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

平成25年4月 山梨県 山梨県　営繕課 旧県立図書館解体工事（明許） 解体 RC造4階建・地下1階　4,131㎡

　

山梨県甲府市

平成25年4月 山梨県 峡北建設㈱ （主）北杜八ヶ岳公園線橋梁下部工事（一部債務） 全旋回 φ1200*9.5m*12本山梨県北杜市

平成25年4月 栃木県 ㈱青木建設 橋梁工事　熊川その2（安全川補） 全旋回 φ1000*7.5m*6本

φ1000*8.9m*6本

栃木県大田原市

平成25年4月 甲府市 日経工業・齋藤建
設JV

中央保育所建設（建築主体）工事 BASIC工法 PHC-A種*500*12.0ｍ

　+ｃPHC-Ｉ*φ500*6.0m*23本

PHC-A*φ600*12.0ｍ

　+ｃPHC-Ｉ*φ600*6.0m*24本

山梨県甲府市

平成25年4月 民間 ㈲松木建設 登り坂石油(株)カーオアシス上野原SS全面改修工
事

地盤改良山梨県上野原市

平成25年4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*8.5m*13本

H300*8.0m*48本

山梨県甲斐市



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

平成25年4月 栃木県 ㈲郡司工業 高間木取水場接合防護施設工事 サイクルハン
マー

φ550*2.5m*6本

φ550*4.0m*6本

栃木県宇都宮市

平成25年5月 民間 ㈱穴吹工務店 サーパス長野吉田新築工事 全旋回 φ2000*47.0m*4本

φ1800*47.0m*2本

φ1800*39.0m*3本

φ1500*47.0m*2本

長野県長野市

平成25年5月 民間 ㈲松木建設 登り坂石油㈱カーオアシス上野原SS全面改修工事 地盤改良 1000*8.0ｍ*4本山梨県上野原市

平成25年5月 国立大学法人 清水建設㈱ 山梨医大（医病）病棟新営工事 解体山梨県中央市

平成25年5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 山留工事 SP-Ⅲ*10.5ｍ*291枚山梨県市川三郷町・富士川
町

平成25年5月 民間 ㈱総和建設 山梨ジュニア体操クラブ新築工事 地盤改良山梨県甲府市



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

平成25年5月 民間 ジャパンパイル㈱ 高強度節付コンクリート杭（成田冨里徳洲会病院
他）撤去処分工事

杭処分山梨県南巨摩郡身延町

平成25年5月 民間 ㈱TLC PLB小鹿野両神小森Ｂ無線基地局 全旋回 φ1000*7.5m*4本埼玉県秩父郡小鹿野町

平成25年5月 民間 清水建設㈱ 社会保険山梨病院　既存病院解体・改修工事 解体山梨県甲府市

平成25年5月 民間 山内時計メガネ店 看板撤去及び防水工事 看板撤去・防水
工事

山梨県甲府市

平成25年5月 民間 円崎興業㈲ 韮崎インターH鋼杭打込み工事 山留工事 H400*5.0m*1本

H25*5.0m*5本

山梨県韮崎市

平成25年6月 山梨県 大新工業・宏和建
設JV

主要地方道甲府韮崎線3工区道路工事（一部債
務）

歩道工事山梨県甲府市



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

平成25年6月 民間 医療法人　笛吹中
央病院

四日市場地内　樹木伐採・抜根他工事 樹木伐採・抜根
他工事

山梨県笛吹市

平成25年6月 北杜市 ㈱フカサワ 泉小学校食堂棟解体工事 解体山梨県北杜市

平成25年6月 民間 ㈱中村建設 疾測量株式会社地内解体工事 解体山梨県甲斐市

平成25年6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*19本（打込）

H300*8.5m*10本（引抜）

H300*8.5m*3本（引抜）

山梨県甲斐市

平成25年6月 国土交通省 木内建設㈱ 平成24年度1号静清丸子高架橋東下部工事 全旋回 φ1200*31.0m*8本静岡県静岡市

平成25年6月 甲府市 早野組・宏和建
設・昭和建設工業
ＪＶ

甲府市地域医療センター建設工事 土工事山梨県甲府市



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

平成25年6月 民間 清水建設㈱ （仮称）大同生命ビルみずほ証券看板撤去工事 撤去工事山梨県甲府市

平成25年7月 東京都 青木マリーン㈱ 環状第2号線隅田川橋りょう（仮称）下部工事その4
（23-五-環2）

土の置換 φ1500*7.0m*49本東京都中央区

平成25年7月 民間 清水建設㈱ （仮称）城東病院浴室改装工事 解体山梨県甲府市

平成25年7月 長野県 ㈱新宅組 平成24年度　通常砂防工事　（砂）田の洞沢A1・A2
橋台　基礎杭工事

全旋回 φ1000*7.8m～21.8m*16本長野県木曽郡木曽町

平成25年7月 静岡県 中山建設㈱ 平成24年度〔第24-B0800-01号〕（主）掛川川根線
河川等災害関連（現年）工事（仮橋工）

ダウンザホール
ハンマー

H300*φ500*6.0m～9.0m*17本

H350*φ500*7.5m～17.0m*28本

静岡県掛川市

平成25年7月 国土交通省 関口工業㈱ 国道6号土浦BP常名高架橋下部（1）工事 全旋回 φ1200*15.4m～15.7m*12本

φ1200*16.6m～18.6m*12本

φ1200*19.7m～20.1m*16本

茨城県土浦市



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

平成25年7月 国立大学法人 清水建設㈱ 山梨大学（医病）病棟新営その他工事に伴う集水
井戸工事

ディープウェル
工事

山梨県中央市

平成25年7月 民間 財団法人　山梨県
教育会館

山梨県教育会館　玄関前グレーチング修繕他工事 外構工事山梨県甲府市

平成25年7月 国土交通省 新日本工業㈱ 国道6号土浦BP常名高架橋下部（2）工事 全旋回 φ1200*13.8m～16.0m*20本

φ1200*16.7m～19.9m*20本

茨城県土浦市

平成25年7月 都留市 山英建設㈱ 川茂橋上部工架設工事 作業鋼台撤去山梨県都留市

平成25年8月 南アルプス市 長田組土木・市川
工務店・米山住研
JV

（仮称）南湖第一・南湖第二保育所統合建設工事
（建築主体・外構工事）

地盤改良 φ2000*6.6ｍ～7.0ｍ*103本山梨県南アルプス市

平成25年8月 民間 ㈱TLC 内野線№82～№90鉄塔建替工事に伴う杭打ち工
事

全旋回 φ1500*15.0m*4本静岡県富士宮市



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

平成25年8月 南アルプス市 長田組土木・市川
工務店・米山住研
JV

（仮称）南湖第一・南湖第二保育所統合建設工事
（建築主体・外構工事）

山留工事 H200*200*5.5m*11本山梨県南アルプス市

平成25年8月 国土交通省 堀江工業㈱ 田之網地区歩道設置工事 土の置換工事 φ1500*4.9m*168本福島県いわき市

平成25年8月 民間 ㈱タツノ 中央自動車道双葉SA（上り線）他給油所改良工事 
上り2期

山留工事 H350*8.5m*18本山梨県甲斐市

平成25年9月 山梨県 山梨県　営繕課 谷村工業高校化学デザイン実習棟他解体工事 解体山梨県都留市

平成25年9月 国土交通省 ㈱ヤマウラ 平成24年度　153号伊南バイパス田切南下部工事 全旋回 φ1200*15.5m*40本長野県上伊那郡飯島町

平成25年9月 民間 ㈱パークジャパン I字バリカー基礎補修工事 補修工事山梨県甲府市



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

平成25年9月 大月市 清水建設㈱ 大月市立中央病院内装撤去工事 解体山梨県大月市

平成25年9月 山梨市 雨宮電気㈱ 山梨市民小原スポーツ広場整備電気設備工事 鋼管杭工事 φ700*4.0ｍ*6本

φ700*6.5ｍ*1本

φ700*7.0ｍ*1本

山梨県山梨市

平成25年9月 民間 ㈱守谷商会 （仮称）松本大手4丁目共同住宅新築工事 全旋回 φ2000*24.0m*7本

φ1800*24.0m*5本

φ1600*24.0m*7本

長野県松本市

平成25年10月 民間 清水建設㈱ 真澄寺別院各所改修工事 解体山梨県南都留郡富士河口
湖町

平成25年10月 山梨県 近藤工業㈱ 中部横断自動車道　不動沢川工事用道路2工区改
良工事

山留工事 Ｈ300　Ｈ350　24.0ｍ*22本

Ｈ300　Ｈ350　10.0ｍ*12本

山梨県南巨摩郡身延町

平成25年10月 山梨県 扶桑建設㈱ 県道富士川身延線（仮称）身延IC 和田6工区橋梁
下部工事

全旋回 φ1500*10.6ｍ*3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10月 山梨県 扶桑建設㈱ 県道富士川身延線（仮称）身延IC 和田6工区橋梁
下部工事

ダウンザホール
ハンマー

H400*13.0m*13本山梨県南巨摩郡身延町

平成25年10月 笛吹市 風間興業㈱ 笛吹市立石和中学校給食棟建設工事（建築主体）
杭工事

Hyper-MEGA
工法

φ600-450-C*4.0ｍ*17本

φ650-500-B*4.0ｍ*10本

φ650-500-C*4.0ｍ*8本

山梨県笛吹市

平成25年10月 山梨県 三共建設㈱ 一般国道411号橋梁耐震補強工事（2号桟道橋） 橋撤去山梨県北都留郡丹波山村

平成25年10月 甲府市 齋藤建設・佐野工
務店JV

（仮称）地域振興複合施設等新築（建築主体）工事 Hyper-MEGA
工法

φ500-400AAC*25.0m*23本

φ600-450AAB*25.0m*6本

φ600-450AAB*27.0m*12本

φ440-300AAI*25.0m*42本

φ440-300AAI*27.0m*40本

山梨県甲府市

平成25年10月 韮崎市 峡北建設㈱ 下水道工事（第6工区） 推進工事山梨県韮崎市

平成25年10月 民間 伊東建設㈱ 新野沢中継基地局局舎及びアンテナ鉄塔建設工
事

全旋回 φ800*21.1m*本長野県下高井郡野沢温泉
村



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

平成25年10月 民間 ㈲松木建設 小淵沢GS山留工事 山留工事 H250*9.0m*24本山梨県北杜市

平成25年10月 岩倉市 大興建設㈱ 北島藤島線街路改良工事（下部工） 全旋回 φ1200*11.7m～13.1m*38本愛知県岩倉市

平成25年11月 大月市 清水建設㈱ 大月市立中央病院 受水槽基礎掘
削

山梨県大月市

平成25年11月 笛吹市 早野組・矢崎興業
ＪＶ

笛吹市本庁舎耐震改修 Hyper-MEGA
工法

φ500-400NPH-B種*5.0ｍ*4本

φ440-300NPH-B種*7.0ｍ*4本

山梨県笛吹市

平成25年11月 民間 清水建設㈱ 旧チェリーハウス解体工事（真如苑） 解体山梨県北杜市高根町

平成25年11月 福島県 堀江工業㈱ 平成25年度　399号高架橋下部工工事 低空頭スライド
工法

φ1200*42.3m*4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25年11月 国土交通省 川田建設㈱ 荒川橋上部工事 山留工事 H350*9.0m～14.5ｍ*45本山梨県甲府市

平成25年11月 山梨県 大新工業㈱ 東花輪川2期地区　排水路（第4工区）工事 山留工事 SP-Ⅲ*10.0m*37枚

LSP-1*4.0ｍ*56枚

LSP-1*4.5ｍ*18枚

LSP-1*2.35ｍ*26枚

山梨県中央市

平成25年11月 民間 三井建設工業･興
龍社・藤島建設JV

（仮称）うぐいすの森地域密着型特養・ショートステ
イ新築工事

HP-MTOP工法 JP-C1000-800*14.0m*8本　

JP-C800-600*14.0m*26本　

JP-Ｉ500-400*14.0m*12本　

JP-Ⅲ500-400*14.0m*14本　

山梨県西八代郡市川三郷
町

平成25年11月 山梨県 大新工業㈱ 平等川河川工事（一部債務） 山留工事 SP-Ⅲ*6.5m*453枚山梨県甲府市

平成25年11月 山梨県 峡北建設㈱ （主）北杜八ヶ岳公園線　神明橋歩道橋工事 全旋回 φ1000*18.0m*2本

φ1000*21.5m*2本

山梨県北杜市

平成25年11月 山梨県 長田組土木・宏和
建設JV

消防学校教育管理棟建設工事（継続） BASIC工法 φ600PHC105C*10.0ｍ*24本

φ500PHC105C*10.0ｍ*19本

φ500PHCB*10.0ｍ*10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25年12月 埼玉県 ㈱上野組 町道2級20号線　美里大橋側道橋下部工工事 全旋回 φ1000*33.5m*4本

φ1000*27.3m*4本

埼玉県児玉郡美里町

平成25年12月 南部町 ㈱イナバ 南部水源改良工事 ケムン工法 PHCφ600A*9.0ｍ+SC5.0m*4本山梨県南巨摩郡南部町

平成25年12月 栃木県 三興工業㈱ 平成25年度　橋梁下部工事　松田川その1　（安全
川補）

ベノト φ1000*22.09m*4本栃木県足利市

平成25年12月 山梨県 日経工業㈱ 消防学校総合訓練棟建設工事（継続） BASIC工法 φ800CPRCⅡ*11.0ｍ*7本

φ700CPRCⅡ*11.0ｍ*15本

φ700PHC-B*6.0ｍ+5.0ｍ*8本

山梨県中央市

平成25年12月 民間 ㈱トライム　甲信営
業所

（仮称）株式会社大成　事務所・倉庫新築工事 HP-MTOP工法 NPHφ440-300A6.0ｍ+

　NPRCφ440-300Ｉ　

　　*6.0m(105N）*18本

山梨県甲府市

平成25年12月 国土交通省 ㈱ピーエス三菱 疾風橋耐震その2工事 低空頭スライド
工法

φ1000*11.0m*24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12月 国土交通省 北沢建設㈱ 平成25年度　153号靭第1溝橋補修工事 ダウンザホール
ハンマー

H300*5.0ｍ～6.0m*6本

H300*8.0ｍ～16.5m*37本

長野県下伊那郡平谷村

平成25年12月 群馬県 ㈱萩原土建 主要地方道　伊勢崎深谷線　東毛広幹道(境工区） 全旋回 φ1200*14.0m*12本群馬県伊勢崎市

平成25年12月 甲府市 甲府市　管財課 遊亀会館解体工事 解体 RC造2階建　1,780㎡山梨県甲府市

平成25年12月 民間 清水建設・岩田地
崎建設 JV

中部横断道官狩Ｔ（官 山留工事 SP-Ⅳ*12.0ｍ*240枚山梨県西八代郡市川三郷
町

平成25年12月 埼玉県 ㈱日建 渋井橋橋台工事 ベノト φ1000*30.9m*14本

φ1000*28.7m*10本

埼玉県鴻巣市

平成25年12月 長野県 松本土建㈱ 塩尻市　大沢川第2橋築造工事 全旋回 φ1000*9.3m*4本

φ1000*11.4m*3本

長野県塩尻市



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

平成25年12月 静岡市 南條工業㈱ 平成25年度駿市橋第1号下川原南土地区画1号線
（仮称）下川原南橋下部工工事

ベノト φ1200*21.5m*8本静岡県静岡市

平成26年1月 甲府市 甲府市土地開発
公社

山宮町土地区画整理組合事務所解体工事 解体山梨県甲府市

平成26年1月 民間 国際建設㈱ （仮称）ロピア藤沢石川店新築工事 HP-MTOP工法 φ650-500+500*11.0m*30本

φ550-400+400*18.0m*21本

φ550-400+400*17.0m*9本

神奈川県藤沢市

平成26年1月 福島県 堀江工業㈱ 平成25年度　399号高架橋下部工工事 全旋回 φ1200*42.3m*4本福島県いわき市

平成26年1月 栃木県 岩澤建設㈱ 平成25年度　橋梁下部工事　桐生岩舟線その3
（白旗橋）

全旋回 φ1200*22.6m*8本栃木県足利市

平成26年1月 韮崎市 韮崎市 絵見堂火の見櫓の撤去工事 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26年1月 千曲市 ㈱関口建設 平成25年度通常砂防工事（砂）日影沢 全旋回 φ1000*6.3m*1本

φ1000*6.4m*1本

長野県千曲市

平成26年1月 益子町 ㈱石塚土建 新橋橋梁下部工事 全旋回 φ1000*19.7m*4本

φ1200*21.1m*4本

φ1000*21.8m*4本

栃木県芳賀郡益子町

平成26年1月 笛吹市 風間興業㈱ 笛吹川左岸地区　幹線道路5工区改良工事 全旋回 φ1000*8.0m*12本山梨県笛吹市

平成26年1月 山梨県 川上建設・コバヤ
シ工業JV

県営住宅大月団地改築工事 HP-MTOP工法 JP-NPH-C600-450*10.0m*56本山梨県大月市

平成26年2月 佐久市 ㈱木次工務店 平成25年度社会資本整備交付金　市道50-003号
線　道路改良工事

全旋回 φ1000*6.74m*1本

φ1000*13.56m*1本

長野県佐久市

平成26年2月 甲府市 藤島建設㈱ 都市計画道路付帯工事（H25・古府中環状浅原橋
外）

薬液注入工事山梨県甲府市



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

平成26年2月 南アルプス市 清水建設興業㈱ 芦安浄水場膜ろ過施設建設工事（土木工事） 鋼管杭工事 318.5mm*12.7+8.0*5.0m*44本

267.4mm*12.7+8.0*6.8m*10本

216.3mm*12.7+8.2*6.8m*7本

山梨県南アルプス市

平成26年2月 栃木県 落合建設工業㈱ 平成25年度橋梁下部工事　三杉川その1 全旋回 φ1000*36.5m*5本栃木県下都賀郡岩舟町

平成26年2月 掛川市 中山建設㈱ 平成25年度事業関連　長間橋橋梁下部工事 全旋回 φ1200*9.0m*6本静岡県掛川市

平成26年2月 太田市 荒木土木㈱ 一級河川　石田川　五領橋下部工 全旋回 φ1000*28.6m*2本群馬県太田市

平成26年2月 静岡県 静鉄建設㈱ 平成25年度（国）362号（福養橋）耐震補強補修工
事

土の置換工事 φ1200*7.85m*46本静岡県静岡市

平成26年2月 民間 ㈱ダイタ ダイタ昭和ショッピングビル解体工事 解体 鉄骨造4階建　20,724㎡山梨県中巨摩郡昭和町



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

平成26年2月 民間 ㈱山梨放送 YBS765看板塔撤去工事 解体山梨県甲州市

平成26年2月 山梨県 矢崎興業㈱ 一般県道鶯宿上曽根線権上橋拡幅工事（明許） 全旋回 φ1000*8.5m*6本

φ1000*7.5m*4本

山梨県笛吹市

平成26年2月 栃木県 小島土建㈱ 橋梁整備工事（松川）飯岡橋側道橋下部工 全旋回 φ1000*21.7m*8本栃木県塩谷郡塩谷町

平成26年2月 太田市 加藤建設興業㈱ 一級河川　石田川　村前橋下部工 全旋回 φ1000*28.6m*4本群馬県太田市

平成26年2月 民間 名工建設㈱　甲府
支店

（仮称）吉字屋穀店　大庇解体撤去工事 解体山梨県甲府市

平成26年3月 民間 ㈱中村建設 テルモ水槽撤去工事 撤去工事山梨県中巨摩郡昭和町



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

平成26年3月 民間 綜合興業㈱ セブンイレブン　甲府富士見二丁目店解体他工事 解体山梨県甲府市

平成26年3月 民間 清水建設㈱ JMエナジー解体工事 解体山梨県北杜市

平成26年3月 秩父市 秩父土建㈱ 大中橋架設工事（下部工橋脚） 土の置換工事 φ1200*10.5m*60本埼玉県秩父市

平成26年3月 三郷市 須合建設㈱ 無名2028号橋架替（下部）工事 全旋回 φ1000*40.0m*2本埼玉県三郷市

平成26年3月 民間 清水建設㈱ イオンモール甲府昭和SC西側駐車場整備工事 解体山梨県中巨摩郡昭和町

平成26年3月 長野県 北野・神稲JV 千曲川流域下水道上流処理区終末処理場建設工
事

ディープウェル
工事

φ1000*20.3m*22本長野県長野市



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

平成26年3月 民間 ㈱市川工務店 株式会社山勝　社屋増築工事 HP-MTOP工法 φ500*5.0ｍ+5.0ｍ+5.0m*4本山梨県甲府市

平成26年3月 民間 ジャパンパイル㈱ ジャパンパイル(株)山梨工場　高強度コンクリート
節付杭解体処分工事

杭処分山梨県南巨摩郡身延町

平成26年3月 民間 ㈱青木電気工事 （仮称）イオンモール木更津供給工事 全旋回 φ1200*12.2m*4本

φ1500*12.5m*4本

千葉県木更津市

平成26年3月 民間 医療法人康麗会　
笛吹中央病院

駐車場舗装他工事（四日市場地内） 駐車場舗装他
工事

山梨県笛吹市

平成26年3月 民間 医療法人康麗会　
笛吹中央病院

四日市場地内　駐車場舗装他工事 駐車場舗装他
工事

山梨県笛吹市

平成26年3月 国土交通省 大新工業㈱ 中部横断　一色地区工事用道路設置工事 仮橋工事 H300*8.0ｍ*2本

H300*11.0ｍ*12本

H300*17.0ｍ*8本

H300*17.5ｍ*8本

H300*14.5ｍ～20.5ｍ*8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26年3月 大月市 清水建設㈱ 大月市立中央病院本館解体工事 解体山梨県大月市


