ底部 木下建設工業㈱ 静岡県 33 S58 均しｺﾝｸﾘｰﾄ    

焼津漁港（小川地区）災害復旧工事 河津建設㈱ 静岡県 11 S58 均しｺﾝｸﾘｰﾄ        

第3埠頭ｹｰｿﾝ補修 協栄ﾏﾘﾝ㈱ 小樽市 5 S58 ｹｰｿﾝ補修        

農業用施設災害復旧工事 ㈱大谷組 福井県大飯町 135 S58 頭首工水叩部充填    

由良漁港防砂堤災害復旧工事 ㈱山本組 山形県 113 S58 洗掘充填            

－ ㈱銭高組 釜石市 3 S58 洗掘充填            

57国補管工第1号南部幹線工事 鹿島建設㈱前田建設工業㈱ 67 S58 ｼｰﾙﾄﾞ立抗底版    

南大東島北港岸壁災害復旧工事 協栄海事土木㈱ 沖縄県 130 S58 杭基礎              

西遠浄化ｾﾝﾀｰ沈砂池土木工事 鹿島建設㈱ 静岡県 413 S58 ｹｰｿﾝ継手部底版ｺﾝｸﾘｰﾄ

斜里漁港修築工事 勇建設JV 北海道庁 20 S58 ｹｰｿﾝ間詰        

堺泉北第2岸壁 井上工業㈱ 大阪府 318 S58 捨石固結            

石炭埠頭捨石護岸改良工事（その2） 鹿島建設㈱ 苫小牧港管理組合 32 S58 目地充填            

－ ｱジｱ水源㈱ 倉敷市 15 S58 井戸底版            

上越市海洋釣桟橋建設工事 ㈱東京久栄 上越市 132 S58 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ    

昭和58年度初島漁港災害復旧工事 清水建設㈱ 熱海市 4 S58 ｹｰｿﾝ目地        

山下埠頭鋼管杭補強実験 東亜建設工業㈱･吉川海事興業㈱ 横浜市 12 S58 鋼管杭補強及び防食  

与論島岸壁補修工事 ㈱池畑組 鹿児島県 57 S58 洗掘箇所の充填      

伏木富山港（富山地区）物揚場(-14m) 藤川建設 富山県 2 S58 矢板ｺｰﾋﾟﾝｸﾞ部RC  

竹ノ浦地区養殖場造成工事 中原建設㈱ 長崎県芦辺町 20 S58 洗掘箇所の充填    

能代大森橋補修 ㈲若狭建設 秋田県 13 S58 矢板ｼﾞｮｲﾝﾄ     

下川口漁港 ㈱西村組 高知県 68 S58 洗掘箇所の充填      

下安家漁港災害復旧工事 宮城建設㈱ 岩手県 70 S58 捨石ﾏｳﾝド洗掘箇所充填

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞL8岸壁補修 ㈱吉田組 神戸市 11 S58,60 ｹｰｿﾝ欠損部補強  

金城埠頭Ｗ81岸壁ｹｰｿﾝ目地充填 大和土木 名古屋港管理組合 ﾓﾙﾀﾙ53 S58 ｹｰｿﾝ目地充填    

萩原橋維持補修工事 鹿島建設㈱ 東京都 16 S58 ﾌｰﾁﾝｸﾞ下部充填  

金石港西防波堤補修工事 加賀建設㈱ 石川県 168 S59 洗掘箇所充填        

牧島橋灯標基礎 鹿島建設㈱ 熊本県 114 S59 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ    

名古屋港西4区岸壁改修 佐伯建設工業㈱ 名古屋港管理組合 170 S59 捨石固結            

田久日漁港斜路 竹野土建 兵庫県竹野町 50 S59 斜路補強            

船町鋼管杭防食 村本建設 大阪市 20 S59 鋼管杭防食補強      

木津川左岸津守水門 ㈱角野組 大阪府西治水事務所 37 S59 水門                      

取手地方広域下水道管理組合
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 (ｍ３)

工     事     名　　          施  工  者 企  業  者 年　度 備　　　考    

山下埠頭第3ﾊﾞｰｽ鋼管杭補強 吉川海事興業㈱ 横浜市 30 S59 鋼管杭防食補強      
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数  量
 (ｍ３)

工     事     名　　          施  工  者 企  業  者 年　度 備　　　考    

奈良尾漁港県単維持工事 大石建設㈱ 長崎県 23 S59 洗掘箇所充填        

港南埠頭補修 寄神建設㈱ 神戸市 44 S59 ｹｰｿﾝ補修        

魚津水族館取水口 富士商事 魚津市 8 S59 取水口                    

下田港物揚場修築 河津建設㈱ 静岡県 6 S59 岸壁補修                  

魚津市排水路底版 黒部生ｺﾝ工業 魚津市 23 S59 水路底版                  

砂川堀汚水幹線 村本建設 富士見市 9 S59 水路底版                  

防波堤補修工事 ㈱園池商店 大瀬戸町 100 S59 洗掘箇所充填              

農道加部島工事 鹿島・松尾・岸本JV 佐賀県 163 S59 底版                      

木津川水門底版ｺﾝｸﾘｰﾄ 芸予鉄工建設㈱ 大阪府西治水事務所 40 S60 底版ＲＣ                  

種子島岸壁 山下（善）建設㈱ 鹿児島県 49 S60 洗掘箇所充填

長崎県有川船揚場斜路 ㈱園池商店 長崎県 4 S60 船台斜路                  

福田港ｹｰｿﾝ目地 松庫工業㈱ 静岡県 20 S60 ｹｰｿﾝ目地              

宮崎港ｹｰｿﾝ目地 大和開発㈱ 宮崎県 10 S60 ｹｰｿﾝ目地                  

焼津道路災害復旧工事 橋本組生ｺﾝ 静岡県 457 S61～63 洗掘部充填                

正蓮寺川右岸鋼矢板補強工事 大中物産 大阪府 195 S61 矢板補強                  

直江津港矢板ｺｰﾋﾟﾝｸ 福田組他 新潟県 130 S61 矢板ｺｰﾋﾟﾝｸﾞ           

葛西海浜公園公園橋下部建設工事 鹿島・丸泰JV 東京都 130 S61 仮締切底版        

浜津脇港災害復旧 今別府産業㈱ 鹿児島県 49 S61 洗掘部充填        

村所支流鶴瀬ﾀﾞﾑ排砂路 三重野商事㈱ 宮崎県 6 S61 水路補修          

能生漁港災害復旧工事 ㈱中元組 新潟県 99 S61 洗掘部充填        

北港廃棄物処分地南防舷材取付工事 樋口組 大阪市 4 S61 防舷材取付部      

三面ﾀﾞﾑｹﾞｰﾄ補修工事 鹿島建設㈱ 新潟県 95 S61,62 ｹﾞｰﾄ補修        

鏑川用水頭首工床固工 鹿島建設㈱ 鏑川用水組合 35 S61,62 頭首工            

平野川下水管保護工 寄神建設㈱ 大阪市 38 S61 下水管渠の保護    

戸野目川改修工事 植木組 新潟県 5 S61 河川補修          

和泊港災害復旧（2工区）工事 ㈱渡辺組 鹿児島県 660 S62 洗掘充填          

志布志湾国備基地整備事業西護岸 １・３工区JV 鹿児島県 170 S62 場所打ｺﾝｸﾘｰﾄ

金城埠頭船たまり整備工事 ㈱小島組 名古屋港管理組合 279 S62 洗掘防止・底版基礎

太田名部漁港 ㈱三亥 青森県 47 S62 斜路・洗掘充填      

改修西海岸物揚場Ｃ（2工区） ㈱池畑組 北九州市 6 S62 充填ｺﾝｸﾘｰﾄ    

小呂島漁港災害関連工事 黒瀬建設㈱ 福岡県 250 S62 洗掘充填            

国道 219号道路災害関連工事 鹿島・味岡JV 熊本県 100 S62 洗掘充填            

62-10 工区（その2）下水道工事 鹿島建設㈱ 志木市 8 S62 底版ｺﾝｸﾘｰﾄ    

浜串漁港北防波堤災害復旧工事 門田建設㈱ 長崎県 44 S62 洗掘充填            

梶潟漁港災害復旧工事 今別府産業㈱ 中種子島町 38 S62,63 洗掘充填            

久喜港災害復旧工事 ㈱岸本組 壱岐石田町 25 S62 洗掘充填            

佐世保災害復旧工事 梅村組 佐世保市 22 S63 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ  

塚堂漁港災害復旧工事 ㈱西海建設 大瀬戸町 87 S63 洗掘充填            

PCﾎﾞｯｸｽ基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 佐伯建設工業㈱ 福岡市下水道局 24 S63 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ    

豆酘漁港修築工事航路標識工 大石建設㈱ 長崎県 285 S63 根固，均しｺﾝｸﾘｰﾄ

宝島港災害復旧工事（捨石根固工事） 吉留建設産業㈱ 十島村 150 S63 根固ｺﾝｸﾘｰﾄ  

上ノ原漁港防波堤災害復旧工事 門田建設㈱ 有川町 100 S63 洗掘充填            

嵯峨ノ島漁港修築工事 荒尾港湾㈱ 長崎県三井楽町 250 S63 洗掘充填            

東港12丁目地内（その2）管渠築造工事 木下土木 北九州市下水道局 97 S63 ｲﾝﾊﾞｰﾄ管防護    

日南市防火水槽底版ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 ㈱九建 日南市役所 16 S63～H2 防火水槽底版ｺﾝｸﾘｰﾄ

小値賀漁港修築工事（1工区） 門田建設㈱ 長崎県 7 S63 門構基礎充填        

防火水槽新設工事 ㈱九建 南郷村役場 1 S63 防火水槽新設        

昭和61年発生国道 219号道路災害関連工事 昭和建設 熊本県人吉土木事務所 1,680 S63 擁壁築造            

尼崎市環境処理ｾﾝﾀｰ第2工場 日本基礎技術㈱ 尼崎市 ﾓﾙﾀﾙ1 S63 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ目地    

廃棄物処理場 特殊水中ｺﾝｸﾘｰﾄ施工実験 鹿島・古川・日軽JV 清水市 一式 S63   －                

清水市一般廃棄物処理場 鹿島・古川・日軽JV 清水市 940 S63 底版                

直江津港西防波堤空洞補修 相村建設㈱ 新潟県 150 S63 空洞充填            

焼津港東岸壁補修工事 橋本組生ｺﾝ 焼津漁港管理組合 120 S63 技術指導            

柏崎ﾏﾘｰﾅ ㈱植木組 新潟県 30 S63   －                

鵜殿港港湾改修防波堤（東）工事 佐伯建設工業㈱ 200 S63 離岸堤ｺﾝｸﾘｰﾄ固結補修

金城埠頭岸壁補修工事 中部土木㈱ 名古屋港管理組合 17 S63 充填ｺﾝｸﾘｰﾄ  

大浦漁港改修事業工事 ㈱岸本組 佐賀県 10 H元 鋼管杭，止水      

三重県熊野土木事務所
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小迎港突堤災害復旧工事 ㈱西海建設 長崎県 10 H元 洗掘充填          

11 



数  量
 (ｍ３)

工     事     名　　          施  工  者 企  業  者 年　度 備　　　考    

仮）大島洗掘充填 黒瀬建設㈱ 長崎県 10 H元 洗掘充填          

生月大橋有料道路建設工事(ﾍﾞﾝﾄ基礎) 三菱重工㈱ 長崎県 650 H元 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ        

長崎漁港沖平地区放流管(取水管)設置工事 ㈱上滝 長崎県 217 H元 根固ｺﾝｸﾘｰﾄ  

津守下水処理場ﾎﾟﾝﾌﾟ場築造工事 鹿島・銭高JV 大阪市水道局       １式 H元 ｶﾙﾊﾞｰﾄ部補強  

直江津港矢板ｺｰﾋﾟﾝｸﾞ 相村建設㈱ 新潟県 55 H元 ｺｰﾋﾟﾝｸﾞ      

直江津港矢板ｺｰﾋﾟﾝｸﾞ ㈱福田組 新潟県 40 H元 ｺｰﾋﾟﾝｸﾞ      

直江津港矢板ｺｰﾋﾟﾝｸﾞ ㈱櫛谷組 新潟県 55 H元,2 ｺｰﾋﾟﾝｸﾞ      

一般廃棄物処理場 鹿島建設㈱ 清水市 67 H元 間詰め            

直江津港西防波堤補修 相村建設㈱ 新潟県 一式 H元 洗掘充填          

焼津港 ㈱橋本組 静岡県 50 H元 洗掘充填          

直整特第 3-2岸壁上部 ㈱本間組 新潟県 38 H元 ｺｰﾋﾟﾝｸﾞ      

西之浜漁港災害復旧工事 吉留建設産業㈱ 鹿児島土木事務所 230 H2 洗掘充填          

石炭2号ふ頭防舷材更新工事 若築建設㈱ 北九州市 8 H2   －              

雨水吐出口工事 佐伯建設工業㈱ 福岡市水道局 15 H2   －              

渡名喜漁港第一防波堤工事 ㈱南海建設 沖縄県農林事務所 235 H2,3 洗掘充填          

貝津漁港改修工事 荒尾港湾㈱ 長崎県三井楽町 15 H2 洗掘充填          

仮）車海老養殖場 ㈱伊東組 宮崎県北浦町役場 130 H2 止水ｺﾝｸﾘｰﾄ  

国道 449号道路改良工事 ｶｲｺﾝ 9 H2 斜路補修          

川南漁港修築工事 （資）若吉建設 150 H2 洗掘充填          

切石港改修事業 住友建設㈱ 十島村役場 40 H2 根固ｺﾝｸﾘｰﾄ 

尾浦漁港局部改良工事 鈴木産業 長崎県巌原町 37 H2,3 洗掘充填          

新河岸処理場水吐口補修 鹿島建設㈱ 東京都下水道局 40 H2 河床固            

出雲崎漁港災害復旧工事 ㈱櫛谷組 新潟県 400 H2 洗掘充填他        

直改第34-1号 ㈱本間組 新潟県 42 H2 ｺｰﾋﾟﾝｸﾞ

直改第34-2号 ㈱福田組 新潟県 133 H2 ｺｰﾋﾟﾝｸﾞ      

局改第29-1号 ㈱中元組 新潟県 87 H2 ｺｰﾋﾟﾝｸﾞ      

直整第 2-1号 相村建設㈱ 新潟県 60 H2 ｺｰﾋﾟﾝｸﾞ      

ｱﾝﾄﾞｰｻﾞ桟橋築造及び移設工事 拡豊建設㈱ 神戸市開発局 10 H2 間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ  

焼津港 ㈱橋本組生ｺﾝ 静岡県 50 H2 斜路              

銚子漁港導流堤災害復旧工事 鹿島建設㈱ 千葉県 33 H2 空洞充填          

金城突堤岸壁改良工事 高砂建設㈱ 名古屋港管理組合 40 H2 矢板岸壁補修      

久慈港災害復旧工事 宮城建設㈱ 岩手県 52 H3 洗掘充填          

特港整備第 2-1号 相村建設㈱ 新潟県 12 H3 矢板ｺｰﾋﾟﾝｸﾞ  

重港改Ｎ第33-1,2,5号 ㈱中元組 新潟県 47 H3 矢板ｺｰﾋﾟﾝｸﾞ  

酒匂川流域下水道処理場 鹿島建設㈱ 神奈川県 1,037 H3 底版ｺﾝｸﾘｰﾄ  

荒川ｼｰﾙド右岸漏水復旧 鹿島建設㈱ 神奈川県 40 H3 止水ｺﾝｸﾘｰﾄ  

鹿島港岸壁補修工事 東亜建設工業㈱ 茨城県 46 H3 船舶による洗掘部復旧

鵜殿港防波堤災害復旧 佐伯建設工業㈱ 三重県 395 H3 躯体・中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ    

家島町埋立護岸工事 吉田・奥村組JV 兵庫県 602 H3 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ    

渡名喜漁港第１沖防波堤 ㈱南海建設 沖縄県 138 H3 洗掘充填            

仮）神ノ島岸壁補修工事 ㈱熊谷組 長崎県 10 H3 補修                

柏原漁港改修工事（災害復旧） 若築建設㈱ 福岡県 23 H3 洗掘充填            

南之浜港災害復旧工事 吉留建設産業㈱ 鹿児島県十島村役場 300 H3 洗掘充填            

第 6-4号北浦漁港修築 ㈱伊東組 宮崎県延岡港湾事務所 87 H3 構造物              

川棚港防波堤災害復旧工事 ㈱下建設 長崎県 36 H3 補修                

災国港34号,34-1号防波堤災害復旧工事 菅政建設㈱ 大分県佐伯土木事務所 80 H3 構造物              

小宝島港防波堤災害復旧工事 吉留建設産業㈱ 鹿児島県十島村役場 220 H3 洗掘充填            

下水道処理施設第2次拡張工事 前田建設工業㈱ 神戸市下水道局 25 H3 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ          

中之島港災害復旧工事 吉留建設産業㈱ 鹿児島県 220 H4 根固                

重要港改第33-1号 ㈱中元組 新潟県 30 H4 矢板ｺｰﾋﾟﾝｸﾞ   

鷲尾岳地区地滑り対策工事 日本地研 長崎県 5 H4 止水                

円港災害復旧工事 竹山建設㈱ 竜郷町役場 560 H4 洗掘充填            

蘭牟田漁港災害復旧工事 ㈱渡辺組 鹿児島県 62 H4 補修                

西之浜漁港災害復旧工事 吉留建設産業㈱ 鹿児島県 351 H4 補修                

牛深漁港修築工事 佐伯建設工業㈱ 熊本県 983 H4 構造物              

端島海岸災害復旧工事 ㈱西海建設 長崎県 153 H4 洗掘充填            

防火水槽底盤止水ｺﾝｸﾘｰﾄ ｲﾝﾌﾗﾃｯｸ 宮崎市消防局 37 H4～7,9 止水                

沖縄県北部土木事務所

宮崎県高鍋土木事務所

12 



数  量
 (ｍ３)

工     事     名　　          施  工  者 企  業  者 年　度 備　　　考    

長浜港改修工事 山下建設 鹿児島県 194 H4 洗掘充填            
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香椎川 3-2工区護岸工 ㈱ｽｷﾞﾔﾏ 福岡市 80 H4 構造物              

重要港改第33-2号 相村建設㈱ 新潟県 15 H4 矢板ｺｰﾋﾟﾝｸﾞ   

新島港船揚場改良工事 前抗建設 東京都 280 H4 場所打ｺﾝｸﾘｰﾄ  

鵜殿港改修工事基礎工 佐伯建設工業㈱ 三重県 200 H4 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

中ノ島港災害復旧工事 吉留建設産業㈱ 鹿児島県 420 H5 洗掘充填

切石港防波堤(南)(Ａ)災害復旧 住友建設㈱ 十島村役場 328 H5 洗掘充填

伊王島ﾏﾘｰﾅ岸壁補修 若築建設㈱ 長崎県 6 H5 補修

奈良尾漁港修築工事（2工区） 大石建設㈱ 長崎県 21 H5 腹付

与路港突堤災害復旧工事 ㈱町田建設 瀬戸内町役場 60 H5 洗掘充填

防波堤基礎補修工事 中央生ｺﾝ 大分県 2 H5 補修

名貫川4年発生砂防災害復旧事業 宮崎建設開発㈱ 宮崎県 195 H5 構造物

里港災害復旧工事 山下（善）建設㈱ 鹿児島県 50 H5 補修

遊魚ｾﾝﾀｰ基礎補強工事 中央土木㈱ 大分県 6 H5 補修

新島港船揚場改良及びその他工事 前抗建設 東京都港湾局 40 H5 船揚場斜路

晴海1丁目実験工事 東洋ﾃｸﾉ 東京都 10 H5 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

焼津港 橋本組生ｺﾝ 静岡県 175 H5 中詰

初瀬漁港改修工事 平尾建設 長崎県 180 H6 洗掘充填  

小浜漁港（蒲浦地区）東防波堤災害復旧工事 ㈱大港建設 長崎県宇久町 85 H6 洗掘充填

有明漁港公有地護岸改良工事 中央生ｺﾝ㈱ 大分県鶴見町 20 H6 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

下関住宅下空洞充填 山陽ﾁｯﾌﾟ工業㈱ 下関市 7 H6 空洞充填

奈良尾漁港修築工事 大石建設㈱ 長崎県有川土木事務所 41 H6 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

両迫間汚水幹線管路工事 三井建設㈱ 熊本県玉名市 25 H6 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ    

本釜漁港災害復旧工事 ㈱今村組 長崎県福江市役所 50 H6 基礎補修

長崎港埠頭用地造成工事 ㈱西海建設 長崎県臨海開発局 20 H6 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

中央防波堤外側埋立地護岸調査補修工 ｼｮｰﾎﾞﾝﾄﾞ建設㈱ 東京都港湾局 一式 H6 緊急漏水補修

平成6年度中小河川改修工事 恒栄建設㈱ 神奈川県 4 H6 矢板ｺｰﾋﾟﾝｸﾞ   

県単海王丸係留施設 若築建設㈱ 富山県新港管理局 193 H6 水門構造物

取水管工事 京葉海洋㈱ 青森県風間浦村 6 H6 取水管保護

松阪港岸壁取付部 佐伯建設工業㈱ 三重県 90 H6 場所打ｺﾝｸﾘｰﾄ

都市小河川戸田川改修工事に伴う排水機場付帯工事 福田・大竹特別JV 名古屋市 56 H6 根固用被覆ﾌﾞﾛｯｸ

中川運河護岸補修その他工事 梅村建設㈱ 名古屋港管理組合 28 H6 船揚場斜路

稲永埠頭物揚場築造工事 ㈱ﾌｼﾞｯｸｽｺﾝｸﾘｰﾄ 名古屋港管理組合 ﾓﾙﾀﾙ58 H6 鋼管桟橋継手部

海水淡水化施設取水放流管布設工事 国土総合・座波・丸元JV 沖縄県 95 H7 捨石固結

姫戸町簡易水道整備工事 佐藤工業 熊本県姫戸町 13 H7 底版ｺﾝｸﾘｰﾄ

ｶｼﾞﾒ港災害復旧工事 真崎生ｺﾝ 長崎県五島支庁 23 H7 洗掘部充填

大阪南港ﾄﾝﾈﾙ1工区工事 鹿島・竹中土木JV 大阪市港湾局 2,138 H7 重量ｺﾝｸﾘｰﾄ

姫津漁港環境整備工事 本間組㈱ 新潟県 210 H7 橋脚下部工

一般国道橋梁整備工事（芦谷橋） ㈱福田組 新潟県村上土木事務所 120 H7 橋脚基礎工

黒崎岩瀬幹線管渠築造工事 鹿島・角地JV 富山市役所 79 H7 河床固ｺﾝｸﾘｰﾄ

焼津漁港南防波堤工事 ㈱橋本組 180 H7 ｹｰｿﾝ中詰

熊本港重要港湾改修工事 五洋・増永JV 熊本港建設事務所 375 H7 杭頭ｺﾝｸﾘｰﾄ

手打漁港修築工事（1工区） 山下(善)建設㈱ 鹿児島県甑島土木事務所 25 H8 洗掘部充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

早町漁港災害復旧工事 竹山建設㈱ 鹿児島県喜界事務所 46 H8 基礎根固ｺﾝｸﾘｰﾄ

阿連川小規模河川改修工事（3工区） ｵﾘｴﾝﾀﾙ建設㈱ 長崎県 20 H8 洗掘部充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

貝場漁港局部改良工事 藤川建設㈱ 熊本県大矢野町役場 1 H8 ｹｰｿﾝ欠損補修ｺﾝｸﾘｰﾄ

高島港護岸災害復旧工事 大石建設㈱ 長崎県臨海開発局 180 H8 護岸補修ｺﾝｸﾘｰﾄ

平土野港改修工事 山下(善)建設㈱ 鹿児島県徳之島土木出張所 305 H8 捨石固結

琴海町下水道工事 日誠ｺﾝｸﾘｰﾄ㈱ 長崎県琴海町役場 7 H8 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

玉名漁港修築工事4工区 三池生ｺﾝ㈱ 玉名市役所 20 H8 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

一関公共下水道赤荻幹線第2工区工事 鹿島・平野JV 岩手県一関市役所 15 H8 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

石神井川護床工事（その2）緊急施工 鹿島建設㈱ 東京都 231 H8 洗掘部充填

多摩川河床復旧工事 鹿島建設㈱ 東京都水道局 64 H8 河床復旧・笠ｺﾝｸﾘｰﾄ

一般国道改築工事(芦谷橋梁) ㈱福田組 430 H8,9 橋脚基礎工

枕崎漁港白沢西防波堤改良工事 五洋建設㈱ ﾓﾙﾀﾙ15 H9 洗掘部充填

枕崎漁港白沢西防波堤改良工事 五洋建設㈱ 5 H9 間詰

川尻漁港県単漁港補修工事 ㈱西園組 249 H9 ｹｰｿﾝ目地充填

南風泊漁港東防波堤災害復旧工事 大石建設㈱ 長崎県高島町役場 126 H9 洗掘部充填

鹿児島県甑島土木事務所

鹿児島県加世田土木事務所

鹿児島県指宿土木事務所

静岡県焼津漁港事務所

鹿児島県加世田土木事務所
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阿久根漁港災害復旧工事 野村建設工業㈱ 9 H9 護岸目地充填鹿児島県出水土木事務所
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宝島港防波堤災害復旧工事 吉留建設産業㈱ 鹿児島県十島村役場 300 H9 洗掘部充填

蔵之元港改修工事 野村建設工業㈱ 鹿児島県長島町役場 23 H9 洗掘部充填

多摩川河床復旧工事 鹿島建設㈱ 東京都水道局 146 H8,9 洗掘部充填

生実川橋梁新設工事 ㈱ﾕﾆﾏﾘｰﾝ 千葉県 2 H9 充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

江川雨水貯留管工事 鹿島･飛島･銭高･日産JV 川崎市建設局 20 H9 底版ｺﾝｸﾘｰﾄ

能生漁港船揚場改良工事 ㈱中元組 65 H9 充填ｺﾝｸﾘｰﾄ        

防火水槽底盤止水工事 かわじ建設,三十組,江平建設 宮崎県宮崎市消防局 18 H9 止水ｺﾝｸﾘｰﾄ

知名漁港災害復旧工事 ㈱池畑組 ﾓﾙﾀﾙ825 H10 洗掘充填,目地充填,欠損部補修,中詰

知名漁港災害復旧工事 ㈱池畑組 635 H10 洗掘充填,目地充填,欠損部補修,中詰

知名漁港修築工事 ㈱町田建設 ﾓﾙﾀﾙ1,188 H10,11 洗掘充填，ｹｰｿﾝ中詰

知名漁港修築工事 ㈱町田建設 702 H10,11 洗掘充填，ｹｰｿﾝ中詰

中甑漁港災害復旧工事 山下(善)建設㈱ 270 H10 洗掘充填

島野浦漁港災害復旧事業 豊松建設㈱ 130 H10 ｹｰｿﾝ中詰

湾港災害復旧工事 山下(善)建設㈱ 945 H10 洗掘充填

熊本港ふ頭用地造成（桟橋）工事 南州土木・佐藤企業ＪＶ 40 H10 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ  

元浦港防波堤補修工事 住友建設㈱ 鹿児島県十島村役場 20 H10 洗掘充填

小宝島港災害復旧工事 吉留建設産業㈱ 鹿児島県十島村役場 37 H10,15 洗掘充填

里港改修工事（2工区） 山下(善)建設㈱ 鹿児島県甑島土木事務所 15 H10 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ  

防火水槽底盤止水工事 宮崎ﾚﾐｺﾝ,かわじ建設 宮崎県宮崎市消防局 9 H10 止水ｺﾝｸﾘｰﾄ

江川貯留管点検ｼｬﾌﾄ工 鹿島・飛島・銭高・日産JV 川崎市建設局 21 H10 底版工

八幡橋下部補強工事 鹿島・盛徳特定建設JV 横浜市道路局 ﾓﾙﾀﾙ60,124 H10 根固

歴史的土地改良施設保全事業西広地区西広板羽目
堰修復工事

㈱鈴栄組 100 H10 充填工（軽量）

富浜大橋耐震強化整備工事 ㈱ﾌｼﾞｯｸｽｺﾝｸﾘｰﾄ 名古屋港管理組合 100 H10 被覆

能生漁港斜路改修工事 ㈱中元組 糸魚川土木事務所 ﾓﾙﾀﾙ32 H10 充填工

内灘町北部第１号幹線建設工事 鹿島建設㈱ 石川県内灘町 10 H10 底版工

桂雨水貯留池整備工事底版工 鹿島・古瀬JV 1,200 H10 底版工

熊本港ふ頭用地造成（桟橋）工事 ㈱大鷹建設 15 H11 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

奈良尾漁港修築工事（1工区） 大石建設㈱ 2,050 H11 橋脚基礎根固ｺﾝｸﾘｰﾄ

早町漁港修築工事（1工区） 竹山建設㈱ 127 H11 捨石充填ﾓﾙﾀﾙ

黒之浜港県単港湾整備工事 野村建設工業㈱ 2 H11 斜路補修

茅屋漁港県単漁港補修工事 ㈱照福建設 3 H11 場所打ちｺﾝｸﾘｰﾄ補修

羽島漁港Ａ防波堤災害復旧工事 ㈱渡辺組 10 H11 空洞充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

北部第二ﾎﾟﾝﾌﾟ施設工事 鹿島ＪＶ 横浜市 30 H11 ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｴﾙ内埋め戻し

西遠(一般)流域下水道事業馬込幹線管渠工事 鹿島ＪＶ 静岡県天竜土木事務所 15 H11 止水底版

漁港改修橋梁下部工 鹿島建設㈱ 愛知県三河港事務所 160 H11 補修ｺﾝｸﾘｰﾄ

新北九州空港連絡橋2工区 銭高･東亜･日産ＪＶ 福岡県 928 H11 底版ｺﾝｸﾘｰﾄ

新北九州空港連絡橋3工区 鹿島・住友･鉄建ＪＶ 福岡県 909 H11 底版ｺﾝｸﾘｰﾄ

焼津漁港修築南防波堤新設工事 ㈱橋本組 静岡県 50 H11 充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

焼津漁港修築鰯ケ島道路護岸工事 ㈱橋本組 静岡県 450 H11 充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

常滑競艇場大時計台支柱海中部調査 ﾘﾃｯｸｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 常滑市 一式 H11 -

溜池分水人孔工事 鹿島建設㈱ 東京都下水道局 246 H11,12 底版ｺﾝｸﾘｰﾄ他      

横井処分場（2工区１期）本体整備 鹿島・丸福・島津ＪＶ 鹿児島市環境局清掃部 469 H12 埋設管中詰めｺﾝｸﾘｰﾄ

西之表港改修(既存施設活用)工事（1工区） 米盛建設㈱ 鹿児島県熊毛支庁 56 H12 洗掘充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

防火水槽底盤止水工事 宮崎ﾚﾐｺﾝ,九州技建 宮崎市消防局 一式 H12 止水ｺﾝｸﾘｰﾄ

円港改修工事 竹山建設㈱ 鹿児島県龍郷町役場 12 H12 捨石固結ｺﾝｸﾘｰﾄ

11災24号鹿児島港災害復旧工事 ㈱今村清建設 鹿児島港湾事務所 15 H12 岸壁補修ｺﾝｸﾘｰﾄ

修築6号松浦漁港修築工事 中央土木㈱ 大分県漁港課 12 H12 護岸腹付ｺﾝｸﾘｰﾄ

11災2号前籠漁港災害復旧工事 吉留建設産業㈱ 鹿児島土木事務所 12 H12 洗掘充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

新海面処分場Ｃﾌﾞﾛｯｸ南護岸工事 鹿島ＪＶ 東京都港湾局 650 H12 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

桟橋下部工 大石組 長崎県高島町 1,840 H12 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

小下田漁港船揚場改良工事 青木建設㈱ 静岡県土肥町 61 H12 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

平成12年度広野海岸改良工事 ﾎｳｺｸ生ｺﾝ㈱ 静岡県 2 H12 充填ｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ

東京湾臨海道路中防側沈埋ﾄﾝﾈﾙ建設工事 鹿島ＪＶ 東京都港湾局 115 H12.13 鋼管矢板ﾗｲﾆﾝｸﾞ他

新北九州空港連絡橋下部工 若築ＪＶ 福岡県 478 H12 底版ｺﾝｸﾘｰﾄ

PＩ沖連絡橋下部工 鹿島ＪＶ 神戸市 4,460 H13 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

円港改修工事 竹山建設㈱ 鹿児島県龍郷町役場 15 H13 洗掘充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

和泊港災害復旧工事 ㈱町田建設 20 H13 洗掘充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

新潟県糸魚川土木事務所

鹿児島沖永良部土木事務所

鹿児島沖永良部土木事務所

鹿児島沖永良部土木事務所  

鹿児島沖永良部土木事務所

鹿児島県大島支庁喜界事務所

熊本県熊本港建設事務所

千葉県市原土地改良事務所

鹿児島県出水土木事務所

鹿児島県伊集院土木事務所

熊本県熊本港建設事務所

長崎県有川土木事務所

鹿児島県大島支庁喜界事務所

鹿児島県出水土木事務所

鹿児島県沖永良部事務所

鹿児島県甑島土木事務所

宮崎県北部港湾事務所

京都市西京土木事務所
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竜神崎遊歩道橋改修工事 中原建設㈱ 長崎県芦辺町役場 20 H13 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

志布志港整備工事 山下（善）建設㈱ 16 H13 根固めｺﾝｸﾘｰﾄ

防火水槽底盤止水工事
㈱ｲﾝﾌﾗﾃｯｸ、(有)有馬産業、かわ
じ建設㈱

宮崎市消防局 7 H13 止水ｺﾝｸﾘｰﾄ

江口漁港修築工事 ㈱渡辺組 4 H13 間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ  

津守～千島下水処理場配管廊築造工事 日本基礎工業㈱ 大阪市下水道局 324 H13 底版ｺﾝｸﾘｰﾄ

坂下橋替工事（下部工その2） 鹿島ＪＶ 横浜市道路局 40 H13 護岸工

臨港鉄道金城ふ頭線金城橋梁築造工事 鹿島ＪＶ 名古屋港管理組合 120 H13 底版ｺﾝｸﾘｰﾄ

不老川復旧工事 鹿島ＪＶ 埼玉県川越土木事務所 31 H13 洗掘充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

桟橋下部ﾊｲﾄﾞﾛｸﾘｰﾄ工（橋台1他） ㈱園池商店: 長崎県高島町 405 H13 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ  

PＩ沖連絡橋下部工 鹿島ＪＶ 神戸市 8,840 H14 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

城北川改修工事 鹿島ＪＶ 大阪市建設局 30 H14 充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

14災6号知名漁港災害復旧工事 ㈱町田建設 250 H14 ｹｰｿﾝ基礎洗掘 ,充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

松浦漁港広域漁港整備工事 中央土木㈱ 大分県漁港課 41 H14 鋼管杭中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ

庄司浦漁港災害復旧工事 ㈱米盛建設 287 H14 ｹｰｿﾝ基礎洗掘 ,充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

中之島港防波堤災害復旧工事 吉留建設産業㈱ 鹿児島土木事務所 100 H14 ｹｰｿﾝ基礎洗掘 ,充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

14災37号河川災害復旧工事 ㈲光和建設 4 H14 橋台基礎洗掘,充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

長崎港環境整備工事 ㈱上滝 長崎市 10 H14 補修ｺﾝｸﾘｰﾄ

一般県道貝津獄潰ノ畔線道路維持補修工事 ㈲寺坂工務店 長崎県五島支庁 2 H14 洗掘充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

梶寄漁港東防波堤建設工事 中央土木㈱ 大分県鶴見町役場 5 H14 ﾌﾞﾛｯｸ間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ

指宿港県単港湾維持修繕 ㈱西園組 30 H14 護岸洗掘充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

梶寄漁港補修工事 中央土木㈱ 大分県鶴見町役場 3 H14 補修ｺﾝｸﾘｰﾄ

宮之浦港改修工事（5工区） ㈱池畑組 62 H14 基礎均しｺﾝｸﾘｰﾄ

十二湖地区海岸環境整備事業突堤基礎補修工事 吉田組㈱ 60 H14 洗掘充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

城北川改修工事 鹿島･清水･住友･東洋･大鉄JV 大阪市建設局 163 H14～17 充填

永楽地区施設整備（13）工事 日立造船㈱ 大阪府 ﾓﾙﾀﾙ0.3 H14 隙間充填

BUCS工法ﾌｨｰﾙﾄﾞ試験工事 ｶｼﾞﾏ･ﾘﾉﾍﾞｲﾄ㈱ 北九州市 ﾍﾟｰｽﾄ3 H14 隙間充填

柏崎漁港第一防波堤災害復旧工事 ㈱植木組 新潟県柏崎市役所 12 H14 空洞充填

橋梁補修工事 相模興業㈱ 　 169 H14,15 橋脚補強

安房港災害復旧工事 ㈱森山(清)組 30 H15,18 洗掘充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

前籠漁港災害復旧工事 吉留建設産業㈱ 鹿児島土木事務所 140 H15 洗掘充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

鹿屋港改修事業 南生建設㈱ 50 H15 矢板保護ｺﾝｸﾘｰﾄ

川尻漁港補修工事 ㈱西園組 12 H15 洗掘充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

15年災1号小宝島港防波堤災害復旧工事 吉留建設産業㈱ 鹿児島県十島村役場 12 H15 洗掘充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

下阿蘇港改修工事 豊松建設㈱ 2 H15 灯台杭充填ﾓﾙﾀﾙ

土々呂漁港維持管理事業 株児玉組 3 H15 護岸空洞充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

灘内漁港整備工事 ㈱佐伯海工 大分県漁港課 300 H15 護岸根固めｺﾝｸﾘｰﾄ

砂坂漁港災害復旧工事 五洋建設㈱ 鹿児島県南種子町役場 271 H15,18 洗掘充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

橋梁補修工事 ㈱佐伯海工 大分県佐伯土木事務所 50 H15 洗掘充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

豆酘漁港東防波堤災害復旧工事 五洋建設㈱ 長崎県対馬支庁 1 H15 洗掘充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

飯岡漁港地域漁港整備-4.0m岸壁改良工事 遠藤建設㈱ 1,626 H15 護岸基礎

美々津港港湾維持事業 ㈱児玉組 2.5 H16 ﾊｲﾄﾞﾛﾓﾙﾀﾙ

大島漁港広域漁港整備工事 中央土木㈱ 大分県佐伯市役所 30 H16 鋼管中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ

16年災第66号羽出漁港（西ノ浦地区） 中央土木㈱ 大分県佐伯市役所 35 H16 洗掘充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

吉田第一汚水幹線管渠築造工事 国土総合・山口共同企業体 福岡県水巻町役場 20 H16 止水ｺﾝｸﾘｰﾄ

伏木外港1号線新伏木大橋下部工 鹿島ＪＶ 富山県 175 H16 底版工

焼津漁港広域漁港整備他 ㈱橋本組 195 H16 根固めｺﾝｸﾘｰﾄ

橋梁補修工事　県単(その4) 五洋建設㈱ 134 H17 橋脚補強

H16柏崎港県単浚渫整備(西埠頭護岸補修)工事 ㈱植木組 新潟県 24,ﾓﾙﾀﾙ37 H17 護岸補強

赤坂6.9丁目付近再構築工事 鹿島建設㈱ 東京都下水道局 108 H17 止水底版

大黒高架橋耐震補強 鹿島建設㈱ 27 H17 根固ｺﾝｸﾘｰﾄ

新海面処分場Gﾌﾞﾛｯｸ西側護岸建設工事その1 寄神建設㈱ 東京都港湾局 1,400 H17  鋼矢板ｺｰﾋﾟﾝｸﾞ底版ｺﾝｸﾘｰﾄ

船津川河川激甚災害対策緊急工事 ㈱幸組 66ｍ3 H17 護岸補修

野釜漁港前護岸災害復旧工事 （資）石炭建設 熊本県天草市役所 50 H17 擁壁補修ｺﾝｸﾘｰﾄ

中越漁港防波堤災害復旧工事 中央土木㈱ 大分県佐伯土木事務所 170 H17 洗掘充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

宮崎港港湾統合補助事業（内地） ㈱坂下組 宮崎県中部港湾事務所 375 H17 洗掘充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

17年災切石港防波堤(南)(Ａ)災害復旧工事        三井住友建設㈱ 鹿児島県十島村役場 367 H18 洗掘充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

神奈川県横浜市道路局

鹿児島県熊毛支庁屋久島事務所

鹿児島県指宿土木事務所

鹿児島県志布志湾港湾事務所

鹿児島県大島支庁沖永良部事務所

鹿児島県熊毛支庁土木課

鹿児島県指宿土木事務所

鹿児島県鹿屋土木事務所

鹿児島県熊毛支庁屋久島事務所

青森県西地方農林事務所

鹿児島県鹿屋土木事務所

鹿児島県伊集院土木事務所

宮崎県北部港湾事務所

宮崎県北部港湾事務所

千葉県銚子漁港事務所

宮崎県北部港湾事務所

静岡県焼津漁港管理事務所

神奈川県藤沢土木事務所

三重県紀北県民局建設部
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国道327災害復旧工事 ㈲入郷ﾕﾆｺﾝ 宮崎県日向土木事務所 80 H18 擁壁補強・洗掘充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

土々呂漁港防波堤補修工事 ㈱児玉組 宮崎県北部港湾事務所 ﾓﾙﾀﾙ4 H18 鋼管杭防錆ﾓﾙﾀﾙ

18 
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工     事     名　　          施  工  者 企  業  者 年　度 備　　　考    

湯泊港防波堤（東）災害復旧工事 大豊建設㈱ 鹿児島県屋久町役場 70 H18 洗掘充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

交安市道小竹線歩道設置工事 金碇組・山口建設JV 18 H18 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ基礎

17災11号安房港災害復旧工事 鹿児島ｸﾞﾘｰﾝ・石橋JV 481 H18 洗掘充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

港整交改1－3号港湾改修工事 菅政建設㈱ 大分県佐伯土木事務所 16 H18 浮き桟橋

17災10号安房港災害復旧工事 ㈱森山（清）組 12 H18 洗掘充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

17災9号安房港災害復旧工事 丸福・山下(善)JV 80 H18 洗掘充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

有明北雨水ﾎﾟﾝﾌﾟ所放流渠吐口工事 鹿島JV 東京都下水道局 66 H18 底版ｺﾝｸﾘｰﾄ

瀬戸港改修（統合補助）工事（1工区） ㈱長崎組 3 H19 護岸補修ｺﾝｸﾘｰﾄ

須川港防波堤災害復旧工事（1工区） ㈱坂口工業 長崎県島原振興局 ﾓﾙﾀﾙ713 H19 段積みｾﾙﾗｰ塊中詰充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

須川港防波堤災害復旧工事（1工区） ㈱坂口工業 長崎県島原振興局 26 H19 ﾓﾙﾀﾙ漏出防止用ｺﾝｸﾘｰﾄ

18災19号西之浜漁港災害復旧工事 吉留建設産業㈱ 670 H19 洗掘充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

H19地方港湾維持費加茂ﾚｲﾝﾎﾞｰﾋﾞｰﾁ補修工事 ﾕｰﾜ建設㈱ 60 H19 捨石固結

吉田漁港2号岸壁改修工事 ㈱橋本組生ｺﾝ工場 静岡県吉田町役場 ﾓﾙﾀﾙ130 H19,20 既設護岸被覆工

平・鹿島水系幹線新設工事(夏井川横断工) 三井住友JV 福島県いわき市 250 H19 圧入ｹｰｿﾝ止水底版工

H18国補地盤沈下対策工事土木工事一式 芦森工業㈱ 12 H19 ﾊﾟﾚｽｼｰﾄ工法充填材用

市道小竹線歩道設置工事 庄司建設工業㈱（中央生ｺﾝ㈱）           21 H20 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ基礎

地特道改佐第2－2号道路改良工事 ㈱田島建設（中央生ｺﾝ㈱）           大分県佐伯土木事務所 47 H20 護岸洗掘充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

県単河川等防災工事（大川工区） (有)久永産業（奄美ｺﾝｸﾘｰﾄ㈱） 5 H20 護岸洗掘充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

奄美空港進入路仮台補修他作業 竹山建設㈱ 2 H20 海底ｹｰﾌﾞﾙ保護ｺﾝｸﾘｰﾄ

一般道伊王島香焼線橋梁整備工事 才津・長興JV（㈱三基） 2,900 H20 底版均し,ｹｰｿﾝ中詰

焼津漁港広域漁港整備他 ㈱橋本組生ｺﾝ工場 ﾓﾙﾀﾙ133 H20 既設護岸被覆工

磯子橋橋脚応急補修工事 鹿島建設㈱ 16 H20 空洞充填

長崎地区広域漁港整備工事（畝刈橋（改良）） ㈱西海建設 27 H21 PCｺﾝﾌｧｲﾝﾄﾞ工法(橋脚改良)

青島漁港防砂堤工事他岸壁改良 ㈱児玉組 宮崎県中部港湾事務所 ﾓﾙﾀﾙ4 H21 岸壁空洞充填

土地改良財産補修事業二ッ建地区1工区 ㈱佐多技建 宮崎県中部農林振興局 23 H21 護岸背後吸出し部充填

喜界島港(志戸桶地区)改修工事(7工区) 竹山建設㈱ 95 H21 ｹｰｿﾝ中詰(災害復旧)

浦幌豊頃地区地域水産物供給基盤整備工事 拓殖工業㈱ 北海道十勝支庁 105 H21 護岸上部工補修

木場ﾎﾟﾝﾌﾟ所耐震補強工事 鹿島建設㈱ 東京都下水道局 20 H21 吐口底版増厚

焼津漁港-9.0m西岸壁工事(上部工) ㈱橋本組生ｺﾝ工場 170 H21 材料販売

21災号庵漁港災害復旧工事 和田内潜建㈱ 石川県七尾市役所 28 H21 洗掘充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

堀川船だまり桟橋改良工事 ㈱小島組 名古屋港管理組合 4 H21 桟橋接合部

堀川口排水機場洗浄設備設置工事 三井金属ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 名古屋港管理組合 120 H22 管根固め

中央浅田幹線管きょ築造工事 鹿島JV 静岡県浜松市役所 465 H22,24 立坑止水底版

権現通第2雨水幹線下水道築造工事 ㈱加藤建設 愛知県名古屋市役所 300 H22 立坑止水底版

構内護岸老朽化対策その他工事 ㈱安井組 名古屋港管理組合 120 H22 護岸補修

長崎地区広域漁港整備工事（三重大橋改良） ㈱三基 4.5 H22 PCｺﾝﾌｧｲﾝﾄﾞ工法(橋脚改良)

第11号戸崎漁港県単漁港補修工事 こうかき建設㈱ 44 H22 洗掘充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

喜界島港港湾整備工事(8工区) 竹山建設㈱ 99 H22 ｹｰｿﾝ中詰(災害復旧)

市道小竹線歩道設置（その3）工事 ㈱金碇組    15 H22 護岸取付部ｺﾝｸﾘｰﾄ

厳原港橋梁下部工補修工事 大石建設㈱ 長崎県対馬振興局 251 H23 橋脚腹付ｺﾝｸﾘｰﾄ

宮崎港西地区岸壁補修工事 ㈱児玉組 宮崎県中部港湾事務所 341 H23 岸壁洗掘充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

八幡雨水幹線下水道築造工事 鹿島JV 愛知県名古屋市 436 H23 立坑止水底版

浄心雨水幹線下水道築造工事 鹿島JV 愛知県名古屋市 716 H23,24 立坑止水底版

安房港改修工事（1工区） 丸福建設㈱ 60 H24 防波堤洗掘充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

手打漁港水産基盤機能保全工事（1工区） こうかき建設㈱ 76.5 H24 防波堤洗掘充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

長崎港改修工事（1工区） ㈱三基 45 H24 ｹｰｿﾝ蓋ｺﾝｸﾘｰﾄ

交付国橋佐第2－7号橋梁補修工事 庄司建設工業㈲ 9.75 H24 橋梁補修ｺﾝｸﾘｰﾄ

片貝漁港水産物供給基盤機能保全工事 明治生ｺﾝｸﾘｰﾄ㈱ 千葉県銚子漁港事務所 150 H24 鋼管矢板補修

早町漁港災害復旧工事 ㈱平良建設（㈱ﾐﾈｯｸｽ） 25 H25 洗掘充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

道路整備（交付金）工事（藺牟田瀬戸架橋） 4ＪＶ（㈱森崎建設工業） 7,690 H25 橋脚架台埋戻し、中詰コンクリート

野島漁港東防波堤工事 ㈱谷口重機建設・大和開発㈱（宮崎レミコン㈱） 1,711 H25～27 間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ

県道野首麓線柳瀬橋橋脚基礎部保護工事 ㈱志多組 56 H25 洗掘充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

能生漁港機能保全改修工事 ㈱中元組 糸魚川地域振興局 8 H25 空洞充填

港整第2048号青森漁港港整備工事 ㈱細川産業 青森県 18 H25 捨石固結

新潟港(東港区)東ふ頭岸壁(-14.0m)洗掘対策工事 ㈱本間組 新潟港湾事務所 59 H25 洗掘防止

農村漁村地域整備交付金吉田漁港河川護岸改良工事 ㈱古川組 静岡県吉田町 21 H25 鋼矢板護岸空洞充填

猿払川広域河川工事2工区(補正) 安田建設㈱ 宗谷総合振興局 0 H25 導流堤中詰充填

宮崎県中部港湾事務所

宮崎県宮崎土木事務所

神奈川県横浜市道路局

長崎県長崎振興局長崎港湾漁港事務所

鹿児島県喜界町役場建設課

静岡県焼津漁港管理事務所

鹿児島県北薩地域振興局甑島支所

大分県佐伯土木事務所

鹿児島県大島支庁喜界事務所

北薩地域振興局　建設部　甑島支所

長崎県長崎振興局長崎港湾漁港事務所

鹿児島県　鹿児島地域振興局建設部　日置支所

鹿児島県熊毛支庁屋久島事務所

鹿児島県喜界町役場建設課

大分県佐伯市米水津振興局

長崎県長崎振興局長崎港湾漁港事務所

鹿児島県熊毛支庁屋久島事務所

鹿児島県北薩地域振興局出水支所

鹿児島県大島支庁建設部

長崎県長崎土木事務所

静岡県焼津漁港管理事務所

大分県佐伯市米水津振興局

鹿児島県大島支庁建設部

鹿児島県鹿児島地域振興局建設部

山形県庄内支庁港湾事務所

長野県諏訪建設事務所

大分県佐伯市米水津振興局

鹿児島県熊毛支庁屋久島事務所

鹿児島県熊毛支庁屋久島事務所

19 



数  量
 (ｍ３)

工     事     名　　          施  工  者 企  業  者 年　度 備　　　考    

江刺港外2港湾施設老朽化点検調査業務 日本ﾃﾞｰﾀｻｰﾋﾞｽ㈱ 函館開建江刺港湾事務所 一式 H25 護岸補修
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銚子漁港水産物供給基盤機能保全工事 ㈱大滝工務店 千葉県 91.50 H25 鋼矢板護岸ﾗｲﾆﾝｸﾞ

静岡焼津線（石部）災害防除工事 静和工業㈱ 静岡県 53 H26 岸壁補修

宇品地区下水道築造25-20号工事 戸田JV 広島市下水道局 678 H26 立坑底版

下水道管路施設耐震対策工事 ｶｼﾞﾏ･ﾘﾉﾍﾞｲﾄ㈱ 愛知県瀬戸市 7（kg） H26 補強

藺牟田漁港県単補修工事 ㈲寿海産業 6 H26 洗掘充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

門川漁港（尾末）北防砂堤改良工事
㈱谷口重機建設・㈱山崎産業・㈱志多組・豊
松建設㈱・㈱長谷川組・宮前建設㈱ 890 H26～29 間詰め（腹付）ｺﾝｸﾘｰﾄ

貝鮒海岸老朽化対策工事 ㈱早田組（麻生対馬生ｺﾝ㈱） 1,974 H27,28 間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ

釡之前堰堤砂防施設補修工事 ㈱田村産業 424.5 H27 水叩きｺﾝｸﾘｰﾄ（補修）

県道宮崎インター佐土原線一ッ葉大橋工区耐震補強工事 旭建設㈱（宮崎ﾚﾐｺﾝ㈱） 35 H27 締切部下部止水ｺﾝｸﾘｰﾄ

長浜港改修工事 小牧建設㈱ 252 H27 洗掘充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

26災1号湾港災害復旧工事（1・2工区） ㈱峰山建設 1,480 H27,28 洗掘充填・間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ

切石港防波堤（北）改良工事 竹山建設㈱・㈱勇建設 285 H27,28 洗掘充填・間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ

片貝漁港施設機能強化工事 明治生ｺﾝｸﾘｰﾄ㈱ 151 H27～29 鋼矢板岸壁補修

羽出漁港（敷場地区）護岸補強工事 ㈲須山建設（中央生ｺﾝ㈱） 5 H28 底版均しｺﾝｸﾘｰﾄ

浜田川総合開発事業（浜田ダム再開発） 鹿島建設㈱ 島根県 5 H28 鋼殻充填ﾓﾙﾀﾙ

桜町北湊雨水貯留管築造工事 鹿島・若築・池間ＪＶ モルタル2 H29 管内間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ

松浦漁港漁港施設機能強化工事 庄司建設工業㈲（県南生ｺﾝ㈱中央工場） 2,465 H29,30,R元 既設堤体と新設方塊間の間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ

錦地区減災対策防潮堤整備工事 ㈱谷口組 三重県大紀町 1,660 H29,30 防潮堤台座ｺﾝｸﾘｰﾄ

中防橋りょう工事 鹿島・東亜・竹中土木JV 東京都港湾局 383 H30 底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ

中防橋りょう工事 鹿島・東亜・竹中土木JV 東京都港湾局 72 H30 調整・止水ｺﾝｸﾘｰﾄ

浜田川総合開発事業（浜田ダム再開発） 鹿島・ﾌｸﾀﾞ・祥洋JV 島根県 5 H30 膨張材入り水中不分離性ﾓﾙﾀﾙ

銚子漁港水産物供給基盤機能保全工事 旭明治生ｺﾝｸﾘｰﾄ㈱ 千葉県 126 H30,R元 鋼矢板護岸ﾗｲﾆﾝｸﾞ

湾港改修工事（防波堤（西））（1工区） 竹山建設㈱ 75 H30 洗掘充填・間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ

鹿児島港港湾維持修繕工事（4工区） 南生建設㈱ 42 H30 岸壁洗掘充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

早町漁港水産基盤機能保全工事 竹山建設㈱ 1,010 H30,R元,2 洗掘・ｹｰｿﾝ目地開き部充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

知名漁港漁港施設機能保全工事 村上建設㈱（南西ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱,㈱ﾌﾛｰﾘｯｸ） 1,300 H30 防波堤基礎洗掘充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

南浦漁港須怒江地区物揚場補修工事 宮前建設㈱ 12 R元 護岸補修（腹付｛空洞・欠損部充填｝）ｺﾝｸﾘｰﾄ

芦辺漁港機能保全工事 ㈱壱松組,㈱大川建設工業,壱岐生ｺﾝ㈱ 416 R元～3 物揚場（横桟橋式｛組杭・直杭式｝）上部補修ｺﾝｸﾘｰﾄ

鹿浦港波除堤災害復旧工事 竹山建設㈱ 24 R元 洗掘部充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

上屋久永田港災害復旧工事 丸福建設㈱ 207 R元 洗掘部充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

栗生漁港機能保全工事 ㈲池田造園建設 9 R元 鋼矢板防食ｺﾝｸﾘｰﾄ

知名漁港水産基盤機能保全工事 ㈱久保建設（南西ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱,㈱ﾌﾛｰﾘｯｸ） モルタル40コンクリート60 R2 岸壁ｹｰｿﾝﾏｽ内充填ﾓﾙﾀﾙ,岸壁洗掘部充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

渡良漁港（神田地区）南防波堤補修工事 ㈱壱松組（壱岐生ｺﾝ㈱） 40.5 R2 洗掘部充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

県道北川北浦線元年発生道路災害復旧工事 可愛工業㈱・岡田工業㈱ 223 R2 護岸下部埋め戻し・洗掘充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

東大島幹線及び南大島幹線工事 鹿島建設㈱ 東京都下水道局 320 R2 ｱｰﾊﾞﾝﾘﾝｸﾞ立坑底版止水工

広域河川改修工事（栗山川樋管工） 明治生ｺﾝｸﾘｰﾄ㈱ 千葉県山武土木事務所 3 R2 材料販売

安房港改修工事（1工区） 米盛建設㈱ 120 R3 洗掘部充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

知名漁港水産基盤機能保全工事（R2-2工区）（合併） ㈱甲斐組（南西ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱,㈱ﾌﾛｰﾘｯｸ） 20 R3 洗掘部充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

小浜港北野護岸Ａ災害復旧工事 星野建設㈱（南国殖産㈱） 70 R3 洗掘部充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

長崎地区水産流通基盤整備工事（導流堤（改良）・-2ｍ物揚場（Ｃ）） 崎永建設㈱（長崎にっせい㈱） 29 R3 腹付・洗掘部充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

令和3年度　新・安佐委第3号河川等維持補修業務（久保浦） ㈱田島建設（県南生コン㈱） 2.75 R3 補強（拡幅）ｺﾝｸﾘｰﾄ

平潟漁港南防波堤補修工事 ㈱秋山工務店 茨城県茨城港湾事務所 184 R3 空洞充填

日立港区第5ふ頭水門修繕工事 多賀土木㈱ 茨城県茨城港湾事務所 6 R3 空洞充填

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 【公団・公社】    　　　 　　　　 　　　　　　　　　　　　　

－ 鹿島建設㈱ 本州四国連絡橋公団 140 S56 底版ｺﾝｸﾘｰﾄ      

大阪南港ﾌｪﾘｰ岸壁補修 東洋建設㈱ 大阪ﾌｪﾘｰ埠頭公社 17 S56 ｹｰｿﾝ補修  

構造物補修工事 川田建設㈱ 首都高速道路公団 15 S57 橋脚の補修及び補強

備讃瀬戸大橋（与島地区）橋脚ｹｰｿﾝ 佐藤・佐伯・三井建設JV 本四連絡橋公団 12 S57 ﾌﾟﾚﾊﾟｯｸﾄﾞｹｰｿﾝ台座    

増粘性ｺﾝｸﾘｰﾄ実験 八洋ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾝｻﾙ 日本道路公団 一式 S59 実験                

愛知用水幹線水路工事 佐伯建設工業㈱ 水資源開発公団 3 S59 取付止水壁                

外波高架橋水中ｺﾝｸﾘｰﾄ実験 鹿島・福田JV 日本道路公団 50 S59 流動・充填                

南大阪湾岸北部処理場建設工事(その17) 鹿島・福川JV 日本下水道事業団 35 S59 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ部底版部

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ岸壁補修 ㈱吉田組 神戸埠頭公社 5 S60 ｹｰｿﾝ補修              

北陸自動車道外波西高架橋(下部工)工事 白石・若築JV 4,300 S60 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ         

北陸自動車道外波西高架橋(下部工)工事 白石・若築JV 349 S61,62 橋脚補強          

鹿児島県大島支庁沖永良部事務所

長崎県壱岐市役所

宮崎県延岡土木事務所

鹿児島県熊毛支庁屋久島事務所

鹿児島県大島支庁沖永良部事務所

長崎県島原振興局

長崎県長崎港湾漁港事務所

大分県佐伯土木事務所

日本道路公団魚津工事事務所

日本道路公団魚津工事事務所

千葉県銚子漁港事務所

鹿児島県大島支庁沖永良部事務所

宮崎県北部港湾事務所

長崎県壱岐振興局

鹿児島県伊仙町役場

鹿児島屋久島町役場

鹿児島屋久島町役場

鹿児島県大島支庁喜界事務所

鹿児島県鹿児島地域振興局

鹿児島県大島支庁喜界事務所

北九州市役所

大分県農林水産部漁港漁村整備課

宮崎県日向土木事務所

宮崎県宮崎土木事務所

鹿児島県北薩地域振興局甑島支所

鹿児島県大島支庁喜界事務所

十島村役場

大分県佐伯市役所

鹿児島県北薩地域振興局甑島支所

宮崎県北部港湾事務所

長崎県対馬振興局
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数  量
 (ｍ３)

工     事     名　　          施  工  者 企  業  者 年　度 備　　　考    

六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞｸﾚｰﾝ基礎築造工事 寄神建設㈱ 神戸港埠頭公社 145 S61 地盤改良（薬注）  
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数  量
 (ｍ３)

工     事     名　　          施  工  者 企  業  者 年　度 備　　　考    

西宮幹線管渠建設工事 鹿島建設㈱ 日本下水道事業団 150 S61 仮締切底版        

荒津大橋橋脚下部工止水底版 大成・鹿島・東亜JV 北九州高速道路公社 216 S61 立坑底版          

樋井川高架橋下部工新設工事 ﾌｼﾞﾀ･りんかいJV 北九州高速道路公社 218 S62 橋脚底版ｺﾝｸﾘｰﾄ

百瀬遊歩道（連絡橋下部工）工事 若築建設㈱ 北九州高速道路公社 55 S62 底版ｺﾝｸﾘｰﾄ    

首都高速1号線道路護岸補強構造物補修工事 ｼｮｰﾎﾞﾝﾄﾞ建設㈱ 首都高速道路公団 328 S62 護岸補強ＲＣ      

岸和田市船津橋上松幹線工事 東洋建設㈱ 日本下水道事業団 378 S63,H元 擁壁築造        

阪神高速道路（中島地区） 松本興業㈱ 阪神高速道路公団 291 S63 高架橋基礎          

1号線桟橋部点検通路設置工事(その2) ㈱道路ｴﾝｼﾞﾆﾔﾘﾝｸﾞ 首都高速道路公団 210 S63 取付部ＲＣ

首都高速1号線道路護岸補強構造物補修63-21 ｼｮｰﾎﾞﾝﾄﾞ建設㈱ 首都高速道路公団 300 S63 護岸補強ＲＣ        

明石大橋2Ｐ下部工 鹿島･前田･西松･五洋･戸田JV 本四連絡橋公団 270,000 H元 品質管理          

阪神高速尼崎港工区下部工均し工事 鹿島他JV 阪神道路公団 500 H元 底版ｺﾝｸﾘｰﾄ  

岸和田市幹線工事 東洋・南海建設JV 日本下水道公団 5 H2 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ  

来島大橋下部工中工事 鹿島他4社JV 本州四国架橋公団 30,300 H5 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

BK314工区BT315工区沈埋函沈設工事 鹿島他JV 首都高速道路公団 54 H6 沈埋函継手部

第2名神揖斐川橋（下部工）西工事 鹿島他JV 日本道路公団 2,437 H9 底版ｺﾝｸﾘｰﾄ  

橋脚耐震性向上工事（羽田線） 大本・富士車輌JV 首都高速道路公団 84 H9 補強充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

橋脚耐震性向上工事（横羽線） 日本国土・巴ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝJV 首都高速道路公団 226 H9 補強充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

橋脚耐震性向上工事（小松川線） 本間・松尾橋梁JV 首都高速道路公団 1,108 H9 補強充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

橋脚耐震性向上工事（羽田線） 大本・富士車輌JV 首都高速道路公団 ﾓﾙﾀﾙ31 H9,10 補強充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

高架橋下部工新設工事 大旺建設㈱、熊谷・南海辰村JV 福岡北九州高速道路公社 ﾓﾙﾀﾙ4 H13 止水ｺﾝｸﾘｰﾄ

羽咋農用道1号橋梁工事 日本基礎工業㈱ 緑資源公社西部支部 774 H13 底版ｺﾝｸﾘｰﾄ  

海老名北ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝC・Ｆﾗﾝﾌﾟ橋(下部工)工事 鹿島建設㈱ 日本道路公団 6,440 H13～16 橋脚基礎

県道高速名古屋朝日線新川その２工区下部工事 鹿島･鉄建建設･森本組JV 愛知県高速道路公団 79 H15 根固め

東九州自動車道津久見工事 ㈱ﾌｼﾞﾀ 日本道路公団九州支社  1,697 H17 坑基礎

東九州自動車道日向ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ工事 若築・丸福JV 30 H18 橋脚底版ｺﾝｸﾘｰﾄ

SJ22工区富ヶ谷出入口ﾄﾝﾈﾙ (ｽﾘｰﾎﾞﾝﾄﾞﾕﾆｺﾑ㈱) 首都高速道路公団 20（㎏） H18 充填材

青森港ﾌｪﾘｰ埠頭第1ﾊﾞｰｽ可動橋下部工改造工事 ㈱細川産業 財)青森県ﾌｪﾘｰふ頭公社 10 H19 捨石固結

北名古屋市久地野ﾎﾟﾝﾌﾟ上建設工事 鹿島JV 日本下水道公団 17 H19 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ  

高度浄水ｵｿﾞﾝ処理施設及び生物活性炭施設築造工事 鹿島建設㈱ 北千葉広域水道企業団 482 H23 立坑止水底版

青森ﾌｪﾘｰ埠頭捨石固結工事 ㈱細川産業 財)青森県ﾌｪﾘｰふ頭公社 11 H23 捨石固結

吉野川大橋工事/底盤 鹿島・三井住友・東洋JV ＮＥＸＣＯ西日本 3,360 H29,30 鋼管井筒基礎,底盤重量ｺﾝｸﾘｰﾄ

吉野川大橋工事/P3嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ 鹿島・三井住友・東洋JV ＮＥＸＣＯ西日本 150 H30 底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 【電力・ガス】 　  　　　 　　　　 　　　　　　　　　　　　　

鉄塔基礎工事 山陽電気工事㈱ 九州電力㈱ 66 S56 ﾌｰﾁﾝｸﾞ及びRC柱    

御坊発電所南護岸 佐伯建設工業㈱・㈱浅川組 関西電力㈱ 357 S56 消波ﾌﾞﾛｯｸ下部張石固結

中川大橋 鹿島建設㈱ 東京電力㈱ 86 S56 埋設管路用底版

3号機増設工事 東亜建設工業㈱ 20 S56 取水管箱抜充填  

御前崎港重量物荷揚岸壁 佐藤工業㈱ 中部電力㈱浜岡発電所 212 S56 三脚ﾃﾞﾘｯｸ基礎

新徳の島取水管固定 東亜建設工業㈱ 九州電力㈱ 23 S57 取水管の根固め

海田工場護岸 ㈱大林組 広島ガｽ㈱ 13 S57 洗掘箇所の充填              

山崎ﾀﾞﾑ左岸下流護岸 日本海上工事㈱ 電源開発㈱ 178 S57 洗掘箇所の充填        

足寄発電所導水路 鹿島建設㈱ 電源開発㈱ 14 S57 ﾄﾝﾈﾙｲﾝﾊﾞｰﾄ補修      

高砂火力石炭岸壁補修 開発工事㈱日本海上工事㈱ 電源開発㈱ 5 S58 矢板護岸ｺｰﾋﾟﾝｸﾞ補修

松島火力灰捨場内水路新設 開発工事㈱ 電源開発㈱ 4,981 S58,59 水中鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ・底版

大分事業所建設陸上土木工事 志村生ｺﾝ 大分液化ｶﾞｽ㈱ 145 S61 取水管渠保護

環7中川大橋 鹿島建設㈱・ﾄｰｱ工業㈱ 東京電力㈱ 864 S57 先行地中ＲＣ底版

読書発電所ﾀﾞﾑ洪水吐角落しｸﾞﾙｰﾌﾟ修繕 大阪防水建設社 関西電力㈱ ﾓﾙﾀﾙ13 S57,58 戸当り部補修

物揚場岸壁修繕 武田建設㈱ 関西電力㈱美浜発電所 3 S57 岸壁の補修

水路川側護岸 中電工事㈱ 中部電力㈱西山発電所 64 S58 側護岸の補強

夜明ﾀﾞﾑ仮排水路補修工事 鹿島建設㈱ 九州電力㈱ 10 S58 水路補修

中岩発電所ﾀﾞﾑ修繕工事 沼尾工務所 東京電力㈱ 1 S58 ﾀﾞﾑのｹﾞｰﾄ部補修  

平岡ﾀﾞﾑ角落し補修工事 浅沼工業㈱ 中部電力㈱ ﾓﾙﾀﾙ1 S58 戸当り部補修        

新潟発電所工事 大成・飛島・加賀田組JV 東京電力㈱ 130 S58 放水口水叩部新設    

大飯発電所岸壁補修 ㈱熊谷組 関西電力㈱ 174 S58 岸壁補修            

袖ヶ浦火力発電所取水路補修工事 鹿島建設㈱ 東京電力㈱ 175 S58 海底被覆ｺﾝｸﾘｰﾄ

泊発電所埋立護岸工事 鹿島・五洋・戸田・岩内JV 北海道電力㈱ 415 S58 ｹｰｿﾝ着底部充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

西日本高速道路㈱九州支社

電源開発㈱竹原発電所
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神通川第2発電所放水口下流洗掘部充填 石黒ｾﾒﾝﾄ商事 北陸電力㈱ 180 S58 洗掘箇所の充填      
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工     事     名　　          施  工  者 企  業  者 年　度 備　　　考    

富津火力発電所1号系列冷却用水路工事 信和産業㈱ 東京電力㈱ 10 S58 構造物ｼﾞｮｲﾝﾄ補強

有明運河付近管路新設工事 大豊・佐伯JV 東京電力㈱ 55 S59 立坑底版                  

東扇島火力(発)新設工事に伴なう復水器冷却用水放
水口工事

㈱熊谷組 東京電力㈱ 183 S59 放水口根固め

泰阜発電所ﾀﾞﾑ排砂路修繕 浅沼工業㈱ 中部電力㈱ ﾓﾙﾀﾙ3 S59 ｹﾞｰﾄ補修                

泰阜発電所ﾀﾞﾑ排砂路修繕 浅沼工業㈱ 中部電力㈱ 80 S59 底版躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ補修  

山口ﾀﾞﾑ洪水吐ｹﾞｰﾄ 大阪防水建設社 関西電力㈱ ﾓﾙﾀﾙ5 S59 ｹﾞｰﾄ補修                

石川火力発電所放水路工区 硫球ｾﾒﾝﾄ(国土･鋼管･座波) 電源開発㈱ 290 S59 水路底版                  

松島火力防波堤根固工事 開発工事㈱ 電源開発㈱ 80 S59 張石固結            

高砂火力岸壁補修 開発工事㈱日本海上工事㈱ 電源開発㈱ 16 S59 岸壁補修            

松島火力発電所水路補修 開発工事㈱ 電源開発㈱ 1 S60 取付部                    

大飯発電所南護岸 前田・間JV 関西電力㈱ 130 S60 均しｺﾝｸﾘｰﾄ          

神通第2発電所ﾀﾞﾑ補修 笹津組 北陸電力㈱ 592 S60 空洞充填                  

東電立抗ｳｪﾙ底版 新館建設㈱ 東京電力㈱ 6 S60 立坑底版                  

常盤発電所角落し補修 大阪防水建設社 関西電力㈱ ﾓﾙﾀﾙ9 S60 ｹﾞｰﾄ補修                

野尻P/S余水路修繕工事 三重野商事㈱ 九州電力㈱ 43 S60 水路補修                  

四日市ＬＮＧ基地海水取放水設備工事 鹿島・清水・大林JV 中部電力㈱ 1,162 S61 放水口仮締切底版          

四日市ＬＮＧ基地海水取放水設備工事 鹿島・清水・大林JV 中部電力㈱ 110 S61 放水口仮締切立上部        

横須賀火力発電所5～8号取水路 東電工業㈱ 東京電力㈱ 10 S61 水路補修        

御坊発電所護岸目地補修 浅川組 関西電力㈱ 21 S61 目地止水          

尼崎第三発電所取水路修繕工事 日本基礎技術 関西電力㈱ 12 S61,62 目地止水          

三浦発電所ﾀﾞﾑ角落修繕工事 大阪防水建設社 関西電力㈱ ﾓﾙﾀﾙ2 S61 ｹﾞｰﾄ補修        

宮津ｴﾈﾙｷﾞｰ研究所 飛島･不動･五洋･東洋･佐伯JV 関西電力㈱ 150 S61,62 杭中詰            

松浦火力発電所護岸3工区 鹿島・不動JV 電源開発㈱ 200 S61 防舷材取付部他    

石川火力発電所放水路被覆石固結工 国土総合建設㈱ 電源開発㈱ 230 S62 捨石固結            

松島火力発電所灰捨場内水路補修工事 開発工事㈱ 電源開発㈱ 10 S62 補修                

南港発電所向け天然ｶﾞｽ輸送管工事 奥村組土木興業 関西電力㈱ 1,852 S62,63 底版基礎          

大飯発電所造成工事 前田産業㈱ 関西電力㈱ 300 S62 基礎工              

度島～大島間海底ｹｰﾌﾞﾙ布設工事 沿海開発工業 九州電力㈱ 10 S63 海底ｹｰﾌﾞﾙ防護工事

仮）馬渡島海底ｹｰﾌﾞﾙ防護工事 九州電気工事 九州電力㈱ 9 S63 袋詰めｺﾝｸﾘｰﾄ  

大飯発電所 前田産業㈱ 関西電力㈱       １式 S63,H2 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ底版基礎

大飯発電所 三谷商事㈱ 関西電力㈱ 87 S63 建築基礎均し        

大飯発電所取水口・制水門(1,2号)取替工事 大成建設㈱ 関西電力㈱ ﾓﾙﾀﾙ45 S63 ｹﾞｰﾄ

一ツ瀬ﾀﾞﾑ修繕工事 一ツ瀬建設 九州電力㈱ 20 H元～3 ｹｰﾌﾞﾙ保護・基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

三隅火力発電所 五洋・大林他JV 中国電力㈱ 1,000 H元 取水管保護        

御坊発電所揚油岸壁放水路目地修繕工事 ㈱浅川組 関西電力㈱ 27 H元 目地補修          

志賀発電所新設工事（１号機）防波堤工事 東洋・東亜JV 北陸電力㈱ 1,037 H元 捨石固結・被覆ﾌﾞﾛｯｸ場所打ち  

南港火力発電所取水口ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ工事 間･五洋･東亜若築･りんかい 関西電力㈱ ﾓﾙﾀﾙ40 H元 間詰め            

大飯発電所取水口・制水門(3,4号)取替工事 大成建設㈱ 関西電力㈱ ﾓﾙﾀﾙ48 H元 ｹﾞｰﾄ間詰め      

東京電力東扇島 ㈱熊谷組 東京電力㈱ 26 H元 立坑の止水        

富津火力(発) 5,6号貯槽新設工事の内付帯設備基礎工事 鹿島･大林･熊谷･日本国土JV 東京電力㈱ 25 H元 底版ｺﾝｸﾘｰﾄ品質管理  

志賀発電所防波堤根固工事 東洋・東亜JV 北陸電力㈱ 1,786 H2,3 捨石固結          

美浜発電所放水路角落し設置工事 柳田産業㈱ 関西電力㈱ 4 H2 ｹﾞｰﾄ改修

魚梁瀬ﾀﾞﾑ補修工事 ㈱轟組 電源開発㈱ 40 H3 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ    

袖ヶ浦発電所護岸補修 東亜建設㈱ 東京電力㈱ 150 H3 矢板護岸拡幅工事  

大淀川第2発電所放水口導流壁改良工事 前原建設 九州電力㈱ 85 H3 洗掘充填            

内ノ浦発電所放水路上流護岸修繕工事 佐藤建設 九州電力㈱ 40 H3 洗掘充填            

灰処分場護岸工事 鹿島・五洋JV 730 H4 場所打ｹｰｿﾝ    

発進立坑底版工事 鹿島･日本国土東洋･吉田JV 1,300 H4 底版ｺﾝｸﾘｰﾄ  

取水口取付部工事 鹿島建設㈱ 9 H4 場所打ｺﾝｸﾘｰﾄ  

護岸改修工事他 大飯生ｺﾝ他 関西電力㈱大飯発電所他 532 H4 補修ｺﾝｸﾘｰﾄ  

相浦（発）揚油桟橋基礎修繕工事 佐伯建設工業㈱ 九州電力㈱ 91 H4 根固          

一ツ瀬ﾀﾞﾑ取水設備改造工事 ｲｽﾐｯｸ 九州電力㈱ 3 H4 構造物              

取水底版補修工事 東亜建設工業㈱ 東京電力㈱五井発電所 35 H4 底版ｺﾝｸﾘｰﾄ    

苓北火力灰捨場護岸工事 鹿島・住友・りんかいJV 九州電力㈱ 2,170 H5 構造物

姫路(1)第3工区海上立坑底版工事 鹿島他3社JV 関西電力㈱姫路発電所 550 H5 底版ｺﾝｸﾘｰﾄ

桟橋場所打ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 東洋・東亜JV 440 H5 場所打ｺﾝｸﾘｰﾄ

灰処分場護岸工事 鹿島・五洋JV 一式 H5 防食工

北陸電力㈱七尾太田発電所

北陸電力㈱七尾太田発電所

関西電力㈱姫路第１発電所

関西電力㈱姫路 LNG発電所

北陸電力㈱七尾太田発電所
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排水路護岸被覆防蝕工事 鹿島・五洋JV 18 H5 防食工北陸電力㈱七尾太田発電所
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山須原発電所改造工事 柿原・松本JV 九州電力㈱ 75 H6 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

東京ガｽ扇島海上立坑場所打底版工 鹿島･熊谷･東亜･小田急JV 東京ｶﾞｽ㈱ 702 H7 立坑底版ｺﾝｸﾘｰﾄ

東京電力五井取水路 横瀬貯油所（18）護岸整備工事 東京電力㈱ 16 H7 底版ｺﾝｸﾘｰﾄ

奥清津ﾀﾞﾑ 横瀬貯油所（18,19）護岸整備工事 電源開発㈱ 50 H7 洗掘部充填

国409共同溝関連管路新設工事 横瀬貯油所（19）護岸整備工事 東京電力㈱ 200 H8 立坑底版ｺﾝｸﾘｰﾄ

扇島ｼｰﾊﾞｰｽ防衝設備 鹿島･熊谷･東亜･小田急JV 東京ｶﾞｽ㈱ 126 H10 中詰工

舞鶴発電所第2工区桟橋･護岸･取水口工事 日本ﾈﾄﾛﾝ㈱ 関西電力㈱ 1,500 H10 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

苓北発電所第2号機増設工事のうち灰捨場護岸工事 鹿島・住友・りんかいJV 九州電力㈱ 3,980 H11 根固ｺﾝｸﾘｰﾄ 

苓北発電所貯炭場拡張工事に伴う中仕切堤設置工事 間・鴻池・日本国土・吉永ＪＶ 九州電力㈱ 12 H11 止水ｺﾝｸﾘｰﾄ 

小丸川発電所鳥子地区道路改良工事 大林・津江・河北ＪＶ 九州電力㈱ ﾓﾙﾀﾙ10 H11 根固

海水取水口角落し底部戸当り部補修工事 ㈱ﾌｼﾞｯｸｽｺﾝｸﾘｰﾄ 知多ｴﾙ･ｴﾇ･ｼﾞ㈱ 5 H11 鋼管杭のﾗｲﾆﾝｸﾞ工

金武発電所揚炭ﾊﾞｰｽ杭頭処理工 沖縄電力㈱ ﾓﾙﾀﾙ110 H11 中詰工

新湯山発電所新設工事の内土木工事第1工区 佐藤・大豊・大本JV 九州電力㈱ ﾓﾙﾀﾙ6 H12 補修ﾓﾙﾀﾙ

志賀発電所第2号機海域工事 鹿島建設㈱ 北陸電力㈱ 4,164 H12 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

奥只見発電所増設工事 鹿島・東洋ＪＶ 電源開発㈱ 1,575 H12 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ他

ｸﾗｹﾞ排除装置設置工事 ㈱東京久栄 電源開発㈱ 40 H12 充填ﾓﾙﾀﾙ

芦北(発)第2号機増設工事のうち冷却用水路工事に伴う取水口・取水管路工事 共栄建設㈱ 九州電力㈱ 216 H13 保護ｺﾝｸﾘｰﾄ

舞鶴発電所放水路根固工 日本ﾈﾄﾛﾝ㈱ 関西電力㈱ 300 H13 根固

泊発電所3号機増設工事 鹿島・戸田・五洋・東亜・岩内建協JV 北海道電力㈱ 5,250 H13 中詰・場所打ｺﾝｸﾘｰﾄ

磯子火力(発)新1号機更新工事ｸﾗｹﾞ排除装置復旧工事 ㈱東京久栄 電源開発㈱ 12 H13 充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

今渡発電所調整池青柳橋上流右岸護岸設置工事 ㈱中島工務店 関西電力㈱ 51 H13 護岸補強ｺﾝｸﾘｰﾄ

泊発電所3号機増設工事 鹿島・戸田・五洋・東亜・岩内建協JV 北海道電力㈱ 6,543 H14,17,19 基礎・中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ・立坑底版

奥只見発電所増設工事（1工区） 鹿島･東洋JV 電源開発㈱ ﾓﾙﾀﾙ20 H14 充填ﾓﾙﾀﾙ

東雲水底管移設工事 鹿島･東亜JV 東京ｶﾞｽ㈱ 385 H14,15 底版ｺﾝｸﾘｰﾄ

島根発電所3号機増設工 大林ＪＶ、五洋JV 中国電力㈱ 13,286 H16,18,19 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

中央幹線建設工事立石・北葛西工区 鹿島･東亜JV 東京ｶﾞｽ㈱ 620 H16 底版ｺﾝｸﾘｰﾄ

中央幹線建設工事葛西工区 鹿島JV 東京ｶﾞｽ㈱ 17 H18 底版ｺﾝｸﾘｰﾄ

新名古屋火力発電所8号系列本館取放水設備他工事 鹿島建設㈱ 中部電力㈱ 270 H18 矢板ｺｰﾋﾟﾝｸﾞ

磯子火力(発)新2号機取水口設備工事 ㈱東京久栄 電源開発㈱ ﾓﾙﾀﾙ37 H20 取水口整備

伊勢湾横断ｶﾞｽﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ設置工事・川越工区 鹿島JV 中部電力㈱ 1,662 H20,21 止水底版

伊勢湾横断ｶﾞｽﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ設置工事・知多工区 鹿島JV 中部電力㈱ 644 H20 止水底版

伊勢湾横断ｶﾞｽﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ設置工事・四日市工区 鹿島JV 東邦ｶﾞｽ㈱ 550 H20 止水底版

有峰第一発電所取水塔改良工事 ｹﾐｶﾙｸﾞﾗｳﾄ㈱ 北陸電力㈱ ﾍﾟｰｽﾄ6 H23 取水塔補強

泊発電所北防波堤被覆ﾌﾞﾛｯｸ修繕工事 鹿島建設㈱ 北海道電力㈱ 116.5 H23,24 隙間充填

浜岡原発防波壁設置工事(西工区) 鹿島JV 中部電力㈱ ﾓﾙﾀﾙ1,169 H23,24,26 根固

日立・久慈川ｼｰﾙﾄﾞ工事 鹿島JV 東京ｶﾞｽ㈱ 780 H24,25 止水底板

東海第二発電所取放水管理設部修繕工事 鹿島建設㈱ 日本原子力発電所㈱ 108 H24 空隙充填

1F震災対応に伴う海側遮水壁工事（第１工区） 鹿島建設㈱ 東京電力㈱ 1,588 H25,26 遮水

泊発電所1・2号機引き津波対策の内堰設置工事 鹿島JV 北海道電力㈱ 632 H25 鋼管充填

泊発電所浸水防止対策の内防潮堤設置工事 鹿島JV 北海道電力㈱ 8,391 H25 鋼管根固め

1-4号機ｽｸﾘｰﾝﾎﾟﾝﾌﾟ室閉塞工事ならびに同関連除去工事 鹿島建設㈱ 東京電力㈱ 4,687 H26 遮水

西名古屋火力発電所7号系列放水設備およびｶﾞｽ導管ﾄﾝﾈﾙ工事 鹿島建設㈱ 中部電力㈱ 563 H26 立坑底版

女川原発防潮堤かさ上げ工事/実機試験 鹿島建設㈱ 東北電力㈱ 一式 H26 防潮堤根固・間詰

1F凍土方式遮水壁大規模整備実証事業 鹿島建設㈱ 資源ｴﾈﾙｷﾞｰ庁 572 H26 遮水

1F2～3号機海水配管ﾄﾚﾝﾁ建屋接続部止水工事 鹿島建設㈱ 東京電力㈱ 45 H26 遮水

古河・真岡幹線ｼｰﾙﾄﾞ工事 鹿島建設㈱ 東京ｶﾞｽ㈱ 596 H26、27 立坑底版止水

泊発電所1.2号機放水ﾋﾟｯﾄ溢水対策工事 鹿島建設㈱ 北海道電力㈱ 592 H27 鋼管杭間詰

西名古屋火力発電所7号系列放水設備およびｶﾞｽ導管ﾄﾝﾈﾙ工事 鹿島建設㈱ 中部電力㈱ 581 H27 立坑底版止水

女川原発防潮堤かさ上げ工事 鹿島建設㈱ 東北電力㈱ 3,778 H27 防潮堤根固・間詰

福島2.3号機海水配管ﾄﾚﾝﾁ内部閉塞工事 鹿島建設㈱ 東京電力㈱ 214 H27 ﾄﾚﾝﾁ中詰

福島1Ｆ凍土方式遮水壁 鹿島建設㈱ 原子力規制庁 519 H27 凍土遮水壁横横断管路充填

福島1Ｆ1-4号機ﾄﾚﾝﾁ閉塞工事 鹿島建設㈱ 東京電力㈱ 1,115 H27 ﾄﾚﾝﾁ中詰

福島原発遮水壁工事 鹿島建設㈱ 東京電力㈱ 34 H27 遮水壁護岸間中詰

石狩新港発電所1号機新設工事 鹿島建設㈱ 北海道電力㈱ 7,320 H27,28 放水口間詰、等

東電福島1F水処理建屋 鹿島建設㈱ 東京電力㈱ 192 H28 ﾄﾚﾝﾁ中詰

東電福島1F1号機共通配管ﾀﾞｸﾄ 鹿島建設㈱ 東京電力㈱ 375 H29 ﾄﾚﾝﾁ中詰

茨城幹線久慈川河口ｼｰﾙﾄﾞ工事 鹿島建設㈱ 東京ｶﾞｽ㈱ 730 H30 底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ
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女川原発試験施工 鹿島建設㈱ 東北電力㈱ 一式 H30 鋼管杭中詰め
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東電福島1F1号機ﾄﾚﾝﾁ内部閉塞工事 鹿島建設㈱ 東京電力㈱ ﾓﾙﾀﾙ110 H30 ﾄﾚﾝﾁ内部充填工

茨城幹線久慈川河口ｼｰﾙﾄﾞ工事 鹿島建設㈱ 東京ｶﾞｽ㈱ 150 R元 底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ

福島1F3・4号機 鹿島建設㈱ 東京電力㈱ ﾓﾙﾀﾙ270 R元 ﾄﾚﾝﾁ内部充填工

美浜発電所3号放水口工事 鹿島建設㈱ 関西電力㈱ 242 R元 海水取水設備

塚原発電所支流七ツ山川取水堰工事 水本建設㈱ 45 R2 洗掘部充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

美浜原発 鹿島建設㈱ 関西電力㈱ 30 R2 材料販売

女川原子力発電所2号機取水口護岸改良工事 鹿島建設㈱ 東北電力㈱ 550 R2 充填工

東電福島1.2号機放水管凍土壁横断部閉塞工事、他 鹿島建設㈱ 東京電力㈱ 200 R2 ﾄﾚﾝﾁ内部充填工

女川原子力発電所復水器冷却用水路他耐震裕度向上工事（第二期） 鹿島建設㈱ 東北電力㈱ 90 R3

福島1F3号機放水管陸側遮水壁他 鹿島建設㈱ 東京電力㈱ 250 R3 充填工

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 【石油・化学】    　　　 　　　　 　　　　　　　　　　　　　

海上ﾌﾚｱｽﾀｯｸ 鹿島建設㈱ 三井石油化学工業㈱ 5 S55 鋼管杭のﾗｲﾆﾝｸﾞ工

護岸補修 鹿島建設㈱ 日本石油精製㈱ 15 S55 復旧張石の固結材

山口製油所排水口 鹿島建設㈱ 西部石油㈱ 50 S56 固結                  

護岸目地 鹿島建設㈱ 日本石油精製㈱ 9 S56 目地充填              

ｼｰﾙﾄﾞﾄﾝﾈﾙ 鹿島建設㈱ 東扇島ｵｲﾙﾀｰﾐﾅﾙ㈱ 176 S56 ＲＣｽﾗﾌﾞ           

基礎鋼管杭 鹿島建設㈱ 三井石油化学工業㈱ 200 S56,57   鋼管杭のﾗｲﾆﾝｸﾞ  

取水管補強 東亜建設工業㈱ ｱｼﾞｱ石油㈱ 1 S56 取水管根固め  

護岸壁ｵｲﾙﾌｪﾝｽ結合壁設置 鹿島建設㈱ 興亜石油㈱大阪製油所 15 S56 護岸の根固め        

出荷ﾊﾞｰｽ防食 鹿島建設㈱ 鹿島石油㈱ 151 S57 鋼管の防食及び補強    

70ｔﾋﾞｯﾄ基礎 鹿島建設㈱ 三井石油化学工業㈱ 200 S57 ﾋﾞｯﾄの基礎          

ﾌﾟﾗﾝﾄ建設 三井建設㈱ 三井石油化学工業㈱ 70 S58 排水路底版新設      

ﾌﾟﾗﾝﾄ建設工事 鹿島建設㈱ 三井石油化学工業㈱ 40 S58 地下ﾀﾝｸ底版      

徳山製油所3号桟橋補修工事 鹿島建設㈱ 出光興産㈱ 24 S58 橋脚補修            

ﾘｱｸﾀｰ他基礎工事 鹿島建設㈱ 極東石油㈱ 5 S58 海底配管巻立        

霞ｺｰｽﾀﾙﾊﾞｰｽ工事 鹿島建設㈱ 大協石油㈱ 5 S58 杭中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ 

工場増設工事 三井建設㈱ 三井ｸﾛﾛｹﾐｶﾙ㈱ 2 S58 地下ﾋﾞｯﾄ底版      

日東化学㈱岸壁補修工事 東亜建設工業㈱ 日東化学㈱ 6 S58 ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞ欠損箇所補修

出荷ﾊﾞｰｽ防食工事（その2） 鹿島建設㈱ 鹿島石油㈱ 74 S58 鋼管の防食及び補強  

坂出製油所護岸目地補修工事 鹿島建設㈱ ｱｼﾞｱ共石㈱ 47 S58 ｹｰｿﾝ継手部充填  

ｹｰｿﾝ接合部陥没補修工事 鹿島建設㈱ 日本石油精製㈱ 12 S59 陥没箇所充填

沖館岸壁補修工事 大都工業㈱ ｴｯｿ石油㈱ 30 S59 洗掘充填                  

日石下松護岸捨石固結 鹿島建設㈱ 日本石油精製㈱ 160 S59 ｺﾝｸﾘ捨石固結          

姉ヶ崎工場護岸補修工事 鹿島建設㈱ 住友化学 500 S60 捨石固結                  

日石下松護岸陥没補修 鹿島建設㈱ 日本石油精製㈱ 22 S60 陥没箇所充填

上五島石油備蓄周辺設備 鹿島・五洋・東亜JV 上五島石油備蓄基地 7 S60 取付部ＲＣ                

桟橋基礎根固工 鹿島建設㈱ 上五島石油備蓄基地 196 S61 根固め            

袖ヶ浦工場Ｂ護岸補強工事 鹿島建設㈱ 富士石油 180 S61 捨石固結          

2号桟橋ﾄﾞﾙﾌｨﾝ補修工事 鹿島建設㈱ 興亜石油㈱ 2 S62 洗掘防止            

門司油槽所小桟橋ﾄﾞﾙﾌｨﾝ改修工事 西浦建設㈱ 第一燃料㈱ 47 S62,H15 捨石固結ﾓﾙﾀﾙ 、桟橋補修ｺﾝｸﾘｰﾄ

波除堤新設工事 坂本・大石JV 上五島石油備蓄基地 117 S62 場所打ちｺﾝｸﾘｰﾄ

桟橋補修（石積部） 鹿島建設㈱ 出光石油㈱ 70 S62 布型枠充填

揚水施設建設工事・海底送水管工事 西日本菱重興産㈱ 上五島石油備蓄基地 8 S63 補修ｺﾝｸﾘｰﾄ  

阪南工場桟橋基礎鋼管杭補修工事 鹿島建設㈱ 不二製油㈱      11本 H元 鋼管杭ﾗｲﾆﾝｸﾞ・補強

千葉製油所構内5号道路護岸補修工事 鹿島建設㈱ 極東石油工業㈱ 98 H元 捨石固結          

富士石油護岸補修 鹿島建設㈱ 富士石油 6 H元 捨石固結          

出光ﾊﾞﾙｸﾀｰﾐﾅﾙ護岸 東亜建設工業㈱ 出光ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 565 H2 場所打ﾌﾞﾛｯｸ    

南ﾊﾞｰｽ増設工事 鹿島建設㈱ 三菱油化 100 H2 矢板ｺｰﾋﾟﾝｸﾞ・捨石固結

秋田石油備蓄東護岸補修 鹿島建設㈱ 秋田石油備蓄㈱ 425 H3 捨石固結

三菱油化2号放流口補修 鹿島建設㈱ 三菱油化 45 H3 放流口取付部      

鹿島石油桟橋防食 鹿島建設㈱ 鹿島石油 15 H3 鋼管矢板防食      

天満橋場所打杭試験工事 東洋ﾃｸﾉ㈱ 三菱ﾏﾃﾘｱﾙ㈱ 29 H3 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ          

洞海湾沿排水閉鎖 若築建設㈱ 三菱化成㈱ 4 H4 中詰                

3ＳＭ付帯ＴＹ設備建設工事(6号ﾊﾞｰｽ工事) 鹿島建設㈱ 三菱油化㈱鹿島工場 63 H6 矢板ｺｰﾋﾟﾝｸﾞ

神戸油槽所桟橋調査工 鹿島建設㈱ 日本石油㈱ 一式 H6～7 桟橋調査

1期地区護岸補修工事 鹿島建設㈱ 403 H9 護岸空隙充填

九州電力㈱

日本石油基地㈱喜入基地
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北側護岸他補修工事 鹿島建設㈱ 525 H9,15 護岸空隙充填、鋼矢板補修

護岸目地調査 日鉱ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 秋田備蓄㈱ 一式 H10 -

護岸吸出部補修工事 鹿島建設㈱ ｺｽﾓ石油㈱ ﾓﾙﾀﾙ12 H10 充填工

勇払原油海上出荷設備工事 鹿島建設㈱ 石油資源開発㈱ 120 H14 床版

東基地護岸補修工事 ㈱清水組 秋田石油備蓄基地㈱ 12 H15 護岸補修ｺﾝｸﾘｰﾄ

護岸補修（台風16号被害）工事 鹿島建設㈱ 新日本石油株式会社 21 H16 護岸補修ｺﾝｸﾘｰﾄ

出光興産山口杭中詰工 鹿島建設㈱ 出光興産㈱ 11㎏ H16 中詰工

仮7ﾊﾞｰｽ復旧工事 鹿島建設㈱ 三菱化学㈱鹿島事業所 158 H23 桟橋補強

水島第2ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ災害復旧工事 鹿島建設㈱ JX日鉱日石ｴﾈﾙｷﾞｰ㈱水島製油所 750 H24 底版ｺﾝ,立坑，ｹｰｼﾝｸﾞ間充填

富山ﾗｲﾝ建設工事B工区 鹿島建設㈱ 国際石油開発帝石㈱ 1,176 H26 立坑底板止水

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 【鉄道】 　  　　　 　　　　 　　　　　　　　　　　　　

平作川橋梁 鹿島建設㈱ 京浜急行電鉄㈱ 138 S56 橋脚下洗掘部充填

長崎本線大草野添鉄橋 ㈱平山組 日本国有鉄道 40 S57 洗掘箇所の充填              

東武東上線不老川橋梁 鹿島建設㈱ 東武鉄道㈱ 50 S57 ｲﾝﾊﾞｰﾄ補修              

東園大草間護岸改良工事 ㈱平山組 日本国有鉄道 108 S58 洗掘箇所の充填      

青森駅構内第1岸壁改良工事 東亜建設工業㈱ 日本国有鉄道 400 S58 洗掘充填            

耳川橋梁下部工新設工事 鹿島建設㈱ 53 S58 仮締切工            

－ 鹿島建設㈱ 日本国有鉄道 275 S60 下部工                    

鎌瀬・瀬戸石間第一球磨川Ｂ橋脚災害応急 ㈱速永工務店 ＪＲ九州㈱ 44 H6,8 基礎補修

東横線多摩川橋脚河床復旧工事 鹿島建設㈱ 東急電鉄㈱ 66 H7,8 河床復旧・笠ｺﾝｸﾘｰﾄ

荒川橋脚補強工事 鹿島建設㈱ 東武鉄道㈱ 55 H8 洗掘部充填

北陸新幹線常願寺川B他工事 鹿島JV 794 H17,18 底版ｺﾝｸﾘｰﾄ

混和材販売 (ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ産業㈱) 国土交通省・小田急電鉄 342（㎏） H18 充填材            

名島川橋梁付近護床設置工事 若築・松本ＪＶ 西日本鉄道㈱ 10 H18 橋脚基礎洗掘部充填

JR思川橋梁工事 鹿島JV JR東日本㈱ 5 H19 洗掘充填            

ﾊﾟﾚｽｼｰﾄ工法試験施工 芦森工業㈱ 京成電鉄㈱ 2.5（㎏） H20 材料販売

久里浜京急ﾋﾞﾙ耐震補強およびﾘﾆｭｰｱﾙ工事 鹿島建設㈱ 京浜急行鉄道㈱ 8 H21 釜場躯体製作

押上線立体交差事業 鹿島JV 京成電鉄㈱ ﾓﾙﾀﾙ14 H21 ﾊﾟﾚｽｼｰﾄ工法

山梨ﾘﾆｱ実験線大ノ入工区新設工事 鹿島JV JR東海㈱ ﾓﾙﾀﾙ17 H21 仮設杭掘削部充填

榎原・日向大束間61Ｋ180付近護岸災害復旧 ㈱志多組 ＪＲ九州㈱ 37 H22 洗掘部充填

西武池袋線練馬高野台～大泉学園間駅間連続立体交差事業 鹿島JV 西武鉄道㈱ 23 H23 ﾊﾟﾚｽｼｰﾄ工法

柳瀬川橋梁耐震補強工事 鹿島建設㈱ 東武鉄道㈱ 8 H23 橋脚耐震補強

東京ﾓﾉﾚｰﾙ支柱杭耐震補強工事 鹿島建設㈱ 東京ﾓﾉﾚｰﾙ㈱ 280 H24～26 底版止水

長大橋梁改修工事 鹿島建設㈱ 東武鉄道㈱ 824 H26 橋脚基礎補強

長大橋梁改修工事 鹿島建設㈱ 東武鉄道㈱ 3 H27 ﾊﾟﾚｽｼｰﾄ工法

長大橋梁改修工事 鹿島建設㈱ 東武鉄道㈱ 軽量522 H27 橋梁基礎耐震補強

阪神なんば線淀川橋梁改築工事 鹿島建設㈱ 阪神電鉄㈱ 138 R元,2 橋脚底版

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 【民間】 　  　　　 　　　　 　　　　　　　　　　　　　

苫小牧港東港西護岸 鹿島建設㈱ 苫小牧東部開発㈱ 252 S55,56   間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ    

船台補修 鹿島建設㈱ ㈱三保造船所 129 S56 ＲＣｽﾗﾌﾞ            

ﾊﾞｰｽ補修 東亜建設工業㈱ 川崎製鉄㈱ 10 S56 ﾊﾞｰｽ部補強          

広島工場ﾄﾞｯｸ渠口部改修 日産建設㈱ 日立造船㈱広島工場 211 S56 ﾄﾞｯｸ補修  

水族館の水門 ㈱伊藤組 日和山観光㈱ 18 S57 ｹﾞｰﾄの製作          

-5m岸壁改修 東亜建設工業㈱ 岸本倉庫㈱ 28 S57 鋼矢板の防食  

水島港ﾄﾞﾙﾌｨﾝ脚部 大日本土木㈱ 三洋汽船㈱ 10 S57 防食ﾗｲﾆﾝｸﾞ            

ｾﾐｻﾌﾞ接岸防舷材基礎 鹿島建設㈱ 住友重工㈱ 35 S57 脚柱基礎

松尾鉄鋼造船台 日産建設㈱ 松尾鉄鋼造船㈱ 85 S57 止水                        

護岸復旧 日産建設㈱ 岸本造船㈱ 10 S57 鋼管ｾﾙ岸壁の吸出し防止

荷揚桟橋基礎鋼管杭 東亜建設工業㈱ 大阪ｾﾒﾝﾄ㈱芝浦工場 24 S57 鋼管杭の補強及び防食

－ 鹿島建設㈱ ㈱横河橋梁製作所 172 S58 鋼矢板の防食

船台補修 ㈱大林組 林兼造船所㈱第2工場 38 S58 船台ﾌﾞﾛｯｸ下空隙充填

岸壁補強 日本海上工事㈱ 三菱倉庫 125 S58 洗掘箇所の充填

ｹｰｿﾝ補修工事 ㈱大石組 ㈱大石組 36 S58 ｹｰｿﾝ底版補修

川崎工場岸壁 東亜建設工業㈱ 昭和電工㈱ 6 S58 鋼管杭補強ﾗｲﾆﾝｸﾞ

第1,2船台改修工事 ㈱大林組 金川造船㈱ 8 S58 船台工事            

日本石油基地㈱喜入基地

日本国有鉄道下関工事局

北陸新幹線第二建設局
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工     事     名　　          施  工  者 企  業  者 年　度 備　　　考    

桟橋新設工事 鹿島建設㈱ 崎戸製塩㈱ 5 S58 防舷材取付部水中ｺﾝｸﾘｰﾄ
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数  量
 (ｍ３)

工     事     名　　          施  工  者 企  業  者 年　度 備　　　考    

白銀埠頭 -11.5m 岸壁補修工事 鹿島建設㈱ 住金鉱業㈱ 4 S58 ﾌｧﾌﾞﾘﾌｫｰﾑ敷設ｺﾝｸﾘｰﾄ

三池島改修工事 三井建設㈱ 三井石炭鉱業㈱ 2,371 S58 構造壁新設          

6号船架補修工事 鹿島建設㈱ ㈱三保造船所 129 S58 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞ

艤装岸壁補修工事 鹿島建設㈱ 769 S58～62 鋼管杭補強及び防食  

大阪ｾﾒﾝﾄ岸壁補修工事 東亜建設工業㈱ 大阪ｾﾒﾝﾄ㈱横浜工場 142 S58 矢板岸壁補修        

神奈川工場Ｂ岸壁補修工事 東洋建設㈱ 日立造船㈱ 56 S58 鋼管杭補強及び防食  

水中ｺﾝｸﾘｰﾄ実験 清水建設㈱ 三菱重工㈱ 7 S58 水中流動性状        

横浜工場放水路化粧壁工 清水建設㈱ 三菱重工㈱ 40 S58 水中鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ    

呉新2圧延基礎 鹿島建設㈱ 日新製鋼㈱ 3,911 S58 水中鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞ

堂崎発射場改造 ㈱園池商店 三菱建設㈱ 38 S58 桟橋補強            

水路底部補修 鹿島建設㈱ 新日本製鉄㈱ 8 S58 水路底補強          

赤穂工場鋼管杭調査 鹿島建設㈱ 住友ｾﾒﾝﾄ 一式 S58 鋼管防食補強        

赤穂工場桟橋鋼管杭補強工事 鹿島建設㈱ 住友ｾﾒﾝﾄ 191 S58,60,61 鋼管防食補強        

三保折戸ﾄﾞｯｸ捨石法面保護 鹿島建設㈱ ㈱三保造船所 37 S59 法面保護            

福井石油備蓄基地導水路 りんかい建設㈱ 福井共同備蓄㈱ 120 S59 床固め              

ﾄﾞｯｸｹﾞｰﾄ補修 大阪防水建設社 佐野安船渠㈱ 40 S59 ｹﾞｰﾄ補修          

（缶二）A-127 棟杭保護工事 ㈱銭高組・須田建設 三菱重工㈱ 17 S59 ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ杭保護      

第3ﾄﾞｯｸ代替関連工事の内土木工事 鹿島建設㈱ 川崎重工㈱ 570 S60 底面保護                  

第1岸壁目地補修 日本海上工事㈱ 66 S60 目地補修                  

ﾌｪﾘｰ埠頭補修 － 泉北ﾌｪﾘｰ 9 S60 洗掘部充填                

千葉工場岸壁増設工事 鹿島建設㈱ 日本板硝子 300 S61 岸壁補強                  

神戸Ｈ鋼杭補強工事 鹿島建設㈱ 川崎重工㈱ 82 S61 鋼管杭補強        

石材積出桟橋 鹿島建設㈱ ㈱道央振興公社 83 S57 張石の固結                  

むつ小川原石油備蓄基地一点けい留ﾌﾞｲ設置工事 鹿島建設㈱ 三井海洋開発㈱ 11 S58 杭頭固結工          

留萌港南岸地区補修 日本海上工事㈱ ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾘﾝｼｯﾋﾟﾝｸﾞ 10 S62 岸壁補修          

白浜海中展望塔改修工事 寄神建設㈱ ㈱天山閣 58 S62 底版基礎・根固め  

500tﾄﾞﾙﾌｨﾝ鋼管杭腐蝕対策工事 鹿島建設㈱ 住友鋼管㈱ 8 S62 鋼管杭防食          

日本鉱業護岸捨石固結 鹿島建設㈱ 日本鉱業㈱ 100 S62 捨石固結            

防護ｺﾝｸﾘｰﾄ ㈱園池商店 三菱重工㈱ 5 S62 補強ｺﾝｸﾘｰﾄ    

製缶工場鋼管杭防食工事 鹿島建設㈱ 住友金属㈱ 9 S62 鋼管杭防食          

ﾜｰｷﾝｸﾞﾄﾞﾙﾌｨﾝ鋼管杭防食工事 鹿島建設㈱ 住友ｾﾒﾝﾄ㈱ 29 S62 鋼管杭防食        

上五島海中ﾎﾟﾝﾌﾟ室捨石固結実験 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 28 S62 捨石固結            

江ノ島電話ｹｰﾌﾞﾙ防護工事 － ＮＴＴ 一式 S63 電話ｹｰﾌﾞﾙ防護    

底版ｺﾝｸﾘｰﾄ 鹿島建設㈱ 三菱重工㈱ 9 S63 底版ｺﾝｸﾘｰﾄ    

関西空港連絡橋 西松・大豊・大日本JV 関西国際空港㈱ 一式 S63 技術指導            

東京湾横断道地下連続壁実験 鹿島･大成･大林清水･間･前田JV 東京湾横断道路㈱ 一式 S63 底部ﾓﾙﾀﾙ        

三菱鉱業㈱小ケ倉ﾄﾞﾙﾌｨﾝ補修工事 鹿島建設㈱ 三菱鉱業㈱ 2 H元 補修              

旭化成星山発電所止水ｺﾝｸﾘｰﾄ 西松建設㈱ 旭化成㈱ 2 H元 止水ｺﾝｸﾘｰﾄ  

志布志石油備蓄基地海底配管工事 新日本製鉄㈱・鹿島建設㈱ 志布志湾国備㈱ ﾓﾙﾀﾙ30 H元 鋼管杭間詰        

製紙工場水揚場基礎工事 大成建設㈱㈱日比野生ｺﾝ 紀州製紙㈱ 170 H元 水揚場底版均し    

仮）堂崎発射場修繕工事 吉田組 三菱重工㈱ 16 H元 補強ｺﾝｸﾘｰﾄ  

敦賀発電所 前田建設工業㈱ 日本原電㈱ 200 H2 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 

第一船台東側斜路改修工事 鹿島建設㈱ ㈱三保造船所 120 H2 斜路              

仮）ｹｰﾌﾞﾙ補強工事 長崎船用品㈱ ＮＴＴ 21 H3 保護ｺﾝｸﾘｰﾄ    

大島造船所白水ﾄﾞﾙﾌｨﾝ護岸補修工事 鹿島建設㈱ ㈱大島造船所 64 H3 洗掘充填            

関空海上ｱｸｾｽ前道路鉄道土木工事 鹿島･熊谷･佐藤･奥村･大日本JV 関西空港国際㈱ 一式 H3 底版ｺﾝｸﾘｰﾄ   

鹿児島隼工場防火水槽工事 ｲﾝﾌﾗﾃｨｯｸ㈱ 京ｾﾗ㈱ 9 H3 底版ｺﾝｸﾘｰﾄ

加部島海底ｹｰﾌﾞﾙ工事 沿岸開発工業 ㈱九電工 5 H3 中詰                

2号ﾄﾞﾙﾌｨﾝ護岸補修工事 鹿島・大分昭電JV 昭和電工㈱ 14 H3 補修                

伊王島築港地区護岸工事 若築建設㈱ 新和商事 30 H4 根固                

佐世保ﾏﾘｰﾅ拡張工事 国土総合建設㈱ 佐世保ﾏﾘｰﾅ 3 H4 根固                

取放水口取付工事 鹿島建設㈱ 相馬共同火力発電㈱ 180 H4 場所打ｺﾝｸﾘｰﾄ  

東京湾横断道路 日本ﾈﾄﾛﾝ㈱ 東京湾横断道路㈱ 7,800 H4 橋脚基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

斜路改修工事 鹿島建設㈱ 三保造船所 50 H4 船揚場斜路          

岸壁補修工事 東亜建設工業㈱ 全農ｻｲﾛ㈱ 6 H4 場所打ｺﾝｸﾘｰﾄ  

新居浜工場護岸補修工事 若築建設㈱ 住友重機㈱ 1,400 H6 捨石固結

阪神西大阪線左門殿川橋梁工事 鹿島・ﾊﾝｼﾝJV 阪神電鉄㈱ 65 H6 橋脚基礎

住友重工㈱追浜造船所
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川崎人工島連壁取合部 鹿島他JV 東京湾横断道㈱ 85 H6 連壁取合部
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川崎人工島連壁取合部 鹿島他JV 東京湾横断道㈱ ﾓﾙﾀﾙ1,020 H6 連壁取合部

三池港護岸根固工 三井建設㈱ 三井三池鉱㈱ 10 H6 捨石固結

三菱重工ﾎﾟﾝﾌﾟ室充填ｺﾝｸﾘｰﾄ 鹿島建設㈱ 三菱重工㈱ 6 H7 ﾎﾟﾝﾌﾟ充填

新明和工業南側護岸災害復旧工事その2 鹿島建設㈱ 新明和工業㈱ 一式 H7 斜路補修

川崎重工神戸工場南桟橋復旧工事 鹿島建設㈱ 川崎重工㈱ 一式 H7 補修

神戸ﾏﾘﾝﾎﾟｰﾄ目地吸出防止及びﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ部補修工事 鹿島建設㈱ ㈱神陽商会 6 H7 補修

護岸ｹｰｿﾝ目地吸出防止及び南斜路補修工事 ｶｼﾞﾏﾘﾉﾍﾞｲﾄ㈱ 新明和工業㈱ 一式 H7 補修

ｻﾝﾏﾘﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ架橋工事 鹿島・りんかい・中建設JV 日本船舶振興会 一式 H7 補修

導水管修理工事 ㈱ﾏﾘﾃｯｸｽ 日本軽金属㈱ 一式 H8 補修

護岸改修工事 鹿島建設㈱ ㈱御木本真珠島 220 H8 護岸工

機械基礎工事 西日本菱重興産㈱ 九州ｽﾁｰﾙｾﾝﾀｰ㈱ 32 H9 底版ｺﾝｸﾘｰﾄ

渡名喜から久米島間ﾈｯﾄﾜｰｸ系光設備工事 極東建設㈱ ＮＴＴ 20 H9 ｹｰﾌﾞﾙ管保護ｺﾝｸﾘｰﾄ

響灘西部廃棄物処分場3号地建設内護岸止水工事 東洋・若松港湾JV ひびき灘開発㈱ 62 H10 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

大桟橋ﾄﾞﾙﾌｨﾝ補強工事 西浦建設㈱ 三井物産ｴﾈﾙｷﾞｰ物流㈱ 203 H10,12 桟橋基礎補修ｺﾝｸﾘｰﾄ

護岸改修工事 ㈱古川組 金指造船所   593 H10 護岸擁壁

石巻東海岸防波堤第2放流口付近調査 鹿島建設㈱ 日本製紙㈱ 一式 H10 -

石巻東海岸防波堤第2放流口補修工事 鹿島建設㈱ 日本製紙㈱ 321 H10,11 空洞充填

石垣補修工事 南蔵院 南蔵院 5 H12 洗掘充填            

山田町倉庫係留設備設置工事 鹿島建設㈱ ㈱明正 3 H12 充填ﾓﾙﾀﾙ

浮桟橋製作工事 ㈱ｼｰｴｰ 吉田漁業協同組合 12 H12 充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

技術開発実験 ㈱ﾋﾟｰｴｽ 40 H12 -

新港ふ頭（第2ﾊﾞｰｽ）背後用地造成（排水）工事 新松建設㈱ 那覇新港ふ頭組合 18 H14 均しｺﾝｸﾘｰﾄ（止水）

空港連絡Ｂ（西）工事 鹿島・飛島・名工・ｵﾘｴﾝﾀﾙJV 2,100 H14 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

城北運河部閉塞ｺﾝｸﾘｰﾄ工 鹿島建設㈱ 日本製紙㈱ 60 H15 充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

関西空港1期ｱﾝﾀﾞｰﾊﾟｽ試験工事 鹿島JV 関西空港㈱ 57 H16 土留止水連壁

桟橋改修工事 片山ｽﾄﾗﾃｯｸ㈱ 深田ｻﾙﾍﾞｰｼﾞ㈱ 4 H16 混和剤販売

1000m級深海ｺﾝｸﾘｰﾄの研究 鹿島建設㈱技術研究所 一式 H16 人材派遣

名島川橋梁護床工設置工事 若築・松本JV 西日本鉄道㈱ 10 H18 橋脚基礎洗掘充填

ﾄﾞｯｸ及び船台ｹﾞｰﾄ部護岸新設工事 鹿島建設㈱ 日立造船㈱ 8 H17 鋼材保護

堀川口船だまり桟橋等補修工事 五港建設㈱ 名古屋港管理組合 10 H17 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

東京ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾗﾝﾄﾞ大規模改修工事 鹿島建設㈱ ㈱ｵﾘｴﾝﾀﾙﾗﾝﾄﾞ 189 H17 底版ｺﾝｸﾘｰﾄ

実験用材料販売 鹿島建設㈱技術研究所   － 65（㎏） H18,22

自社工場水槽改良 ㈱大友石材工業 ㈱大友石材工業 0.5 H19 仕切壁構築

ﾄﾝﾈﾙ・連結路基礎工事 鹿島JV 首都高速道路㈱ 80 H18,19 根固                

1.2号埋設設備充てんﾓﾙﾀﾙ実機製造試験 鹿島建設㈱ 日本原燃㈱ 70（㎏） H19 実機試験・人材派遣

低ﾚﾍﾞﾙ廃棄物埋設設備定置・充てん業務 ㈱附田生ｺﾝ 日本原燃㈱ ﾓﾙﾀﾙ8,790 H19～22,26 充填ﾓﾙﾀﾙ

室蘭ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ埠頭改修工事 鹿島建設㈱ 日本通運㈱ ﾓﾙﾀﾙ含350 H19,20 空洞充填

中央環状品川線ｼｰﾙﾄﾞﾄﾝﾈﾙ(北行)工事 鹿島JV 首都高速道路㈱ ﾓﾙﾀﾙ100 H20 HCM杭

岸壁目地部漏水対策 五洋建設㈱ 新日本製鐵㈱ ﾓﾙﾀﾙ1 H21 充填ﾓﾙﾀﾙ

新日鐵漏水対策第2石炭ﾔｰﾄﾞ前護岸工事 日鐵防食㈱ 新日本製鐵㈱ ﾓﾙﾀﾙ4 H22 鋼矢板護岸ﾗｲﾆﾝｸﾞ

静浜幹線建設工事（安倍川右岸工区） 鹿島JV 静浜ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ㈱ 238 H22 立坑止水底版

徳山工場設備補修・撤去工事 鹿島建設㈱ 日本精蝋㈱　徳山工場 27 H22 護岸補修

護岸漏水防止対策工事 鹿島建設㈱ 1,307 H22～24 鋼矢板護岸ﾗｲﾆﾝｸﾞ

原料岸壁F11-13漏水防止対策工事 五洋建設㈱ 780 H22,23 鋼矢板護岸ﾗｲﾆﾝｸﾞ

ｹｰｿﾝ目地吸出し防止対策工事 若松港湾工業㈱ ひびき灘開発㈱ ﾓﾙﾀﾙ5 H22 ｹｰｿﾝ目地工（施工管理含む）

静浜幹線建設工事（安倍川左岸工区） 鹿島建設㈱ 静浜ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ㈱ 245 H23 立坑止水底版

静浜幹線建設工事（天竜川ｼｰﾙﾄﾞ工区） 鹿島建設㈱ 静浜ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ㈱ 278 H23 立坑止水底版

斜路ﾚｰﾙ梁補修工事 ﾚｯｸｽｻﾎﾟｰﾄ㈱ 小浜ﾏﾘｰﾅ㈱ 14 H23 材料販売

ﾊﾟﾚｽｼｰﾄ工法試験施工 芦森工業㈱   － 2.2（㎏） H23 材料販売

静浜幹線建設工事（巴川ｼｰﾙﾄﾞ工区) 鹿島建設㈱ 静浜ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ㈱ 19 H24 立坑止水底版

静浜幹線建設工事（大井川ｼｰﾙﾄﾞ工区) 鹿島建設㈱ 静浜ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ㈱ 11 H24 材料販売

ｸｰﾘﾝｸﾞﾎﾟﾝﾄﾞ横電線用ﾋﾟｯﾄ埋戻し工事 五洋建設㈱ 日本板硝子㈱ 一式 H24 材料販売

東海元浜ふ頭公有水面埋立岸壁・護岸工事 五洋建設㈱ 新日鐵住金㈱ 69 H24 空隙充填

武雄浄化ｾﾝﾀｰ水処理設備工事 住友重機械ｴﾝﾊﾞｲﾛﾒﾝﾄ㈱ 5 H25 ﾏﾝﾎｰﾙ底版ｺﾝｸﾘｰﾄ

実験用UWB販売 一式 H26 実験用

ﾊﾟﾚｽｼｰﾄ施工試験 一式 H27 ﾊﾟﾚｽｼｰﾄ暴露試験

大東タンクターミナル㈱六連油槽所タンク防油堤内排水溝補修 三井住友建設㈱ 大東ﾀﾝｸﾀｰﾐﾅﾙ㈱ ﾓﾙﾀﾙ2 H28 側溝補修ﾓﾙﾀﾙ

新日本製鐵㈱　名古屋工場

独)石油天然ｶﾞｽ・金属鉱物資源機構

新日本製鐵㈱　名古屋工場

地方共同法人　日本下水道事業団

（鹿島技術研究所）

（鹿島技術研究所）

中部国際空港連絡鉄道㈱
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数  量
 (ｍ３)

工     事     名　　          施  工  者 企  業  者 年　度 備　　　考    

Da復旧対策施工試験 UWB100kg H29（鹿島技術研究所）
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数  量
 (ｍ３)

工     事     名　　          施  工  者 企  業  者 年　度 備　　　考    

令和2年度　漁船漁具保全施設設置事業（北浦漁港) 豊松建設㈱ 宮崎県北浦漁業協同組合 3 R3 床板間間詰めコンクリート

高千穂峡ボート乗場改良工事 ㈱熊谷組 旭化成㈱ 19.5 R3 拡幅コンクリート

【その他】

横浜港横断橋下部構造止水 鹿島建設㈱ 土木研究ｾﾝﾀｰ 11 S56 漏水ﾃｽﾄ  

養殖研取水工事 ㈱東京久栄   － 56 S57 取水管の根固め        

神戸大学臨海実験所工事 ㈱青木建設 神戸大学 22 S58   －                

塚堂漁港改修工事 ㈱西海建設   － 100 S59 洗掘箇所充填

加部島架橋側径間建設工事 鹿島建設㈱   － 30 S59 止水                      

－ 鹿島建設㈱ 海外（ｼﾞｬﾏｲｶ） 250 S60   －                      

米軍横須賀基地補修 鹿島建設㈱ 米軍 98 S62 護岸補修          

赤崎海岸岸壁補修工事 石本建設㈱ 米軍佐世保OICC 一式 S63 岸壁目地詰補修      

米軍横瀬貯油所M841改修工事 石本建設㈱ 米軍 55 H元 橋台基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ  

ﾏｰｼｬﾙ漁港整備工事 鹿島建設㈱ 海外 300 H元,3 均しｺﾝｸﾘｰﾄ  

桟橋基礎工 松庫工業㈱   － 20 H元 底版ｺﾝｸﾘｰﾄ  

峯岸・岡部ビル新築工事 ㈱永井工務店   － 95 H元 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ  

ﾗｲﾌｶﾞｰﾃﾞﾝ向ヶ丘新築工事 三菱建設   － 50 H元 底版ｺﾝｸﾘｰﾄ  

庵崎護岸改修工事 ㈱石本建設 米軍 180 H2 護岸間詰          

橋梁基礎工事 森山通商㈱ 海外（韓国） 280 H3 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ  

馬山海域灯標工事 森山通商㈱ 海外（韓国） 30 H4 灯標基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

ﾏｰｼｬﾙ漁港工事 鹿島建設㈱ 海外 205 H5 橋脚基礎

韓国橋梁基礎補強工事 森山通商㈱ 海外（韓国） 280 H5,6     被覆工

倉庫基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ ㈱ﾌｼﾞｯｸｽｺﾝｸﾘｰﾄ   － 25 H6 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

美濃市充填不良箇所補修 福田組   － 2 H6 ﾋﾞﾙ基礎

台湾 鹿島建設㈱ 海外 一式 H7 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ

防波堤捨石固結工 北野建設 海外（ドﾐﾆｶ共和国） 400 H8 捨石固結

海底ｹｰﾌﾞﾙ被覆 千尋海洋技術㈱ 海外（台湾） 250 H9 被覆ｺﾝｸﾘｰﾄ

－ 深田ｻﾙﾍﾞｰｼﾞ建設㈱   － 70 H10

龍門発電所循環冷却水放水路工事 栄工・鹿島・大豊JV 海外（台湾電力） 52,170 H13～15 上部・中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ

大安復旧工事 鹿島・大陸聯合承攬大安工事所 海外（台湾電力） 3,000 R元 坑道埋設
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