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

平成28年4月 甲府市 甲府市　建築営繕
課

山城小学校校庭整備工事　塀等撤去 解体山梨県甲府市

平成28年4月 静岡市 平井工業㈱ 平成27年度　駿国橋　第2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*11.9m*12本

φ1200*11.4m*12本

静岡県静岡市

平成28年4月 長野県 ㈱北條組 平成27年度　社会資本整備総合交付金（復）工事
　（－）箕作飯山線　明石橋A1

全旋回 φ1500*9.81m*6本長野県下水内郡栄村

平成28年4月 民間 甲府信用金庫 （仮称）立入禁止柵（木柵）設置工事 安全対策工事山梨県中巨摩郡昭和町

平成28年5月 民間 共立建設㈱ （仮称）旧共立建設仮設事務所解体工事 解体山梨県大月市

平成28年5月 民間 佐藤設計企画室 道志中学校焼却炉分析業務 分析調査山梨県南都留郡道志村



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

平成28年5月 民間 ㈱早野組 （仮称）ユニタス日本語学校・ユニタス外語学院　甲
府校新築工事

Hyper-MEGA
工法

φ650-500*7.0ｍ*6本

φ500*7.0ｍ*6本

φ500-400-500*7.0ｍ*19本

φ500*7.0ｍ*19本

φ500-400-500*7.0ｍ*1本

山梨県甲府市

平成28年5月 国土交通省 北野建設㈱ 中部横断自動車道　月明川橋下部工事（第1橋
A2・第2橋A1）

全旋回 φ2000*13.0m*5本

φ2000*7.9m*5本

長野県佐久市

平成28年6月 埼玉県 ㈱磯田建設 道路改築工事（（仮称）8号線下部工P3橋脚） 全旋回 φ1500*12.50m*6本埼玉県秩父市

平成28年6月 民間 北野建設㈱ 東急ハーヴェスト軽井沢塩沢計画に伴うディープ
ウェルストレーナー設置工

ディープウェル
工事

φ1000*20.0m*10本

φ1000*18.0m*10本

φ1000*16.0m*8本

長野県北佐久郡軽井沢町

平成28年6月 国土交通省 藤城建設㈱ 平成27年度　23号蒲郡BP為当高架橋下部工事 全旋回 φ1200*17.0m*18本愛知県豊川市

平成28年6月 民間 ㈱ダイタ 【仮称】旧小國民社社屋解体工事 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28年6月 民間 TSUCHIYA㈱ アリメント工業株式会社殿　本社工場新紛体工場
建設工事

全旋回 φ1000*8.0m～9.0m*20本

φ1000*10.0m*2本

φ1200*8.0m*2本

φ1200*9.0m*8本

φ1500*10.0m*12本

山梨県南巨摩郡南部町

平成28年6月 国土交通省 ㈱ヤマウラ 平成27年度　美和ダム再開発湖内堆砂対策施設
側壁工事

全旋回 φ1000*12.03m*8本

φ1000*12.43m*36本

φ1000*11.33m*36本

φ1000*11.93m*8本

長野県伊那市

平成28年7月 民間 奥村組土木興業
㈱

よみうり文化センター（千里中央）再整備事業　歩
道橋建設工事

低空頭スライド
工法

φ1200*19.4ｍ*1本大阪府豊中市

平成28年7月 民間 ㈱樋川建設 TDK(株)甲府工場　BOD処理装置設置工事 鋼管杭 φ267.4*27.0m*27本山梨県南アルプス市

平成28年7月 気仙沼市 ㈱アスリード 浪板橋災害復旧（下部工）工事 山留工事 SP-Ⅳ*14.0ｍ*162枚

SP-Ⅳ*11.5ｍ*180枚

宮城県気仙沼市

平成28年7月 民間 聖衆山　来迎寺 来迎寺駐車場工事 駐車場工事山梨県甲府市



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

平成28年7月 長野市 北野建設㈱ 「（仮称）長野広域連合A焼却施設」整備及び運営
事業

先行削孔工事長野県長野市

平成28年7月 民間 ㈱総和建設 （仮称）アークメディカルショールーム新築工事 地盤改良 φ600*6.00m*90本山梨県甲府市

平成28年7月 甲府市 大新工業㈱ （仮称）伊勢分団本部拠点施設建設（建築主体）工
事

地盤改良 φ600*12.3ｍ*15本山梨県甲府市

平成28年7月 民間 藤島建設㈱ （仮称）Green　Town甲府東ショッピングセンター新
築工事

地盤改良 1918.80ｍ山梨県甲府市

平成28年8月 甲府市 日経工業㈱ 山城小学校給食室増改築（建築主体）工事 Hyper-MEGA
工法

φ500-400*7.0ｍ*13本山梨県甲府市

平成28年8月 笛吹市 ㈱早野組 （仮称）笛吹市境川観光交流センター建設（建築）
工事

Hyper-MEGA
工法

φ600-450-600*19.0m*4本

φ500-400-500*19.0ｍ*21本

φ500-400-500*19.0ｍ*5本

φ600-450-600*19.0ｍ*2本

φ500-400-500*19.0ｍ*19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28年8月 民間 長田組土木㈱ （仮称）株式会社ワイ・シー・シー新社屋建設工事 Hyper-MEGA
工法

φ650-500-600*19.0ｍ*11本

φ650-500-600*19.0ｍ*9本

山梨県甲府市

平成28年8月 埼玉県 ㈱大岩建設 一般国道400号下塩原第一橋梁（仮称）下部工建
設工事その3

全旋回 φ1200*13.0m*2本

φ1200*14.0m*2本

φ1200*15.0m*2本

埼玉県那須塩原市

平成28年8月 国土交通省 北野建設㈱ 中部横断自動車道　月明川橋下部工事 全旋回 φ1500*9.4m*8本

φ1500*5.9m*4本

長野県佐久市

平成28年8月 民間 サンコーレ甲運管
理組合

温泉ポンプ工事 ポンプ工事山梨県甲府市

平成28年8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  不良杭及び除去杭運搬・処分工事

杭処分山梨県南巨摩郡身延町

平成28年8月 民間 ㈱総和建設 焼肉きんぐ　松本村井店新築工事 地盤改良 φ800*2.8m*4本長野県松本市



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

平成28年8月 民間 ㈱ピーエス三菱 東水戸道路 勝田高架橋橋脚補修工事 低空頭スライド
工法

φ1000*18.5m*12本茨城県ひたちなか市

平成28年9月 民間 戸田建設㈱ 上信越自動車道　天神堂トンネル工事 全旋回 φ1500*5.9m～18.4ｍ*18本新潟県妙高市

平成28年9月 山中湖村 タカムラ建設㈱ 山中湖村平野消防団詰所等新築工事 Hyper-MEGA
工法

JP-NPH-A*440-300*8.0ｍ

　+PHC-A*440-300*8.0ｍ

　+PHC-B*300*7.0ｍ*28本

山梨県南都留郡山中湖村

平成28年9月 静岡市 静鉄建設㈱ 平成28年度　駿国道第1号　（国）150号静岡バイパ
ス避難階段設置工事

全旋回 φ1200*16.56m*4本

φ1200*10.24m*4本

静岡県静岡市

平成28年9月 民間 ㈱早野組 ビジネスホテル南アルプス新築工事 Hyper-MEGA
工法

NPH-105-B*φ600*8.0ｍ*10本

NPH-105-B*φ500*8.0ｍ*4本

NPH-105-C*φ600*8.0ｍ*3本

NPH-105-C*φ500*8.0ｍ*2本

NPH-105-C*φ600*9.0ｍ*4本

山梨県南アルプス市

平成28年9月 佐久市 ㈱佐久総合 平成28年度　総合交付金道路事業　市道52-4号
線　丸山橋　橋梁架設工事

全旋回 φ1000*26.3m*2本

φ1000*24.1m*2本

φ1000*21.9m*2本

φ1000*19.7m*2本

φ1000*11.5m*10本

長野県佐久市



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

平成28年9月 甲府市 甲府市　建築営繕
課

旧中央保育所解体Ⅱ期工事 解体山梨県甲府市

平成28年9月 民間 ㈱電工 常陸大宮線鉄塔建替工事ならびに関連除去工事
（その2）1工区

全旋回 φ1100*9.5m*4本

φ1100*9.0m*4本

茨城県那珂市

平成28年9月 民間 弓場建設㈱　山梨
支店

Y&M16清水Ⅱ工事 地盤改良 φ800*1.85m*115本山梨県甲府市

平成28年10月 民間 ㈱七保 島田禮子邸解体工事 解体長野県北安曇郡池田町

平成28年10月 神奈川県 ㈱日東建設 平成26年度　港湾修築工事　県単（その4）平成27
年度　港湾修築工事　県単（その2）合併

全旋回 φ1800*6.80m*18本神奈川県中郡大磯町

平成28年10月 山梨県 ㈱八木沢興業 （仮称）下田原高架橋下田原25工区橋梁下部工事 全旋回 φ1500*12.00m*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10月 民間 東光電気工事㈱ 香取線№38～№43鉄塔建替工事ならびに関連除
却工事

全旋回 φ1200*27.5m*16本

φ1500*20.5m*8本

φ1500*26.0m*8本

千葉県香取市

平成28年10月 山梨県 大新工業㈱ 鎌田川上流2工区河川工事（一部債務） 山留工事 SP-Ⅲ*9.0ｍ*412枚

SP-Ⅳ*11.0ｍ*46枚

SP-Ⅲ*9.0ｍ*25枚

SP-Ⅲ*11.0ｍ*12枚

山梨県甲府市

平成28年11月 山梨県 ㈱深沢工務所 一般県道割子切石線（仮称）藤の木沢橋下田原24
工区橋梁下部工事

全旋回 φ1500*9.0ｍ*9本山梨県南巨摩郡身延町

平成28年11月 栃木県 ㈱野澤實業 平成27年度護岸工事姿川その3 全旋回 φ1000*7.5m*4本

φ1000*7.3m*4本

栃木県宇都宮市

平成28年11月 韮崎市 富士島建設㈱ 堀切橋下部工事 山留工事 SP-Ⅲ*10.5ｍ*8枚

SP-Ⅲ*13.5ｍ*36枚

SP-Ⅲ*13.0ｍ*7枚

SP-Ⅲ*10.5ｍ*6枚

SP-Ⅲ*12.0ｍ*20枚

山梨県韮崎市

平成28年11月 市川三郷町 ㈱市川建設 27鳴沢川高田地区内水対策土木工事 山留工事 SP-Ⅳ*13.5m*80枚

SP-Ⅲ*10.5m*52枚

SP-Ⅲ*10.0m*84枚

SP-C4ｺｰﾅｰ*L=13.5ｍ*2枚

SP-C3ｺｰﾅｰ*L=10.0ｍ*2枚

山梨県西八代郡市川三郷
町



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

平成28年11月 市川三郷町 ㈱市川建設 27鳴沢川高田地区内水対策土木工事 PHC杭工事 PHC-A*φ900*11m*9本

PHC-A*φ900*10m*6本

山梨県西八代郡市川三郷
町

平成28年11月 民間 鉄建建設㈱ 北陸幹長野・飯山間眼鏡Bo改築他 低空頭スライド
工法

φ1500*30.4ｍ*4本長野県長野市

平成28年11月 民間 クレハ錦建設㈱ クレハ　北門　先行掘削工事 先行掘削工事 GL-4.0m福島県いわき市

平成28年11月 民間 弓場建設㈱　山梨
支店

Y&M16谷沢新築工事 地盤改良 φ800*3.00m*53本山梨県甲府市

平成28年11月 山梨県 ㈱小林建設所 一般県道割子切石線（仮称）藤の木沢橋下田原23
工区橋梁下部工事

全旋回 φ1500*11.0ｍ*9本山梨県南巨摩郡身延町

平成28年11月 民間 ㈱國谷電工 渋川支社受持区域A供給工事並びに関連除去工
事

全旋回 φ1000*7.5m*4本

φ1200*8.5m*4本

φ1300*11.5m*4本

群馬県前橋市



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

平成28年11月 山梨県 渡建工業㈱ 一般国道413号神地橋歩道橋設置工事 PHCφ500*5.0m*4本

PHCφ500*7.0m*4本

山梨県南都留郡道志村

平成28年11月 山梨県 大新工業㈱ 橋梁耐震補強工事（28-1） 山留工事 SP-Ⅲ*8.0ｍ*50枚山梨県甲府市

平成28年11月 民間 鉄建建設㈱ 大月・初狩間第3笹子川橋りょう（下り4P）橋脚防護
工新設その他工事

低空頭スライド
工法

φ1500*6.0ｍ*24本山梨県大月市

平成28年12月 山梨県 大新工業㈱ 一般国道358号城山橋下部工事 山留工事 H400*15.5ｍ～17.5ｍ*3本

H400*18.5ｍ*2本

山梨県甲府市

平成28年12月 福島県 堀江工業㈱ 八幡小路配水池更新工事 全旋回 φ1200*17.0m*27本

φ1200*15.0m*8本

福島県いわき市

平成28年12月 韮崎市 富士島建設㈱ 堀切橋下部工事 アースアンカー
工事

φ135㎜*L=20.3m*4本

φ135㎜*L=14.8m*3本

φ135㎜*L=20.8m*5本

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12月 福島県 西本・常磐JV 公共災害復旧（再複）工事（河川）広野橋下部工 全旋回 φ1500*12.60m*6本

φ1500*14.10m*9本

福島県双葉郡広野町

平成28年12月 静岡市 鈴与建設㈱ 平成28年度 清市橋 第1号 中河内4号線（向遠路
島橋）橋梁架替工事（左岸下部工）

全旋回 φ1200*10.1m*4本静岡県静岡市

平成28年12月 愛知県 伊神工業㈱ 緊急防災対策河川工事（半ノ木橋） 全旋回 φ1000*14.76m*4本

φ1000*14.141m*4本

愛知県犬山市

平成28年12月 長野県 松本土建㈱ 平成28年度防災・安全交付金（街路）工事　中条3
工区

全旋回 φ1000*16.9m*2本

φ1000*17.0m*2本

φ1000*17.2m*2本

φ1000*17.8m*2本

長野県松本市

平成28年12月 国土交通省 ㈱安部日鋼工業　
東京支店

国道16号町田立体オフランプ第２橋上部工事 仮設工事 SP-Ⅱ*9.5ｍ*106枚東京都町田市

平成28年12月 大桑村 吉川・奥田建設共
同企業体

平成28年度　大桑橋整備工事 全旋回 φ1200*13.43m*9本長野県木曽郡大桑村



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

平成29年1月 山梨県 宏和建設㈱ （主）甲府韮崎線交差点改良工事（一部債務） 山留工事 SP-Ⅲ*6.0ｍ*44枚

SP-Ⅲ*7.5ｍ*16枚

SP-Ⅲ*9.5ｍ*42枚

SP-Ⅲ*9.0ｍ*56枚

SP-Ⅲ*9.5ｍ*55枚

山梨県甲府市

平成29年1月 埼玉県 初雁興業㈱ 焼米橋下部工工事 全旋回 φ1000*19.5m*2本

φ1000*12.5m*2本

埼玉県川越市

平成29年1月 韮崎市 富士島建設㈱ 堀切橋下部工事 全旋回 φ1000*11.5m*6本山梨県韮崎市

平成29年1月 民間 ㈱春木屋 （仮称）株式会社春木屋　相模大野店改修工事 解体神奈川県相模原市

平成29年1月 山梨県 堀内土建㈱ 主要地方道河口湖精進線　橋梁工事（一部債務） 全旋回 φ1000*46.6m*4本山梨県南都留郡富士河口
湖町

平成29年1月 民間 鉄建建設㈱ 北長野・三才間眼鏡こ線橋架替工事 全旋回 φ1500*25.7ｍ*4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29年1月 福島県 ㈱吉多美工業 中川原・外川原線（沢少谷橋側道橋） 全旋回 φ1000*32.2m*4本

φ1000*32.2m*4本

福島県いわき市

平成29年1月 静岡市 伸栄建設㈱ 平成28年度 大東 第3号 大谷改良区7号線（水上2
号橋上流側）下部工工事

全旋回 φ1500*37.5m*12本

φ1500*40.0m*8本

静岡県静岡市

平成29年1月 南部町 身延総合設備㈱ 峰之窪送水ポンプ場築造工事 杭工事 JIS強化杭-B*φ450*12ｍ*4本

JIS強化杭-B*φ450*11ｍ*2本

山梨県南巨摩郡南部町

平成29年1月 日立市 日晃茨城計測㈱ （国）大新橋架換工事（下部工） 全旋回 φ1000*16.9m*6本茨城県日立市

平成29年1月 福島県 林興業㈱ 火力横障害撤去工事 全旋回 φ1200*8.0m*6本福島県いわき市

平成29年1月 民間 ジェイアール東海
建設・奥村組JV

東海道本線山崎川B改築ほか 低空頭スライド
工法

φ1200*0.61m～4.00ｍ*9本愛知県名古屋市



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

平成29年2月 静岡市 ㈱アースシフト 平成28年度　駿市道　第5号　静岡下島線（下島）
道路改良工事

全旋回 φ1000*21.25m*6本静岡県静岡市

平成29年2月 栃木県 ヤマザキ建興㈱ 橋梁下部工事　粟谷川その2（安全川補） 全旋回 φ1000*13.5m*6本栃木県足利市

平成29年2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
付杭他　不良杭運搬・処分工事

杭運搬・処分 山梨工場不良杭　155ｔ山梨県南巨摩郡身延町

平成29年2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　2016年度長期滞留杭
運搬・処分工事

杭運搬・処分 2016年度長期滞留杭　478ｔ山梨県南巨摩郡身延町

平成29年2月 民間 藤島建設㈱ （仮称）石山耳鼻咽喉科クリニック新築工事 地盤改良
φ600*4.95m*40本

山梨県甲府市

平成29年2月 栃木県 増渕建設㈱ 橋梁下部工事　粟谷川その1（安全川補） 全旋回 φ1000*10.0m*6本栃木県足利市



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

平成29年2月 民間 ㈱早野組 バロー甲府国玉店新築工事 BASIC工法 PHC-A*300*10

　+ｃPRC-Ｉ*300*6　PR5

山梨県甲府市

平成29年2月 茨城県 瀬谷建設㈱ 国補地道第22-03-646-0-005号 橋梁下部工事
（仮）第1号橋A2

全旋回 φ1000*13.5ｍ*14本茨城県常陸太田市

平成29年2月 国土交通省 畑八開発㈱ 中部横断自動車道　八千穂IC改良4工事 全旋回 φ1000*11.5m*4本

φ1000*7.54m*4本

長野県南佐久郡佐久穂町

平成29年2月 民間 中央送電工事㈱ JR大船線鉄塔建替工事（その2）ならびに関連除去
工事

全旋回 φ1500*16.7m*4本

φ2000*17.5m*4本

神奈川県横浜市

平成29年2月 民間 ㈱TLC 鈴川線№4～№9鉄塔建替工事（その2）ならびに関
連除去工事

全旋回 φ1200*13.0m*4本静岡県富士市

平成29年2月 栃木県 大協建設㈱ 橋梁下部工事　桐生岩舟橋その4（快安道補）　白
旗橋

全旋回 φ1200*38.5m*6本栃木県足利市



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

平成29年3月 民間 ㈱東京洗染機械
製作所

（仮称）株式会社東京洗染機械製作所　山梨工場
内動力盤移設及び防爆室撤去工事

解体・移設工事山梨県山梨市

平成29年3月 宮城県 ㈱アスリード 気仙沼港朝日3号外陸閘下部工工事 鋼管杭工事 φ700*44.0m～45.0m*28本

φ800*38.0m～43.5m*46本

φ900*44.5m～45.0m*10本

宮城県気仙沼市

平成29年3月 民間 中央送電工事㈱ 野中旧線№9～№18鉄塔建替工事並びに関連除
去工事

全旋回 φ1200*17.5m～25.0ｍ*12本群馬県高崎市

平成29年3月 山梨県 中楯建設㈱ 流川河川工事（明許） 山留工事 SP-Ⅱ*6.0ｍ*25枚山梨県甲府市

平成29年3月 山梨県 堀内土建㈱ 主要地方道河口湖精進線　橋梁工事（一部債務） 山留工事 SP-10H*14.0m*22本山梨県南都留郡富士河口
湖町

平成29年3月 民間 大成建設㈱ （仮称）虎ノ門2-10計画 全旋回東京都港区



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

平成29年3月 市川三郷町 ㈱市川建設 鳴沢川高田地区内水対策ポンプ場整備工事 吐出管基礎杭
工事

山梨県西八代郡市川三郷
町


