
年月日 工事名 工　法 施工数量（㎥） 発注・工事箇所 元請・他

H12.2 正蓮寺川共同溝埋設工事 高アルカリ汚泥処理 750 大阪市此花区地内

H12.7 金沢駅東広場地下部構造工事 SMW排泥処理 2,500 金沢市内

H12.9 田宮川浚渫工事 浚渫土固化処理 3,000 徳島市内

H13.3 鵜の島市営住宅基礎工事 基礎工事排泥処理 300 山口県宇部市内

H13.4 七筒川河川整備工事 浚渫土固化処理 3,000 和歌山市内

H13.6 小松市 CJG排泥固化処理 1,000 小松市内

Ｈ13、12 浜岡町レンコン畑 中性固化改良工事 5,000 愛知県建設局 ㈱テトラ

Ｈ14、3 枝本新島（12）浚渫防止土木工事 軽量盛土工事 800 国土交通省 前田建設㈱

Ｈ14、6 日光川排水機場作業所 中性固化改良工事 5,000 浜岡町 飛島・徳倉・渡辺ＪＶ

Ｈ14、8 第2京阪道路長尾東作業所
流動化処理　背面埋戻し
（エースサンド）

7,000 国土交通省 清水・間ＪＶ

Ｈ14、9 第2京阪道路枚方北作業所
流動化処理　背面埋戻し
（エースサンド）

9,000 日本道路公団 鹿島・東急ＪＶ

Ｈ14、11 守口三洋電機作業所
流動化処理　建物背面埋戻し
（エースサンド）

500 ㈱大林組

Ｈ14、2～Ｈ15、9 阪神高速湊川作業所
流動化処理　高速地下・背面
頂部埋戻し（ｴｰｽｻﾝﾄﾞ）

35,000 阪神高速道路公団 大成・竹中土木ＪＶ

Ｈ14、3 塩釜作業所 ＳＧＭ 2,500 国土交通省 東亜建設工業㈱

Ｈ14、5 東京大井青海作業所 ＳＧＭ 5,000 国土交通省 東亜建設工業㈱

Ｈ14、8～9 下水道事業団忠岡作業所
流動化処理　背面埋戻し
（エースサンド）

3,000 日本下水道事業団 ㈱大林組

Ｈ14、10 堺ＬＮＧ作業所 取水路埋戻し工事（エースサンド） 2,360 関西電力㈱ 西松建設㈱

Ｈ15、2 栗東水口作業所
流動化処理　地下坑道埋戻し
（エースサンド）

2,000 国土交通省 日特建設㈱

Ｈ15、2 地下鉄本町駅作業所
流動化処理　頂部埋戻し
（エースサンド）

1,000 大阪市交通局 大成建設㈱

Ｈ15、5 富士通　三重工場
フーチング基礎下部埋戻し
（エースサンド）

1,000 ㈱富士通 大成建設㈱

Ｈ16、12～Ｈ17、4 東京電力　鬼怒川導水路補修工事
トンネル背面・可塑・モルタルグラ
ウト 3,000 東京電力㈱ ㈱間組　〔4,000m〕

Ｈ17、1～Ｈ17、8 地下鉄8号線緑橋作業所
地下鉄頂部埋戻し（エースサンド
打設工事） 8,000 大阪市交通局 大成建設㈱

Ｈ17、4～Ｈ17、9 地下鉄8号線緑橋作業所
流動化処理　頂部埋戻し
（エースサンド）

11,000 大阪市交通局 大成、東亜ＪＶ

Ｈ17、1～Ｈ17、7 ＪＨ南部阪和自動車道高津山トンネル工事 軽量盛土 1,200 国土交通省 東亜建設工業㈱

Ｈ18、1～Ｈ18、8 関西空港アンダーパス作業所
流動化処理　背面頂部埋戻し
（エースサンド）

18,600 関西国際空港㈱ 大林、大成、五洋、竹中土木他ＪＶ

施　　工　　実　　績



Ｈ19、3 関電浜寺作業所高圧地中線フライアッシュ充填工事 管内充填工事 1,700 関西電力㈱ ㈱きんでん　〔700m〕

Ｈ19、3 徳島県田宮川　浚渫粒状固化工事 浚渫粒状固化工事 2,000 徳島県

Ｈ19、6～Ｈ19、8 中之島新線第3工区作業所
シールド残土利用（頂部流動化
埋戻し） 6,400 京阪電気鉄道㈱ 大成、戸田、鉄建、熊谷ＪＶ

Ｈ19、8～Ｈ19、9 第2京阪道路宮山作業所 構造物背面埋戻し 1,400 国土交通省 鴻池組、ﾍﾟｸﾃﾙ、大鉄ＪＶ

Ｈ19、10 吉野川下流域農地防災事業（今切川サイホン）
ｱﾙｶﾘ残土中性粒状固化
改良工事 2,500 中国四国農政局 青木あすなろ建設㈱

Ｈ19、12～Ｈ20、1 大阪福島四丁目作業所 杭残土埋戻し（流動化処理土） 1,000 五洋建設ＪＶ

Ｈ20、5～Ｈ20、6 夢洲アプローチ（Ｙ‐３工区） 構造物背面埋戻し 14,500 国土交通省 ㈱大林組他ＪＶ

Ｈ20、5～Ｈ21、7予定 第二京阪国守工事 構造物背面埋戻し 25,000 NEXCO西日本 鹿島建設他ＪＶ

Ｈ20、5～Ｈ20、10 大道工区交差点部（その２）開削トンネル 構造物背面埋戻し 7,000 阪神高速道路㈱ 鹿島建設他ＪＶ

Ｈ20、7～Ｈ22、7予定 東京電力株式会社柏崎発電所 杭残土粒状固化工事 250,000 東京電力㈱ 間・大成・植木他JV

Ｈ20、12～Ｈ21、3予定 第二京阪道路津田作業所 構造物背面埋戻し 7,500 NEXCO西日本 三井、住友建設JV

Ｈ20、11～Ｈ20、12 第二京阪道路小路トンネル作業所 杭残土粒状固化工事 5,000 NEXCO西日本 大成建設㈱

Ｈ20、12～Ｈ21、5予定 第二京阪道路小路トンネル作業所 流動化処理土工事 9,800 NEXCO西日本 大成建設㈱

Ｈ21、1～Ｈ21、6 第二京阪道路打上作業所 流動化処理土工事 8,000 NEXCO西日本 ㈱大林組

Ｈ21、1～Ｈ21、3 荒川下流管内土壌改良工事 浚渫粒状固化工事 5,000 国土交通省 岩倉建設㈱

Ｈ21、4 徳島県正法寺川　浚渫粒状固化工事 浚渫粒状固化工事 1,800 徳島県

Ｈ21、8～Ｈ21、9 徳島市北部浄化センター建設工事
アルカリ泥土
中性化改良工事

7,000 日本下水道事業団 りんかい・日産・五藤共同企業体

Ｈ21、8～Ｈ22、3 九州玄海原子力発電所 流動化処理土工事 10,000 九州電力㈱ ㈱大林組

Ｈ21、8～Ｈ22、3 九州玄海原子力発電所 粒状固化工事 12,000 九州電力㈱ ㈱大林組

Ｈ22、1～Ｈ22、3 東京湾藻礁石材設置工事 藻場工事 18,000 国土交通省 東亜建設工業㈱

Ｈ22、3 和泉大宮支線ケーブル取替に伴う管路新設工事 注入工事 374 関西電力㈱ 栗原工業㈱

Ｈ22.6 総本山知恩院　新和順会館新築工事 流動化処理土工事 300 総本山知恩院 ㈱竹中工務店

Ｈ22.7～Ｈ23.1 福岡市新西部水処理建設センター 粒状固化工事 5,000 下水道事業団 アイサワ工業（株）

Ｈ23.2～Ｈ25.1 大道工区交差点部（その３）開削トンネル
構造物頂部埋戻し及び
残土改良工事

20,000 阪神高速道路㈱ 鹿島建設他ＪＶ

Ｈ23.4 福岡市新西部水処理建設センター 粒状固化工事 500 下水道事業団 株式会社不動テトラ

Ｈ23.4～Ｈ23.5 福島第一原子力発電所 流動化処理土工事 500 東京電力㈱ 清水建設㈱　〔10,000ｍ〕

Ｈ23.8 前浜線他移設工事に伴う管路新設工事 ﾌﾗｲｱｯｼｭﾓﾙﾀﾙ 232 関西電力㈱ 栗原工業㈱

Ｈ23.9～11 (負)岸谷生麦線(国道1号行き)トンネル工事 校舎基礎下端充填 3,500 首都高速道路公団 西松建設株式会社　〔500m〕

Ｈ23.10～24.2 浜岡原子力発電所3～5号機緊急時海水取水設備装置 排泥固化処理工事 50,000 中部電力㈱ 佐藤工業㈱



Ｈ23.12～24.8 浜岡原子力発電所防波壁設置工事（東工区） 粒状固化工事 55,000 中部電力（株）（㈱間組） 日本基礎技術㈱

Ｈ24.05～24.8
玄海原子力発電所（福島第一原子力発電所事故を踏まえた安全対
策のうち移動式大容量発電機車駐車場整備他工事） 流動化処理土工事 1,480 九州電力（株） （株）大林組

Ｈ24.05～24.9 尾岱沼漁港　水産流通基盤整備工事　２工区(補正) 粒状固化工事 4,580 北海道 小針土建（株）

H24.12～H25.2 H24年徳土　正法寺川　藍・奥野　河川工事 浚渫土粒状固化処理 800 徳島県土木 ㈱オオタ

Ｈ25、4 いな池周辺整備工事 軽量盛土 130 白浜町役場 玉置建設

H25.6～H25.11 尾岱沼漁港水産流通基盤整備工事（補修・明許） 泥土固化処理工事 2,480 北海道 小針土建㈱

H25.8～H26.3
平成24年度大和紀伊平野農業水利事業(二期)紀伊平野小
田井県営水路紀の川工区その6改修工事

水路補修工事 5,500 近畿農政局 ㈱西本組

H25.11～H25.12 気仙沼フィージビティスタディ試験施工 津波堆積物混合盛土 500 （独）国立環境研究所 （社）泥土リサイクル協会

H25.11～H26.1 橋梁補修工事　その２（麻生口橋）その４（一反田橋） 橋梁　補修・補強 333 福井県敦賀土木事務所 ㈱堀居組

H26.1～H26.2 H25徳土正法寺川藍・奥野河川工事 浚渫土粒状固化処理 2,800 徳島県土木 ㈱オオタ

H26.4～H26.7 関西国際空港熱供給北地区熱供給設備撤去工事 エアミルク工事 1,596 新関西国際空港㈱ 新菱冷熱工業㈱

H26.3 八尾変電所GIS化に伴う金田線他引込変更工事(管路) 充填工事 223 関西電力㈱ 栗原工業㈱

H26.3～26.9 一般国道168号防災・安全交付金事業4-168-7-5 トンネル補修・補強 160 奈良県五條土木事務所 ㈱オクシン

H26.5～H26.9 尾岱沼漁港水産流通基盤整備工事1工区（翌債） 泥土固化処理工事 3,920 北海道 小針土建㈱

H26.12～ 浜岡原発溢水防止壁に伴う汚泥固化処理工事 粒状固化処理工 10,000 中部電力（株） 日本基礎技術（株）

H27.4～H27.7 赤藻崎Ⅱ海岸外災害復旧工事 浚渫土砂改良工事 16,391 宮城県農業農村整備部 ㈱アベゼン

H27.4～H27.7 東三百浦Ⅳ海岸外災害復旧工事 浚渫土砂改良工事 16,085 宮城県農業農村整備部 ㈱アベゼン

H2７.6 ～H27.8 尾岱沼漁港水産流通基盤整備工事（補修）外 泥土固化処理工事 2,000 北海道 小針土建㈱

H27.6～H28.2
H26用水対策地区(障害）‐052号中島溜池工事のうち
盛土材改良工事

混合処理工 8,850
宮城県
王城寺原補償工事事務所

東花建設㈱

Ｈ28.5～Ｈ28.6 阪神阪急梅田１丁目一番地 流動化処理土工事 4,156 阪神電気鉄道、阪急電鉄 (株)竹中工務店

Ｈ28.5～Ｈ28.9 尾岱沼漁港水産流通基盤整備工事（補修）外 粒状固化処理工 2,780 北海道 小針土建（株）

H28.10 酒津地内外配水管改良工事（その1） 流動化充填材 107 倉敷市水道局 （株）佐藤管材工業

Ｈ28.11～Ｈ29.3 阪神水道受水送水管布設工事（その3） 流動化充填材 164 宝塚市 上下水道局 （株）金山組

Ｈ29.1 徳島県立 阿南工業高等学校 改築工事 832 徳島県 （株）オオタ

Ｈ29.5～Ｈ29.9 尾岱沼漁港　水産流通基盤整備工事（補修） 粒状固化処理工 4,300 北海道 小針土建（株）

Ｈ29.5～Ｈ29.12 岩国市ごみ焼却施設建設工 流動化処理土工事 5,000 岩国市 植田基工（株）

Ｈ29.5～Ｈ30.6 利根導水地震対策工 改良工事 16,300
独立行政法人水資源機構
利根導水総合事業所 （株）森組

Ｈ29.7～Ｈ30.3
浜田地区防潮堤整備工事の内、その2工事のうち安定
処理工

改良工事 3,100 宮城県 五洋建設㈱

Ｈ30.2～Ｈ30.4 広渕沼　９・１０工区区画整理工事 改良工事 7,000 宮城県 ㈱渡辺工務店


