
年  月 発注者 元     請 工      事     名 杭　明　細工　　法施 工 場 所

平成24年4月 民間 ㈱宇都宮ユーミー
建設

（仮称）Y&M12萩原新築工事 GMTOP工法 φ500-400+φ400*17.0m

　　　　　　（8.0mB+9.0mC）*50本

山梨県甲府市

平成24年4月 民間 清水建設㈱ 旧ネッツトヨタ山梨徳行店跡地土壌調査工事 土壌調査山梨県甲府市

平成24年4月 民間 新生テクノス㈱ 都留SS南線変換器設備新設（2） 山留工事 H250*7.0m*23本山梨県都留市

平成24年4月 民間 芙蓉建設㈱ ファナック㈱新迎賓館建設工事 鋼管杭工事 φ114.3mm*4.5mm(STK400）*12本山梨県南都留郡忍野村

平成24年4月 長野県 東洋建設㈱ 長野県警察学校炊食浴棟（11）建築工事 全旋回 φ800*11.65m～29.65m*22本

φ1100*17.45m～27.0m*10本

長野県長野市

平成24年5月 民間 ジャパンパイル㈱ 公務員宿舎朝霞住宅（仮称）整備事業　事業中止
に伴う杭材料廃棄処分

杭処分埼玉県朝霞市



年  月 発注者 元     請 工      事     名 杭　明　細工　　法施 工 場 所

平成24年5月 都留市 ㈱小林工務店 川茂下部工設置工事（第二工区） 薬液注入工事山梨県都留市

平成24年5月 山梨県 大新工業㈱ 一般国道411号　砂田3工区橋梁下部工事（一部
債務）

ベノト φ1200*22.2m*22本山梨県甲府市

平成24年5月 国土交通省 りんかい日産建設
㈱

鹿島港外港地区岸壁(-14m)耐震改良工事 土の置換工事 φ1800*13.0m～14.5m*5本

φ2000*14.5m～18.5m*11本

茨城県鹿嶋市

平成24年5月 民間 ジャパンパイル㈱ ジャパンパイル株式会社　山梨工場　高強度コンク
リート節付杭処分

杭処分山梨県南巨摩郡身延町

平成24年5月 民間 ㈱水沢工務店 山梨中央銀行　猿橋支店山留工事 ダウンザホール
ハンマー

H300*6.0m*6本

H300*8.0m*2本

H300*8.0m*23本

H300*9.0m*19本

山梨県大月市

平成24年5月 山梨県 長田組土木㈱ 一般国道411号　砂田4工区橋梁下部工事（一部
債務）

ベノト φ1200*22.4m*17本山梨県甲府市



年  月 発注者 元     請 工      事     名 杭　明　細工　　法施 工 場 所

平成24年6月 忍野村 芙蓉建設・大森林
業JV

忍野村立忍野村民体育館改修工事 低空頭スライド
工法

φ1200*9.0m*30本

　　　　　　（上空制限高　7.0m）

山梨県南都留郡忍野村

平成24年6月 民間 ㈱中村建設 山梨建鉄（株）旧作業場基礎他撤去工事 解体山梨県甲府市

平成24年6月 国立大学法
人

昭和建設工業㈱ 山梨大学（医病）ボンベ庫新営その他工事 HP-MTOP工法 650-500*5.0m*8本

650-500*6.0m*4本

山梨県中央市

平成24年6月 民間 清水建設㈱ 山梨建鉄㈱旧作業場基礎他撤去工事 解体山梨県甲府市

平成24年6月 民間 山梨トヨタ自動車
㈱

山梨トヨタ自動車株式会社　昭和バイパス店解体
工事

解体山梨県中巨摩郡昭和町

平成24年6月 茨城県 東海建設㈱ 23－08－621－0－002号　橋梁下部工工事 ベノト φ1000*21.3m*8本

φ1000*21.0m*8本

茨城県北茨城市



年  月 発注者 元     請 工      事     名 杭　明　細工　　法施 工 場 所

平成24年6月 民間 清水建設㈱ 山梨大病院内改修工事 解体山梨県中央市

平成24年7月 民間 ㈱セレモジャパン （仮）エヴァホール新横浜新築工事に伴うPC杭撤
去工事

杭撤去工事 φ1000*18.0m*15本神奈川県横浜市

平成24年7月 民間 ㈱中村建設 山梨建鉄（株）鉄骨造他解体工事 解体山梨県中央市

平成24年7月 山梨県 大新工業㈱ 一般国道411号　砂田3工区橋梁下部工事（一部
債務）

山留工事 SP-Ⅲ　L=8.5m　120枚山梨県甲府市

平成24年7月 民間 財団法人　山梨県
教育会館

山梨県教育会館　北側水路改修工事 水路改修山梨県甲府市

平成24年7月 甲府市 齋藤建設㈱ 富士川悠遊館建設（建築主体）工事 BASIC工法 φ350-19.0m（10A種+9I種）*38本山梨県甲府市



年  月 発注者 元     請 工      事     名 杭　明　細工　　法施 工 場 所

平成24年7月 民間 長田組土木㈱ 山梨トヨタ自動車㈱昭和バイパス店新築工事 山留工事 SP-Ⅱ*5.0ｍ×115枚

SP-Ⅱ*5.0ｍ*56本

Ｈ100*100*3.0ｍ*36本

山梨県中巨摩郡昭和町

平成24年7月 民間 北野建設㈱ 株式会社国興本社ビル建設計画　事務所棟新築
工事

クレーン作業長野県諏訪市

平成24年7月 福島県 ㈱加地和組 小名浜７号ふ頭災害復旧工事 土の置換工事 φ1000*13.3m～41.1m*66本福島県いわき市

平成24年7月 民間 長田組土木㈱ 山梨トヨタ昭和バイパス店新築工事 撤去工事山梨県中巨摩郡昭和町

平成24年7月 国土交通省 駿豆建設㈱ 平成23年度　1号南二日町道路建設工事 全旋回 φ1500*6.0m*6本静岡県三島市

平成24年7月 山梨県 金山土建㈱ （仮称）北巨摩教育会館職員宿舎解体工事 解体山梨県韮崎市



年  月 発注者 元     請 工      事     名 杭　明　細工　　法施 工 場 所

平成24年8月 国土交通省 吉川建設㈱ 平成24年度社会資本整備総合交付金（道路）工事
（国）152号飯田市小嵐パイパス（島川原橋A2橋
台）

全旋回 φ1500*11.140m*6本長野県飯田市

平成24年8月 民間 清水建設㈱ 山梨病院地下オイルタンク山留（親杭）工事 山留工事 300H*L=8.0m*18本山梨県甲府市

平成24年8月 民間 ㈱パークジャパン 武田2丁目地内駐車場整備工事 舗装工事山梨県甲府市

平成24年8月 鉄道運輸機
構

吉川建設㈱ 北陸新幹線　西笠原消雪基地造成他 低空頭スライド
工法

φ1000*8.1m*2本長野県中野市

平成24年8月 北杜市 日経工業㈱ （仮称）長坂統合小学校プール建設工事 ケムン工法 PHC-A種φ500*8.0ｍ+

　　PHC-B種φ500*6.0m*25本

PHC-A種φ500*9.0ｍ+

　　PHC-B種φ500*6.0m*16本

山梨県北杜市

平成24年9月 民間 計画建設㈱ クスリのサンロード上野原店新築工事 山留工事 H200*5.5m*12本

H200*5.0m*2本

山梨県上野原市



年  月 発注者 元     請 工      事     名 杭　明　細工　　法施 工 場 所

平成24年9月 民間 新生テクノス㈱ 身延SSほか1高圧配電設備改良 PHC杭工事 PHC-Aφ300*10.0ｍ*4本

PHC-Aφ350*10.0ｍ*4本

PHC-Aφ300*8.0ｍ*4本

山梨県南巨摩郡身延町

平成24年9月 甲府市 ㈱村松工務所 里垣小学校給食室増改築（建築主体）工事 鋼管杭工事 190.7mm*9.5m*22本山梨県甲府市

平成24年9月 甲斐市 長田組土木・甲信
建設工業ＪＶ

玉幡中学校屋外プール改築工事 解体山梨県甲斐市

平成24年9月 甲斐市 清水建設㈱ （仮称）甲斐市役所竜王庁舎南別館改修工事 解体山梨県甲斐市

平成24年9月 民間 長田組土木㈱ （社）園樹会　作業所・生活訓練室（集会所）等建
設工事

Hyper-MEGA
工法

φ440-300-450+φ450-14.0m

　　（9A(105N)＋5ｃ）*16本

山梨県甲府市

平成24年9月 国土交通省 ㈱中村建設 国土交通省笛吹出張所通信鉄塔他撤去工事に伴
う地質調査業務

地質調査山梨県笛吹市



年  月 発注者 元     請 工      事     名 杭　明　細工　　法施 工 場 所

平成24年9月 国土交通省 ㈱中村建設 国土交通省笛吹出張所通信鉄塔他撤去工事 解体山梨県笛吹市

平成24年9月 山梨県 植野興業㈱ 国道411号下萩原その1工事 全旋回 φ1000*12.5m*12本

φ1000*8.5m*6本

山梨県甲州市

平成24年9月 甲斐市 ㈱ちの工務店 竜王道路拡幅に伴う整備工事 解体山梨県甲斐市

平成24年9月 国土交通省 堀江工業㈱ 久之浜地区歩道設置工事 土の置換工事 φ1500*5.0m*96本福島県いわき市

平成24年9月 民間 ㈲砂畑建材 （仮称）ホテルロマン解体工事 解体山梨県北杜市

平成24年9月 福島県 ㈱渡辺組 湯本跨線橋下部工事 全旋回 φ1300*14.4m*10本福島県いわき市



年  月 発注者 元     請 工      事     名 杭　明　細工　　法施 工 場 所

平成24年9月 民間 渡辺組・大洋建設
ＪＶ

（仮）エヴァホール新横浜新築工事 BASIC工法 650-500A*16.0m*14本

650-500B*16.0m*14本

500-400-500B*11.0m*12本

500-400-500B*11.0m*1本

神奈川県横浜市

平成24年9月 山梨県 国際建設㈱ 一般国道411号朝気4工区橋梁下部工事 ベノト φ1200*17.5m～18.0m*28本

φ1000*20.0m*2本

φ1000*20.5m*1本

φ1000*21.0m*1本

φ1000*21.5m*4本

山梨県甲府市

平成24年10月 民間 ㈱中村建設 上原　勇七　印傳屋様　プレハブ倉庫他解体工事 解体山梨県甲府市

平成24年10月 国立大学法
人

藤島建設㈱ 山梨大学（下河原）自家発電設備室棟新営その他
工事（基礎杭工事）

BASIC工法 φ450*8.0ｍ*20本

φ500*8.0ｍ*3本

山梨県中央市

平成24年10月 山梨県 山梨県　営繕課 水産技術センター3号井戸ポンプ改修工事 さく井山梨県甲斐市

平成24年10月 国立大学法
人

藤島建設㈱ 山梨大学（下河原）自家発電設備室棟新営その他
工事（鋼矢板工事）

山留工事 H300*300*8.5m*23本

50ｷﾛﾚｰﾙ　5.0m*15本

山梨県中央市



年  月 発注者 元     請 工      事     名 杭　明　細工　　法施 工 場 所

平成24年10月 民間 ㈱中村建設 中央労働金庫　旧南アルプス支店　建築物解体工
事

解体山梨県南アルプス市

平成24年10月 福島県 堀江工業㈱ 道路橋りょう整備（基幹）工事（橋梁下部） 低空頭スライド
工法

φ1200*36.0m*4本（全旋回）

φ1200*36.0m*4本（低空頭）

福島県いわき市

平成24年10月 山梨県 ㈱高野建設 一般国道411号大塚橋橋梁工事 旧橋撤去工事山梨県甲州市

平成24年10月 民間 ㈱コラム建設 堰堤補修基礎工事（平成23年度繰越明許）平成24
年度堰堤補修躯体工事

全旋回 φ1500*10.0m*13本神奈川県秦野市

平成24年10月 長野県 奥田工業㈱ 平成24年度　県単公共土木施設災害復旧（応急
工事）工事

杭工事 φ300*3.6ｍ～5.0m*18本長野県茅野市

平成24年10月 民間 清水建設㈱ アルファケア南甲府介護施設　外壁撤去工事 解体山梨県甲府市



年  月 発注者 元     請 工      事     名 杭　明　細工　　法施 工 場 所

平成24年10月 民間 ㈱大林組 「森の中オフィス」職員寮用地造成工事 造成工事 切土　96,390㎥

残土処理　80,190㎥

山梨県北杜市

平成24年10月 静岡県 大井建設㈱ 平成24年度（主）藤枝天竜線地域自主戦略交付金
工事（駿遠橋橋脚基礎補強工）

仮橋工事静岡県島田市

平成24年10月 民間 ㈱パークジャパン 電線管敷設工事 敷設工事山梨県甲府市

平成24年11月 山梨県 匠建設工業㈱ 県道富士川身延線（仮称）身延山IC和田1工区橋
梁下部工事

仮橋工事山梨県南巨摩郡身延町

平成24年11月 韮崎市 富士島建設㈱ 側溝周囲地盤補強及び側溝補修工事 地盤改良 2ｍ*8本山梨県韮崎市

平成24年11月 都留市 熊坂建設㈱ 禾生第二小学校プール改修工事 セメントミルク工
法

PHC-Aφ300*7.0ｍ*3本

PHC-Aφ300*10.0ｍ*3本

PHC-Aφ300*13.0ｍ*3本

PHC-Aφ300*16.0ｍ*3本

PHC-Aφ300*18.0ｍ*3本

山梨県都留市



年  月 発注者 元     請 工      事     名 杭　明　細工　　法施 工 場 所

平成24年11月 民間 ㈱中村建設 メルシャン勝沼ワイナリー重油タンク撤去工事 解体山梨県甲州市

平成24年11月 国土交通省 静和工業㈱ 1号寺尾地区道路建設工事 全旋回 φ1200*17.7m*18本

φ1500*7.0m*1本

φ1800*7.5m*1本

静岡県静岡市

平成24年11月 静岡市 南條工業㈱ 平成24年度 駿市橋 第1号 下川原南土地区画１号
線（仮称）下川原南橋橋梁下部工工事

ベノト φ1200*18.0m*10本静岡県静岡市

平成24年11月 民間 山梨県教職員組
合

駐車場バリカ取替工事 バリカ取替工事山梨県甲府市

平成24年11月 国土交通省 ㈱白鳥建設 平成24年度　1号静清泉ケ谷高架橋下部工事 全旋回 φ1500*8.9m*13本

φ1500*16.9m*2本

φ1500*19.4m*6本

φ1500*29.9m*4本

静岡県静岡市

平成24年11月 山梨県 ㈱高野建設 一般国道411号大塚橋橋梁工事 山留工事 アンカー10.0m～15.0m*6本山梨県甲州市



年  月 発注者 元     請 工      事     名 杭　明　細工　　法施 工 場 所

平成24年11月 甲府市 齋藤建設㈱ 橋梁下部工事（市道新油川橋線歩道橋） 土工事山梨県甲府市

平成24年11月 韮崎市 富士島建設㈱ 下水道工事（第2工区） 推進工事 φ350*48.0m（鋼製鞘管）

φ250*48.0m（塩ビ管）

φ2500（鋼製ケーシング立坑）

φ2000（鋼製ケーシング立坑）

山梨県韮崎市

平成24年11月 韮崎市 富士島建設㈱ 下水道工事（第2工区） 薬液注入工事山梨県韮崎市

平成24年11月 民間 ㈱ちの工務店 （仮称）Ｆ白州太陽光発電設備構築工事（建築） 基礎工事

仮設工事

伐採・抜根工事

外構工事

整地工事

山梨県北杜市

平成24年11月 国土交通省 長田組土木㈱ 中部横断戸栗川橋下部他工事 全旋回 φ1500*10.0m*6本山梨県南巨摩郡南部町

平成24年11月 山梨県 友愛工業㈱ 市道1-13号線（旧石和13号線）（仮称）砂原橋下部
工工事（4工区）（債務）

全旋回 φ1500*41.5m*9本山梨県笛吹市



年  月 発注者 元     請 工      事     名 杭　明　細工　　法施 工 場 所

平成24年11月 山梨県 大新工業㈱ 平等川河川工事4工区（一部債務） 山留工事 SP-Ⅲ*6.5ｍ*118枚

SP-Ⅲ*9.5ｍ*1枚

SP-Ⅱ*6.0ｍ*36枚

SP-Ⅳ*9.5ｍ*2枚

SP-Ⅴ*9.5ｍ*112枚

山梨県笛吹市

平成24年11月 国土交通省 ㈱望月組土木 H24中部横断他改良工事（貢川地区） 山留工事 SP-Ⅳ*11.5m*69本

SP-Ⅲ*8.0m*23本

SP-Ⅲ*9.0m*46本

H300*5.5ｍ*5本

山梨県甲府市

平成24年12月 山梨県 芙蓉建設㈱ 入山川河川工事 鋼管杭工事 φ318.5*4.5m*8本

φ318.5*12.5m*10本

山梨県富士吉田市

平成24年12月 富士川町 ㈱天満組 鰍沢汚水幹線33-24-4号管布設工事 推進工事 φ350*33.6m（推進工）

3.0m*4.57m*8.0m（発進立坑）

2.0m*3.884m*7.5m（到達立坑）

山梨県南巨摩郡富士川町

平成24年12月 山梨県 ㈱高野建設 一般国道411号大塚橋橋梁工事 全旋回 φ1000*6.5m*12本山梨県甲州市

平成24年12月 民間 ㈱パークジャパン バリカー取替工事 取替工事山梨県甲府市



年  月 発注者 元     請 工      事     名 杭　明　細工　　法施 工 場 所

平成24年12月 国土交通省 長田組土木㈱ 中部横断戸栗川橋下部他工事 山留工事 H300*6.0ｍ*30本（打込）

H300*6.0ｍ*15本（引抜）

H300*6.0ｍ*15本（埋殺し）

山梨県南巨摩郡南部町

平成24年12月 山梨県 匠建設工業㈱ 県道富士川身延線（仮称）身延山IC和田1工区橋
梁下部工事

深礎工事 φ2000*9.5m*2本

φ2000*6.0m*2本

山梨県南巨摩郡身延町

平成24年12月 静岡県 大井建設㈱ 平成24年度（主）藤枝天竜線地域自主戦略交付金
工事（駿遠橋橋脚基礎補強工）

全旋回 φ1500*14.9m*6本

φ1500*15.3m*6本

φ1500*15.4m*6本

静岡県島田市

平成24年12月 国土交通省 ㈱望月組土木 H24中部横断他改良工事（貢川地区） 全旋回 φ1000*10.8m*4本

φ1000*12.4m*4本

山梨県甲府市

平成24年12月 静岡県 常盤工業㈱ 平成24年度　一級河川安間川流域治水対策河川
事業（地域自主戦略）工事（歩道橋下部工）

全旋回 φ1000*21.5m*4本

φ1000*23.0m*4本

静岡県浜松市

平成24年12月 甲府市 齋藤建設㈱ 橋梁下部工事（市道新油川橋線歩道橋） 山留工事 SP-Ⅳ*18.0ｍ*78枚

SP-Ⅳ*14.5ｍ～16.5ｍ*78枚

SP-Ⅳ*13.0ｍ～14.5ｍ*78枚

山梨県甲府市



年  月 発注者 元     請 工      事     名 杭　明　細工　　法施 工 場 所

平成24年12月 三重県 中央土木㈱ 二級河川志原川河川災害関連（導流堤）工事 土の置換工事 φ1500*14.0m*14本三重県南牟婁軍御浜町

平成24年12月 山梨県 中楯建設㈱ 一般国道358号橋梁（城越橋）下部工事 山留工事 SP-Ⅲ*13.5ｍ*28枚

SP-Ⅲ*8.5ｍ*9枚

Ｈ400*400　3段　14.8ｔ

山梨県甲府市

平成25年1月 山梨県 山梨県　管財課 県庁構内外構解体他工事 解体山梨県甲府市

平成25年1月 愛知県 谷山建設㈱ 道路改良工事（新地域自立）（3号工） ベノト φ1000*15.6m*4本愛知県豊橋市

平成25年1月 民間 清水建設・岩田地
崎建設JV

中部横断自動車道　宮狩トンネル工事 全旋回 φ1500*9.2m*9本

φ1500*20.5m*36本

φ1500*15.0m*24本

山梨県南巨摩郡富士川町

平成25年1月 甲府市 齋藤建設㈱ 橋梁下部工事（市道新油川橋線歩道橋） 回転杭（つばさ
杭）

φ600-φ900*20.0ｍ*6本

φ600-φ900*15.0ｍ*5本

φ600-φ900*21.5ｍ*5本

山梨県甲府市



年  月 発注者 元     請 工      事     名 杭　明　細工　　法施 工 場 所

平成25年1月 民間 清水建設㈱ 富岳通運外構撤去工事 撤去工事山梨県甲府市

平成25年1月 民間 芙蓉建設㈱ 岳麓自動車教習所管理・教室棟建設工事 ダウンザホール
ハンマー

φ550*8.0m*46本山梨県富士吉田市

平成25年1月 山梨県 ㈱佐野組 県道富士川身延線土瓶沢橋補強補修工事 アンカー工事 アンカー*9.5ｍ～18.0ｍ*29本山梨県南巨摩郡南部町

平成25年1月 山梨県 ㈱佐野組 県道富士川身延線土瓶沢橋補強補修工事 山留工事 H350*350*15.0ｍ*20本山梨県南巨摩郡南部町

平成25年1月 愛知県 青山建設㈱ 道路改良工事（新地域自立）（1号工） ベノト φ1200*23.36m*14本

φ1200*24.13m*12本

愛知県豊橋市

平成25年1月 山梨県 扶桑建設㈱ 中部横断自動車道　桑柄沢川橋工事用道路　仮
設工事（仮橋A1・A2橋台・土留工）杭打及び架台

山留工事 H300*1.274ｍ～8.0ｍ*21本

H350*2.0ｍ*6本

H400*8.0ｍ*2本

山梨県南巨摩郡身延町



年  月 発注者 元     請 工      事     名 杭　明　細工　　法施 工 場 所

平成25年1月 甲斐市 四谷建設・有泉土
建JV

双田線道路改良・新町橋補強及び歩道橋新設工
事

山留工事 Ｈ300*8.0ｍ*1本山梨県甲斐市

平成25年2月 民間 藤本電業㈱ 榑坪線№83～№87鉄塔移設工事 全旋回 φ1000*9.3m*4本山梨県南巨摩郡南部町

平成25年2月 国土交通省 石福建設㈱ 平成24年度　藁科川藁科川橋左岸橋台工事 全旋回 φ2000*9.0m*1本静岡県静岡市

平成25年2月 民間 清水建設㈱ 富岳通運昭和倉庫新築工事 土工事山梨県中巨摩郡昭和町

平成25年2月 国土交通省 東海建設㈱ 北茨城江戸上上川橋下部工事 全旋回 φ1000*23.5m*8本

φ1000*23.9m*10本

茨城県北茨城市

平成25年2月 山梨県 山梨建設㈱ 国道140号（西関東道路）万力蟹沢橋橋梁下部工
事（明許）

全旋回 φ1500*14.0m*8本山梨県山梨市



年  月 発注者 元     請 工      事     名 杭　明　細工　　法施 工 場 所

平成25年2月 国土交通省 扶桑建設㈱ 大野地区樋管新設工事 山留工事 Ⅱ　W型*4.0ｍ*16枚

Ⅱ　W型*5.5ｍ*24枚

可とう鋼矢板　4.0m*2枚

可とう鋼矢板　5.5m*2枚

山梨県南巨摩郡身延町

平成25年2月 静岡市 ㈱平井組 平成24年度　葵市橋債第1号　千代田瀬名線（巴
橋）橋梁架替工事

全旋回 φ1000*31.93m*8本

φ1000*32.53m*8本

静岡県静岡市

平成25年2月 民間 清水建設㈱ Volkswagen甲府東新築工事 Hyper-MEGA
工法

PHCφ500-400*5.0m*18本

PHCφ500-400*4.0m*21本

山梨県甲府市

平成25年2月 民間 清水建設㈱ Volkswagen甲府東新築工事 土工事山梨県甲府市

平成25年2月 山梨県 ㈱望月組土木 一般国道４１１号 砂田5工区橋梁下部工事（一部
債務）

全旋回 φ1000*22.5m～23.0ｍ*16本

φ1200*23.23m*15本

山梨県甲府市

平成25年2月 山梨県 風間興業㈱ 渋川河川工事（明許） ベノト φ1000*8.0m*5本

φ1000*8.0m*5本

山梨県笛吹市



年  月 発注者 元     請 工      事     名 杭　明　細工　　法施 工 場 所

平成25年2月 山梨県 風間興業㈱ 渋川河川工事（明許） 山留工事 SP-Ⅱ・Ⅲ*7.0ｍ～8.0ｍ*308枚山梨県笛吹市

平成25年3月 神奈川県 国土開発工業㈱ 平成24年度　橋りょう補修工事　県単（その5） 低空頭スライド
工法

土の置換工事

φ1200*8.0m*19本

φ1200*8.0m*4本（増）

神奈川県厚木市

平成25年3月 民間 芙蓉建設㈱ （仮称）ニトリ富士吉田店新築工事 Hyper-MEGA
工法

φ650-500*8.0m*18本

φ500-400*8.0m*16本

φ650-500*7.0m*1本

φ500-400*7.0m*6本

φ440-300*7.0m*4本

山梨県富士吉田市

平成25年3月 笛吹市 笛吹市　水道課 水源井戸閉孔・施設撤去工事 井戸工事 ポンプ撤去

小屋撤去

山梨県笛吹市

平成25年3月 民間 ㈱七保 （仮称）正念寺庫裏解体工事 解体山梨県大月市

平成25年3月 山梨県 ㈱不動テトラ H24市道1-13（旧石和13号線）笛吹川左岸地盤改
良工事（１工区）

レッカー作業山梨県笛吹市



年  月 発注者 元     請 工      事     名 杭　明　細工　　法施 工 場 所

平成25年3月 国土交通省 清水建設・岩田地
崎建設JV

中部横断自動車道　宮狩トンネル工事 山留工事 H350*8.0ｍ*30本

H350*8.0ｍ*10本

山梨県西八代郡市川三郷
町

平成25年3月 栃木県 ヤマザキ建興㈱ 平成24年度橋梁下部工事　名草川その1（補助砂
防）

全旋回 φ1000*13.0m*4本

φ1000*7.5m*6本

栃木県足利市

平成25年3月 栃木県 大協建設㈱ 橋梁下部工事　松田川その1（安全川補） 全旋回 φ1000*14.5m*4本栃木県足利市

平成25年3月 山梨県 中楯建設㈱ 一般国道358号橋梁（城越橋）下部工事 全旋回 φ1500*10.0m*4本

φ1000*12.0m*4本

山梨県甲府市

平成25年3月 長野県 信州林業㈱ 平成24年度　国補・古里327号線（田子川1号橋）
橋梁下部工事

全旋回 φ1200*25.4m*8本

φ1200*26.2m*8本

長野県長野市


