
事業主 元　請 工事名称 施工期間 施工量(㎥) 備考

名古屋市 交通局 熊谷・鹿島・東洋ＪＶ 高速度鉄道第4号線山下通南工区土木工事 2000/10 300.0 ATK 使用

東邦ガス 株式会社 機動建設工業 株式会社 東環状線(桃花台～小牧間)中下川推進土木工事 2002/02 78.0

刈谷市 上下水道部 不動建設株式会社 公共下水道汚水管整備工事 小垣江1号汚水幹線(第3工区) 2002/04 36.0

名古屋市 交通局 熊谷・鹿島・東洋ＪＶ 高速度鉄道第4号線山下通南工区土木工事 2002/04 128.0

刈谷市 上下水道部 サンエイ 株式会社 公共下水道雨水管整備工事　逢妻川3号雨水幹線 2002/05 12.0

稲沢市 上下水道部 竹中土木・大盛ＪＶ 公共下水道管渠築造工事　中央第1汚水幹線 2002/10 9.5

稲沢市 上下水道部 五洋・山田ＪＶ 公共下水道管渠築造工事　中央第1汚水幹線(第23工区) 2002/10～11 9.0

静岡ガス 株式会社 清水建設株式会社 第二駿河幹線建設工事 和瀬川ガスシールド 2003/01 138.0

東海旅客鉄道 株式会社 大成・ＪＲ東海ＪＶ 西名古屋港線名古屋工区工事 2003/01 333.0

名古屋市 上下水道局 鹿島・奥村・日産ＪＶ 中坪雨水幹線下水道築造工事(その2) 2003/01 94.5

三重県 津地方県民局 下水道部 鹿島・藪・三重農林ＪＶ 中勢沿岸流域下水道(志登茂川処理区) 安濃幹線(第1工区)管渠工事 2003/02 27.0 ATK 使用

名古屋市 上下水道局 太平工業株式会社 第4次南郊北部幹線下水道築造工事 2003/03 46.0

国土交通省 鹿島・清水・奥村ＪＶ 平成12年度19号春日井共同溝大泉寺工事 2003/04 166.0

愛知県 建設部 西松・徳倉・水野ＪＶ 五条川左岸流域下水道事業水処理施設築造工事(その８)(五条川左岸浄化センター) 2003/04 216.0

名古屋市 上下水道局 飛島・名工・松村ＪＶ 名駅雨水幹線下水道築造工事 2003/05 36.0

愛知県 建設部 東洋・大興・永曻ＪＶ 日光川上流流域下水道事業管渠布設工事（奥町工区） 2003/05 155.0 ATK 使用

名古屋高速道路公社 大成・佐藤・新井ＪＶ 県道高速名古屋朝日線新川（その1）工区下部工事 2003/05 176.5

名古屋市 交通局 前田・西松・鴻池ＪＶ 高速度鉄道第4号線八事北工区土木工事 2002/12～2003/05 1,986.0

名古屋鉄道 株式会社 清水建設株式会社 名古屋本線鳴海駅付近鉄道高架化工事 2003/07 18.0

株式会社 竹中工務店 東洋テクノ 株式会社 中川倉庫場所打杭施工試験 2003/08 17.0

名古屋市 上下水道局 東亜・アイサワ・鈴中ＪＶ 第2次名西通雨水幹線下水道築造工事 2003/08 67.5

名古屋市 交通局 間・清水・森本ＪＶ 高速度鉄道第4号線八事南工区土木工事 2003/05～08 1,777.0

名古屋高速道路公社 熊谷・東洋・矢作ＪＶ 県道高速名古屋朝日線古城工区下部工事 2003/08～09 376.5 ATK 使用

国土交通省 株式会社淺沼組 平成14年度19号大曽根Ⅲ共同溝山田北工事 2003/11 709.0

東邦ガス 株式会社 ＪＦＥ工建 株式会社 埋設ガス管調査用立坑埋戻工事 2003/11 8.5

国土交通省 大成・西松ＪＶ 平成12年度302号小田井山田共同溝大我麻工事 2003/12 494.5

名古屋市 上下水道局 竹中土木・大豊ＪＶ 汐田ポンプ所建設工事 2003/12 85.5 ATK 使用

国土交通省 若築建設株式会社 平成14年度1号四日市共同溝新設工事 2004/01 36.0
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名古屋市 上下水道局 株式会社新井組 第4次服部幹線下水道築造工事 2004/01 70.5

日本道路公団 前田・ハザマ・鉄建ＪＶ 東名阪自動車道 植田工事 2004/02 477.0

三重県 津地方県民局 下水道部 大栄・大富ＪＶ 中勢沿岸流域下水道（志登茂川処理区）志登茂川幹線（第８工区）管渠工事 2004/03 9.0

三重県 伊勢建設部 大成・日本工業・森ＪＶ 宮川流域下水道（宮川処理区）宮川幹線（第３工区）内宮幹線（第１工区）管渠工事 2004/03 12.0

四日市市 下水道部 大成・杉本ＪＶ 河原田雨水1号幹線管渠布設工事 河原田幹線シールド 2004/03 36.0

労働福祉事業団 清水・東洋・岐建ＪＶ 中部労災病院本館建築工事 2004/03 130.0

トヨタ自動車株式会社
毎日新聞社

竹中・大林・鹿島・清水ＪＶ 名駅四丁目７番地区再開発ビル新築工事（ミッドランドスクエア） 2004/04 187.5

静岡ガス 株式会社 清水建設株式会社 第二駿河幹線建設工事 蒲原ガストンネル（東坑口） 2004/04 108.0

名古屋市 上下水道局 株式会社大林組 鳴海下水処理場汚水放流渠改造工事 2004/04 81.0

名古屋市 上下水道局 竹中土木・森本・村本ＪＶ 福池雨水幹線下水道築造工事 2004/05 22.5

刈谷市 上下水道部 株式会社近藤組 逢妻川3号雨水幹線公共下水道雨水管整備工事 2004/04～06 62.5

名古屋市 上下水道局 株木・森・昭和土木ＪＶ 如意雨水幹線下水道築造工事 2004/07 148.5 ATK 使用

三重県 津地方県民局 下水道部 清水・東海土建ＪＶ 中勢沿岸流域下水道（志登茂川処理区）安濃幹線（第２工区）管渠工事 2004/09 42.0

名古屋市 上下水道局 鹿島・三井住友・若築ＪＶ 中根第２雨水幹線下水道築造工事 2004/11 79.0

住友電工 株式会社 鹿島建設 株式会社 旧名古屋製作所 跡地整備工事 2004/07 72.0 ATK 使用

愛知県 建設部 名工・大興建設工事共同企業体 木曽川流域関連公共下水道事業の内　下水道新設工事 2004/10～12 13.2

豊橋市 上下水道局 株式会社新井組 公共下水道築造工事（４工区）中島処理区梅田第１汚水幹線 2005/02 200.0

愛知県 企業庁尾張水道事務所 株木建設株式会社 善太川水管橋下部工耐震補強工事 2005/03 230.0

ＮＴＴ都市開発株式会社 大成・共立・第一ヒューテックＪＶ 名古屋東ビル新築工事（アーバンネット名古屋ビル） 2004/09～2005/04 1,084.0

中日鋼線 株式会社 中日鋼線株式会社 計量機台下 空洞充填工事 2005/05 36.0

住友電工 株式会社 鹿島建設株式会社 旧名古屋製作所 跡地整備工事（現場製造） 2004/12～2005/06 1,649.0

愛知県 建設部河川課 加藤建設株式会社 平成15年度 地震対策河川特別工事 二級河川善太川 2005/07 6.9

三井不動産販売 株式会社 東亜建設工業株式会社 ロイヤルアーク八事東マンション新築工事 2005/07 82.8

名古屋市 上下水道局 名工建設株式会社 第２次如意雨水準幹線下水道築造工事 2005/07～08 13.8

刈谷市 上下水道部 名工建設株式会社 公共下水道雨水管整備工事　逢妻川3号雨水幹線（付帯工） 2005/09 202.4

名古屋市 上下水道局 大旺建設株式会社 南陽東部汚水幹線下水道築造工事 2005/09 52.9

日本道路公団 前田・ハザマ・鉄建ＪＶ 東名阪自動車道植田工事（その２） 2005/04～09 2,969.2

名古屋市 上下水道局 奥村・鉄建・アイサワＪＶ 春日井送水幹線1800粍布設工事（その２） 2005/04～05 383.2
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三重県 津地方県民局 下水道部 三重農林建設・中央土木ＪＶ 中勢沿岸流域下水道（志登茂川処理区）安濃幹線（第６工区）管渠工事 2005/08～09 340.4

愛知県 建設部 森本・大興・江口ＪＶ 五条川右岸流域下水道官渠敷設工事（前野工区） 2005/08～09 174.8

－－－ 東建コーポレーション 株式会社 賃貸アパート新築工事 2005/11 73.6

大和ハウス 株式会社 安藤建設株式会社 Ｄ’グランセ八事御幸山新築工事 2005/09～11 784.3

独立行政法人都市再生機構
中部支社

名工建設株式会社 枇杷島東地区１６ - 県道橋梁改修工事 2005/12 181.7

学校法人 モード学園 株式会社大林組
えむプロジェクト既存地下解体工事
（モード学園スパイラルタワー）

2005/08～12 2,424.2

－－－ 矢作建設工業株式会社 －－－ 2005/10～12 64.4

学校法人 南山高校 清水建設株式会社 南山高等学校・中学校（女子部）新校舎新築工事 2006/01 340.4

学校法人 愛知淑徳高校 株式会社竹中工務店 愛知淑徳中学・高校キャンパス整備計画 2005/10～2006/01 223.1

伊賀市 水道部 大日本土木株式会社 平成17年度統合簡易水道施設整備事業送・配水管布設工事（近鉄横断工区） 2006/02 40.0

名古屋市 上下水道局 熊谷・三井住友・株木ＪＶ 弥富第２雨水幹線下水道築造工事 2006/02 21.6

中日本高速道路 株式会社
（ＮＥＸＣＯ）

鹿島・奥村・大豊ＪＶ 東名阪自動車道 高針工事 2006/02 5.6 サンドフィラー工法

伊賀市 建設部下水道課 村本建設株式会社
平成１７年度特定環境保全公共下水道事業　河合地区下出中継ポンプ場（その１）建設工
事　　　　　（阿山下水）

2006/03 9.2

一宮市 尾西・木曽川工事課 大興建設株式会社 日光川上流処理区木曽川町黒田地内中央１-１号幹線下水道管布設工事（その１） 2006/03 118.7

名古屋鉄道 株式会社 清水建設株式会社 名古屋本線鳴海駅付近鉄道高架化の内土木（その３）工事 2006/03 1,074.2

蟹江町 産業建設部下水道課 山田建設株式会社 蟹江町公共下水道事業 管渠布設工事（その１） 2006/03 16.8

名古屋市 上下水道局 鉄建・大日本・鈴中ＪＶ 丸新第２雨水幹線下水道築造工事 2006/04 31.8

名古屋高速道路公社 大林・東急・大本JV 県道高速名古屋朝日線浅間町工区下部工事 2005/06～2006/04 1,055.6

名古屋高速道路公社 五洋・若築・松村ＪＶ 県道高速名古屋朝日線庄内工区下部工事 2005/10～2006/04 1,230.2

東海旅客鉄道 株式会社 清水・ＪＲ東海・名工ＪＶ ＪＲ東海大曽根住宅（仮称）新築工事 2006/05 28.2

オリックス・リアルエスト 大成建設株式会社 （仮称）オリックス名古屋錦ビル新築工事（オリックス伏見ビル） 2006/05 242.0

中部電力 株式会社 東海建設株式会社 水主町東海鉄道山王線新設のうち管路工事 2006/05 3.0

社会福祉法人 サンライフ 岐建株式会社 ジョイフル千種新築工事 2006/06 319.0

独立行政法人都市再生機構中部支社大成・加賀田ＪＶ 常滑地区１７常滑環状線他道路工事４３街区既設配水管充填工事 2006/06 23.4

株式会社 トーシン 日本国土開発 株式会社 さくらHills金山マンション新築工事 2006/07 9.2

一宮市 尾西・木曽川工事課 大興建設株式会社 平成17年度　日光川上流流域下水道事業管きょ布設工事（外割田工区） 2006/08 13.8 ATK使用

大八化学 株式会社 徳倉建設株式会社 大八化学半田工場躯体下部充填工事 2006/08 284.4

三重県 津地方県民局 下水道部 大林・藪ＪＶ 中勢沿岸流域下水道（志登茂川処理区）安濃幹線（第３工区）管渠工事 2006/09 41.6
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国土交通省 鹿島・清水・奥村ＪＶ 平成15年度19号春日井共同溝瑞穂工事 2005/03～2006/09 211.6 ATK 40.5㎥ 使用

三重県 津地方県民局 下水道部 中村土建・倉口ＪＶ 中勢沿岸流域下水道（松坂処理区）佐奈川幹線（第４工区）管渠工事 2006/07～09 8.0

清水総合開発 株式会社 徳倉建設株式会社 ヴィークコート高蔵寺新築工事 2006/10 91.8

中部電力 株式会社 株式会社シーテック 東久本社線新設のうち管路工事 2006/10 4.6

アズライフ名古屋 株式会社森本組 名古屋生楽館新築工事 2006/06～10 627.6

牛島市街地再開発組合 大成建設株式会社 牛島再開発事業第２期工事　およびルーセントタワー 超高圧洞道接続工事 2006/03～11 7,873.0

愛知県 建設部 鹿島・加藤・山田ＪＶ 日光川下流流域下水道管渠布設工事 2006/05～11 148.9

三重県 津地方県民局 下水道部 北村・松本ＪＶ 中勢沿岸流域下水道（松坂処理区）佐奈川幹線（第５工区）管渠工事 2006/09～11 9.3

名古屋市 上下水道局 鹿島・東亜・森本ＪＶ 扇川左岸雨水幹線下水道築造工事 2006/12 9.0 サンドフィラー工法

積水ハウス 株式会社 株式会社 大林組 グランメゾン星ヶ丘山手新築工事 2006/12 16.8

ＤＨＣ名古屋 株式会社 ＪＦＥエンジニアリング 株式会社 名駅東地区地域冷暖房モード学園スパイラルタワーズ向け地域導管工事 2006/12 15.0

日本下水道事業団 土屋・佐竹ＪＶ 養老町中部浄化センター建設工事 その８ 2006/12 116.8

中部電力 株式会社 鹿島建設株式会社 新名古屋火力発電所８号系列 本館・取放水設備ほか工事 2006/01～12 4,838.9

興和不動産 株式会社大林組 名古屋インターシティー新築工事 2006/11～12 43.0

中部電力 株式会社 シーテック・トーエネックＪＶ シャープ亀山工場付帯工事亀山（変）関連送電線新設のうち洞道工事 2006/11～12 305.0

名古屋高速道路公社 石播・日本国土・住重ＪＶ 県道高速名古屋新宝線及び市道高速分岐３号山王JCT工区上下部工事 2006/07～12 776.4

刈谷知立環境組合 荏原・清水・角文ＪＶ 刈谷知立環境組合クリーンセンター建設工事 基礎充填工事 2007/01 144.0

社会福祉法人 聖霊会 戸田建設株式会社 聖霊病院施設整備計画改築工事 2007/01 15.8

学校法人 愛知淑徳高校 株式会社竹中工務店 愛知淑徳中学・高校キャンパス　屋上グラウンド盛土工事 2007/01 100.4

中部電力 株式会社 鹿島・清水・奥村ＪＶ 春日井共同溝　中電取付管路新築工事 2006/11～2007/01 97.4

七宝町 建設部上下水道課 機動建設工業株式会社 七宝公共下水道管渠整備工事（4-1） 2007/02 48.9

中部電力 株式会社 シーテック・中部土木ＪＶ 丹羽郡大口町地内　管路埋め戻し工事 2007/01～02 9.9

大洋薬品工業 株式会社 鹿島建設株式会社 大洋薬品工業新本社新築工事 地下ピット・駐車場充填工事 2006/12～2007/02 2,852.0

三重県 北勢流域下水道事務所 熊谷・水谷・松岡ＪＶ
北勢沿岸流域下水道（北部処理区）北部浄化センターＢ－１系水処理施設
（土木・建設）建設工事

2007/03 60.6

蟹江町 産業建設部 東名開発株式会社 鍋田橋 道路整備工事 2007/03 4.6

三井生命保険 株式会社 鹿島・清水・三井住友ＪＶ 三井生命名古屋ビル新築工事 2007/03 304.8

株式会社 穴吹工務店 徳倉建設株式会社 　サーパス本山鹿子町新築工事 2007/01～03 391.1

阿久比町 上下水道課 東急・岡戸ＪＶ 　公共下水道工事草木処理分区汚水幹線工事 2006/12～2007/03 26.8
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－－－ 株式会社守谷商会 　（仮称）錦ＳＴビル新築工事 2007/04 146.4

財団法人 名古屋港湾福利厚生協会 五洋・大成ＪＶ 　臨港病院新築工事 2007/04 368.8

中日本高速道路 株式会社
（ＮＥＸＣＯ）

前田・日特・水谷ＪＶ 　東名阪自動車道 相原工事 2007/04 20.8

中日本高速道路 株式会社
（ＮＥＸＣＯ）

大成・東急・福田ＪＶ 　東名阪自動車道 滝の水工事 2006/02～04 82.1

名古屋市 交通局 清水建設株式会社 　一社駅の火災対策工事（土木関係分） 2006/11～2007/04 734.4

名古屋市　緑改土木局 戸田建設株式会社 　大高駅前貯留管築造工事 2007/03～08 692.0

国土交通省　愛知国道事務所 株式会社淺沼組 　平成17年度302号清洲IC北進地下道南地区工事 2007/03～04 712.8

国土交通省　愛知国道事務所 佐伯建設工業株式会社 　平成17年度302号清洲IC北進地下道北地区工事 2007/03～08 708.6

三谷商事 株式会社 前田建設工業株式会社 　名古屋生コン場内整備工事 2007/05～07 184.2

中部電力 株式会社 東海建設株式会社 　名四町幹線工事 2007/05 16.2

愛知県 建設部 加藤建設株式会社 　日光川下流流域下水道大坪工事 2007/05 4.0

国土交通省 名古屋国道事務所 株式会社森本組 　平成18年度 1号一色大橋下部工事 2007/05 2,206.4

国土交通省 愛知国道事務所 株式会社ノバック 　平成17年度302号清洲IC南進地下道北地区工事 2007/04～05 614.4

国土交通省 愛知国道事務所 吉川建設株式会社 　平成17年度303号清洲IC南進地下道南地区工事 2007/04～05 290.0

三重県　中勢流域下水道事務所 中央・小林ＪＶ 　中勢沿岸流域下水道（松坂処理区）多気幹線（左岸ルート第1-1工区）管渠工事 2007/05～07 34.7

東洋システム株式会社 大成建設株式会社 　ウィング築地口ステーションビル新築工事 2007/05～07 149.6

　ルートイン開発株式会社 株式会社守谷商会　 　ホテルルートイン名古屋栄新築工事 2007/06 87.2

名古屋市 上下水道局 清水・奥村・銭高ＪＶ 　本宮新町幹線下水道築道その2 2007/06 4.8

中部電力 株式会社 鹿島建設株式会社 　新名古屋火力発電所８号系列 本館・取放水設備ほか工事 2007/06 71.2

名古屋市 上下水道局 淺沼・木原・太洋ＪＶ 　千音寺幹線下水道築道 2007/06 1.3

三重県　中勢流域下水道事務所 藪建設株式会社 　中勢沿岸流域下水道（志登茂川処理区）安濃幹線（第5-1工区）管渠工事 2007/06～07 47.0

ユニー株式会社 土屋組株式会社 　ユニー大垣線排掃管路工事 2007/06 39.2

学校法人 名城大学 大成建設株式会社 　名城大学天白１４号館新築工事 2007/07 184.8

東邦ガス 株式会社 大興建設株式会社 　西環状幹線西工区ガス管埋設工事 2007/07～2008/10 172.0

中部電力 株式会社 株式会社ヒメノ 　築港稲永線撤去のうち管路撤去工事 2007/07 39.2

東邦ガス 株式会社 株式会社西尾組 　西環状線西側工区ガス導管工事Ⅲ・Ⅳ工区 2007/08～ 153.0

国土交通省 愛知国道事務所 鹿島・清水・奥村ＪＶ 　春日井共同溝　発進・中間・到達立坑埋戻し 2007/08～2008/02 500.7

名古屋市 上下水道局 竹中土木・大豊ＪＶ 　汐田ポンプ所建設工事その4 2007/08 438.4
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株式会社エムジーホーム 株式会社日東建設 　（仮称）モアグレース石ヶ根新築工事 2007/08 115.2

東邦ガス 株式会社 東亜道路株式会社 　三洋化成工業㈱引き込み線移設に伴う地下理設管補強工事 2007/08 319.2

東海旅客鉄道 株式会社 ジェイアール東海建設ＪＶ 　神領駅改築工事 2007/09 97.2

ワシントンホテル株式会社 佐藤JV 　栄４丁目ホテル新築工事 2007/10/8 162.2

－－－ 株式会社加納工務店 　ＨＤ、ＡＰＭ新築工事 2007/10/9 5.6

国土交通省 愛知国道事務所 株式会社不動テトラ 　302号南陽共同溝 2007/10～12 199.8

三菱化学　株式会社 東亜建設工業株式会社 　三菱化学（株）　四日市事業所 2007/10～12 525.0

積水ハウス 株式会社 株式会社ウカイ 　栄３丁目 2007/10/16 99.2

中部電力 株式会社 株式会社シーテック 　イオン東浦線新設の内管路工事 2007/10～2008/03 108.0

名古屋市 交通局 奥村ＪＶ 　高速度鉄道第6号線神沢駅工区土木 2007/11 70.0

中部電力 株式会社 東海･中央ＪＶ 　熱田区六番町地内埋設管充填試験工事(Ｌ＝203ｍ） 2007/11/14 3.6

積水ハウス 株式会社 石黒建設株式会社 　金山１丁目マンション新築工事 2007/11/15 27.0

－－－ 大成建設株式会社 　中区錦三丁目ビル新築工事 2007/11/19 12.0

国土交通省 愛知国道事務所 株式会社不動テトラ 　302号南陽共同溝川園 2007/12～02 103.4

愛知県　衣浦港事務所 太洋基礎工業株式会社 　橋梁整備工事（臨交）神戸新橋下部工事（その２） 2007/12 173.4

三重県 伊勢建設部 大日本土木ＪＶ 　宮川流域下水道（宮川処理区）宮川幹線第７-１工区官渠工事 2007/12～1 84.0

三重県 津地方県民局 下水道部 大林ＪＶ 　中勢沿岸流域下水道（志登茂川処理区）安濃幹線（第３工区）管渠工事 2007/12～2008/5 297.2

中部電力 株式会社 鹿島建設株式会社 　知多火力発電所 2007/12 30.0

日本下水道事業団 大有建設株式会社 　西山処理場 2007/12 10.0

四日市市　上下水道局 大成ＪＶ 　四日市中央通り貯留管建設工事 2007/12～1 446.4

大治町 株式会社三輪工業 　大治町河川維持修繕工事（その１） 2007/12 17.8

積水ハウス 株式会社 株式会社ウカイ 　（仮称）八千代病院職員寮新築工事 2007/12 31.5

中日本高速道路 株式会社
（ＮＥＸＣＯ）

前田ＪＶ 　東名阪自動車道 植田（その２）工事(路体部） 2008/01 1,010.4

中部電力 株式会社 名工建設株式会社 　旧核融合研究所線撤去の内管路撤去工事（埋設管充填） 2008/01 2.5

愛西市　下水道部 機動建設工業株式会社 　公共下水道事業管路施設工事　東補１９-１工区 2008/01～02 56.0

東海旅客鉄道 株式会社 ジェイアール東海建設株式会社 　盛土試験工事(4N/mm2) 2008/01 36.0

㈱メックインターナショナル 前田建設工業株式会社 　（仮称）メックインターナショナル社員寮新築工事 2008/01 13.0

愛知県 建設部 株式会社森本組 　日光川下流流域下水道事業日光川下流１号幹線管きょ布設荷之上工区 2008/01 30.0
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愛知県 建設部 株式会社森本組 　道路改良のうち橋梁下部工事 2008/02 29.5

愛西市　下水道部 福岡建設株式会社 　公共下水道事業管路施設工事 2008/02 18.0

株式会社日本リート 安藤建設株式会社 　（仮称）日本リート栄3丁目ビル新築工事 2008/02 125.0

三重県　中勢流域下水道事務所 藪ＪＶ 　中勢沿岸流域下水道　（志登茂川処理区）河芸幹線（第４工区）官渠工事 2008/02 480.6

東海農政局 株式会社間組 　新矢作川用水地区　岡崎幹線水路　渡工区その７ 2008/02 82.0 サンドフィラー工法

名古屋市 上下水道局 日本国土開発株式会社 　千音寺幹線下水道築道 2008/02 152.8

－－－ 日本国土開発株式会社 　藤和藤ヶ丘 2008/02 20.8

中日本高速道路 株式会社
（ＮＥＸＣＯ）

りんかい日産JV 　東名阪自動車道　天白高架橋（下部工）工事 2007/10～2008/02 770.2

東海旅客鉄道 株式会社 株式会社シーテック 　枇杷島送電線撤去工事測量作業3・5号線（埋設管充填） 2007/12～2008/02 28.7

東海市　上下水道部 株式会社シンキコーポレーション 　汚水４号幹線管渠整備工事 2008/03 72.0

－－－ 矢作建設工業株式会社 　（仮称）大曽根４丁目計画新築工事 2008/03 112.0

名古屋高速道路公社 大成ＪＶ 　県道高速名古屋新宝線天白大橋工区下部工事 2008/01～2008/03 464.3

東海旅客鉄道 株式会社 ジェイアール東海建設株式会社 　大府作業所（埋設管充填） 2008/04 2.5

株式会社ジャパンエナジー 鹿島建設株式会社  　ジャパンエナジー知多工場 2008/04 89.6

－－－ 株式会社守谷商会 　アルバ大須新築工事 2008/04 18.0

名古屋高速道路公社 ジェイアール東海建設ＪＶ 　東海道本線ほか尾頭橋Ｂo新設（１）工事 2008/01～2008/04 470.4

中部電力 株式会社 太洋基礎工業株式会社   （Ｔ）ＪＶ劣化管路対策に伴う烏森八熊線無筋管路改修のうち管路（埋設管充填） 2008/04～05 33.9

中部電力 株式会社 株式会社シーテック 　（Ｔ）ＪＶ劣化管路対策に伴う烏森八熊線無筋管路改修のうち管路
2008/05～
2009/07

140.2

－－－ 旭化成ホームズ株式会社 　Ｔ様邸新築工事のうち井戸充填工事 2008/05 14.0

－－－ 大成ロテック株式会社 　法面補修工事 2008/05 15.0

－－－ 佐藤工業株式会社 　CORE SELDOM新築工事 2008/05 184.8

レジデントファースト株式会社 大豊建設株式会社 　スペーシア新栄新築工事 2008/05 369.6

名古屋高速道路公社 鉄建・ジェイアール東海建設ＪＶ
　県道高速名古屋神宝線東海ＩＣ西工区下部工および一般国道247号線
橋梁整備下部工その２

2007/11～2008/05 460.0

名古屋高速道路公社 熊谷JV 　県道高速名古屋新宝線新宝工区下部工事 2007/10～2008/05 178.2

－－－ 鉄建建設株式会社 　長久手作業所 2008/06 216.8

名古屋市 上下水道局 太洋基礎工業株式会社 　㈱川口組　南区鶴田 2008/06 11.8

－－－ 地建興業株式会社 　知立作業所 2008/07 20.0

三重県　中勢流域下水道事務所 松本ＪＶ 　中勢沿岸流域下水道（志登茂川処理区）安濃幹線（第９－１工区）管きょ工事 2008/07 38.4
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住友不動産株式会社 三井住友建設株式会社 　八事天道計画新築工事 2008/07 205.3

名古屋大学 大成建設株式会社 　名古屋大学医学部付属病院　外来診療棟新営その他工事 2008/07 312.0

－－－ 矢作建設工業株式会社 　丸の内三丁目プロジェクト新築工事 2008/05～07 84.0

中日本高速道路 株式会社
（ＮＥＸＣＯ）

戸田・日本国土・奥村組土木ＪＶ 　東名阪自動車道 植田北工事 2006/12～2008/07 5,834.0

名古屋高速道路公社 戸田・大豊・村本ＪＶ 　県道高速名古屋新宝線尾頭橋工区下部工事 2007/01～2008/07 1,510.4

愛知県 建設部 株式会社山田組 　日光川流域下水道日光川下流３号幹線管きょ布設（桂第２工区） 2008/06～2008/08 403.2

愛知県 建設部 海部建設株式会社 　日光川流域下水道日光川下流３号幹線管きょ布設（神守第２工区） 2008/06～2008/08 48.0

－－－ 鹿島建設株式会社 　新栄作業所 2008/07 45.0 

－－－ 株式会社佐藤組 　南濃作業所 2008/08 16.8

　 野村不動産株式会社 矢作建設工業株式会社 　プラウド川名山新築工事 2008/08 72.5

名古屋市 交通局 岐建株式会社 　庄内通駅施設改良工事 2008/08 58.4

東海旅客鉄道 株式会社 株式会社シーテック 　枇杷島送電線４号線撤去工事（埋設管充填） 2007/11～2008/08 39.3

石田英　株式会社 清水建設株式会社 　IEビル新築工事 2008/09 760.8

愛知県 建設部 海部建設株式会社 　日光川流域下水道日光川下流３号幹線管きょ布設（桂第3工区） 2008/09 25.5

清洲市　上下水道部 株式会社福田組 　都市下水路新設工事　桃栄幹線（第１工区） 2008/09 20.0

－－－ プラントシステム株式会社 　長久手作業所（浄化槽充填） 2008/09 135.0

中部電力 株式会社 株式会社光建 　中経ビル改築に伴う牛島町笹島線他支障移設のうち管路工事 2008/09 121.1

丸紅株式会社 清水建設株式会社 　（仮称）名古屋市中区錦２丁目計画 2008/09 57.6

ユニー株式会社 株式会社日東建設 　ユニー黒川店解体工事（既存杭撤去後埋戻し） 2008/09～2008/10 288.0

　中部電力 株式会社 株式会社シーテック 　東レ愛知線ＯＦケーブル改修のうち管路工事（埋設管充填） 2008/09 110.8

　中部電力 株式会社 株式会社シーテック 　コスモ石油四日市線２L劣化OFケーブル改修のうち管路工事（埋設管充填） 2008/08～2008/10 15.8

　名古屋市 上下水道局 株式会社桑原 　第4次大生雨水幹線下水道築造工事 2008/10 201.3

　成願寺 大成建設 株式会社 　成願寺本堂・庫裏新築工事 2008/10 27.5

　亀山市下水道部 藪建設株式会社 　田村下水路整備工事 2008/10 33.0

　中部電力 株式会社 鹿島・清水ＪＶ 　伊勢湾岸横断シールド　知多 2008/07～2008/10 348.5

　中日本高速道路 株式会社
　（ＮＥＸＣＯ）

前田・日特・水谷ＪＶ 　東名阪自動車道 相原工事 2008/03～2009/07 1,150.7

　三重県北勢水道事務所 勢州・佐和JV 　内径500ミリ送水管推進安楽川 2008/11 58.0

　アイカ工業株式会社 大成建設 株式会社 　アイカ工業株式会社名古屋支店新築工事 2008/11 10.0
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　三重県　中勢流域下水道事務所 藪・土屋JV 　中勢沿岸流域下水道＜松阪処理区＞多気幹線（左岸ルート第２-３工区）管渠 2008/11 5.3

　中日本高速道路 株式会社
　（ＮＥＸＣＯ）

鹿島・奥村・大豊ＪＶ 　東名阪自動車道　高針工事 2007/06～2008/11 17,484.4

　名古屋市 交通局 間ＪＶ 　高速度鉄道第6号線鳴子北駅工区土木工事 2008/03～2008/11 688.1

　三重県　伊勢建設事務所 日本工業株式会社 　宮川流域下水道<宮川処理区>五十鈴川幹線（第1-4工区）管渠 2008/12 9.0

　中日本高速道路 株式会社
　（ＮＥＸＣＯ）

西松建設株式会社 　第二東名高速道路　東海ジャンクション（下部工）工事 2008/12 314.0

　桑名市　下水道部 高橋土建株式会社 　西金井幹線及び城下枝線汚水管路施設工事 2008/12 15.0

　東海旅客鉄道 株式会社 大成建設株式会社 　JR東海小牧 2008/12 15.0

　中部電力 株式会社 大成建設 株式会社 　三重-滋賀パイプライン敷設工事 2007/03～2008/12 150.4

　三重県北勢水道事務所 朝日土木・丸鉄JV 　内径400粍送水管布設工事（潤田3-2工区） 2009/01 393.0

　中部電力 株式会社 東海建設株式会社 　下広井交通局岩塚線他CYケーブル改修のうち管路撤去工事(埋設管充填） 2009/01 112.5

　愛西市　下水道部 伊藤建設株式会社 　平成20年度流域関連津島市公共下水道事業　下水道管渠新設工事（第14工区） 2009/01 11.0

　都市整備機構 天元工業株式会社 　くすの木園圧送管処理工事（埋設管充填） 2009/02 27.0

　名古屋市 上下水道局 住田建設株式会社 　港区西茶屋四丁目付近下水道築造工事 2009/01 99.1

　三重県企業庁　 ダイコウ建設有限会社 　平成20年度　三瀬谷第1-1分0001号　三瀬谷ダム下流護岸整備工事 2009/02 656.0

　愛知県　建設部 中部土木株式会社 　日光川下流流域下水道事業管渠布設工事　善田新田第2工区 2009/02 389.5

POSCO-JNPC株式会社 鹿島建設株式会社 　POSCO-JNPC㈱四日市工場新築工事 2009/02 22.5

　名駅2丁目開発特定目的会社 清水建設株式会社 　（仮称）旧那古野営業所用地活用事業 2009/02 50.0

　農林水産省　東海農政局 りんかい日産建設株式会社 　宮川用水路第二期地区　新導水路笠木分水工事 2009/02 16.0

　鈴鹿市　上下水道部 株式会社奥村産業 　算所準幹線他下水道築造工事その７ 2009/02 1.0

　東海旅客鉄道 株式会社 株式会社シーテック 　枇杷島送電線3・5号線撤去工事（埋設管充填） 2008/12～2009/02 46.5

　名古屋高速道路公社 間・飛島・株木JV 　県道高速名古屋新宝線日比野工区下部工事 2007/08～2008/02 3,612.2

－－－ 旭化成ホームズ株式会社 　平針南 2009/03 13.0

　名古屋市 交通局 株式会社守谷商会 　西高蔵駅の施設改良工事（土木関係） 2009/03 50.5

　国土交通省　名古屋国道事務所 株式会社近藤組 　平成19年度１号大慶橋復旧工事
2009/01～
2009/03

45.0

　学校法人　豊明暁学園 プラントシステム株式会社 　暁幼稚園（浄化槽充填） 2009/03 40.0

　名古屋市 交通局 前田・三井住友・浅沼ＪＶ 　高速度鉄道第6号線相生山駅工区土木工事 2008/08～2009/03 612.0

　野村不動産株式会社 三井住友建設株式会社 　（仮称）プラウドタワー覚王山計画（既存杭撤去後埋戻し） 2009/03～2009/04 1512.0

　三井不動産レジデンシャル株式会社
　矢作地所株式会社

矢作建設工業株式会社 　（仮称）八事紅葉園計画 2009/04 18.5
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流動化処理土 -   施工実績一覧

　－－－ 旭化成ホームズ株式会社 　中区 2009/04 292.3

　中部電力 株式会社 株式会社シーテック 　石塚硝子線ルート変更のうち管路（埋設管充填） 2009/04 3.0

　－－－ 旭化成ホームズ株式会社 　一宮 2009/04 13.0

　三菱マテリアル株式会社
錢高・ピーエス三菱・三菱マテリ
アルテクノJV

　三菱マテリアル㈱四日市起業工事 2009/04 371.0

　日本ガイシ株式会社 鹿島建設株式会社 　日本ガイシ㈱小牧事業所NAS電池工場増設工事 2009/04 5.0

　名古屋市 上下水道局 りんかい日産建設株式会社 　第5次南陽東部汚水幹線下水道築造工事 2009/04 30.4

　中日本高速道路 株式会社
　（ＮＥＸＣＯ）

世紀東急工業株式会社 　東名高速道路豊田管内舗装修繕工事(平成20年度）（飛島IC) 2009/04 70.5

　中部電力 株式会社 株式会社シーテック 　第二三菱マテリアル四日市線新設のうち管路工事 2009/04 4.5

　中部電力 株式会社 株式会社光建 　築港西築港線無筋管路改修のうち管路撤去工事（埋設管充填） 2009/04 46.2

　愛知淑徳学園 清水建設株式会社 　愛知淑徳学園星が丘キャンパス大学5号館新築工事 2009/04 74.0

　－－－ 旭化成ホームズ株式会社 　一宮 2009/05 50.0

　近畿日本鉄道 大日本土木株式会社 　伊賀線新居・西大手間　第4橋梁他1橋有道床化工事 2009/05 637.5

　名古屋市 上下水道局 不動テトラ・鈴中ＪＶ 　伝馬町下水処理場建設工事 2008/06 646.4

　名古屋市 交通局 清水・西松・鉄建ＪＶ 　高速度鉄道第6号線徳重駅第一工区土木工事 2007/10 15,495.0

　名古屋高速道路公社 奥村・フジタ・岩田地崎ＪＶ 　県道高速名古屋神宝線大江工区下部工事 2007/12 1,528.2

　名古屋高速道路公社 前田・福田・オリエンタル白石ＪＶ　県道高速名古屋新宝線きらく橋工区下部工事 2008/3 2,834.3

　名古屋高速道路公社 清水・錢高・青木あすなろＪＶ 　県道高速名古屋新宝線日比野工区下部工事 2008/4 9,116.9

　東邦ガス 株式会社 日鐵パイプライン株式会社 　高圧　日進―豊田線建設工事 2008/6 571.4

　名古屋市 交通局 奥村・錢高・森本ＪＶ 　高速度鉄道第6号線神沢駅工区土木工事 2008/9 2,188.7

　中日本高速道路 株式会社
　（ＮＥＸＣＯ）

奥村・東洋・名工JV 　東名阪自動車道　しまだ工事 2008/10 6,008.2

　名古屋市 交通局 五洋建設株式会社   高速度鉄道６号線大塚工区 2008/11 3,114.5

　名古屋市 交通局 鹿島・戸田・東急JV 　高速度鉄道第6号線徳重駅第二工区土木工事 2008/11 12,284.5

　名古屋市 上下水道局 あおみ建設株式会社 　第2次堀川右岸雨水耐水池流入幹線築造工事 2009/1 18.5

　東邦ガス 株式会社 清水建設株式会社 　東邦ガス西環状線（一宮GS～小牧GS）シールド工事 2009/1 663.0

　丸紅株式会社 清水建設株式会社 　（仮称）名古屋市中区錦2丁目計画 2009/02 561.0

　中日本高速道路 株式会社
　（ＮＥＸＣＯ）

清水・大本・徳倉JV 　東名阪自動車道　桃山工事 2009/2 7,169.0

　アイシン精機株式会社 清水建設株式会社 　アイシン精機㈱（仮称）新館建築工事 2009/3 486.5

　東海旅客鉄道 株式会社 名工建設株式会社 　刈谷駅本屋改良その１工事 2009/5 37.2
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　三重県　中勢流域下水道事務所 藪建設株式会社 　中勢沿岸流域下水道(松阪処理区) 白山幹線(第26-4-1工区)管渠工事 2009/5 10.0

　愛知県 建設部 海部建設株式会社 　日光川流域下水道日光川下流３号幹線管きょ布設工事（西条西善太工区） 2009/5 130.0

　名古屋鉄道 矢作建設工業株式会社 　(仮称）名鉄二ツ杁駅前寮　新築工事 2009/5 47.5

　愛知県 建設部 株式会社花井建設 　日光川公共下水道管渠布設工事（繰出三稲第１工区） 2009/6 481.0

　愛知県 建設部 山田建設株式会社 　日光川公共下水道管渠布設工事 2009/6 55.0

　三重県　中勢流域下水道事務所 藪・大栄JV 　白山幹線（第24工区）管渠布設工事 2009/6 31.0

　－－－ 旭化成ホームズ株式会社 　一社 2009/6 327.5

　椙山女学園大学 清水建設株式会社 　椙山女学園大学　新学部棟新築工事 2009/6 1652.5

　中部電力 株式会社 中部土木株式会社 　鍋屋上野浄水場線CVケーブル回収に伴う管路撤去工事 2009/6 182.4

　三重県　中勢流域下水道事務所 藪・四方谷JV 　外宮幹線（第4工区）管渠布設工事 2009/7 20.0

　東海旅客鉄道 株式会社 名工建設株式会社 　垂井駅昇降路新設 2009/7 45.0

　近畿日本鉄道株式会社 大林JV 　川原町総合整備（第2工区）名古屋線川原町駅付近連続立体交差化等工事　 2009/7 302.0

　愛知県 建設部 株式会社山田組 　日光川下流流域下水道事業　管渠布設工事（宇治工区） 2009/7 131.0

　東邦ガス 株式会社 株式会社大林組 　三重幹線Ⅰ期建設工事　海底シールド工区 2009/7 39.0

　－－－ 太洋基礎工業株式会社 　一宮大志 2009/7 1.5

　ルートイン開発株式会社 鉄建建設株式会社 　（仮称）ホテルルートイン名古屋今池新築工事 2009/7 403.0

　中日本高速道路 株式会社
　（ＮＥＸＣＯ）

三井住友建設株式会社 　東名高速道路　豊川～名港中央間料金所地下通路工事 2009/7 165.0

　名古屋市 上下水道局 住田建設株式会社 　港区東茶屋4丁目付近　下水道築造工事 2009/7 60.6

　－－－ 旭化成ホームズ株式会社 　Ｎ邸新築工事 2009/7 38.0

　名古屋市 上下水道局 大日本土木株式会社 　白水雨水幹線下水道築造工事（その２） 2009/8 159.5

　－－－ 有限会社ダクテック 　五軒家町 2009/8 103.0

　大京株式会社 清水建設株式会社 　(仮称）松原共同住宅新築工事 2009/8 516.0

　－－－ 栄光テクノ株式会社 瀬戸大府東海線管入替工事 2009/9 57.0

　－－－ 旭化成ホームズ株式会社 K邸新築工事 2009/9 10.4

　愛知淑徳学園 清水建設株式会社 愛知淑徳学園星が丘キャンパス中高プール・武道場 2009/9 195.0

　愛知県　建設部 ノバックJV 青木川放水路工事（宮後第8工区） 2009/9 41.0

　中日本高速道路 株式会社
　（ＮＥＸＣＯ）

株式会社奥村組 豊田～飛島間料金所地下通路工事 2009/10 88.5

　中部電力 株式会社 株式会社シーテック 枇杷島送電線3・5号線撤去工事(1) 2009/7 29.2
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　三井不動産　株式会社 株式会社竹中工務店 (仮称)名古屋三井ビル新館新築工事 2009/10 117.5

　愛知県　建設部 株式会社戸谷組 道路改良 2009/10 15.0

　愛知県　水道部 鹿島・林本JV 第2小牧線1工区(その1)送水管布設工事 2009/11 16.2

　愛知県　建設部 太洋基礎工業株式会社 日光川下流流域下水道事業管渠布設工事（鹿伏兎第2工区） 2009/11 91.0

　愛知県　建設部 株式会社加藤建設 道路改良工事(交付金)緊急対策工事　合併工事 2009/11 1.5

　愛知県　建設部 株式会社加藤建設 日光川下流流域下水道事業管渠布設工事(西中地区) 2009/11 173.5

　名古屋市 交通局 五洋建設株式会社   地下鉄相川工区 2009/12 3230.5

　四日市市　水道局 藪建設株式会社 采女汚水2号幹線管渠布設工事 2009/12 22.2

　三重県　中勢流域下水道事務所 藪建設株式会社 中勢沿岸流域下水道(松阪処理区)川口ポンプ場建設工事 2009/12 522.3

　野村不動産株式会社 矢作建設工業株式会社 第一白川ビル解体工事 2009/12 1424.0

　愛西市　下水道部 佐藤土建株式会社 公共下水道事業管路布設工事　西條21-3工区 2010/1 70.0

　独立行政法人 都市再生機構 株式会社ナカノフドー建設 アーバンラフレ鳴子 2010/1 60.5

　岐阜県　都市建築部 岐建・小池ＪＶ 東濃西部送水幹線(川合送水ポンプ棟建設)事業工事 2010/1 1298.5

　清水総合開発 株式会社 清水建設株式会社 (仮称)ヴィークコート一社新築工事 2009/8 282.5

　中部電力 株式会社 株式会社光建 烏森交通局本陣線無筋管路改修のうち管路撤去工事 2009/03 16.0

　愛知学院大学 株式会社　熊谷組 愛知学院大学楠元学舎図書館耐震補強その他工事 2010/3 126.0

　名古屋市 上下水道局 りんかい日産建設株式会社 柴田水処理センター空気管等配管工事 2010/3 5.0

　尾張旭市　下水道課 株式会社　牛福久 県道名古屋瀬戸線水道管布設替工事 2010/3 78.5

　－－－ 山﨑建設株式会社 緑区大高（管埋設工） 2010/3 15.0

　近畿日本鉄道株式会社 山田建設株式会社 近鉄戸田第１橋梁有道床化工事 2010/3 44.0

　－－－ 有限会社ダクテック 永覚細川線新設工事 2010/3 16.5

　愛知県農林水産部 山田建設株式会社 木曽川用水地区市江支線その11工事 2010/2 5.5

　－－－ 旭化成ホームズ株式会社 安藤様邸新築工事 2010/4 4.0

　愛知県　建設部 株式会社加藤建設 日光川下流流域下水道事業管きょ布設工事(本郷工区)日光川下流3号幹線 2009/11 73.5

　株式会社キング観光 株式会社フジタ キング観光サウザンド栄店新築工事 2010/4 239.5

　三重県　中勢流域下水道事務所 河芸建設株式会社 中勢沿岸流域下水道(松坂処理区)白山幹線(第26-4-2工区)管渠工事 2010/4 5.0

　豊臣機工株式会社 中央電気工事株式会社 豊臣機工内地下埋戻し工 2010/4 38.5

　愛知県　建設部 株式会社山田組  　日光川下流流域下水道事業管渠布設工事(中一色第2工区) 2010/4 239.0
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　ＪＦＥホールディングス株式会社 有限会社ダクテック JFE三重幹線Ⅰ期工事(陸上シールド工区) 2010/4 45.5

　近畿日本鉄道株式会社 清水・大日本土木・近鉄軌道エンジニアリングJV 近鉄名古屋線近鉄富州原駅改良等工事 2009/12 65.0

愛知県信用農業協同組合連合会 清水建設株式会社 愛知県農林会館新築工事 2010/5 1645.5

医療法人　珪山会 清水建設株式会社 鵜飼リハビリテーション病院 2010/5 104.5

国立大学法人　名古屋大学 清水建設株式会社 名古屋大学(東山)総合研究棟(光学系)等新営その他工事 2010/6 30.0

学校法人 南山学園 清水建設株式会社 (仮称)南山大学名古屋キャンパス新棟建設工事 2010/6 600.0

学校法人　中西学園 清水建設株式会社 中西学園石原邸工事 2010/7 44.0

近畿日本鉄道　株式会社 株式会社奥村組 津新町エレベータ設置工事土木その3 2010/7～2010/10 12.0

東海旅客鉄道　株式会社 ジェイアール東海建設・大成・竹中JV 名古屋車両区構内椿町Bo新設ほか 2010/6 581.0

中部電力　株式会社 株式会社トーエネック 旭硝子愛知工場　154K　主変電所引込管路埋設工事 2010/5 38.5

－－－ 株式会社　牛福久 三重県四日市市上海老町 2010/7 47.0

愛知県　建設部 株式会社加藤建設 日光川下流流域下水道事業管きょ布設工事(篠田第2工区) 2010/6～11 136.0

愛知県　建設部 株式会社加藤建設 日光川下流流域下水道事業管きょ布設工事(古瀬第2工区) 2010/6 208.5

名古屋市　上下水道局 加藤・山田ＪＶ 権現通第2雨水幹線下水道築造工事 2010/7 15.0

春日井市　上下水道部 フジタ・河村JV 春日井市南部浄化センター建設工事その11 2010/6 192.5

蟹江町　上下水道部 東名開発株式会社 本町排水路改修工事 2010/5 25.5

名古屋市　財政局 大明建設株式会社 惟信南荘耐震改修工事 2010/05 44.0

トヨタホーム　株式会社 東洋建設株式会社 (仮称)安城相生マンションプロジェクト新築工事 2010/7 97.0

名古屋鉄道　株式会社 大成建設株式会社 名鉄東岡崎駅建築工事 2010/7 87.0

株式会社　フジケン 丸彦渡辺建設株式会社 (仮称)サンシティ三河安城新築工事 2010/6 66.5

－－－ 株式会社麦島建設 グランドールⅡ 2010/7 3.0

株式会社 上組 鹿島建設株式会社 (仮称)㈱上組東海支店新築工事 2010/8 5.0

中部電力 株式会社 鹿島・清水ＪＶ 　伊勢湾岸横断シールド　四日市 2010/8 55.0

新日本製鐡株式会社 株式会社　奥村組 新日鐵 2010/8 11.5

名古屋市　上下水道局 株式会社　中村土木建設 打出幹線改築工事 2010/8 11.5

市立四日市病院　新病棟整備課 鴻池・大宗ＪＶ 市立四日市病院病棟増築既設改修工事(建設工事) 2010/8 84.0 杭抜後埋め戻し

　東海旅客鉄道 株式会社 ジェイアール東海建設株式会社 東海道本線ほか西野田Bv改築 2010/8 22.5

－－－ 矢作建設工業株式会社 東区 2010/8 6.0
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事業主 元　請 工事名称 施工期間 施工量(㎥) 備考

流動化処理土 -   施工実績一覧

愛知県　建設部 海部建設株式会社 日光川下流流域下水道事業管きょ布設工事 2010/8 66.1

　近畿日本鉄道株式会社 大成ＪＶ 近鉄米野駅こ線歩道橋新設 2010/8 714.5

名古屋市　上下水道局 株式会社保坂工業所 名東区極楽一丁目地内100粍排水管布設工事 2010/8 3.0

名古屋市　健康福祉局 鹿島建設株式会社 陽子線がん治療施設建設工事 2010/9 168.0

国土交通省　中部地方整備局 昭和土木株式会社 平成20年度　302号鳴海Ⅰ共同島田工事（第4回変更） 2010/9 230.0

－－－ 安藤建設株式会社 （仮称）小牧市西ノ島物流倉庫新築工事 2012/9 89.5

名古屋市 上下水道局 中部土木株式会社 名東区よもぎ台三丁目地内100粍配水管工事 2010/9 7.0

－－－ プラントシステム株式会社 サエラ14ＴＨ 2010/9 82.5 浄化槽

三重県県土整備部 熊谷・西邦・山野ＪＶ 宮川流域下水道（宮川処理区）宮川幹線（第12工区）管渠工事 2010/9～2011/12 93.5

三菱ふそうトラック・バス㈱ 株式会社ピーエス三菱 三菱ふそうトラック・バス株式会社大江工場解体工事 2010/9 27.5

独立法人都市再生機構中部支社 田中組 常滑東地区22-D工区整備工事 2010/9 19.0

出光興産株式会社 鹿島建設株式会社 出光冷水連携工事 2010/9 50.0

－－－ 安藤建設株式会社 御棚町新築工事 2010/9 102.5 流動砂

近畿日本鉄道株式会社 清水建設・熊谷組・近鉄軌道ＪＶ 近鉄伏屋駅付近立体交差化工事（第2工区） 2010/9 31.0

－－－ 間瀬建設株式会社 Ｙ様邸 2010/10 15.0

愛知県　建設部 太洋基礎工業株式会社 天摩団地内浄化槽および下水道管充填工事 2010/10 100.4 埋設管

国立大学法人　名古屋大学 清水建設株式会社 名古屋大学(東山)総合研究棟(光学系)等新営その他工事 2010/10 61.0

知立市　下水道課 渡辺産業㈱ 公共下水道築造工事　汚水幹線6042号外 2010/10 20.0

名古屋市　上下水道局 鉄建建設株式会社 大同町雨水幹線下水道築造工事 2010/10 46.0

駿台予備校 株式会社大林組 駿台予備校名古屋工事 2010/10 20.0

伊勢神宮 大成建設株式会社 式年遷宮せんぐう館新築工事 2010/11 269.5

国土交通省　中部地方整備局 清水建設株式会社 中勢ＢＰ高茶屋道路建設工事 2010/11 478.5

愛知県　建設部 株式会社河村産業所 日光川下流流域下水道事業管きょ布設工事（唐臼工区） 2010/11 29.5

三菱地所株式会社 株式会社熊谷組 （仮称）パークハウス日和町新築工事 2010/11 33.0

愛知県　建設部 太洋基礎工業株式会社 （仮称）上次団地配水管充填工事 2010/11 20.0 埋設管

三重県　県土整備部 藪建設株式会社 宮川流域下水道（宮川処理区）宮川幹線（第11-2工区）管渠工事 2010/11 8.2

名古屋市 上下水道局 株式会社川口組 名東区極楽二丁目地内100粍配水管工事 2010/12 3.0

尾張旭市 都市整備部 太洋基礎工業株式会社 汚水管渠布設工事川南汚水幹線第12工区 2010/12 22.0

- 14 -



事業主 元　請 工事名称 施工期間 施工量(㎥) 備考

流動化処理土 -   施工実績一覧

－－－ 株式会社プラントシステム ＡＴＡハイツ 2010/12 10.0

新日本製鐡株式会社 大成建設株式会社 微粉炭塊成化設備設置土建外溝工事 2010/12 20.0

鈴鹿市　水道局 勢州建設株式会社 国府第2配水本管工事 2010/12 2.7

積水ハウス 株式会社 ㈱長谷工コーポレーション （仮称）グランドメゾン池下タワー新築工事
2010/12～
2013/11

8771.5

三菱地所 株式会社 株式会社熊谷組 （仮称）パークハウス日和町新築工事　　 2010/12 35.0 流動砂

名古屋市上下水道局 鹿島建設株式会社 犬山系導水路Ａ管2000粍整備工事 2011/1 156.0

　社会福祉法人聖英会・学校法人聖英学園 清水建設株式会社 （仮称）認定丘の上こども園新築工事 2011/1 22.0

東和不動産 株式会社 徳倉建設株式会社 （仮称）上前津プロジェクト新築工事 2011/1 220.0

－－－ 太洋基礎工業株式会社 愛知総（22-453）電気通信設備工事 2011/2 2.0

　トーエネック株式会社 東海建設株式会社 旧核融合研究所線管路撤去工事 2011/2 20.0 5.0ｍ3埋設管

名古屋市　上下水道局 株式会社光建 名東区400粍配水管布設工事 2011/2 10.0

　トーエネック株式会社 株式会社kodo.cc 桑名港電線共同構地中化工事に伴う中央町変電所系統変更工事 2011/2 4.0

愛知県　建設部 太洋基礎工業株式会社 （仮称）一宮駅埋設管充填工事 2011/2 1.0 埋設管

　豊田市教育委員会 株式会社小原ハウジング 愛知少年院家庭寮　曳家工事 2011/2 72.0

　蟹江町　上下水道部 東名開発株式会社 蟹江町公共下水道事業管きょ布設工事（駅北処理区その15） 2011/2 11.0

　名古屋市消防局 名鉄環境造園株式会社 昭和区防火水槽 2011/2 40.0

　東海旅客鉄道　株式会社 ジェイアール東海建設JV 名古屋線車両区椿町線Ｂv新設ほか 2011/2 300.0

　知多エル・エヌ・ジー株式会社 鹿島・清水ＪＶ 知多エル・エヌ・ジー㈱冷水取出設備工事 2011/2～2012/1 1233.0

　愛知県 建設部 住田建設株式会社 合流式下水道緊急改善事業分配槽設置工事 2011/3 33.0

　野村不動産株式会社 鹿島建設株式会社 プラウド金山Ⅱ 2011/3 176.0

－－－ 株式会社kodo.cc 津 2011/3 5.0

　愛知県 建設部 山田土木株式会社 公共下水道事業管路布設工事　 2011/3 20.0

　中部電力 株式会社 中部土木株式会社 科学技術交流センター線新設のうち管路工事（１工区） 2011/3 15.0

　名古屋市医師会 清水建設株式会社 名古屋市医師会館及び休日急病診療所　夜間・深夜急病センター 2011/3 10.0

－－－ 旭化成ホームズ株式会社 瑞浪 2011/3 2.0

　名古屋鉄道　株式会社 鹿島建設株式会社 新中経ビル（仮称）新築工事 2011/4～2012/5 1375.0

－－－ シーテック株式会社 日本板硝子線№2MH～№9MH間ルート変更のうち管路工事 2011/4 12.5

　学校法人　名城大学 前田建設工業株式会社 天白キャンパス塩釜Ａ・Ｂ棟解体他工事 2011/4 42.0
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事業主 元　請 工事名称 施工期間 施工量(㎥) 備考

流動化処理土 -   施工実績一覧

　尾西信用金庫 清水建設株式会社 尾西信用金庫事務センター新築工事 2011/4 49.5

　愛知県 建設部 加藤・海部・ワシノJV 日光川下流流域下水道事業管きょ布設工事（須依工区） 2011/4/～2012/2 70.0

　三重県　中勢流域下水道事務所 藪建設株式会社 白山幹線（第25工区）軌道下等管渠工事 2011/4 6.0

　東海旅客鉄道　株式会社 大成・鹿島ＪＶ 名古屋駅新ビル（仮称）新設他工事 2011/4～2013/1 1466.0

　医療法人　生寿会 清水建設株式会社 生寿会（仮称）ヴィラあらはた新築工事 2011/4～11 49.5

　四日市市　上下水道局 間・中央・福道ＪＶ 南川・南五味塚雨水1号幹線管渠布設工事 2011/5 44.5

　愛知県 建設部 大日本土木・山越ＪＶ 下之一色西部幹線下水道築造工事 2011/5 606.0

　三重県　北勢流域下水道事務所 勢州建設株式会社 北勢沿岸流域下水道（南部処理区）楠幹線（第6-1工区）管渠工事 2011/5 3.0

名古屋市　上下水道局 岩田地崎建設株式会社 江松幹線下水道築造工事 2011/6 47.0

－－－ プラントシステム株式会社 すき家春日井桃山店 2011/6 27.0

　医療法人　笠寺病院 戸田建設株式会社 医療法人　笠寺病院新病棟新築工事 2011/6 60.5

－－－ 清水建設株式会社 （仮称）八雲町柏森邸新築工事 2011/6 104.5

積水ハウス 株式会社 石黒建設株式会社 （仮称）熱田区六番町3丁目高齢者専用賃貸住宅新築工事 2011/7 66.0

四日市市上下水道局 宮本・穂積JV 四日市市日永浄化センター第4系統建設工事その２ 2011/7 612.5

名古屋市　上下水道局 株式会社大竹組 有松三丁目地内下水道築造工事及び取付工事 2011/7 21.0

　株式会社大京 鉄建建設株式会社 （仮称）ライオンズ刈谷亀城公園新築工事 2011/8～2012/2 529.5

名古屋市　上下水道局 ㈲ニイックス 名東区大針一丁目地内100粍配水管工事（第一工区） 2011/8 4.5

名古屋市　上下水道局 ㈲タケコシ 名東区大針一丁目地内101粍配水管工事（第一工区） 2011/8 5.0

名古屋市　上下水道局 鹿島建設株式会社 八幡雨水幹線築造工事 2011/8 16.0

－－－ 株式会社加藤建設 道路改良工事（１号工） 2011/8 5.0

　トヨタ車体株式会社 株式会社近藤組 トヨタ車体株式会社　富士松工場 2011/8 562.0

　学校法人　皇學館　 大成建設株式会社 皇學館大学新研究棟建設工事 2011/8 128.0

　中日本高速道路 株式会社
　（ＮＥＸＣＯ）

戸田建設株式会社 第二東名高速道路　豊川橋（下部工）工事 2011/9～2012/2 174.0

医療法人愛生会 大成建設株式会社 医療法人愛生会　総合上飯田病院南館増築工事 2011/9 353.0

－－－ 中央電気工事株式会社 柳河精機亀山線新設のうち管路工事 2011/9 1.6

　丸美産業株式会社 株式会社ヘキサプラント ロイヤルクエスト蟹江新築工事 2011/9 93.5

　東邦ガス 株式会社 鹿島・清水共同企業体 伊勢湾横断シールド工事　四日市工区 2011/9/～2013/3 1000.5

　中部電力 株式会社 鹿島・清水共同企業体 伊勢湾横断シールド工事　知多工区 2011/9～2013/1 1154.0
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　三菱重工業株式会社 清水建設株式会社 三菱重工複合材工場オートクレープ2号機増築工事 2011/10 315.0

　四日市市上下水道局 アース建設株式会社 朝明配水池構内排水工事 2011/10 21.5

　西日本電信電話株式会社 株式会社大林組 鈴鹿研修センター南側敷地土壌汚染改良工事 2011/10 15.0

　野村不動産株式会社 三井住友建設株式会社 泉1丁目計画Ⅱ新築工事 2011/10 31.5

　白子クリニック 鹿島建設株式会社 白子クリニック新築工事 2011/10～11 585.0

　医療法人鉄友会　宇野病院 大成建設株式会社 宇野病院　改築・改修工事 2011/10～11 124.0

　名古屋高速道路公社 清水・銭高・青木あすなろJV 県道高速名古屋新宝線六番工区下部工事 2011/10 170.5

　東海旅客鉄道　株式会社 名古屋駅新ビル（仮称）新設他工事共同企業体 名古屋駅付近名鉄線函体防護工事
2011/10～
2013/11

1298.5

　野村不動産株式会社 三井住友建設株式会社 （仮称）プラウド植田新築工事 2011/11 114.0

　名古屋市 上下水道局 太洋基礎工業株式会社 名東区一社二丁目地内折損管路補修工事 2011/11 5.0

－－－ 太洋基礎工業株式会社 旧堀田ブラザー本社線現場破棄ケーブル撤去のうち管路撤去工事 2011/11 10.0

　鈴鹿市　都市整備部 勢州建設株式会社 弓削準幹線外下水管布設工事 2011/11 13.5

株式会社エムジーホーム 榊原建設株式会社 モアグレース一宮栄新築工事 2011/11 148.5

公立大学法人名古屋市立大学 清水・杉本共同企業体 市立大学薬学部講義・図書・厚生棟改築建設工事 2011/11 5.5

－－－ 株式会社ウカイ メゾンエコー 2011/11 52.5

－－－ 太洋基礎工業株式会社 鶴里 2011/11 5.0

出光興産株式会社 鹿島建設株式会社 出光冷水連携工事 2011/11～2012/2 603.5

株式会社サン浦島 株式会社守谷商会 サン浦島　悠季の里　本館客室　新館食事処増改築工事 2011/11 25.0

　丸美産業株式会社 株式会社日東建設 プランセシオ錦一丁目計画 2011/12 357.5

㈱プレサンスコーポレーション 株式会社鍛治田工務店 （仮称）プレサンス丸の内二丁目新築工事 2011/12～2012/2 280.5

名古屋市上下水道局 株式会社ノバック 空見汚水送水管線下水道築造工事　その3 2011/12～2012/4 711.5

　中部電力 株式会社 株式会社光建 77KV愛知製鋼線一部地中化のうち橋梁添架 2011/12 5.5

　名古屋鉄道株式会社 大成建設株式会社 （仮称）鉄道業務棟建設工事 2011/12 60.5

　トヨタ車体株式会社 株式会社近藤組 トヨタ車体株式会社富士松工場 2012/1～2 555.5

　中部電力 株式会社 中央電気工事株式会社 旧77kv中部鋼鈑中川線撤去工事のうちトラフ撤去工事 2012/1 1.0

　中部電力 株式会社 奥田工業株式会社 イオン西茶屋線新設のうち管路撤去工事 2012/1 28.5

　住友林業株式会社,株式会社大京 三井住友建設株式会社 （仮称）ライオンズ名古屋港プロジェクト新築工事 2012/1～2 390.5

出光興産株式会社 鹿島建設株式会社 出光冷水連携工事 2012/1 37.5 流動砂
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　愛知県住宅供給公社 フジタ・弥富特定建設工事共同企業体 弥富市立（仮称）第3桜小学校建設工事 2012/2～4 23.5

名古屋市緑政土木局 株式会社牛福久 堀川改修工事 2012/2 5.5

－－－ 大豊建設株式会社 中割下水作業所 2012/2 11.0

－－－ 中一建設工業株式会社 昭和推進 2012/2 15.0

　中部電力 株式会社 加藤建設株式会社 川越火力発電所　3・4号取水槽作業床陥没他修理工事 2012/2 10.0

－－－ 株式会社kodo.cc 四日市JC付近（埋設管） 2012/2 1.0

　野村不動産株式会社 株式会社　淺沼組 （仮称）昭和区上山町計画新築工事 2012/2 26.5

　四日市市上下水道局 日進建設株式会社 富田汚水4号幹線管渠布設工事 2012/3～4 13.7

　尾張旭市上水道課 安田株式会社 水道管布設替工事県道名古屋瀬戸線 2012/3 57.0

－－－ 旭化成ホームズ株式会社 Ｔ様邸 2012/3 4.0

－－－ 株式会社kodo.cc 松阪駅付近 2012/3 4.0

近畿日本鉄道株式会社 大林・大日本・戸田・森本・日本土建JV 川原町総合整備名古屋線川原町駅付近連続立体化工事(土木その15） 2012/3～12 172.5

東レ株式会社 栄光テクノ株式会社 東レ岡崎工場工事 2012/3 4.0

名古屋市上下水道局 山田組・ダイワ特別共同企業体 瑞穂区土市町2丁目付近下水道築造工事 2012/3 3.7

　三重県　中勢流域下水道事務所 藪建設株式会社 中勢沿岸流域下水道（松阪処理区）白山幹線（第26-1-2工区）管渠工事 2012/3 3.0

三重県　県土整備部 勢州建設株式会社 主要地方道神戸長沢線道路改良工事 2012/4～5 23.0

矢作地所、野村不動産、ﾄﾖﾀﾎｰﾑ 矢作建設工業株式会社 （仮称）自由ヶ丘プロジェクト新築工事 2012/4 302.5

独立行政法人都市再生機構 　ナカノフドー・大有JV 22アーバンラフレ鳴子（Ⅰ期）H街区建設工事 2012/4 43.0

名古屋市緑政土木局 株式会社川口組 広域河川堀川改修工事（松重その4） 2012/4 5.0

株式会社ナカトウ 太洋基礎工業株式会社 ナカトウ倉庫 2012/4 5.0

東和不動産 株式会社 大鉄工業株式会社 （仮称）中村区名古屋駅前ホテル計画新築工事 2012/4 11.0

東邦ガス 株式会社 栄光テクノ株式会社 蒲郡地区供給線工事 2012/4～6 33.0

中部地方整備局名古屋国道事務所 昭和土木株式会社 平成24年度第3出張所管内維持修繕工事 2012/4～5 118.5

㈱フジトランスコーポレーション 清水建設株式会社 フジトランスコーポレーション新社屋新築工事 2012/4 198.0

㈱プレサンスコーポレーション 大鉄工業株式会社 （仮称）プレサンス丸の内二丁目―Ⅲ新築工事 2012/5 11.0

－－－ アース建設株式会社 MSライン代替ルート敷設工事 2012/5～7 121.0

近畿日本鉄道株式会社 鹿島・浅沼・不動テトラ共同企業体 近鉄名古屋線伏屋駅付近立体交差化工事 2012/5～2018/12 251.5

　ビューロべりタスジャパン㈱ 前田建設工業株式会社 （仮称）プラウド池下Ⅲ計画新築工事 2012/5～2013/4 394.5
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名古屋市上下水道局 土屋・光建共同企業体 下之一色雨水調整池築造工事 2012/5/～6 143.0

　観音寺 株式会社長谷川工務店 春日井市松河戸 2012/6 48.5

　名古屋臨海高速鉄道㈱、名古屋港管理組合 白川電気土木株式会社 稲永埠頭線撤去のうち架空線撤去工事 2012/7 0.5

　名古屋鉄道株式会社 大成建設株式会社 名古屋本線東岡崎駅橋上化に伴う建設工事の内建設工事 2012/7～8 77.0

　株式会社上組 鹿島建設株式会社 株式会社上組（仮称）サニープレイス入船新築工事 2012/7 421.5

　積和不動産株式会社 石黒建設株式会社 （仮称）Cアミーユ新瑞東新築工事 2012/7 187.5

　愛知県 建設部 株式会社加藤建設 日光川下流流域下水道事業管きょ布設工事（北河田工区） 2012/7 191.0

　蟹江町教育課 株式会社加藤建設 蟹江小学校　下水道切替等工事 2012/7～8 78.5

㈱エムジーホーム 榊原建設株式会社 （仮称）モアグレース今伊勢町新築工事 2012/8 148.5

㈱名古屋観光ホテル 清水建設株式会社 名古屋観光ホテル低層階（６～11階）客室改装工事 2012/8～9 11.0

近畿日本鉄道株式会社 有限会社坂口建設 名古屋線川原富洲原・伊勢朝日間　富洲原～益生間第5溝橋内雨水排水用下水路設置工事 2012/8 16.5

－－－ 太洋基礎工業株式会社 丸の内 2012/8 0.5

－－－ 東名開発株式会社 蟹江本町 2012/8 3.0

　学校法人河合塾 三井住友建設株式会社 （仮称）河合塾名古屋新コスモ館新築工事 2012/8 20.0

　近畿不動産株式会社 山建商事株式会社 ローレルコートエスタ鹿山 2012/8 3.0

　愛知県厚生農業協同組合連合会 清水建設株式会社 海南病院改築工事 2012/9～2013/7 155.0

　三重県県土整備部 株式会社山野建設 平成23年度新国道電線共同溝工事 2012/9 42.0

　JSR株式会社 清水建設株式会社 JSR㈱四日市工場 2012/9 11.0

　名古屋市消防局 名鉄環境造園株式会社 防火水槽埋戻し工事 2012/10 42.0

－－－ 植田商事 薬師山 2012/10 93.5

　トヨタ車体株式会社 関興業株式会社 トヨタ車体富士松工場内 2012/10～12 907.0

　名古屋市緑政土木局 大林JV 東茶屋調節池築造工事 2012/10 231.0

－－－ 株式会社ユニホー HOUSE　S 2012/10 6.0

　株式会社豊田自動織機 三井住友建設株式会社 ㈱豊田自動織機　長草301工場西社屋新築工事 2012/10 82.5

　名古屋鉄道株式会社 矢作建設工業株式会社 青山駅付近鉄道高架化に伴う本線土木（その１）工事 2012/10～2013/1 90.5

　大阪ガス株式会社 株式会社大林組 三重・滋賀ライン国道306号大規模土木工事
2012/11～
2013/10

52.0

　東邦ガス 株式会社 鹿島・清水共同企業体 伊勢湾横断ガスパイプライン設置工事シールド内中詰行為及び立坑埋戻工事 2012/11 3746.0

　国土交通省中部地方整備局 鹿島・清水特定建設工事共同企業体 平成22年度302号鳴海Ⅲ共同溝工事 2012/11～2014/3 1142.5
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－－－ 株式会社ユニホー 塚本邸新築工事 2012/11～2013/2 115.0

　四日市市上下水道局 アース建設株式会社 札場汚水管渠布設工事 2012/11 2.0

大一螺子工業株式会社 五洋建設株式会社 大一螺子第二工場新築工事 2012/11 38.5

名古屋市交通局土木課 株式会社塩浜工業 今池駅の施設改良工事（一般土木工事） 2012/11 34.0

農林水産省東海農政局 鹿島建設株式会社 新濃尾（Ⅱ期）農地防災事業　宮田導水路1号サイホン建設工事 2012/11 20.0

－－－ 大成ユーレック株式会社 シガール宝神 2012/11 30.5

名古屋鉄道株式会社 シーテック・東海建設共同企業体 名鉄広見線一部地中化のうち管路工事 2012/11～2013/3 15.0

名古屋鉄道株式会社 中央電気工事株式会社 名鉄ナゴヤ球場前変電所受電設備改修に伴う2回線化のうち管路工事 2012/11 3.0

名古屋市交通局土木課 株式会社エム・テック 国際センター駅の施設改良工事（一般土木工事） 2012/12 51.5

三重県中勢沿岸流域下水道事務所 株式会社大栄建設 雲出川左岸浄化センター内汚泥返流管改築工事 2012/12～2013/1 23.5

東海旅客鉄道 株式会社 ジェイアール東海建設株式会社 名古屋駅輸送設備ほか改修（２） 2012/12 10.0

－－－ 株式会社大獄名古屋 Ｙ様邸他 2012/12 45.0

倉敷紡織株式会社 中部土木株式会社 倉敷紡織三重線新設のうち管路工事 2012/12～2013/3 54.5

三交不動産株式会社 日本土建・日本国土開発共同企業体 光の街事業用地（第7-1,8工区）造成工事 2012/12 10.0

－－－ アース建設株式会社 枇杷島新川線立上り位置変更のうち管路工事 2012/12 1.0

上野自治会 株式会社小島建設 第一上野自治会 2012/12 115.0

四日市市上下水道局 藪・北三重技建JV 茂福汚水1号幹線管渠布設工事 2012/12～2013/1 56.0

愛知県公共建築課 榊原建設㈱（㈱大獄名古屋） 尾張地区新設養護学校（仮称）校舎建設工事 2013/1～2 315.5

ベガスキャッスル 株式会社守谷商会 （仮称）大須キャッスル新築工事 2013/1 97.0

あま市建設産業部 機動建設工業株式会社 あま市公共下水道事業管きょ布設工事（24-1） 2013/1 44.0

国土交通省　中部地方整備局 水野建設株式会社 1号日光川右岸道路建設工事 2013/1～2 65.5

トヨタホーム　株式会社 太洋基礎工業株式会社 （仮称）瑞穂区十六町計画新築工事 2013/1 15.0

大和ハウス工業株式会社 岐建株式会社 （仮称）共立石川橋新築工事 2013/1 77.0

愛西市下水道課 佐藤土建株式会社 公共下水道事業管路布設工事（稲葉24-1工区） 2013/1～3 42.7

三重県鈴鹿市 勢州建設株式会社 南部汚水幹線下水道管推進工事 2013/1 19.0

愛知県公立大学法人 清水・名工・松原共同企業体 愛知県立芸術大学音楽部校舎建築工事 2013/1～6 38.0

－－－ 株式会社ホゼン エムロード　大規模改修工事 2013/2 99.0

有限会社エヌエイオー 鹿島建設株式会社 （仮称）名古屋市中区錦三丁目計画　解体工事 2013/2 93.5
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名古屋市上下水道局 株式会社大島組 西区城西二丁目地内名城幹線改良工事 2013/2 7.5

三菱地所株式会社 清水建設株式会社 名駅三丁目27番地区開発計画（大名古屋ビルヂング） 2013/2～2014/3 24294.5

トヨタ車体株式会社 関興業株式会社 トヨタ車体吉原工場内 2013/2～2014/1 103.0

三重県中勢沿岸流域下水道事務所 株式会社西川組 中勢沿岸流域下水道（松阪処理区）白山幹線（第26-4-3工区）管渠工事 2013/2 20.0

厚生労働省職業安定局 株式会社田中荘介商店 旧一宮地域職業訓練センター解体工事 2013/2～3 40.0

愛知県　建設部 海部建設株式会社 日光川下流流域下水道事業管きょ布設工事 2013/2 78.0

－－－ 宇野友明建築事務所 梅木邸新築工事 2013/2 16.5

名古屋市財政局 中央電気工事株式会社 中川橋改修に伴う管路撤去工事（第二期） 2013/2 0.5

－－－ シーテック･中部土木共同企業体 NTT幹線・高浜 2013/2～3 59.5

積和レント株式会社 三井住友建設株式会社 グランマスト白壁南新築工事 2013/2 4.5

常和ホテル株式会社 株式会社熊谷組 （仮称）ユニゾン名古屋栄 2013/3～4 328.0

国土交通省　中部地方整備局 中部土木株式会社 302号緑地共同溝立坑工事 2013/3 50.0

名古屋市上下水道局 株式会社平岩建設 港区船見町地内400耗配水管布設工事 2013/3 3.0

国土交通省　中部地方整備局 東海土建株式会社 平成24年度23号野町南道路建設工事 2013/3 306.0

三重県鈴鹿建設事務所 株式会社佐和組 神戸長沢線道路改良工事その１ 2013/3～9 211.0

㈱西日本宇佐美 山建商事株式会社 ㈱西日本宇佐美155号津島西SS 2013/3 1.0

西濃運輸㈱ 山建商事株式会社 西濃運輸㈱大曽根支店 2013/3 20.0

エーザイ㈱ 大成建設株式会社 エーザイ川島工園 2013/3 19.0

名古屋市 上下水道局 佐藤・山田共同企業体 第11次福田汚水送水幹線下水道築造工事 2013/3～5 502.5

名古屋市 上下水道局 鹿島・佐藤工業・平岩共同企業体 浄心雨水幹線下水道築造工事 2013/3 54.5

国土交通省　中部地方整備局 海部建設株式会社 平成24年度　1号日光大橋左岸下部工事 2013/4 64.5

三重県県土整備部 株式会社西川組 中勢沿岸流域下水道（松阪処理区）白山幹線（第26-3工区）管渠工事 2013/4 5.5

名古屋市緑政土木局 株式会社山田組 広域河川堀川改修工事（24松重その３） 2013/4 6.0

名古屋市上下水道局 大和小田急建設株式会社 海部郡大治町大字三本木字前深田地内富田幹線改良工事 2013/4～9 647.0

㈱ヤマサンコーポレーション 三井住友建設株式会社 昭和区杁中マンション計画（仮称） 2013/4 133.0

㈱アップルハウス ㈱アップルハウス 名東区よもぎ台3丁目 2013/4～5 9.5

㈱JAあいちエネルギー 山建商事株式会社 JA-SS 西春日井農協第三給油所 2013/4 22.0

中部電力 株式会社 鹿島・清水共同企業体 伊勢湾横断ガスパイプライン設置工事の内導管工事（川越工区） 2013/4～5 4605.5
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中部電力 株式会社 鹿島・清水共同企業体 伊勢湾横断ガスパイプライン設置工事の内導管工事（知多工区） 2013/5～6 4040.0

名古屋第一赤十字病院 鹿島建設株式会社 名古屋第一赤十字病院放射線治療棟増築工事 2013/5～11 984.5

三重県四日市建設事務所 福道建設株式会社 一般県道上海老高角線道路改良工事 2013/5 28.0

　名古屋市消防局 名鉄環境造園株式会社 防火水槽埋戻し工事 2013/5 41.0

野村不動産株式会社 三井住友建設株式会社 （仮称）プラウド滝川町新築工事 2013/5～6 139.0

東海市下水道課 株式会社中村土木建設 下水道免面整備工事（６－５）工区 2013/5～6 52.0

㈱エムジーホーム 榊原建設株式会社 モアグレース鏡島新築工事 2013/6 20.0

中部地方整備局愛知国道事務所 水野建設株式会社 平成24年度　名二環日光川右岸古川道路建設工事 2013/6 2.0

名古屋市交通局 大有建設株式会社 57-31032-021国際センター駅及び今池駅の道路復旧工事（ほ装工事） 2013/6 20.0

名古屋市上下水道局 熊谷・西武・二友特別共同企業体 道徳雨水幹線下水道築造工事 2013/6～8 74.0

中部電力 株式会社 東海建設株式会社 ビーエーエスエフジャパン線撤去に伴う管路撤去工事 2013/6 3.2

愛知信用金庫 三井住友建設株式会社 愛知信用金庫新築工事 2013/6 5.0

中部電力 株式会社 東海建設株式会社 篠原橋改修に伴う八熊線支障移設（復元）その２のうち管路工事 2013/6 12.0

愛知県　建設部 近藤・関・吉原特定建設工事共同企業体 境川流域下水道事業ポンプ棟築造工事（その２） 2013/7 465.5

東海旅客鉄道株式会社 清水・ジェイアール東海共同企業体 新幹線336K670付近六番町Bo新設工事 2013/7 307.0

名古屋市上下水道局 大林・大鉄・服部特別共同企業体 露橋水処理ｾﾝﾀｰ水処理施設築造工事（その４） 2013/7～2015/9 25389.5

中部電力 株式会社 株式会社シーテック 東名古屋（変）275KV母線増強の内土木工事 2013/7 41.0

四日市市上下水道局 アース建設株式会社 尾平汚水管渠布設工事 2013/7 32.5

医療法人生生会 三井住友建設株式会社 まつかげシニアホスピタルⅡ期工事 2013/7 55.0

株式会社フジケン 岩部建設株式会社 岡崎ウィズスクエア新築工事 2013/7 982.0

野村不動産株式会社 三井住友建設株式会社 （仮称）昭和駒方町計画新築工事 2013/7 21.0

鹿島リース株式会社 鹿島建設株式会社 ドーミインPREMIUM名古屋（仮称） 2013/7～8 110.0

名古屋市上下水道局 大林・服部特別共同企業体 玉船第２雨水調整池流入管下水道築造工事 2013/8～9 583.5

知立市上下水道部 株式会社神真組 公共下水道築造工事　汚水枝線1247号 2013/8 12.5

三重県県土整備部 株式会社山野建設 平成24年度　外宮度会橋線（新国道）電線共同工事 2013/8 18.0

学校法人金城学院 大成建設株式会社 金城学院大学N1棟、N2、棟礼拝堂新築工事 2013/8 357.0

－－－ 榊原建設株式会社 Ｈ様邸新築工事 2013/8 82.5
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名古屋市上下水道局 ジェイテクノ株式会社
名東区高針原一丁目地内300粍配水管布設工事
名東区小池町地内300耗配水管布設工事

2013/8～10 4.8

学校法人名城大学 株式会社岩田組 名城大学天白キャンパス 2013/9 19.0

株式会社百五銀行 日本土建・竹中工務店共同企業体 （仮称）百五銀行　新本館丸之内棟新築工事 2013/9 65.0

社会医療法人財団親和会八千代病院 株式会社熊谷組 救急医療対応病棟及び健診センターなど増築工事（仮称） 2013/9 96.0

名古屋市財政局 大有建設株式会社 舗装道緊急補修工事（中ー１） 2013/9 10.0

－－－ 株式会社田島工務店 Ｈ様邸住宅移動工事 2013/9 82.5

ＵＤトラックス株式会社 株式会社曽根組 ＵＤトラックス名古屋本社整備工場 2013/9 67.5

大同特殊鋼株式会社 株式会社奥村組 大同製鋼宿舎解体工事 2013/9～10 78.0

－－－ 株式会社近藤組 （仮称）鷹津ビル新築工事 2013/9～10 168.0

愛知県　建設部 株式会社加藤建設 日光川下流流域下水道事業管きょ布設工事（新開工区） 2013/10～2014/1 214.0

名古屋市上下水道局 名工・鈴中共同企業体 大治浄水場本館新築工事 2013/10 406.0

中部電力 株式会社 株式会社シーテック 武豊火力発電所Ａ護岸修理工事（施工の部） 2013/10 18.0

愛西市下水道課 佐藤土建株式会社 公共下水道事業管路施設工事 2013/10～12 11.4

－－－ 株式会社シーテック 東亜合成線 2013/10 8.0

名古屋市緑政土木局 株式会社宮本建設 空洞補修工事（維-２） 2013/11 22.5

名古屋市上下水道局 大和小田急建設株式会社 第3次山田東雨水幹線下水道築造工事 2013/11 5.0

名古屋市緑政土木局 足立建設株式会社 県道緑瑞穂線始め3路線舗装道補修工事（緑ー１）及び亀井橋補修工事 2013/11 2.0

愛知用水水道事務所 株式会社村瀬組 上野知多連絡線第8工区（その１）外送水管布設工事 2013/11 15.5

三菱地所株式会社 清水建設株式会社 （仮称）千種区新池町1丁目23番１計画
2013/11～
2014/11

520.5

中部電力 株式会社 鹿島建設株式会社 西名古屋火力発電所7号系列　放水設備およびガス導管トンネル他工事 2013/12～2017/1 33,774.1

名古屋高速道路公社 昭和土木株式会社 都計3・1・29号江川線（六番北～六番三）舗装復旧及び中央帯工事 2013/12～2014/6 19.5

名古屋高速道路公社 大有建設株式会社 県道高速名古屋新宝線六番工区舗装工事及び名古屋市道江川線中央帯工事 2013/12 25.6

愛知県海部市 株式会社カネ正 道路改良（25-1）工事 2013/12 42.0

愛知県豊田市 フジ建設株式会社 豊田警察署旧車庫棟杭等撤去工事 2013/12 6.0

愛知県蟹江町 株式会社加藤建設 蟹江町公共下水道事業下水道管きょ布設工事 2014/2 112.5

三重県中勢流域下水道事務所 藪・北嶋特定建設工事共同企業体 中勢沿岸流域下水道（志登茂川処理区）安濃幹線（第9-2工区）管渠工事 2013/12～2014/1 90.0

愛知県尾張農林水産事務所 大興建設株式会社 大江川上流その12 2013/12 60.0

平和不動産株式会社 三井住友建設株式会社 （仮称）S３プロジェクト 2013/12 13.5
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国立大学法人　名古屋工業大学 株式会社鴻池組 名古屋工業大学総合研究棟（4号館）新営その他工事 2013/12 100.5

愛知中部水道企業団 株式会社ノゼキ 御岳山高区折戸船線配水管敷設工事その５ 2013/12 2.2

－－－ 株式会社牛福久 山之手６丁目排水路 2014/1 43.0

－－－ 株式会社牛福久 尾張旭 2014/1 11.0

　愛知県　海部建設事務所 海部建設株式会社 日光川下流流域水道事業管きょ布設工事（蟹江新田第２工区)〈日光川下流４号幹線〉 2014/1 85.5

三重県中勢流域下水道事務所 藪・北嶋特定建設工事共同企業体 中勢沿岸流域下水(志登茂川処理区）志登茂川浄化センター汚泥棟〈土木〉建設工事 2014/1 309.0

－－－ 株式会社西川組 　久居 2014/1 3.0

－－－ エースコン 東区泉2丁目共同住宅新築に伴う解体撤去工事 2014/2 25.0

－－－ アース建設株式会社 四日市 2014/2 5.0

愛知中部水道企業団 大豊建設株式会社 大脇二村山線送水管布設工事　その２　Ｈ２５ 2014/2 55.0

愛知県農林水産部 大興建設株式会社 国営附帯県営農地防災事業　大江川上流2期地区　その12工事 2014/2 15.0

株式会社エー・アイ・シー 大成建設株式会社 （仮称）シェルブルー栄四丁目　新築工事 2014/3 35.0

東海市 株式会社中村土木建設 東海市浄化センター 2014/2 14.0

  野村不動産株式会社 三井住友建設株式会社 （仮称）八事富士見計画新築工事 2014/3 93.5

－－－ 大成建設株式会社 三菱UFJ銀行 2014/3 8.0

四日市市上下水道局
大林・穂積・丸谷
特定建設工事共同企業体

吉崎ポンプ場下部土木工事 2014/3～2015/9 159.0

四日市市上下水道局 アイトム建設株式会社 采女汚水管渠布設工事 2014/3 6.0

－－－ 間瀬建設株式会社 斎宮澄野邸 2014/3 8.0

名古屋市役所 株式会社宮本建設 空洞補修工事（中村－２） 2014/3 3.0

国土交通省　中部地方整備局 株式会社渡邊組 平成２５年度　１号日光川道路建設工事 2014/3 2.0

三重県四日市市 日鉄住金P＆E株式会社 三重幹線Ⅲ期建設工事（その１） 2014/3～4 118.0

　愛知県　海部建設事務所 株式会社河村産業所 日光川下流流域下水道事業管きょ布設工事（小路工区） 2014/3～4 88.0

　三重県県土整備部 藪建設株式会社 中勢沿岸流域下水道(松阪処理区）白山幹線（第26-5-1工区）管渠工事 2014/3 3.8

－－－ 株式会社光 松坂屋配送センター旧館解体工事 2014/3～4 6512.0

　中部電力 株式会社 大成建設株式会社 西名古屋火力発電所本館周辺地下構造物撤去工事 2014/4～8 117.0

国土交通省　中部地方整備局 昭和土木株式会社 平成25年度　1号日光川左岸道路建設工事 2014/4 65.5

愛知県　海部建設事務所 山田建設株式会社 日光川下流流域下水道事業管きょ布設工事（森工区） 2014/4 80.5

－－－ 大成建設株式会社 岡崎賃貸物件駐車場安全対策工事 2014/4 24.0
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－－－ 株式会社アップルハウス Ｙ様邸 2014/4 21.0

三重県県土整備部 勢州建設株式会社 中勢沿岸流域下水道(松阪処理区）白山幹線（第26-5-2工区）管渠工事 2014/4 5.0

－－－ 旭化成ホームズ株式会社 Ｓ様邸 2014/5 10.0

住友不動産株式会社 三井住友建設株式会社 (仮称）春山町計画新築工事 2014/5～2015/1 468.5

社会福祉法人清風苑 岐建・市川共同企業体 清風苑（仮称）新築工事 2014/5 15.0

愛知県名古屋市財政局 株式会社平岩建設 広域河川扇川改修工事、扇川改良工事及び手越川改良工事 2014/5 40.5

名古屋港管理組合 株式会社小島組 弥富ふ頭第1貯木場南側埋立工事 2014/5 4.0

　愛知県　海部建設事務所 株式会社加藤建設 日光川下流流域下水道事業管きょ布設工事（荷之上第3工区） 2014/5～7 90.0

　三重県企業庁北勢水道事務所 新陽工業株式会社 内径500粍配水管布設替工事（三期・六呂見） 2014/6 127.5

　愛知県　海部建設事務所 大藤建設株式会社 日光川下流流域下水道事業管きょ布設工事（25-2） 2014/6 30.0

　愛知県一宮市 清水・榊原・中村共同企業体 一宮市新庁舎2期工事 2014/6 763.5

　野村不動産株式会社 株式会社長谷工コーポレーション （仮称）昭和区学園町Ⅱ計画　新築工事 2014/6～7 370.0

　中部電力 株式会社 株式会社シーテック イオンモール常滑線新設のうち管路設計 2014/6 3.0

　名古屋市上下水道局 山昇建設株式会社 名東区藤が丘地内200粍配水管布設工事 2014/6 1.0

　学校法人名城大学 株式会社熊谷組 新講義棟（仮称） 2014/6 34 流動砂

学校法人南山学園 清水建設株式会社 (仮称）南山大学名古屋キャンパス新棟建設工事 2014/6 66.0

名古屋市財政局 ＪＦＥエンジニアリング 株式会社 名古屋市北区（クオリティーライフ２１）場内ガス管埋設工事 2014/6 48.0

愛知県道路公社 株式会社七番組 管理施設（半26-1）工事 2014/7 15.0

－－－ 有限会社宮川商会 既設杭撤去後の埋戻し工事 2014/7 16.0

愛知県蟹江町下水道課 海部建設株式会社 蟹江町公共下水道事業　下水道管きょ布設工事　学戸新田処理分区（その2） 2014/8 32.0

－－－ 株式会社山野建設 三重県津市本町 2014/8 33.0

中部電力 株式会社 佐藤工業株式会社
西名古屋火力発電所　鋼管充填工
西名古屋火力発電所７号系列 冷却水取水設備他工事

2014/8～2016/12 6342.0

東邦ガス 株式会社 ＪＦＥエンジニアリング 株式会社 ＵＲＵＰ緑浜工事 2014/8～11 4375.0

大同特殊鋼株式会社 株式会社岩田工務店 大同特殊鋼知多寮 2014/8 12.5

新日本製鐡株式会社 日鉄住金テックスエンジ株式会社 製品岸壁雨水流入対策工事 2014/9～2015/6 500.5

ｲﾜｸﾗｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾎｰﾑｽ㈱ 日本建設株式会社 カルティア熱田伝馬（仮称） 2014/9 440.0

中部電力 株式会社 株式会社シーテック 笠寺道徳線 2014/9 32.0

㈱ﾌﾟﾚｻﾝｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 株式会社森本組 プレサンス名駅南一丁目（仮称） 2014/9 18.0
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常滑市水道課 有限会社岩田工業所 熊野配水区　配水管改良工事（26-1工区）　φ350管充填工 2014/10 40.5

あいち小児保健医療総合センター 佐藤工業株式会社 あいち小児保健医療センター救急棟増築工事 2014/10 126.5

－－－ 前田建設工業株式会社 （仮称）名古屋市中村区亀島一丁目計画 2014/10 249.0

新日本製鐡株式会社 日鉄住金テックスエンジ株式会社 消煙対策5炉エリア擁壁設置土建工事 2014/10～2015/6 214.0

－－－ 旭化成住宅建設株式会社 金山・鬼頭マンション 2014/10 22.0

出光興産株式会社 鹿島建設株式会社 製油１課地区消火栓取出し位置変更工事 2014/10 84.0

野村不動産株式会社 前田建設工業株式会社 八事表台計画 2014/10～2015/4 365.5

永井産業株式会社 株式会社ナカシロ 永井産業三好工場 2014/10 18.0

国土交通省中部地方整備局 鈴中工業株式会社 平成25年度名二環大西北２高架橋北基礎工事 2014/11 11.0

－－－ 旭化成ホームズ株式会社 Ｓ様邸 2014/11 4.0

野村不動産株式会社 三井住友建設株式会社 （仮称）八事富士見計画新築工事 2014/11 4.0

トヨタ車体株式会社 ＴＡＢＭＥＣ株式会社 いなべ工場２０００ｔ提灯プレス撤去に伴うピット穴埋め 2014/11 150.0

野村不動産株式会社 株式会社長谷工コーポレーション (仮称）昭和区楽園町Ⅱ計画　新築工事 2014/11～2015/1 296.5

株式会社東芝 清水建設株式会社 第5製造棟第2期建設工事 2014/11～2016/3 679.5

－－－ 旭化成ホームズ株式会社 Ｈ様邸 2014/11 6.0

　愛知県　海部建設事務所 海部建設株式会社 日光川下流流域下水道事業管きょ布設工事（鯏浦第2工区） 2014/11 13.5

　愛知県　海部建設事務所 山田建設株式会社 日光川下流流域下水道事業管きょ布設工事（新居屋工区） 2014/11 83.0

東邦ガス 株式会社 藪建設株式会社 三重幹線 2014/11～2016/4 228.0

名古屋市 ＪＦＥエンジニアリング 株式会社 ささしまライブ24地区地域冷暖房施設屋外地域導管工事（中京テレビ向け） 2014/12～2015/6 241.5

　愛知県　海部建設事務所 海部建設株式会社 日光川下流流域下水道事業管きょ布設工事（諏訪工区） 2014/12 30.0

国土交通省中部地方整備局 鈴中工業株式会社 平成26年度　1号日光川右岸上流道路建設工事 2014/12 20.0

三重県県土整備部 安濃建設株式会社
平成25年度国補中勢志登低率第2601-2分0003号中勢沿岸流域下水道
（志登茂川処理区）安濃北幹線（第1-2工区）管渠工事

2014/12 18.6

三重県県土整備部 日本土建株式会社
平成25年度国補中勢志登低率第2601-2分0002号中勢沿岸流域下水道
（志登茂川処理区）安濃北幹線（第1-1工区）管渠工事

2014/12 18.5

西濃運輸株式会社 株式会社タツダ 西濃運輸㈱大府支店浄化槽撤去工事 2014/12 112.5

住友不動産株式会社 三井住友建設株式会社 (仮称）春山町計画新築工事 2015/1 49.5 流動砂

中日本高速道路 株式会社
（ＮＥＸＣＯ）

株式会社大林組 新名神高速道路　四日市東工事 2015/1～2016/6 2720.5

国土交通省中部地方整備局 株式会社渡邊組 平成25年度名二環梅之郷北3高架橋下部工事 2015/1 10.5

国土交通省中部地方整備局 海部建設株式会社 平成26年度名二環春田野2高架橋北下部工事 2015/1～2 64.5
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三重県津建設事務所 藪建設株式会社 二級河川相川　河川改修工事 2015/1 237.5

近畿日本鉄道株式会社
大林組・近畿軌道ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
淺沼組・戸田建設共同企業体

名古屋線富吉・近鉄蟹江間大海用第3橋梁改築 2015/1～2017/1 1272.5

愛知県尾張水道事務所 大興建設株式会社 木曽川幹線外送配水管撤去工事（その１） 2015/1 30.0

三重県環境生活部
大成・中村・河建
特定建設工事共同企業体

桑名市五反田事案恒久対策（分-3）工事 2015/1～2018/4 9425.5

国土交通省中部地方整備局 株式会社近藤組 平成26年度名二環大西南2高架橋北基礎工事 2015/2 15.0

国土交通省中部地方整備局 石黒建設株式会社 平成26年度名二環大西南2高架橋中基礎工事 2015/2～3 44.0

－－－ 株式会社アップルハウス Ｈ様邸 2015/2 36.0

愛知機械工業株式会社 株式会社服部組 愛知機械工業㈱熱田北工場シリンダヘッドライン工事 2015/2～8 939.0

愛知県建設部 株式会社神真組 境川流域下水道事業管きょ布設工事（逢妻川4-1接続点） 2015/2 5.2

名古屋港管理組合 株式会社小島組 昭和ふ頭護岸補修その他工事 2015/2 5.0

愛知県尾張水道事務所 大興建設株式会社 木曽川幹線外送配水管撤去工事（その１） 2015/2 20.5

トヨタ車体株式会社 関興業株式会社 トヨタ車体吉原工場内 2015/2 50.0

みよし市役所 株式会社ハマダ 東郷東郷小線配水管布設替工事その３（国補）Ｈ26 2015/2 16.0

愛知県　建設部 株式会社河村産業所 河川局部改修工事 2015/2 8.0

－－－ 株式会社アップルハウス Ｏ様邸 2015/3 25.0

－－－ 株式会社STEADY Ｏ様邸 2015/3 31.0

東急不動産株式会社 株式会社近藤組 ブランズ昭和前山町（仮称） 2015/3 105.5

アイシン精機株式会社 株式会社近藤組 （仮称）アイシン精機㈱半田第2工場建設に伴う土木先行工事 2015/3 10.0

名古屋市役所 安井建設株式会社 中村区太閤1丁目地内椿町幹線新設工事 2015/3 46.5

愛知県海部農林水産事務所 海部建設株式会社 地盤沈下対策事業　愛西北部2期地区　その9工事 2015/3 18.0

国土交通省中部地方整備局 小原建設株式会社 平成26年度名二環梅之郷南１高架橋南下部工事 2015/3 7.0

一宮商工会議所
清水・榊原・中野・中村
特定建設工事共同企業体

一宮商工会議所建設工事 2015/3 20.0

石原産業株式会社 中部土木株式会社 石原産業管路工事 2015/3～9 40.0

豊田市土橋区画整理事務所 株式会社松尾組 豊田土橋土地区画整理事業雨水管整備工事その２ 2015/3 246.5

－－－ 株式会社鴻池組 名駅南解体工事 2015/3 96.0

－－－ 旭化成ホームズ株式会社 岡崎 2015/3 9.0

日立オムロンターミナルソリューションズ㈱旭事業所 株式会社日立アーバンインベスメント 日立オムロンターミナルソリューションズ㈱旭事業所 2015/3 17.5
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名古屋市緑政土木局 株式会社山田組 西橋緊急撤去復旧工事 2015/3 1.0

鈴鹿市市役所 勢州建設株式会社 東磯山準幹線下水管推進工事 2015/3 5.0

学校法人金城学院 大成建設株式会社 金城学院高等学校新校舎棟（地塩館建替）新築工事 2015/3～4 105.0 流動砂

三菱重工株式会社 清水建設株式会社 三菱重工(株)組立工場塗装棟/多機能棟新築工事 2015/4～6 169.5

愛知中部水道企業団 太洋基礎工業株式会社 大脇二村山線送水管布設工事 2015/4 1.5

社会福祉法人三重ワイエムシエイ福祉会 株式会社プラントシステム YMCA在宅介護サービスセンター 2015/4 66.0

野村不動産株式会社 三井住友建設株式会社 プラウド瑞穂岳見町計画 2015/4～2016/1 92.5

東邦ガス 株式会社 株式会社大林組 知多緑浜工場　No.3LNGタンク建設工事 2015/4～12 548.0

敷島スターチ株式会社 成和建設 株式会社 敷島スターチ供給計画　４推進部の立坑築造・推進工事 2015/4～8 44.0

東邦ガス 株式会社 株式会社鬼頭建設 東邦ガス　港名工場 2015/4 28.0

　愛知県　海部建設事務所 株式会社戸谷組 日光川下流流域水道事業管きょ布設工事（鯏浦第3工区） 2015/5 19.0

NTT都市開発株式会社 清水建設株式会社 名駅南ビル解体撤去工事 2015/5～2016/8 3083.5

中日本高速道路 株式会社
（ＮＥＸＣＯ）

五洋建設株式会社 新名神高速道路地底高架橋他1橋（下部工）工事 2015/5 130.0

株式会社　フジケン 岩部建設株式会社 サンシティ東岡崎駅前新築工事 2015/5 55.0

愛知県　 株式会社水野組 27年度あいち臨空新エネルギー実証研究エリア取壊し工事 2015/6～10 1490.1

国土交通省中部地方整備局 株式会社近藤組 平成26年度名二環梅之郷南２高架橋中下部工事 2015/6 121.5

－－－ 株式会社奥村組 淡水弁類健全化不断水新設工事 2015/7 154.0

名古屋鉄道健康保険組合 大成建設株式会社 名古屋鉄道健康保険組合名鉄病院１号館新築等計画工事 2015/7 90.0

－－－ 株式会社アップルハウス Ｏ様邸 2015/7 13.0

国土交通省中部地方整備局 水谷建設株式会社 平成25年度東海環状東員員弁南高架橋中南下部工事 2015/7 302.0

四日市市 愛三工業有限会社 名前川河川修繕工事 2015/7 30.0

東邦ガス株式会社 大成建設株式会社 知多ＬＮＧ共同基地知多地区液移送配管基礎工事 2015/7～12 180.0

津市下水道部 村本・藤田特定建設工事共同企業体 平成26年度下建公補継第1号町屋第2雨水幹線築造工事 2015/7～9 57.0

蟹江町 株式会社加藤建設 庁舎公共下水道切替工事 2015/8 88.0

中日本高速道路 株式会社
（ＮＥＸＣＯ）

前田建設工業株式会社 新名神高速道路　鈴鹿高架橋（下部工）工事 2015/8～2016/3 1066.5

東邦ガス 株式会社 ＪＦＥエンジニアリング 株式会社 緑浜第二吐出線 2015/8 420.0

三重県農林水産部 有限会社磯部組 鈴鹿川沿岸6期地区　農業競争力基盤整備工事幹線用水路その１工事 2015/8 41.5
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一宮市建設部 大興建設株式会社 木曽川町外割田地内水路修繕工事 2015/8 7.0

愛知県建設部 株式会社加藤建設 日光川下流流域下水道事業 2015/8 21.5

－－－ 中央電気工事株式会社 港区野跡四丁目地内管路撤去工事 2015/8 7.0

－－－ 株式会社アップルハウス Ｏ様邸 2015/8 11.0

中部電力株式会社 大成建設株式会社 西名古屋火力発電所7号系列本館ほか工事 2015/9～2017/1 3631.0

名古屋市交通局 株式会社熊谷組 高速度鉄道耐震補強工事（26-3）その2（一般土木工事） 2015/9～2016/2 52.5

近畿日本鉄道株式会社 近鉄軌道エンジニアリング株式会社 「鈴鹿市南長太町~長太栄町計画」における近畿日本鉄道軌道下推進工事 2015/9 11.0

学校法人藤田学園 株式会社大林組 藤田保健衛生大学病院新棟建設工事 2015/9 88.0

－－－ 株式会社井上工業 鈴鹿市江島地内 2015/9 7.0

愛知県　海部建設事務所 海部建設株式会社 日光川下流流域下水道事業（諏訪工区） 2015/9～11 402.0

国土交通省中部地方整備局 石黒建設株式会社 平成26年度南陽南　オンランプ南下部工事 2015/9～12 44.0

国土交通省中部地方整備局 アイサワ工業株式会社 平成26年度　名二環新政成２高架橋下部工事 2015/10～11 16.5

国土交通省中部地方整備局 株式会社渡邊組 平成26年度　名二環大西北１高架橋南下部工事 2015/10 11.5

三井不動産株式会社 三井住友建設株式会社 （仮称）栄三丁目計画新築工事　解体工事 2015/10～2016/9 1132.0

三重県県土整備部
熊谷・東海土建
特定建設工事共同企業体

平成25年度　国補中勢志登低率　第2601-2分0001号
中勢沿岸流域下水道（志登茂川処理区）志登茂幹線（第1工区）管渠工事

2015/10～11 515.0

国土交通省中部地方整備局 鈴中工業株式会社 平成26年度　名二環梅之郷南３高架橋中下部工事 2015/10～2016/2 50.5

名古屋市上下水道局 株式会社大竹組 岩塚水処理センター受変電設備基礎築造工事 2015/10 36.0

近鉄不動産株式会社 共立建設株式会社 千種区御棚町三丁目集合住宅（仮称） 2015/10～11 182.0

東邦ガス株式会社 鹿島建設株式会社 港明用地開発蓄電池基礎他建設工事 2015/10～2016/6 134.0

名古屋市交通局 株式会社熊谷組 高速度鉄道耐震補強工事（26-1）その2（一般土木工事） 2015/10～12 55.0

四日市市上下水道局 アイトム建設株式会社 吉崎ポンプ場下部土木工事 2015/11～2016/8 1016.0

　愛知県　海部建設事務所
加藤・山田・大篠
特定建設工事共同企業体

日光川下流流域下水道事業管きょ布設工事（富塚工区）（日光川下流2号幹線） 2015/11 61.0

アドヴァン管理サービス株式会社 前田建設工業株式会社 アドヴァン名古屋ショールーム新築工事 2015/11～12 271.5

国土交通省中部地方整備局 小原建設株式会社 平成26年度　名二環春田野二丁目高架橋下部工事 2015/11 20.0

中日本高速道路 株式会社
（ＮＥＸＣＯ）

株式会社大林組 新名神高速道路　四日市ジャンクション工事
2015/11～
2016/12

438.5

国土交通省中部地方整備局 山旺建設株式会社 平成26年度　名二環小川１高架橋北下部工事 2015/11 6.5

国土交通省中部地方整備局 大興建設株式会社 平成26年度　名二環春田野２高架橋中下部工事 2015/11 25.0
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国土交通省中部地方整備局 株式会社近藤組 平成26年度　名二環春田野１高架橋中下部工事 2015/11 38.0

国土交通省中部地方整備局 昭和土木株式会社 平成26年度　名二環春田野１高架橋南下部工事 2015/11 51.0

中部電力株式会社 株式会社シーテック エフピコ線新設のうち管路工事 2015/11 5.0

－－－ 三井住友建設株式会社 （仮称）名駅四丁目②敷地計画 2015/11～2016/4 301.0

三重県庁 株式会社佑成産業
平成27年度（農）アスベスト対策第31204-分0002号
城田・下外城田地区特定農業用管水路等特別対策事業中角用水路その1工事

2015/11 150.0

東和不動産株式会社 株式会社竹中工務店 （仮称）新・第二豊田ビル新築工事 2015/12 66.0

国土交通省中部地方整備局 株式会社加藤建設 平成26年度　名二環梅之郷南１高架橋下部工事 2015/12 49.5

積水ハウス株式会社 小原建設株式会社 （仮称）グランドメゾン菊園町新築工事 2015/12～2016/5 324.0

名古屋市役所 株式会社ヒメノ 空洞緊急補修工事（東－１） 2015/12 5.0

四日市市上下水道局 日進建設株式会社 川島汚水管渠敷設工事 2015/12～2016/1 20.5

半田市建設部 株式会社七番組 道路改良工事（市道　春日東郷線始め２路線）（その１） 2015/12 12.0

ユニー株式会社 株式会社アスク技建 アピタ豊田店浄化槽埋戻し 2016/1 511.5

四日市市上下水道局 サンエイ・朝日特定建設工事共同企業体 新南五味塚ポンプ場下部土木工事 2016/1～2017/2 648.5

近畿日本鉄道株式会社 株式会社大林組 川原町総合整備（第二工区）名古屋線川原町駅付近連続立体交差化工事(土木その43） 2016/1 35.0

津市水道局 有限会社小林組 平成27年度工務第45号　産品地内配水管布設工事 2016/1 46.0

愛知県農林水産部 株式会社加藤建設 地盤沈下対策事業木曽川用水地区光西支線その30工事 2016/1～3 314.0

名古屋市財政局 株式会社大竹組 東山動植物園アフリカの森エリア造園整備工事 2016/1 11.0

名古屋市役所 株式会社杉本組 舗装道補修工事（中ー１）に伴う空洞充填工事 2016/1 16.5

四日市市上下水道局 アース建設株式会社 生桑町600耗配水本管推進工事 2016/1 27.5

川崎重工株式会社 清水建設株式会社 川崎重工名古屋第一工場 2016/1 9.5

株式会社アーネストワン 大井建設株式会社 サンクレイドル藤が丘 2016/2 45.0

四季株式会社 清水建設株式会社 （仮称）名駅南劇場計画 2016/2 73.0

名古屋港管理組合 株式会社村瀬組 鍋田ふ頭進入道路弥富市道部道路整備その他工事 2016/2 5.0

国土交通省中部地方整備局 山旺建設株式会社 平成２７年度南陽北オンランプ下部工事 2016/2 4.0

近畿日本鉄道株式会社 清水建設株式会社 近鉄伏屋駅付近立体交差化工事 2016/2～2018/7 849.0

津島市 住田建設株式会社 配水管改良工事（重要給水施設配水管） 2016/2 15.0

名古屋市上下水道局 株式会社光建 岩塚水処理センター線立上り位置変更のうち管路工事 2016/3 1.5
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国土交通省中部地方整備局 株式会社近藤組 平成27年度　302号田福地区道路建設工事 2016/3 10.0

住友不動産株式会社 三井住友建設株式会社 （仮称）上社Ⅱ計画 2016/3～9 265.0

日本下水道事業団 鈴中工業株式会社 清須市芳野ポンプ場建設工事その４ 2016/3 35.0

名古屋鉄道株式会社 大成建設株式会社 名古屋鉄道健康保険組合　名鉄病院1号館新築等工事 2016/3～6 18.0

名古屋市上下水道局 山城土木株式会社 熱田区伝場町二丁目地内雨水集水施設下水道築造工事 2016/4 10.0

国土交通省中部地方整備局 小原建設株式会社 平成２７年度名二環梅之郷南交差点北下部工事 2016/4 10.5

－－－ 株式会社アップルハウス 刈谷市内 2016/4 37.0

株式会社マリモ ＴＳＵＣＨＩＹＡ株式会社 ポレスター桑名南（仮称） 2016/4 60.0

－－－ 旭化成ホームズ株式会社 豊明市内 2016/4 17.5

名古屋市財政局 山城土木株式会社 広域河川山崎川改修工事（２７豊田） 2016/4 10.0

株式会社東海理化 株式会社サン電材社 Ｂ－６棟１Ｆクリーンルーム増設設置工事、B６棟ピット埋設工事 2016/5～11 70.0

蟹江町 株式会社大笹組 駅前団地集中浄化槽撤去工事 2016/6 198.5

名古屋市上下水道局 株式会社宮本建設 西区城西五丁目地内城北幹線改良工事 2016/6 60.0

近畿日本鉄道株式会社 鹿島建設株式会社 名古屋線伏屋駅付近立体交差化工事土木第一工区その３５ 2016/6～2017/11 80.0

株式会社東京日商エステム 株式会社長瀬組 （仮称）エステムプラザ名古屋則武新築工事 2016/6 60.0

住友不動産株式会社 三井住友建設株式会社 （仮称）住友高針荘計画新築工事 2016/6～7 49.0

中部地方整備局 勢州建設株式会社 平成２７年度　第１５３号 御薗外配水管移設工事 2016/6 11.5

国土交通省中部地方整備局 SMCシビルテクノス 株式会社 平成２７年度　名二環大西南高架橋南下部工事 2016/6 16.5

古河電気工事株式会社 勢州建設株式会社 古河電気工事株式会社三重営業所 旧送水管撤去工事 2016/6 5.0

－－－ 株式会社アップルハウス 瀬戸市内 2016/6 10.0

愛知県建設部知立建設事務所 株式会社近藤組 総合治水対策特定河川工事（全国防災）（1号工） 2016/7 15.0

東邦ガス株式会社 日鉄住金P＆E株式会社 三重幹線Ⅲ期 2016/7 3.5

愛知県　海部建設事務所 株式会社加藤建設 日光川下流流域下水道事業管きょ布設工事（新千秋工区） 2016/7 15.0

国土交通省中部地方整備局 株式会社加藤建設 平成２７年度　大西北高架橋下部工事 2016/7 58.0

三重県中勢流域下水道事務所 藪建設株式会社 中勢沿岸流域下水道（志登茂川処理区）安濃北幹線（第2-2工区）管渠工事 2016/7 15.5

ーーー 旭化成ホームズ株式会社 岡崎市内Y様邸 2016/7 10.5

ーーー 株式会社アップルハウス 豊田市内 2016/7 5.5
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国土交通省中部地方整備局 株式会社山田組 平成２７年度 ３０２号南陽北オンランプ下部工事 2016/7 10.0

ダイア建設株式会社 丸彦渡辺建設株式会社 ダイアパレス桑名一番街（仮称） 2016/7 178.5

あま市建設産業部 株式会社川惣建設 排水路改修工事（その１） 2016/7～8 15.0

東邦ガス 株式会社 ＪＦＥエンジニアリング 株式会社 三重幹線Ⅳ期（1-2工区） 2016/8 20.0

愛知県　海部建設事務所 海部建設株式会社 日光川下流流域下水道事業管きょ布設工事（大野工区） 2016/8 29.5

愛知県　知多建設事務 株式会社花井組 橋梁補修工事　一般国道247号（新上野橋） 2016/8 88.0

野村不動産株式会社 三井住友建設株式会社 （仮称）瑞穂区初日町計画新築工事 2016/8～2017/3 223.5

国土交通省中部地方整備局 株式会社山田組 平成２７年度　302号南陽北オンランプ下部工事 2016/8 10.0

蟹江町 株式会社大笹組 蟹江西保育所下水道接続工事 2016/8～9 45.0

株式会社上組 五洋建設株式会社 株式会社上組名古屋支店飛島埠頭内土地造成工事及び解体工事 2016/8～2017/9 203.5

医療法人親和会 三井住友建設株式会社 （仮称）松和苑かの里計画 2016/9 81.5

－－－ 三井住友建設株式会社 （仮称）昭和区南山町計画 2016/9 5.0

国土交通省中部地方整備局 株式会社ヒメノ 平成27年度　名二環西蟹田2高架橋南下部工事 2016/9 17.0

国土交通省中部地方整備局 株式会社渡邊組 平成27年度　名二環西蟹田交差点北下部工事 2016/9 53.0

鈴鹿市上下水道局 西口建工株式会社 玉垣汚水幹線下水道推進工事 2016/9 6.0

蟹江町 株式会社大笹組 学戸ふれあいプラザ下水道切替工事 2016/9 70.5

国土交通省中部地方整備局 長坂建設興業株式会社 平成27年度　302号名四西北ランプ下部工事 2016/9 5.0

中央精機株式会社 東名水処理株式会社 中央精機株式会社　豊田工場 2016/9 45.0

学校法人津田学園 株式会社熊谷組 第一幼稚園増改築 2016/9 22.0

－－－ 株式会社プラントシステム 愛知県知多郡東浦町地内 2016/9 70.0

三重県県土整備部 天元工業株式会社 主要地方道桑名大安線道路交通安全対策工事 2016/10 15.0

三重県鈴鹿市 大豊・西口特定建設工事共同企業体 平野送水場更新（土木）工事 2016/10～12 35.0

東邦ガス株式会社 株式会社シーテック 東邦ガス地域エネルギーセンター線新設のうち管路工事（第2期） 2016/10 1.5

中日本高速道路 株式会社
（ＮＥＸＣＯ）

名工建設株式会社 名古屋第二環状自動車道　飛島ジャンクションCランプ橋他4橋（下部工）工事 2016/10～2017/9 731.5

高山市 高山駅改築工事共同企業体 高山駅改築（２） 2016/10 163.0

名古屋鉄道健康保険組合名鉄病院 大成建設株式会社 名鉄病院地下連絡通路撤去工事 2016/10 146.5

蟹江町 株式会社大笹組 蟹江中央公民館下水道切替工事 2016/10 143.0
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－－－ 日鉄住金P＆E株式会社 中圧Ａ津波遮断バルブ（霞水管橋）設置工事 2016/10 5.0

国土交通省中部地方整備局 長坂建設興業株式会社 平成27年度　302号名四西北ランプ下部工事 2016/10 6.5

昭和四日市石油株式会社 鹿島建設株式会社 昭和四日市石油四日市製油所内 2016/10 6.0

名古屋市財政局 株式会社不動テトラ 広域河川山崎川改修工事（２８豊田） 2016/11 22.0

三重県農林水産部 勢州建設株式会社 鈴鹿川沿岸8期地区農業競争力強化基盤整備事業　1ブロック用水路工事 2016/11 7.0

－－－ 株式会社アップルハウス 滋賀県大津市内 2016/11 33.0

愛知県　海部建設事務所 山田建設株式会社 日光川下流流域下水道事業管きょ布設工事（前ケ平第2工区）日光川下流7号幹線 2016/11 82.0

学校法人金城学院 大成建設株式会社 金城学院中学校改築 2016/11 247.5

三重県四日市建設事務所 福道・別府特定建設工事共同企業体 一般国道477号四日市湯の山道路道路改良（潤田工区）工事その２ 2016/11～2017/4 23.3

大府市役所 門脇商店 上水道配水管布設工事（県道　東海緑線） 2016/11～12 27.5

－－－ 積水ハウス株式会社 （仮称）中川区尾頭橋3丁目計画新築工事 2016/11 55.0

津市水道局 株式会社カンキョー 平成28年度　工務第18号　戸木町地内配水管布設工事 2016/11～12 10.0

東邦ガス 株式会社 株式会社シーテック 東邦ガス地域エネルギーセンター線新設のうち管路工事（第2期） 2016/11 19.0

四日市市上下水道局 日進建設株式会社 尾平汚水管渠布設工事 2016/12～2017/1 49.6

鈴鹿市上下水道局 成和建設株式会社 　平成28年度（　　）第611号　三日市支線下水管布設工事 2016/12 1.5

東邦ガス株式会社 大成建設株式会社 東邦ガス（株）四日市工場調整用電源発電設備基礎・建屋建設工事 2016/12～2017/2 952.5

－－－ 奥田工業株式会社 北区中切町三丁目地内他管路撤去工事 2016/12 5.0

国土交通省中部地方整備局 株式会社奥村組 平成２７年度　名二環かの里３高架橋北下部工事 2016/12 9.0

名古屋市財政局 山城土木株式会社 広域河川山崎川改修工事（２８西又兵ヱ） 2016/12 23.0

三重県県土整備部 水谷建設株式会社 平成28年度　社会資本-地第16Ａ-10分0002号　主要地方道北勢多度線　道路改良工事 2016/12 16.0

名古屋市上下水道局 株式会社タケコシ 大治浄水場場内300耗給水管改良工事 2016/12 5.0

知立駅北地区市街地再開発組合 鉄建建設株式会社 知立駅北地区第一市街地再開発事業 2016/12～2017/4 50.0

河村電器産業株式会社 大和ハウス工業株式会社 （仮称）河村電器産業㈱本地工場D棟増築 2016/12 30.0

岐阜駅東地区市街地再開発組合 岐建株式会社 岐阜駅東地区市街地再開発事業　施設建築物新築工事 2016/12～2017/2 142.5

－－－ 旭化成ホームズ株式会社 千種区朝岡町地内、額田群幸田町地内、刈谷市松栄町地内 2016/12 14.0

名古屋港管理組合 鈴中工業株式会社 中川口通船門耐震補強工事（その２） 2017/1～12 165.0

大府市役所 株式会社花井組 施設改修工事 2017/1 10.0

- 33 -



事業主 元　請 工事名称 施工期間 施工量(㎥) 備考

流動化処理土 -   施工実績一覧

名古屋市緑政土木局 ジェイアール東海建設株式会社 東海道本線山崎川B改築ほか 2017/1 80.0

愛知県農林水産部 海部建設株式会社 たん水防除事業 鍋田２期地区 鍋田導水路その１２工事 2017/1 77.0

国土交通省中部地方整備局 中部土木株式会社 平成28年度　302号飛島地区北道路建設工事 2017/1 5.0

蟹江町 株式会社加藤建設 今乗田水路整備工事 2017/1 253.0

愛知県農林水産部 海部建設株式会社 地盤沈下対策事業 愛西北部２期地区 その１２工事 2017/1 65.0

岐阜農林事務所 岐建株式会社 平成28年度 西池第2802号県営ため池等整備事業鴻之巣地区 第2期頭首工工事 2017/1 10.0

学校法人 藤田学園 株式会社淺沼組 藤田学園医学部1号館耐震補強 2017/1 10.0

名古屋市上下水道局 株式会社ヒメノ 海部郡大治町大字砂子字山ノ浦地内富田幹線改良工事 2017/2～3 63.0

東部知多衛生組合 大林・花井建設共同企業体 東部知多衛生組合ごみ処理施設建設工事 2017/2～11 967.5

コマツリフト株式会社 大林道路株式会社 コマツリフト㈱中部カンパニー新築工事 2017/2 40.5

大府市役所 株式会社花井組 上水道配水管布設工事　長草幹線その１ 2017/2 10.0

国土交通省中部地方整備局 株式会社アイケーディー 平成２８年度　北勢ＢＰ道路整備工事 2017/2 5.0

国土交通省中部地方整備局 株式会社近藤組 平成２８年度 名二環西蟹田５高架橋南下部工事 2017/2 20.0

国土交通省中部地方整備局 山正建設株式会社 平成２７年度 名二環春田４交差点南高架橋基礎工事 2017/2 14.0

名古屋市上下水道局 日本技建株式会社 　海部郡大治町大字砂子字堂地地内富田幹線改良工事 2017/2 60.0

三重県農林水産部 勢州建設株式会社 鈴鹿川沿岸８期地区農業競争力強化基盤整備事業１ブロック用水路工事 2017/2 6.0

愛知県企業庁愛知用水水道事務所 株式会社日東土木 上野知多連絡線第５工区（その４）送水管布設工事 2017/2 27.5

東部広域水道事務所 株式会社西尾建設 東濃７幹線（１工区土岐川・JR推進）配管工事 2017/3 70.0

愛知県企業庁愛知用水水道事務所 鈴中工業株式会社 　九号地線第２工区（その５）配水管更新工事 2017/3 68.0

三重県桑名市上下水道部 天元工業株式会社 　香取ポンプ場場内整備及び遊水池整備工事 2017/3～4 80.0

名古屋市財政局 伊藤工・八神特別共同企業体 戸田第５次公営住宅新築工事 2017/3 77.0

－－－ 株式会社アップルハウス 名古屋市緑区鳴海町地内 2017/3 50.0

国土交通省中部地方整備局 株式会社中村組 平成28年度　名二環西蟹田5高架橋中南下部工事 2017/3 38.0

国土交通省中部地方整備局 昭和土木株式会社 平成27年度　名二環西蟹田3高架橋南下部工事 2017/3 8.5

－－－
中央電気工事・東海建設・
奥田工業共同企業体

豊臣機工線２回線化のうち管路工事 2017/3～8 122.0

国土交通省中部地方整備局 水谷建設株式会社 平成２７年度 名二環西蟹田交差点南下部工事 2017/3 20.0

－－－ 日鉄住金テックスエンジ株式会社 １７上製鋼スラグ重機作業床補修工事 2017/3 170.0
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津市水道局 株式会社佐南組 平成28年度工務第21号産品及び殿村地内配水管布設工事 2017/3 7.0

－－－ 伊神工業株式会社 山尻・江森住宅廃下水管路充填工事 2017/3～4 94.5

－－－ 旭化成ホームズ株式会社 豊田市内 2017/3 10.0

鈴鹿市上下水道局 株式会社佐野組 南玉垣第2汚水幹線下水道推進工事 2017/4 5.0

岡崎市土地区画整理組合 白濱建設株式会社 平成２８年度　岡崎蓑川南部土地区画整理事業　整地工事その２ 2017/4 5.0

近畿日本鉄道株式会社
大林・大日本・戸田・森本・
日本土建共同企業体

川原町総合整備（第二工区）名古屋線川原町駅付近連続立体交差化工事（土木その52）他 2017/4 33.0

－－－
日鉄住金パイプライン＆エンジニ
アリング株式会社

中圧Ａ亀山能褒野線工事 2017/4～5 96.7

愛知県　海部建設事務所 加藤・山田・大篠共同企業体 日光川下流流域下水道管きょ布設工事（花長工区） 2017/4～10 117.5

東邦ガス株式会社 JFEエンジニアリング株式会社 三重幹線Ⅳ期工事　 2017/4～2018/6 182.3

株式会社フコク東海 株式会社大竹組 株式会社フコク東海富永工場 2017/4 10.0

日本下水道事業団 木村建設株式会社 碧南市中田川ポンプ場建設工事その２ 2017/5 53.0

国土交通省中部地方整備局 鈴中工業株式会社 平成２８年度　名二環春田６高架橋北下部工事 2017/5 7.0

国土交通省中部地方整備局 株式会社ヒメノ 平成２７年度　名二環供米田中北交差点南高架橋基礎工事 2017/5 35.0

株式会社東芝 株式会社大林組 東芝四日市工場 2017/5 191.0

株式会社東芝 大成建設株式会社 東芝四日市工場 2017/5～10 59.5

－－－ 株式会社 ティーエヌテック 長太～楠町南五味塚拠点計画 2017/5～6 22.0

三重県県土整備部
前田・山野・西山特定建設工事共
同企業体

　宮川流域下水道（宮川処理区）内宮幹線（第 2 工区）管渠工事 2017/5～2019/5 348.0

一宮市上下水道部 大興建設株式会社 浅井町大野字西堤外地内ほか導水管改良工事 2017/5 13.5

株式会社中日新聞社 清水建設株式会社 中日新聞印刷㈱辻町工場 2017/5 16.0

国土交通省中部地方整備局 丸洋建設株式会社 　平成２８年度 ３０２号富田南オフランプ下部工事 2017/5 18.5

名古屋市上下水道局 株式会社二友組 大治浄水場原水開渠耐震補強工事 2017/5 6.5

大昇運輸株式会社 株式会社アップルハウス 大昇運輸株式会社 2017/5～6 784.5

中部電力株式会社 シーテック・中部土木共同企業体 西名古屋火力発電所　７号系列構内整備他工事 2017/6～2018/2 400.5

中部電力株式会社 株式会社シーテック 那古野変電所地中管路撤去工事（その１） 2017/6～7 19.3

－－－ 住友林業株式会社 Ｏ様邸車庫躯体工事 2017/6 202.0

国土交通省中部地方整備局 TUCHIYA株式会社 平成２７年度　名二環春田３交差点南高架橋基礎工事 2017/6 30.0

名古屋市上下水道局 株式会社二友組 港区木場町地内ほか１か所200耗配水管布設工事 2017/6 3.7
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中部電力株式会社 株式会社シーテック 西名古屋変電所275/154kV変圧器増設の内土木工事 2017/6 10.5

株式会社サン・ビック 株式会社日東建設 サン・ビック半田事業所 2017/6 15.0

東亜合成株式会社 清水建設株式会社 東亞合成NER建設工事 2017/6～7 22.0

－－－ 日鉄住金P＆E株式会社 中区Ａ土岐可児線（１－Ａ工区） 2017/6 25.0

－－－ 生和コーポレーション株式会社 鵜の森PJ新築工事 2017/6 5.5

－－－ 生和コーポレーション株式会社 コマツビル解体工事 2017/7 95.5

中日本高速道路 株式会社
（ＮＥＸＣＯ）

株式会社大林組 新名神高速道路　野登トンネル東工事 2017/7 589.5

東海旅客鉄道株式会社 ジェイアール東海建設株式会社 中央新幹線名古屋駅ヤード整備ほか 2017/7 73.0

名古屋港管理組合 株式会社村瀬組 飛島ふ頭護岸補修工事 2017/7～8 392.0

国土交通省中部地方整備局 朝日工業株式会社 平成２８年度　３０２号富田北オンランプ北下部工事 2017/7 5.5

国土交通省中部地方整備局 株式会社近藤組 平成２８年度　名二環供米田中北交差点北高架橋基礎工事 2017/7 50.0

国土交通省中部地方整備局 株式会社近藤組 平成２８年度　３０２号名四西南オフランプ下部工事 2017/7 24.5

国土交通省中部地方整備局 中部土木株式会社 平成２７年度　名二環服部４高架橋中下部工事 2017/7 25.0

国土交通省中部地方整備局 株式会社奥村組 平成２７年度　名二環かの里３高架橋北下部工事 2017/7 7.5

国土交通省中部地方整備局 鉄建建設株式会社 平成２７年度　名二環春田２高架橋下部工事 2017/7～8 55.0

－－－ 株式会社アーキッシュギャラリー T様邸新築工事 2017/7 150.5

－－－ 旭化成ホームズ株式会社 M様邸新築工事 2017/7 5.5

三重県県土整備部 株式会社佐南組
平成28年度国補中勢志登低率第2601-2分0009号
中勢沿岸流域下水道(志登茂川処理区)安濃北幹線(第2-3工区)管渠工事

2017/7 12.0

出光興産株式会社 石黒建設株式会社 出光興産㈱愛知製油所殿向排水処理設備（５ZW）建設工事 2017/7 10.5

愛知県海部建設事務所 山田建設株式会社 　日光川下流流域下水道事業管きょ布設工事（前ケ平第1工区）日光川下流７号幹線 2017/7 35.0

三重県県土整備部 藪建設株式会社
平成28年度国補中勢志登低率第2601-2分0011号
中勢沿岸流域下水道(志登茂川処理区)安濃6号接続点工事

2017/7 26.0

株式会社マルセイカンパニー 矢野建設株式会社 株式会社マルセイ名古屋物流センター 2017/7 15.0

－－－ 太洋基礎工業株式会社 山車小屋移設工事 2017/8 45.0

東邦液化ガス株式会社 鹿島建設株式会社 防消火設備の耐震更新工事その２ 2017/8 145.0

愛知県農林水産部 花井建設株式会社 たん水防除事業 鍋田2期地区 鍋田導水路その14工事 2017/8 22.0

国土交通省中部地方整備局 株式会社奥村組 平成２７年度　名二環かの里３高架橋北下部工事 2017/8 31.5

中日本高速道路株式会社 五洋建設・徳倉建設共同企業体 新名神高速道路　四日市北工事 2017/9～2018/12 1243.0
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愛知機械工業株式会社 株式会社服部組 愛知機械工業㈱　永徳工場　G3工事 2017/9 87.0

－－－ 株式会社アップルハウス （仮）H様賃店舗併用専用住宅新築工事 2017/9 110.0

国土交通省中部地方整備局 株式会社ヒメノ 交通局那古野線撤去のうち管路撤去工事 2017/9 19.5

－－－ 中央電気工事株式会社 イオンモール津みなみ線新設のうち管路工事 2017/9～10 6.0

中部電力株式会社 中部土木株式会社 154ｋV知多火力新日鉄線他　引出口変更のうち管路工事 2017/9 15.0

新日本製鐡株式会社 日鉄住金テックスエンジ株式会社 新含炭塊成鉱土建設備工事 2017/9 17.0

愛知県サッカー協会 株式会社本陣 （仮称）鶴舞公園スポーツコミュニティセンター新築工事 2017/9 2.0

愛知県海部農林水産事務所 株式会社佐藤工務店 たん水防除事業 鍋田2期地区 鍋田導水路その17工事 2017/9～2018/1 99.0

株式会社エムジーホーム 榊原建設株式会社 （仮称）モアグレース一宮栄一丁目新築工事 2017/9 44.0

鈴鹿市 大日本土木株式会社 新鼓ヶ浦下水処理施設流入管閉塞工事 2017/9 2.0

－－－ 株式会社環企画 尾張旭市上の山町地内 2017/9 74.5

弥富市下水道課 株式会社加藤建設 公共下水道管渠布設工事（海老江南第２８－２工区） 2017/9 16.0

大府市水道課 門脇商店 上水道配水管布設工事 県道名和大府線ほか1路線 2017/10 164.5

中部電力株式会社 株式会社シーテック 東海市荒尾町北見田地内 2017/10 5.0

名古屋市上下水道局 日本コムシス株式会社 海部郡大治町大字堀之内字深田地内ほか１か所富田幹線改良工事 2017/10～2018/4 206.0

－－－ 五洋建設株式会社 名古屋土壌再利用センター施設工事（一期）工事 2017/10 15.0

－－－ 太洋基礎工業株式会社 Ｓ様邸 2017/10 20.0

東邦ガス株式会社 名工建設株式会社 三重幹線Ⅳ期第２―１工区ＪＲ紀勢本線坑道下推進工事 2017/11 107.0

愛知機械工業株式会社 株式会社服部組 愛知機械工業㈱　熱田東工場集中ピット埋立工事 2017/11 116.0

大府市下水道課 株式会社花井組 平成28年度　公共下水道事業　雨水対策施設工事（六間調整池） 2017/11 462.5

名古屋港管理組合 名工建設株式会社 中川口通船門耐震補強工事（その１） 2017/11 83.0

大府市水道課 株式会社花井組 上水道配水管布設工事　市道大府共和線 2017/11 7.0

新日本製鐡株式会社 鹿島建設株式会社 新日鐵住金株式会社　名古屋製鐵所 2017/11～2018/1 171.5

蟹江町下水道課 山田建設株式会社 蟹江町公共下水道事業下水道管きょ布設工事（その29-4） 2017/11 13.0

国土交通省中部地方整備局 株式会社七番組 衣浦港改修工事（重要）（旧橋撤去工） 2017/11～12 69.0

国土交通省中部地方整備局 株式会社トーエネック ２１号岐大ＢＰ工事に伴う地中ケーブル移設工事 2017/11 30.0

国土交通省中部地方整備局 株式会社光建 西区児玉町地内管路撤去工事 2017/11 10.0

株式会社東芝Y＆Y 株式会社玉善 アヴァンセテラス瑞穂通　新築工事 2017/11～12 8.0
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トヨタ車体株式会社 関興業株式会社 トヨタ車体　富士松工場 2017/11 82.5

　株式会社プレサンスコーポレーション 三立プレコン株式会社 （仮称）プレサンスロジュ畑江通九丁目新築工事 2017/12 155.5

名古屋市上下水道局 東海通建 株式会社 緑区鳴海町字細根地内１５０粍配水管布設工事 2017/12 27.5

国土交通省中部地方整備局 株式会社加藤建設 平成２８年度　名二環かの里２高架橋南下部工事 2017/12 36.5

社会福祉法人みその児童福祉会 株式会社荒木組 鳴海聖園天使園改築工事 2017/12 104.5

大和ハウス工業株式会社 木内建設株式会社 （仮称）西区上小田井プロジェクト新築工事 2017/12 154.0

大府市水道課 株式会社花井組 上水道配水管布設工事　長草幹線 2017/12 22.0

国土交通省中部地方整備局 恒川建設株式会社 中川運河護岸補修工事（その２） 2017/12 10.0

岐阜県瑞浪市 岐建株式会社 瑞浪北中学校校舎・屋内運動場新築工事 2017/12 188.5

愛知県農林水産部 海部建設株式会社 地盤沈下対策事業 飛島北部地区 古政川その３工事 2017/12 17.5

三重県桑名建設事務所 水谷建設株式会社 平成２９年度社会資本・地第16A-10分0003号主要地方道北勢多度線道路改良工事 2017/12 15.0

　豊田四郷駅周辺土地区画整理組合 太洋基礎工業株式会社
豊田四郷駅周辺土地区画整理事業に伴う国道419号
横断管（農業排水管残置）閉塞処理計画

2017/12 15.0

－－－ 住友林業株式会社 Ｏ様邸新築工事 2017/12 20.0

アイカ工業株式会社 株式会社エヌテック アイカ工業株式会社本社 2017/12～2018/1 11.0

－－－ 丸彦渡辺建設株式会社 ダイアパレス四日市安島新築工事 2018/1～2 33.0

中部電力株式会社 大成建設株式会社 武豊火力発電所撤去の内土木建築設備撤去工事（第２期） 2018/1～2 6784.0

三重県農林水産部 イケダアクト株式会社 鈴鹿川沿岸６期地区農業競争力基盤整備事業幹線用水路その２工事 2018/1～2 111.0

国土交通省中部地方整備局 加藤建設株式会社 平成28年度　名二環春田４高架橋中下部工事 2018/1 53.0

株式会社サンワテクノス 日東建設株式会社 株式会社サンワテクノス倉庫新築工事 2018/1 10.0

名港海運株式会社 大成建設株式会社 名港海運株式会社　西二区物流センター南１号新築工事 2018/2～11 252.5

横浜冷凍株式会社 東亜建設工業株式会社 （仮称）ヨコレイ名港物流センター新築工事 2018/2 145.0

国土交通省中部地方整備局 株式会社加藤建設 平成28年度　名二環春田１交差点北高架橋基礎工事 2018/2 30.0

菱輝金型工業株式会社 有限会社日彩ハヤカワ 菱輝金型工業㈱　ピット埋戻し工事 2018/2 40.0

国土交通省中部地方整備局 大日本土木株式会社 平成28年度　名二環春田4高架橋北下部工事 2018/2 27.5

名古屋市上下水道局 株式会社大島組 第2次西区城西1丁目付近　下水道築造工事 2018/2～3 891.5

愛知機械工業株式会社 株式会社服部組 愛知機械工業　永徳工場　Ｇ3工事② 2018/2 83.5

ひろしま信愛不動産 五洋建設株式会社 名古屋信愛ビル　解体工事 2018/2～3 2344.5
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愛知県農林水産部 株式会社戸谷組 たん水防除事業　鍋田２期地区　鍋田導水路その18工事 2018/2～6 120.0

知多市 眞辺工業 株式会社 市道排水対策工事（２９―２） 2018/2 25.0

中部電力株式会社 株式会社 光建 筒井町土地整理事業に伴う猪高布池線支障移設のうち管路工事 2018/2 5.0

－－－ ＮＤＳ株式会社 三重総29-1051電気通信設備工事（岩田川専用橋撤去工事） 2018/2 5.0

愛知県環境部 大成建設株式会社 愛知県環境調査センター・愛知県衛生研究所整備等事業工事 2018/3 25.0

株式会社LIXIL 株式会社近藤組 ㈱LIXIL久居工場材料棟地下ピット埋戻し工事 2018/3 972.0

農林水産省東海農政局 株式会社奥村組 尾張西部地区日光川河口排水機場基礎耐震化対策工事（その２） 2018/3 5.0

長久手中央土地区画整理組合 株式会社青山 長久手中央土地区画整理事業 平成29年度 1号緑地整備事業 2018/3 20.0

東邦ガス株式会社 東邦ガステクノ株式会社 中Ａいなべ市内地区開発計画（その１） 2018/3 6.0

－－－ 株式会社アップルハウス 諏訪市大字中洲地内 2018/3 10.0

弥富市 有限会社日彩ハヤカワ 平成29年度　単独土地改良事業子宝地区　排水路改修工事 2018/3 14.0

国土交通省中部地方整備局 昭和土木株式会社 平成28年度　名二環富田プール西交差点南下部工事 2018/3 14.0

創価学会 大成建設株式会社 創価学会四日市西文化会館新築工事 2018/3～4 473.0

株式会社大京 東洋建設株式会社 ライオンズ東海通ジェイグランディア新築工事 2018/3 261.5

伊藤忠製糖株式会社 株式会社アップルハウス 伊藤忠製糖株式会社 2018/3 41.0

愛知県 山正建設株式会社株式会社 Ｈ29水路整備工事 2018/3 79.5

日本下水道事業団 大豊建設株式会社 鈴鹿市江島排水区雨水支線建設工事 2018/3 20.0

愛知県農林水産部 株式会社加藤建設 たん水防除事業 善太新地区 排水機場撤去その４工事 2018/3～8 15.5

新日本製鐡株式会社 株式会社奥村組 新日鐵株式会社　名古屋製鐵所 2018/3～2019/1 32.5

イオン株式会社 西松建設株式会社 イオンモール東浦増築工事 2018/4 35.0

国土交通省中部地方整備局 株式会社加藤建設 平成29年度　名二環春田1高架橋南下部工事 2018/4 10.0

弥富市 株式会社熊谷組 弥富新庁舎建設工事 2018/4～5 232.0

中部電力株式会社 鹿島道路株式会社 知多火力配管ピット埋戻工事 2018/4 60.5

－－－ 大洋基礎工業株式会社 M様邸 2018/4 30.0

知多エル・エヌ・ジー株式会社 大林・清水・シーテック共同企業体 知多市LNG基地LNG受入配管ラック基礎改良工事 2018/4～11 1000.5

名古屋市財政局 株式会社不動テトラ 広域河川堀川改修工事（29洲崎その2） 2018/4 9.0

名古屋市上下水道局 株式会光建 南区中割町付近ほか汚泥輸送管布設工事 2018/4 11.0

日本下水道事業団 飛島建設株式会社 岡崎市赤渋雨水ポンプ場建設工事その２ 2018/4 40.0

国土交通省中部地方整備局 株式会社渡邊組 平成28年度　名二環春田1高架橋北下部工事 2018/4 20.0

三菱電機株式会社 株式会社大林組 （仮称）稲電据付実習棟建設工事 2018/4 81.5
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新日本製鐡株式会社 日鉄住金テックスエンジ株式会社 特高圧　高圧電源感度設置工事その１土建工事 2018/5 5.5

中部電力株式会社 株式会社光建 加納変5B関係機器ほか取替に伴う管路工事 2018/5 3.0

トヨタ車体株式会社 株式会社クサカ トヨタ車体　いなべ工場 2018/5～7 896.0

トヨタ車体株式会社 関興業株式会社 トヨタ車体　吉原工場 2018/5～8 239.5

Ｍ医院 株式会社田中荘介商店 Ｍ医院 2018/5 27.5

愛知県海部建設事務所 山田建設株式会社 日光川下流流域下水道事業　管きょ布設工事（前ケ平第３工区） 2018/5～6 19.0

三菱重工業株式会社 MHIﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ＆ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ㈱ 三菱重工業㈱第５水門陥没箇所補修工事 2018/5 23.0

東海旅客鉄道株式会社 ジェイアール東海建設株式会社 電気部品取付作業テントほか新設（愛知地区） 2018/5 401.0

西知多医療厚生組合 株式会社大林組 公立西知多総合病院放射線治療施設等増築工事 2018/5 35.0

愛知県企業庁愛知用水水道事務所 鈴中工業株式会社 九号地線第２工区（その５）配水管更新工事 2018/5 5.0

株式会社ゆうちょ銀行 株式会社大林組 名古屋ビル（仮称）新築工事 2018/5～6 62.5

日本下水道事業団 大豊・磯部組共同企業体 鈴鹿市江島排水区雨水支線建設工事 2018/5～7 40.0

株式会社大京 株式会社穴吹工務店 （仮）ライオンズ近鉄四日市駅前新築工事 2018/5～7 236.5

株式会社ﾌｼﾞﾄﾗﾝｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 東亜建設工業 株式会社 （仮称）フジトランスコーポレーション　ロジスティクスセンター造成工事 2018/6 82.0

野村不動産株式会社 清水建設株式会社 （仮称）中区錦一丁目Ⅱ計画新築工事 2018/6 5.0

国土交通省中部地方整備局 株式会社加藤建設 平成29年度　名二環富田中北交差点南基礎工事 2018/6～7 15.5

名古屋市上下水道局 村上建設工業株式会社 天白区野並二丁目地内ほか１か所野並幹線改良工事 2018/6 35.0

愛知道路コンセッション株式会社 大和リース株式会社 （仮称）愛知県知多半島道路阿久比PA改修工事 2018/6 20.0

名古屋市上下水道局 株式会社新井組 山花町雨水幹線流入管ほか下水道築造工事 2018/6～8 39.0

桑名広域清掃事業組合 大成建設株式会社 可燃ごみ焼却施設整備工事 2018/6 46.5

愛知県海部建設事務所 名工・河村・ワシノ特定建設工事共同企業体 日光川下流流域下水道事業管きょ布設工事（大井工区） 2018/6～7 202.5

新日本製鐡株式会社 株式会社熊谷組 厚板＃1　熱処理炉既設煙道埋戻し工事 2018/6 363.5

新日本製鐡株式会社 日鉄住金テックスエンジ株式会社 １８下熱延工場ＭＧ室東側水配管修理 2018/6 18.0

三重県鈴鹿市 成和建設株式会社 平成30年度　203号住吉排水管布設工事（3工区） 2018/6 40.5

国土交通省中部地方整備局 株式会社近藤組 平成２９年度 名二環服部１交差点南西基礎工事 2018/7 37.5

日清オイリオグループ株式会社 若築建設株式会社 日清オイリオ名古屋工場 2018/7 124.5

東ソー株式会社 五洋建設株式会社 東ソー㈱四日市事業所　新研究棟・新加工棟建設工事 2018/7～2019/4 254.0

国土交通省中部地方整備局 大日本土木株式会社 平成２９年度　名二環　春田３交差点北高架橋基礎工事 2018/7 78.0

国土交通省中部地方整備局 名工建設株式会社 平成２９年度　名二環服部５高架橋北下部工事 2018/7 42.5

国土交通省中部地方整備局 株式会社近藤組 平成２９年度 23号蒲郡BP為当第1橋西下部工事 2018/7 48.0
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名古屋市上下水道局 安井建設株式会社 西区則武新町三丁目付近下水道築造工事 2018/7 15.0

国土交通省中部地方整備局 TSUCHIYA 株式会社 平成２９年度　名二環服部５高架橋中南下部工事 2018/7 25.0

愛知県海部建設事務所 株式会社河村産業所 日光川下流流域下水道事業管きょ布設工事(永和工区) 2018/7 36.1

名古屋市交通局 株式会社シーテック 那古野変電所地中管路撤去工事（その２） 2018/7 15.8

ダイア建設株式会社 丸彦渡辺建設株式会社 ダイアパレス四日市安島新築工事 2018/7 105.0

日本梱包運輸倉庫株式会社 共立建設株式会社 日本梱包運輸倉庫㈱鈴鹿営業所 2018/7 22.0

株式会社レッド・プラネット・ジャパン 五洋・徳倉共同企業体 （仮称）名古屋市中区錦ホテル建設工事 2018/8～10 460.5

蟹江町 株式会社加藤建設 公共下水道切替工事（学戸小学校） 2018/8～9 155.0

蟹江町 株式会社大笹組 学戸学童保育所下水道切替工事　下水道排水設備接続工事 2018/8 38.5

名古屋市上下水道局 株式会社 フソウ 中川区野田二丁目地内ほか2か所荒子幹線改良工事 2018/8 261.0

株式会社マリモ 大井建設株式会社 ポレスター黒川新築工事 2018/8 49.5

株式会社興和工業所 不動建設株式会社 ミナト東工場 2018/8 196.0

株式会社スイレイ・ホールディングス 株式会社加納工務店 （仮称）株式会社スイレイ・ホールディングス　ゲストハウス新築工事 2018/8 25.0

積水ハウス株式会社 共立建設株式会社  （仮称）グランドメゾン東山Ⅱ新築工事 2018/8～9 147.0

岡崎市土地区画整理組合 関興業株式会社 岡崎駅南土地区画整理内における推進工事 2018/8 9.5

新日本製鐡株式会社 日鉄住金テックスエンジ株式会社 製造基盤整備　熱延有手入架台基礎鋼管杭劣化調査 2018/8 4.0

国土交通省中部地方整備局 吉川建設株式会社 平成２９年度　名二環かの里３交差点北下部工事 2018/8 65.5

東ソー株式会社 大成建設株式会社 エチレンＥＴＥ５計画　分解炉建設ＣＳＢＬ　土建工事 2018/8～9 86.5

国土交通省中部地方整備局 株式会社新井組 平成２９年度　名二環春田４高架橋南下部工事 2018/8 41.0

名古屋港管理組合 鈴中工業株式会社 中川口通船門耐震補強工事（その３） 2018/9～10 778.0

株式会社三菱ＵＦＪ銀行
大林・徳倉・名工・矢作
特定建設工事共同企業体

（仮称）Ｎ3計画 2018/9～2019/9 6975.0

－－－ 株式会社日東建設 （仮称）ササキハイツ新築工事 2018/9 306.0

－－－ 株式会社永井水道設備 稲沢市小沢2丁目地内、稲葉2丁目地内 2018/9 249.0

国土交通省中部地方整備局 若築建設株式会社 平成２９年度　名二環服部５高架橋下部工事 2018/9 15.0

国土交通省中部地方整備局 株式会社新井組 平成２９年度　名二環　富田中北交差点北基礎工事 2018/9 45.0

三菱地所レジデンス株式会社 大末建設株式会社 ザ・パークハウス　桜山プレイズ新築工事 2018/9 10.0

中部電力株式会社 株式会社光建 昭和変電所機器津波対策他１件のうち土木工事 2018/9 7.0

愛知県建設部 株式会社清久建設 衣浦港改修工事（交付金）（橋梁護岸工） 2018/9 20.0

－－－ 大成建設ハウジング株式会社 Ｋ邸新築工事 2018/9～10 81.5

津島市 日新工業株式会社 愛宕住宅下水切替工事 2018/10 218.0
- 41 -



事業主 元　請 工事名称 施工期間 施工量(㎥) 備考

流動化処理土 -   施工実績一覧

－－－ 住友林業緑化株式会社 Ａ様邸先行工事 2018/10～2019/1 20.0

－－－ 三巽産業株式会社 旧棚橋病院解体工事 2018/9～11 355.5

国土交通省中部地方整備局 株式会社加藤建設 平成２９年度　名二環富田中北交差点南基礎工事 2018/10 73.0

－－－ 住友林業緑化株式会社 Ｕ様邸先行工事 2018/10～2019/1 281.5

名古屋市上下水道局 日本技建株式会社 中川区山王一丁目付近下水道築造工事 2018/10 25.0

生和ビル管理株式会社 生和コーポレーション株式会社  (仮称)セイワパレス丸の内駅前プロジェクト 2018/10 55.0

積水ハウス株式会社 小原建設株式会社 グランドメゾン春里町新築工事 2018/10～12 68.0 流動砂を含む

蟹江町水道課 東名開発株式会社 下水切替及び門扉修繕工事（蟹江浄水場） 2018/10 25.0

津市 株式会社三重土建 （仮称）芸濃こども園整備に伴う杭撤去工事 2018/10～11 80.0

国土交通省中部地方整備局 鈴中工業株式会社 平成２９年度　名二環服部1交差点南東基礎工事 2018/10 35.0

大府市 株式会社花井組 上水道配水管布設工事　長草幹線その２ 2018/10 25.0

大府市 株式会社花井組 上水道配水管敷設工事及び水管橋耐震補強工事　長草幹線その３ 2018/10 12.0

名古屋市上下水道局 株式会社二友組 港区木場町地内ほか1か所200粍配水管布設工事 2018/10 16.5

中部電力株式会社 大成建設株式会社 四日市火力発電所 2018/10～2019/1 123.0

豊田四郷駅周辺土地区画整理組合 太洋基礎工業株式会社 豊田四郷駅周辺土地区画整理事業に伴う国道419号　横断管（農業排水管残置）閉塞処理計画 2018/10～2019/4 38.0

大垣市 岐建・TSUCHIYA特定建設工事共同企業体 大垣市新庁舎建設（建築主体）工事 2018/10～11 251.0

近畿日本鉄道株式会社
大林・大日本・戸田・森本・
日本土建共同企業体

各駅バリアフリー設備整備（阿倉川駅・土木関係）工事 2018/11 78.0

中部電力株式会社 大成建設株式会社 武豊火力発電所５号機　建築工事 2018/11 125.0

－－－ 住友林業緑化株式会社 千種区唐山町地内 2018/11 164.0

愛知県 株式会社清久建設 衣浦港改修工事（重要）・衣浦港改修工事（交付金）合併工事（日東橋下部工） 2018/11 5.0

名古屋市 株式会社メイセイアドバンス 市道桶狭間勅使線第２号道路改良工事（その３） 2018/11～12 405.0

－－－ 藪建設株式会社 いなべ市北勢町阿下喜地内 2018/11 11.0

近畿日本鉄道株式会社
大林・大日本・戸田・森本・
日本土建共同企業体

川原町総合整備（第２工区）名古屋線川原町駅付近連続立体交差化工事（土木その５９） 2018/12～2019/6 570.5

－－－ 株式会社 カナサシテクノサービス 防火水槽補強工事 2018/12 6.0

愛知日野自動車株式会社 清水建設株式会社 （仮称）愛知日野自動車株式会社一宮工場新築工事 2018/12 5.0

－－－ 東海建設株式会社 中央新幹線建設に伴う牛島町エスカ線他支障移設のうち管路工事 2018/12 20.0

－－－ 株式会社加藤建設 緊急維持修繕工事（橋-３） 2018/12 45.0

愛知県尾張農林水産事務所 株式会社水谷建設 たん水防除事業　二俣地区 2018/12～2019/2 267.0

愛知県建設部
近藤・関・神真
特定建設工事共同企業体

境川流域下水道事業　水処理施設築造工事（その８） 2018/12 50.0

名古屋市上下水道局 株式会社二友組 中川区野田二丁目地内ほか２か所荒子幹線改良工事 2018/12～2019/1 32.0
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－－－ 株式会社山田商会 土岐市土岐津町土岐口地内における推進工事 2018/12 15.0

－－－ 大成ロテック株式会社 （有）Ｙ様　橋梁設置工事 2018/12 12.5

ダイア建設株式会社 株式会社長瀬組 （仮称）ダイアパレス刈谷広小路新築工事 2018/12 10.0

愛知県尾張農林水産事務所 永曻建設株式会社 たん水防除事業　二俣地区 2019/1～2 201.5

愛西市 株式会社加藤建設 愛西市役所佐織庁舎 2019/1～2 75.0

名古屋市上下水道局 株式会社山田組 西区花の木三丁目地内名城幹線改良工事 2019/1 33.0

東海旅客鉄道株式会社 株式会社大林組 中央新幹線名城変電所ほか新設 2019/1～4 3547.0

愛知県 大興建設株式会社 千秋町内会汚水処理施設撤去・充填工事 2019/1 118.5

新日本製鐡株式会社 日鉄住金P＆E株式会社 東浦供給改善工事　工事番号：５２９０２４ 2019/1 8.5

四日市市上下水道局 勢州建設株式会社 資整33 大字茂福ほか配水支管径年管布設替工事 2019/1 10.0

－－－ 株式会社 ユーテック 排水路閉塞工事（中―１） 2019/1 20.0

国土交通省中部地方整備局 株式会社中村組 大矢知加圧ポンプ所ポンプ棟建築工事 2019/2～3 821.0

株式会社ﾌｼﾞﾄﾗﾝｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 東亜建設工業株式会社 （仮称）フジトランスコーポレーション ロジスティクスセンター造成工事 2019/2 75.0

四日市市上下水道局 勢州建設株式会社 資整33 大字茂福ほか配水支管径年管布設替工事 2019/2 15.0

中部電力株式会社 大成建設株式会社 武豊火力発電所５号機土木建築工事（施工の部） 2019/2 35.5

－－－ 昭和土木株式会社 緊急工事単価請負契約 2019/2～6 59.5

中部電力株式会社 株式会社光建 新知変電所屋内外設備改修の内土木工事 2019/2 47.0

三重県北勢水道事務所 アイトム建設株式会社 内径３００粍送水管推進工事（河原田） 2019/2 48.5

大府市 株式会社花井組 長草配水場第２配水池耐震化工事 2019/2 3.0

アイシンエーアイ株式会社 ナガトモ建設株式会社 アイシンエーアイ本社ピット工事 2019/2 31.0

中部電力株式会社 株式会社シーテック １５４ＫＶ松ケ枝牛島町線他撤去工事（岩塚変電所管路閉塞） 2019/2 1.5

名古屋市上下水道局 安井建設株式会社 緑区鳴海町字小森地内ほか１か所４００粍配水管布設工事 2019/2 14.5

－－－ 旭化成ホームズ株式会社 Y様邸 2019/2 3.0

愛知県海部建設事務所 株式会社加藤建設 道路改良工事(1号区）名古屋津島線バイパス七宝工区 2019/3 30.0

鈴鹿市上下水道局
ピーエス三菱・勢州建設
特定建設工事共同企業体

平野送水管布設工事第２工区 2019/3 27.5
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株式会社大京 株式会社 穴吹工務店 ライオンズ近鉄四日市駅前新築工事 2019/3～4 30.0

東海旅客鉄道株式会社 名古屋駅中央西JV 中央新幹線名古屋駅新設（中央西工区） 2019/4～9 3279.5

トヨタ車体株式会社 ＴＡＢＭＥＣ株式会社 トヨタ車体いなべ工場 2019/4～5 842.5

医療法人富田浜病院 清水建設株式会社 第11期北館増改築工事 2019/4 48.0

国土交通省中部地方整備局 株式会社近藤組 平成３０年度　名二環富田IC北オンランプ道路建設工事 2019/4 10.0

中部電力株式会社 大成建設株式会社 武豊火力発電所５号機土木建築工事（建築） 2019/4～6 495.0

愛知県農林水産部 株式会社加藤建設 地盤沈下対策事業　木曽川用水地区　光西支線その３１工事 2019/4～9 1078.5

愛知県海部農林水産事務所 海部建設株式会社 水環境整備事業 佐屋中部地区 その5工事 2019/4 5.0

日本製鉄株式会社 日鉄環境株式会社 コークス海水管更新（その３）土建工事 2019/4～9 103.5

日本製鉄株式会社 日鉄環境株式会社 炭水５２弁補修 2019/4 29.0

トヨタ車体株式会社 ＴＡＢＭＥＣ株式会社 トヨタ車体吉原工場 2019/5 15.0

名古屋市上下水道局 株式会社ノゼキ 熱田区伝馬二丁目地内始め3箇所下水道築造工事 2019/5 35.0

名古屋市緑政土木局 安井建設株式会社 市道桶狭間勅使線第２号道路改良工事（その４） 2019/5～7 266.0

名古屋市上下水道局 株式会社加藤建設 港区新川町3丁目付近汚泥輸送管布設工事 2019/5 161.1

東海旅客鉄道株式会社 株式会社ヒメノ 中央新幹線Ｂ駅新設のうち管路工事 2019/5 10.0

愛知県建設部 鈴中・徳倉特定建設工事共同企業体 元産業貿易館西館取壊し工事 2019/5～7 15070.0

日本下水道事業団 大豊・水谷特定建設共同企業体 桑名市播磨処理分区管渠建設工事 2019/5 1.5

愛知県海部建設事務所 海部建設株式会社 日光川下流流域下水道事業管きょ布設工事（喜楽工区） 2019/5～6 202.0

中部電力株式会社 西松建設株式会社 新名古屋　総合排水処理装置取替の内土木工事 2019/6 346.5

国土交通省中部地方整備局 昭和土木株式会社 平成３０年度　名二環富田IC南オンランプ道路建設工事 2019/6 9.0

愛知県海部建設事務所 株式会社河村産業所 日光川下流流域下水道事業　管きょ布設工事（又八第２工区） 2019/6 14.9

岐阜県東部広域水道事務所 株式会社イトウ産業 大容量送水管整備事業東濃第７幹線（１５工区推進）工事 2019/6 21.5

鈴鹿市上下水道局 株式会社佐和組 牧田汚水幹線外下水管推進工事 2019/6 5.0

株式会社フージャースコーポレーション 岩部建設株式会社 大府市中央町プロジェクト新築工事 2019/7 99.0

国土交通省中部地方整備局 鈴中工業株式会社 九号地第２工区（その５）配水管更新工事 2019/7 25.0

シノブフーズ株式会社 株式会社大笹組 シノブフーズ名古屋工場処理槽埋戻工事 2019/7 36.5

愛知県海部建設事務所 弥富建設株式会社 日光川下流流域下水道事業管きょ布設工事（佐古木工区） 2019/7 12.0

東海旅客鉄道株式会社 株式会社シーテック 中央新幹線建設に伴う支障移設のうち管路閉塞工事 2019/7～9 35.5

愛知県海部農林水産事務所 株式会社加藤建設 緊急農地防災事業　大膳地区　機場工その２工事 2019/8 27.0

ーーー 住友林業緑化株式会社 N様邸他 2019/8 12.5
- 44 -



事業主 元　請 工事名称 施工期間 施工量(㎥) 備考

流動化処理土 -   施工実績一覧

野村不動産株式会社 清水建設株式会社 名古屋市中区錦一丁目Ⅱ計画（仮称） 2019/8 40.0

愛知県 株式会社尾割組 道路災害防止工事 2019/8 10.0

サントリー知多蒸溜所株式会社 株式会社鴻池組 G５－PJボイラー基礎増設工事 2019/8 7.0

ＪＸＴＧエネルギー株式会社 日本建設株式会社 聖心町SS全面改造工事 2019/8 13.5

中日本高速道路株式会社 サンリツ工業株式会社 長島IC周辺防草対策工 2019/9 20.0

株式会社フジシール 大和ハウス工業株式会社 株式会社フジシール名張工場造成工事 2019/9 15.0

ヤマダイ食品株式会社 石黒建設株式会社 ヤマダイ食品株式会社東員工場新工場建設工事 2019/9 103.5

株式会社槌屋 清水建設株式会社 槌屋槌屋本社新築工事 2019/9 45.0

愛知県海部建設事務所 株式会社加藤建設 日光川下流流域下水道事業管きょ布設工事（内佐屋工区） 2019/9 4.5

日本製鉄株式会社 日鉄環境株式会社 暗渠浄水管更新（熱延巻取下）修繕工事 2019/9 45.0

東洋製鉄株式会社 東洋建設株式会社 東洋製鉄㈱名古屋工場改修工事 2019/9 13.5

アパグループ 株式会社熊谷組 アパホテル<名古屋駅新幹線口北>新築工事 2019/9 20.0

株式会社ナゴヤ塗装工業 ＭＫエンジニアリング株式会社 株式会社ナゴヤ塗装工業 2019/9 13.5

以下、余白

- 45 -


