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

平成27年4月 民間 東光・NR共同企
業体

富士支社受持区域A社接続供給工事ならびに関
連除去工事

全旋回 φ1200*20.75m*4本

φ1500*21.35m*4本

静岡県富士市

平成27年4月 民間 ㈱山三電業 三峰線No.49～No.52鉄塔建替工事並びに関連除
去工事

全旋回 φ1200*10.00m*4本埼玉県秩父市

平成27年4月 長野県 ㈱北條組 （砂）日影橋・（主）長野上田線 全旋回 φ1000*7.80m*12本長野県千曲市

平成27年4月 鎌倉市 鉄建建設㈱ 鎌倉市立大船中学校改築工事 全旋回 φ2000*18.0m*8本神奈川県鎌倉市

平成27年4月 北海道 ㈱伊豆倉組 豊頃糖内芽室線棒B508-3改良工事（新生橋補修
工）

低空頭スライド
工法

φ1000*17.5m*15本北海道帯広市

平成27年4月 民間 川上建設㈱ （仮称）富士吉田斎場新築工事 地盤改良 掘削数量　722㎥

改良数量　241㎥

山梨県富士吉田市



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

平成27年4月 民間 清水建設㈱ 日本大学明誠高等学校　講堂兼体育館耐震補強
工事（契約外工事）

仮設道路工事山梨県上野原市

平成27年4月 茨城県 ㈱菅原工務店 国補地道 第26-03-281-0-002号（里根川橋） 低空頭スライド
工法

φ1200*15.4m*5本茨城県北茨城市

平成27年4月 長野県 松田建設㈱ 平成26年度県営ため池等整備事業　辰野竜東地
区二洞工区水路その2工事

山留工事 SP-Ⅲ*9.5m*284枚長野県上伊那郡辰野町

平成27年4月 民間 清水建設㈱ （仮称）真澄寺別院斉燈護摩道場新築工事に伴う
旧レストハウス棟解体工事

解体山梨県南都留郡富士河口
湖町

平成27年5月 民間 清水建設㈱ 日本大学明誠高等学校　講堂兼体育館耐震補強
工事

改修工事山梨県上野原市

平成27年5月 民間 名工建設・前田建
設工業ＪＶ

身延線今川B改築ほか（1） 全旋回 φ2000*9.0m*68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27年5月 民間 藤精機㈱ 藤精機㈱新工場内プレス機基礎築造工事 基礎築造工事山梨県中巨摩郡昭和町

平成27年5月 埼玉県 小沢道路㈱ 総簡加）総合交付金（河川）工事（岡泉調整池　管
理橋下部工）

全旋回 φ1200*17.6m*4本

φ1200*17.8m*4本

φ1200*17.0m*4本

埼玉県白岡市

平成27年5月 民間 ㈱七保 Vｉlla　in　Yamanakako新築工事 G-ECS　PILE山梨県南都留郡山中湖村

平成27年5月 民間 ㈱樋川建設 甲府住宅設備㈱事務所兼倉庫新築工事 地盤改良 φ700*3.0m*38本山梨県甲府市

平成27年6月 民間 清水建設㈱ 日本大学明誠高等学校　講堂兼体育館耐震補強
工事

斫工事山梨県上野原市

平成27年6月 福島県 常磐開発㈱ 道路橋りょう整備（交付）工事（橋梁下部）浜街橋 全旋回 φ1000*11.8m～14.3m*10本

φ1000*9.8m～10.8m*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27年6月 茨城県 東康・環境保全JV 第26-23-104-ｋ-301号　国補交付金　中央地区　
勝木田下の内線橋梁下部工事

全旋回 φ1200*10.0m～13.0m*36本茨城県那珂郡東海村

平成27年6月 民間 ㈱七保 （仮称）金山哲也様邸旧家屋解体工事 解体山梨県甲府市

平成27年6月 国土交通省 長田組土木㈱ H27中部横断南部身延改良保全工事 土の置換工事 φ1500*8.0m*4本山梨県南巨摩郡南部町

平成27年6月 民間 ㈱フカサワ 櫻井邸離れ解体工事 解体山梨県北杜市

平成27年6月 民間 清水建設㈱ （仮称）真澄寺別院斉燈護摩道場修行棟新築工事 土工事山梨県南都留郡富士河口
湖町

平成27年6月 静岡県 ㈱ヤマグチ 平成26年度一級河川一雲済川総合流域防災事業
（掛下橋下部工）

全旋回 φ1200*11.41m*4本

φ1200*12.2m*4本

静岡県磐田市



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

平成27年7月 民間 清水建設㈱ 日本大学明誠高等学校　講堂兼体育館耐震補強
工事

改修工事山梨県上野原市

平成27年7月 静岡県 大河原建設㈱ 平成26年度二級河川東光寺谷川愛知静岡交流圏
域活性化事業（河川）工事（竜江院橋下部工）

全旋回 φ1200*12.0m*4本静岡県島田市

平成27年7月 民間 名工建設・前田建
設工業JV

身延線今川B改築ほか(1) 低空頭スライド
工法

φ1200*21.10m*9本山梨県中央市

平成27年7月 民間 清水建設㈱ 山梨建鉄（株）新甲府工場液化炭酸設備工場 地盤改良工事 φ900*3.75m*9本山梨県中央市

平成27年7月 小田原市 安部日鋼工業・中
泉商事JV

中河原3号配水池躯体築造工事 全旋回 φ1000*17.7m～19.95ｍ*32本

φ1000*20.9m～24.9m*57本

神奈川県小田原市

平成27年7月 静岡市 静和・薩川特定建
設工事JV

平成26年度　（仮称）伊佐布高架橋（庵原川右岸）
下部工工事

全旋回 φ2000*22.7m*6本

φ2000*21.7m*6本

φ2000*24.9m*9本

φ2000*24.9m*12本

静岡県静岡市



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

平成27年7月 民間 ㈱七保 （仮称）妙性寺平屋建解体工事 解体山梨県中央市

平成27年7月 富士吉田市 川上建設・富士ハ
ウス工業ＪＶ

H27年・28年度（仮称）富士の郷　食あいセンター
新築（建築主体）工事

山留工事 H350*9.5ｍ*22本

H250*7.0ｍ*47本

山梨県富士吉田市

平成27年8月 民間 清水建設㈱ 日本大学明誠高等学校　講堂兼体育館耐震補強
工事

改修工事山梨県上野原市

平成27年8月 静岡市 静和工業㈱ 平成26年度駿国道債第1号（国）150号静岡バイパ
ス道路改良工事(中央部)

全旋回 φ1200*11.5m*5本

φ1500*11.36m*5本

静岡県静岡市

平成27年8月 国土交通省 堀江工業㈱ 久之浜地区構造物設置工事 全旋回 φ1500*4.9m*78本福島県いわき市

平成27年8月 山梨県 国際建設㈱ 鎌田川1工区河川工事 山留工事 広幅鋼矢板10H*9.0ｍ*303枚

広幅鋼矢板45H*12.5ｍ*167枚

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27年8月 富士吉田市 川上建設・富士ハ
ウス工業JV

（仮称）富士の郷食あいセンター新築（建築主体）
工事

全旋回 φ1200*20.45m*12本

φ1200*20.75m*1本

φ1500*20.45m*39本

φ1500*20.55m*10本

φ1500*20.75m*7本

山梨県富士吉田市

平成27年9月 国土交通省 長田組土木㈱ H27中部横断南部身延改良保全工事 全旋回 φ1500*25.0m*18本

φ1500*32.0m*18本

山梨県南巨摩郡南部町

平成27年9月 群馬県 ㈱金井工事 社会資本総合整備（防災・安全社会資本整備交付
金）平成橋下部工　A-2

全旋回 φ1000*11.27m*4本群馬県太田市

平成27年9月 国土交通省 ㈱鹿熊組 中部横断自動車道　大沢橋下部2工事 全旋回 φ1500*9.35m*6本

φ1200*19.7m*8本

長野県佐久市

平成27年9月 静岡市 木内建設㈱ 平成27年度駿国橋第1号（国）150号静岡バイパス
（仮称）中島高架橋下部工工事

全旋回 φ1200*15.5m*6本

φ1200*15.5m*6本

φ1200*15.5m*6本

静岡県静岡市

平成27年9月 民間 ジャパンパイル㈱
山梨工場

ジャパンパイル㈱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



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

平成27年10月 韮崎市 ㈲堀川建設 下水道工事（第5工区） 推進工事 覆工　9.0㎡

立坑　φ2500*4.0m

推進長　7.8ｍ

山梨県韮崎市

平成27年10月 大月市 清水建設㈱ 大月東小学校　屋内運動場解体工事 解体山梨県大月市

平成27年10月 甲府市 甲府市　建築営繕
課

旧中道支所、旧中道公民館、中道YLO会館解体
工事

解体 鉄筋コンクリート造　

　地上3F建　3120㎡

RC造　地下1F地上2F建

　1222㎡

山梨県甲府市

平成27年10月 民間 藤本電業㈱ 富士支社受持区域B社接続供給工事並びに関連
除去工事

全旋回 φ1200*7.5m*4本

φ1200*8.0m*4本

静岡県富士市

平成27年10月 国土交通省 戸田建設㈱ H27中部横断　帯金第2トンネル工事 土の置換工事 φ1500*25.0m*9本山梨県南巨摩郡身延町

平成27年10月 静岡市 伸栄建設㈱ 平成27年度　大東　第3号　大谷改良区7号線（水
上2号橋下流側）下部工工事

全旋回 φ1500*37.4m*12本

φ1500*38.0m*8本

静岡県静岡市



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

平成27年10月 国土交通省 ㈱鹿熊組 中部横断自動車道　大沢橋下部2工事 土の置換工事 φ2000*9.50m*24本

φ2000*10.50ｍ*22本

長野県佐久市

平成27年10月 松川町 ㈲泉崎組 平成26年度 社会資本整備総合交付金事業 橋梁
整備工事

全旋回 φ1000*19.0m*6本長野県下伊那郡松川町

平成27年10月 釜石市 ㈱小澤組 平成26年度　港町2号線道路整備（その2）工事 低空頭スライド
工法

φ1500*34.0m*6本岩手県釜石市

平成27年10月 民間 長田組土木㈱ （仮称）ネッツトヨタ山梨南湖店新築工事 解体山梨県南アルプス市

平成27年11月 民間 鉄建建設㈱ 東海・大甕間136K760m付近　大甕南こ線道路橋
外1

全旋回 φ1300*10.2m*9本茨城県日立市

平成27年11月 南アルプス市 ㈱ナカゴミ建設 若草小学校屋外プール改築工事 地盤改良 φ800mm*3.45ｍ*131本

φ600mm*3.45ｍ*125本

φ600mm*3.10ｍ*29本

山梨県南アルプス市



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

平成27年11月 静岡市 ㈱アースシフト 平成26年度　駿市町　第17号　静岡下島線道路改
良工事（その3）

全旋回 φ1000*21.2m*4本静岡県静岡市

平成27年11月 福島県 堀江工業㈱ 道路橋りょう整備（再復）工事（橋梁下部） 低空頭スライド
工法

φ1200*42.3ｍ*3本

φ1200*28.3ｍ*3本

福島県いわき市

平成27年11月 UR都市機構 清水・西松・奥村・
パスコ・アジア航
測JV

気仙沼大橋下部工工事他 全旋回 φ1200*35.286m*21本

φ1200*37.803ｍ*21本

宮城県気仙沼市

平成27年11月 静岡県 小笠原マル曻㈱ 平成27年度二級河川馬込川局地豪雨緊急対策事
業（河川）工事〔新橋右岸橋台工〕

全旋回 φ1200*12.3m*6本静岡県浜松市

平成27年11月 民間 藤本電業㈱ 甲府受持区域A社系統連係工事【2工区】 全旋回 φ1000*6.5m*4本

φ1000*8.0m*4本

φ1100*9.0m*4本

山梨県甲府市

平成27年11月 静岡県 小笠原マル曻㈱ 平成27年度二級河川馬込川局地豪雨緊急対策事
業（河川）工事〔新橋左岸橋台工〕

全旋回 φ1200*12.3m*6本静岡県浜松市



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

平成27年11月 民間 計画建設㈱ 桔梗屋店舗新築工事 鋼管杭工事 G-ECSφ190.7mm*10m*16本

G-ECSφ216.3mm*10m*5本

山梨県甲府市

平成27年11月 群馬県 大木建設㈱ 社会資本総合整備（防災・安全社会資本整備交付
金）新屋敷橋下部工

全旋回 φ1000*11.12m*4本群馬県太田市

平成27年11月 甲府市 甲府市　建築営繕
課

山城小学校用地拡張に伴う既存工作物撤去工事 撤去工事山梨県甲府市

平成27年12月 国土交通省 芙蓉建設㈱ H26山中湖自転車歩行者道設置その4工事 山留工事 Ｈ200*200*5.0ｍ*168本山梨県南都留郡山中湖村

平成27年12月 太田市 ㈲金井工務店 社会資本総合整備（防災・安全社会資本整備交付
金）平成橋下部工及び取り付護岸工

全旋回 φ1000*11.27m*4本群馬県太田市

平成27年12月 民間 ㈱水澤工務店 中銀柳町支店旧店舗解体工事 解体 鉄骨造3階建て･地下1階　1,234㎡　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27年12月 福島県 堀江工業㈱ 道路橋りょう整備（再復）工事（橋梁下部） 全旋回 φ1200*48.6ｍ*6本

φ1200*48.7ｍ*3本

φ1200*34.1ｍ*6本

φ1200*34.8ｍ*3本

福島県いわき市

平成27年12月 佐野市 ㈱落合土木 平26県営河川応急赤坂堰第1工区頭首工改修工
事

全旋回 φ1000*12.50m*4本栃木県佐野市

平成27年12月 民間 弓場建設㈱ Y&M15安田新築工事 地盤改良 φ800*7.1ｍ*125本山梨県甲府市

平成27年12月 長野県 ㈱サンテクト 平成27年度　防災・安全交付金（道路）工事　（国）
418号　天竜川橋1工区（A1橋台）

全旋回 φ1200*14.150m*15本長野県下伊那郡天龍村

平成27年12月 山梨県 ㈱岩間建設 八糸川・河川工事 全旋回 φ1200*14.0m*2本

φ1200*14.5m*2本

山梨県南アルプス市

平成27年12月 静岡市 鈴与建設㈱ 平成27年度 清市橋 第4号 中河内4号線（向遠路
島橋）橋梁架替工事（右岸下部工）

全旋回 φ1200*10.2m*4本静岡県静岡市



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

平成27年12月 栃木県 日豊工業㈱ 橋梁下部工事　市道5340号線（みずほの通り） 全旋回 φ1200*21.0m*12本栃木県宇都宮市

平成28年1月 静岡市 ㈱白鳥建設 平成27年度 葵北県道債 第2号（主）梅ケ島温泉昭
和線（八重沢橋）橋梁架替工事

全旋回 φ1200*28.571m*6本

φ1500*28.740m*6本

静岡県静岡市

平成28年1月 宇都宮市 佐藤建設工業㈱ 平成27年度 配水管拡張工事（第10工区） 全旋回 φ1000*8.5m*1本

φ1000*9.0m*1本

栃木県さくら市

平成28年1月 民間 小澤外科内科医
院

小澤外科内科医院屋上看板撤去工事 撤去工事山梨県甲府市

平成28年1月 国土交通省 大新工業㈱ H26上石田改良他工事 アースアンカー
工事

φ135mm*21.5m*3本

φ135mm*15.5m*3本

山梨県甲府市

平成28年1月 国土交通省 大新工業㈱ H26上石田改良他工事 山留工事 SP-Ⅲ*12.5m*21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28年1月 神奈川県 ㈱星建設 平成27年度　道路改良工事公共（その1）平成27年
度　橋りょう整備工事　県単（その2）合併

全旋回 φ1000*8.0m*10本神奈川愛甲郡愛川町

平成28年1月 民間 鉄建建設㈱ 関内駅エレベーター等新設工事 低空頭スライド
工法

φ1500*17.0m*15本

φ1500*19.0m*2本

神奈川県横浜市

平成28年1月 甲府市 ㈱クボカワ 山城小学校拡充に伴う道路改良工事 撤去工事山梨県甲府市

平成28年1月 民間 ジャパンパイル㈱
山梨工場

ジャパンパイル㈱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28年1月 民間 長田組土木㈱ （仮称）テクノ工業(株)甲府新工場建設工事 除草工事山梨県甲府市

平成28年1月 韮崎市 富士島建設㈱ 堀切橋橋梁下部工事 山留工事 SP-Ⅲ*11.0ｍ*10枚

SP-Ⅲ*15.0ｍ*36枚

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28年1月 甲府市 甲府市　建築営繕
課

中道YLO会館跡地における安全対策工事 安全対策工事山梨県甲府市

平成28年2月 福島県 中村土木・平尾工
務店JV

道路橋りょう整備（再復）工事（橋梁下部）（中野跨
線橋）

全旋回 φ1000*13.60m*10本

φ1000*13.60m*8本

φ1000*14.10m*10本

φ1000*14.40m*10本

福島県相馬市

平成28年2月 山梨県 深沢工務所・小林
建設所ＪＶ

一般県道割子切石線（仮称）中富橋八日市場3工
区橋梁下部工事（一部債務）

全旋回 φ1000*10.0m*18本山梨県南巨摩郡身延町

平成28年2月 掛川市 ㈱金田組 平成27年度　事業関連事業　市道国一富部線側
道橋橋梁下部工事

全旋回 φ1200*28.20m*4本静岡県掛川市

平成28年2月 都留市 ㈱小林工務店 都留市農林産物直売所造成工事 山留工事 SP-Ⅲ*8.5ｍ*6枚

SP-Ⅲ*8.5ｍ*2枚

山梨県都留市

平成28年2月 静岡県 ㈱小原組 平成27年度一級河川稲荷部川愛知静岡交流圏域
活性化事業（河川）附帯工事（中央橋・橋梁下部
工）

全旋回 φ1000*11.1m*4本

φ1000*11.6m*4本

静岡県菊川市



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

平成28年2月 茨城県 田岡建設㈱ 主要地方道　日立常陸太田線 河鹿橋下部工 全旋回 φ1000*10.44m*6本茨城県日立市

平成28年2月 気仙沼市 ㈱アスリード 浪板橋災害復旧（下部工）工事 鋼管杭工事 φ600*22.0m+2.0ｍ*72本

φ800*14.5m+2.0ｍ*24本

φ800*15.5m+2.0ｍ*24本

宮城県気仙沼市

平成28年2月 民間 秋山土建㈱ 田代第一（発）護岸設置工事 仮橋工事山梨県南巨摩郡早川町

平成28年2月 民間 昭和土地建設㈱ 山梨県食品衛生協会（研究所）新築工事 鋼管杭工事 φ216.3㎜　ｔ=8.2㎜

　φ600㎜ t=28m㎜*9.8m*22本

φ267.4㎜ ｔ=8.0㎜　

　φ700㎜ t=28㎜*9.8m*4本

山梨県甲府市

平成28年2月 韮崎市 富士島建設㈱ 堀切橋橋梁下部工事 全旋回 φ1000*15.3m*6本山梨県韮崎市

平成28年3月 甲府市 甲府市　建築営繕
課

中道YLO会館跡地におけるオイルタンク撤去工事 撤去工事山梨県甲府市



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

平成28年3月 民間 弓場建設㈱ Y&M望月新築工事 Hyper-MEGA
工法

φ500-400*8.0ｍ

　+φ400*7.0ｍ*48本

山梨県甲府市

平成28年3月 民間 長田組土木㈱ （仮称）テクノ工業(株)甲府新工場建設工事 Hyper-MEGA
工法

φ800-600*26ｍ*3本

φ650-500*26ｍ*24本

φ650-500*28ｍ*1本

φ450-300-450*26ｍ*13本

φ450-300-450*28ｍ*21本

山梨県甲府市

平成28年3月 福島県 水中・宇佐見JV 久之浜災害復興土地区画整理事業　橋梁架替工
事（下部工）

全旋回 φ1200*25.3m*12本

φ1200*25.0m*8本

φ1200*21.0m*11本

φ1200*25.3m*11本

φ1200*21.4m*8本

福島県いわき市

平成28年3月 UR都市機構 清水･西松･奥村･
パスコ･アジア航
測ＪＶ

鹿折・南気仙沼地区次期整備区域一次整地他工
事

全旋回 φ1200*11.9m*7本

φ1200*13.9m*7本

φ1200*15.4m*7本

φ1200*17.4m*7本

φ1200*25.6m*21本

宮城県気仙沼市

平成28年3月 山梨県 四谷建設㈱ 貢川河川工事（一部債務） 全旋回 φ1200*8.9m*1本

φ1200*7.9m*1本

山梨県甲斐市

平成28年3月 山梨県 ㈱深沢工務所 一般県道割子切石線（仮称）下田原高架橋下田原
10工区橋梁下部工事（一部債務）

全旋回 φ1500*12.0m*6本

φ1500*17.0m*6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28年3月 忍野村 ㈲丸山土建 村道鐘山新線外　歩道橋 全旋回 φ1000*7.5m*4本山梨県南都留郡忍野村

平成28年3月 民間 ㈱七保 ラーメン大黒家酒折店改装工事 解体山梨県甲府市

平成28年3月 民間 ジャパンパイル㈱ ジャパンパイル㈱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28年3月 民間 ジャパンパイル㈱
山梨工場

ジャパンパイル㈱山梨工場　高強度コンクリート節
付杭解体処分工事  既存電柱処分

電柱処分山梨県南巨摩郡身延町


