
（平成17年以降）

株式会社エムエルティーソイル

ＭＬＴ工法工事経歴書



施工年月 工　　事　　件　　名 発　　　注　　　者 元　　請 地　　盤 工種 掘削径 掘　削　長

H17年 3月 北陸幹姫川Ｂ下部工他 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 大豊・植木・創和ＪＶ 玉石混じり砂礫 親杭 φ550 5.5～6.5ｍ

3月 北陸幹金山Ｔ他 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 三井住友・加賀田・井上ＪＶ 転石混じり砂礫 親杭 φ500 8.0ｍ

3月 Ｒ－253　虫川橋 新潟県安塚振興局 ㈱武江組 玉石混じり砂礫 親杭 φ450 11.0ｍ

4月 松ヶ崎道路改良工事 新潟県佐渡地域振興局 ㈱堂谷組 岩塊・玉石 親杭 φ４００ 7.0ｍ

7月 糸魚川地域広域行政組合焼却施設 糸魚川広域清掃組合 五洋・谷村・田辺ＪＶ 玉石混じり砂礫 親杭 φ450 8.0ｍ

9月 新潟空港護岸工 国土交通省北陸地方整備局新潟港湾・空港整備事務所 ㈱本間組 地中支障物（コンクリート） 鋼矢板 φ600 9.0～15.0ｍ

10月 松浜特殊提災害復旧他工事 国土交通省北陸地方整備局阿賀野川工事事務所 ㈱森本組 敷石 鋼矢板 φ650 9.0ｍ

10月 火打12号スノーシェッドその３工事 国土交通省北陸地方整備局長岡国道工事事務所 ㈱文明屋 礫混じり粘性土 親杭 φ450 5.5ｍ

10月 山ノ相川下条停車場線山留工 新潟県十日町地域振興局 ㈱生越土建 玉石混じり土・軟岩 親杭 φ450 8.0ｍ

11月 松之山湯元山留工 新潟県十日町地域振興局 ㈱高橋組 玉石混じり土・軟岩 親杭 φ450 4.0ｍ

12月 五十嵐川災害復旧工事１－２工区 新潟県五十嵐川改修事務所 久保・木菱・推建ＪＶ 玉石混じり砂礫 鋼矢板 φ600 13.0～15.0ｍ

12月 五十嵐川災害復旧工事１－３工区 新潟県五十嵐川改修事務所 丸勝建設㈱ 玉石混じり砂礫 鋼矢板 φ600 12.5～16.0ｍ

H18年 2月 大坪用水堰改築工事 国土交通省北陸地方整備局富山国道事務所 大成建設㈱ 玉石混じり砂礫 鋼矢板 φ600 6.0ｍ

4月 奈良井川右岸雨水幹線第２工区発進立坑 長野県塩尻市役所 大成建設㈱ 玉石混じり砂礫 鋼矢板 φ500 9.5ｍ

5月 北陸幹金山Ｔ他 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 三井住友・加賀田・井上ＪＶ 転石混じり砂礫 親杭 φ500 10.0ｍ

6月 西谷川火山砂防工事 新潟県上越地域振興局 ㈱野本組 転石混じり砂礫 鋼矢板 φ500 7.0ｍ

6月 火打12号スノーシェッドその３工事 国土交通省北陸地方整備局長岡国道工事事務所 ㈱文明屋 軟岩 親杭 φ500 6.5～8.0ｍ

8月 奈良井川右岸雨水幹線第２工区到達立坑 長野県塩尻市役所 大成建設㈱ 玉石混じり砂礫 鋼矢板 φ500 10.0ｍ

10月 五十嵐川災害復旧工事１－5工区 新潟県五十嵐川改修事務所 ㈱本田組 玉石混じり砂礫 鋼矢板 φ600 16.0～17.5ｍ

10月 五十嵐川災害復旧工事１－6工区 新潟県五十嵐川改修事務所 栄建設㈱ 玉石混じり砂礫 鋼矢板 φ600 16.0～17.0ｍ

10月 虫川独立水管橋工事 新潟県上越市役所 ㈱武江組 玉石混じり砂礫 鋼矢板 φ500 10.0ｍ

12月 新潟空港排水施設設置工事 国土交通省北陸地方整備局新潟港湾・空港整備事務所 ㈱フジタ 地中支障物（コンクリート） 鋼矢板 φ600 6.0～12.0m

H19年 1月 九州新幹線蓮台寺高架橋工事 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 竹中・本間・藤本・五領JV 転石混じり砂礫 鋼管矢板 φ650 5.0～10.0ｍ

　　2月 北陸幹（黒・富）滑川北野ＢＬ他工事 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 竹中土木・名工・大高JV 玉石混じり砂礫 親杭 φ500 6.0m 

8月 一般県道川口岩沢線道路災害復旧工事 新潟県長岡地域振興局 ㈱高橋組 中硬岩 親杭 φ500 7.5～9.5m

9月 新潟空港排水施設設置工事 国土交通省北陸地方整備局新潟港湾・空港整備事務所 大豊建設㈱ 地中支障物（コンクリート） 鋼矢板 φ500 8.5m

山留工（土留親杭工、鋼矢板工）



施工年月 工　　事　　件　　名 発　　　注　　　者 元　　請 地　　盤 工種 掘削径 掘　削　長

9月 19年度西谷川火山砂防工事 新潟県上越地域振興局 ㈱野本組 転石混じり砂礫 鋼矢板 φ500・600 9.0～12.0m

10月 五十嵐川右岸築堤護岸その３工事 新潟県三条地域振興局五十嵐川改修事務所 ㈱福田組 玉石混じり砂礫 鋼矢板 φ600 7.0m

1１月 十日町下条側道橋工事 新潟県十日町地域振興局 ㈱越生土建 玉石混じり砂礫 親杭 φ600 9.0m

12月 北陸新幹線能生川橋梁他工事 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 白石・オリエンタル・水倉ＪＶ 玉石混じり砂礫 親杭 φ500 7.0～8.5m

12月 下郷地区管理施設棟新築工事 国土交通省東北地方整備局郡山国道事務所 ㈱南会西部建設コーポレーション 岩砕層盛土 親杭 φ500 8.0m

H20年 1月 新潟駅南口ビル建設工事 JR東日本 鹿島・鉄建JV 鉄筋コンクリート 鋼矢板 φ650 9.0m

3月
佐渡農業水利事業小倉幹線用水路
調圧水槽工事

農林水産省北陸農政局佐渡農業水利事業所 帯刀建設㈱ 泥岩 親杭 φ500 5.0～10.0m

5月 118号防災その１工事 福島県 五十嵐建設㈱ 硬岩 親杭 φ500 5.0m

5月 妙高田口給油所（跡地）土壌改良工事 民間 明治コンサルタント㈱ 転石混じり粘土 親杭 φ500 9.0m

6月 北陸新幹線小見高架橋工事 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 三井住友・大日本土木・澤井組JV 玉石混じり砂礫 親杭 φ500～600 8.0～11.0m

7月 118号防災その２工事 福島県 五十嵐建設㈱ 硬岩 親杭 φ500 5.0m

10月 尾道松江自動車道下門田橋下部工工事 国土交通省中国地方整備局三次河川国道事務所 ㈱本間組 硬岩（花崗岩） 鋼矢板 φ500～600 11.2m

11月 右岸幹線用水路その１４工事 農林水産省北陸農政局九頭竜川下流農業水利事業所 ㈱大本組 玉石混じり砂礫 親杭 φ500 7.5m

H21年 1月 北陸新幹線土口川B土留工事 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 三井住友・大豊・昭和JV 玉石混じり砂礫 親杭 φ500 5.0m

　　2月 北陸新幹線能生川橋梁他工事 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 オリエンタル白石・水倉ＪＶ 玉石混じり砂礫 親杭 φ500 4.5～10.5m

　　3月 北陸幹金山Ｔ他 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 三井住友・加賀田ＪＶ 転石混じり砂礫 親杭 φ500 6.5ｍ

　　3月 堀之内処理場汚水調整施設築造工事 新潟県流域下水道事務所 ㈱本間組 玉石混じり砂礫 親杭 φ450 8.5～9.5ｍ

　　4月 北陸新幹線魚津上中島Ｔ他工事 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 大林・松尾・辻ＪＶ 玉石混じり砂礫 親杭 φ500 8.0m

　　5月 北陸新幹線横町・寺島高架橋工事 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 前田・東洋・後藤JV 玉石混じり砂礫 親杭 φ500～600 6.5～8.5m

　　5月 北陸新幹線名立川Ｂ土留工事 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 三井住友・大豊・昭和JV 玉石混じり砂礫 親杭 φ500 8.5ｍ

7月 仙台市高速鉄道東西線西公園工区 仙台市交通局 大成・清水・アイサワ・橋本JV 玉石混じり砂礫 親杭 φ600 5.0m

12月 19号桟1号橋工事 国土交通省中部地方整備局飯田国道事務所 三井住友建設㈱ 転石
親杭

連続壁
φ550～650 13.0～17.0m

H22年 2月 山梨リニア実験線 浅川橋りょう他工事 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 五洋・阿部日鋼・大日本土木JV 玉石混じり砂礫 親杭 φ550 8.5m

　　4月 北陸新幹線神通川橋りょう他工事 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 大成・大豊・日本海建興JV 砂礫 鋼矢板 φ500 8.5m

6月 佐渡（21）局舎連絡通路工事 防衛省 ㈱近藤組 岩塊層 親杭 φ450 10.5m

8月 小倉幹線用水路付帯施設（その３）工事 農林水産省北陸農政局佐渡農業水利事業所 中川建設㈱ 玉石・軟岩 親杭 φ500 7.0m

9月 一般国道253号緊急地方道（国道改築）工事 新潟県十日町地域振興局 ㈱高橋組 軟岩 親杭 φ550 7.0～10.5m



施工年月 工　　事　　件　　名 発　　　注　　　者 元　　請 地　　盤 工種 掘削径 掘　削　長

9月 船見下水処理場消化槽撤去工事 新潟市下水道部 ㈱国土 コンクリート 鋼矢板 φ650 5.0m

11月 北陸新幹線加賀犀川橋りょう他工事 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 錢高・真柄・日本海ＪＶ 鉄筋コンクリート・砂礫 親杭 φ500 8.5m

H23年 2月 能生大橋架替その２工事 国土交通省北陸地方整備局高田河川国道事務所 伊藤・高村ＪＶ 玉石混じり砂礫 親杭 φ500 7.5m

　　3月 敦賀原子力発電所2号機代替放水路設置工事 日本原子力発電㈱ 大成・前田・間・塩浜ＪＶ 玉石混じり砂礫 親杭 φ600～650 14.5～21.0m

　　4月 大町新堰発電所建設工事 東京電力㈱ 大林・相模・峯村・大八木JV 玉石混じり砂礫 親杭 φ500 6.0m 

6月 津南中沢川県単砂防施設維持修繕工事 新潟県十日町地域振興局 ㈱高橋工務所 玉石混じり砂礫 親杭 φ500 12.5m

7月 信越線新潟駅付近高架化白山工区 東日本旅客鉄道㈱ 第一建設工業㈱ コンクリート 親杭 φ650 17.0m

8月 北陸新幹線白山成町高架橋他工事 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 前田・東洋・日本海ＪＶ 玉石混じり砂礫 親杭 φ500 12.0～13.0m

9月 北陸新幹線白山総合車両基地 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 鹿島・鉄建・飛島・北都ＪＶ 玉石混じり砂礫 親杭 φ600 13.5m

9月 佐渡一周線横断函渠復旧工事 新潟県佐渡地域振興局 ㈲菊池組 軟岩 親杭 φ500 7.0m

10月 犀川河川改修工事 長野県 ㈱フジタ 玉石混じり粘土 親杭 φ550 14.0～25.0m

11月 H23年度石打自歩道工事 国土交通省北陸地方整備局長岡国道事務所 ㈱文明屋 玉石混じり砂礫 親杭 φ500 9.0m

12月 米山交差点改良工事 国土交通省北陸地方整備局長岡国道事務所 丸勝建設㈱ 泥岩 親杭 φ500 11.0m

12月 富士川第一発電所枯下橋新設工事 民間 五洋建設㈱ 玉石混じり砂礫 親杭 φ550 8.0m

H24年 1月 能生大橋架替その3工事 国土交通省北陸地方整備局高田河川国道事務所 ㈱笠原建設 玉石混じり砂礫 親杭 φ500 10.5～13.0m

1月 能生大橋架替その4工事 国土交通省北陸地方整備局高田河川国道事務所 ㈱後藤組 玉石混じり砂礫 親杭 φ500 10.5m

1月 北陸新幹線白山総合車両基地 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 鹿島・鉄建・飛島・北都ＪＶ 玉石混じり砂礫 親杭 φ500 12.5m

　　4月 姫川港泊地(-10m)護岸仮設工工事 新潟県糸魚川地域振興局 ㈱谷村建設 玉石混じり砂礫 鋼矢板 φ600 10.0～19.5m

　　5月 高砂西港盛立地対策工事 民間 大成建設㈱ 産業廃棄物 鋼矢板 φ500 16.5～17.5m

9月 都市計画道路金沢鶴来線街路工事 金沢市 ㈱豊蔵組 玉石混じり砂礫 親杭 φ500 11.0m

10月 名古屋市伝馬町水処理センター建設工事その２ 名古屋市上下水道局 不動テトラ・鈴中JV 花崗岩混じりコンクリート 鋼矢板 φ650 8.0m

H25年 3月
十日町塩沢線戦略交付金（内地・県道）下部
工（Ａ１橋台）工事

新潟県十日町地域振興局 ㈱村山土建 玉石混じり砂礫、軟岩 鋼矢板 φ600 14.5m

7月 後町（ENG）模様替工事 民間 共立建設㈱ 玉石混じり砂礫 親杭 φ500 9.0m

8月 小林石油㈱糸魚川商品センター改造工事 民間 ㈱谷村建設 玉石混じり砂礫 親杭 φ500 8.5m

H25年 8月
3.4.1中央通り線広域連携（街路）旧橋撤
去・ボックス工事

新潟県十日町地域振興局 ㈱吉楽土建 玉石混じり砂礫 親杭 φ500 9.0m

8月 特養老プリマベーラ新築工事 民間 飯島建設㈱ 玉石混じり砂礫 親杭 φ500 9.0m

　　 8月 大道川２号床固工 新潟県佐渡地域振興局 ㈲前浜建設 転石混じり土 鋼矢板 φ650 9.0～10.0m



施工年月 工　　事　　件　　名 発　　　注　　　者 元　　請 地　　盤 工種 掘削径 掘　削　長

　　 9月 三階橋改築工事 名古屋市 ㈱大竹建設 鉄筋コンクリート 鋼矢板 φ600 7.5m

　　 9月 上須頃地区護岸工 国土交通省北陸地方整備局信濃川下流河川事務所 隆成建設㈱ 玉石混じり砂礫 鋼矢板 φ600 8.0m

　　 10月 東海環状員弁大安高架橋北下部工工事 国土交通省中部地方整備局北勢国道事務所 松岡建設㈱ 玉石混じり砂礫 鋼矢板 φ600 8.5～11.5m

　　 10月
王子マテリア㈱富士工場 第一工場6号
ボイラー新設工事

民間 五洋建設㈱ 玉石混じり砂礫 親杭 φ550 8.0～11.0m

　　 12月 （都）松任金剣通り線道路築造工事 白山市 ㈱松陽建設 玉石混じり砂礫 親杭 φ500 7.0～10.5m

H26年 1月 東海環状北勢治田高架橋中南下部工事 国土交通省中部地方整備局北勢国道事務所 ㈱矢野組 玉石混じり砂礫 鋼矢板 φ600 7.5～13.0m

1月 信濃築堤護岸その１工事 国土交通省北陸地方整備局信濃川河川事務所 ㈱曙建設 玉石混じり砂礫 控杭 φ650 11.0m

2月 電算旧本社ビル解体工事 民間 北野建設㈱ 玉石混じり砂礫 親杭 φ500 9.0m

3月 健和会病院新棟建設工事 民間 神稲建設㈱ 玉石混じり砂礫 親杭 φ500～600 6.5～10.0m

4月 戸倉構内研修線新設その他工事 民間 第一建設工業㈱ 玉石混じり砂礫 鋼矢板 φ650 6.0m

6月 3.4.1中央通り線広域連携（街路）ボックス上流工区工事 新潟県十日町地域振興局 ㈱吉楽土建 玉石混じり砂礫 親杭 φ500 9.0m

6月
柏崎周辺（二期）農業水利事業　幹線導水路
付帯整備工事

農林水産省北陸農政局柏崎周辺農業水利事業所 丸高建設㈱ 転石混じり土 親杭 φ500 6.5～8.5m

6月 電算ビル地下オイルタンク撤去工事 民間 北野建設㈱ 玉石混じり砂礫 親杭 φ500・550 7.5m

7月 東海環状員弁大安高架橋北下部工工事 国土交通省中部地方整備局北勢国道事務所 松岡建設㈱ 玉石混じり砂礫 鋼矢板 φ600 8.5m

7月 東海環状員弁大安高架橋下部工工事 国土交通省中部地方整備局北勢国道事務所 日本土建㈱ 玉石混じり砂礫 鋼矢板 φ600 8.5m

8月 国道253号庄之又川下流橋他2橋下部他工事 国土交通省北陸地方整備局長岡国道事務所 ㈱森下組 玉石混じり砂礫 親杭 φ500 9.0m

12月 柿川放水路本体(その3)工事 新潟県長岡地域振興局 福田・大石・山﨑JV 砂礫 親杭 φ500 6.5～7.5m

12月 マルコメ㈱アルコール関連改修工事 民間 北野建設㈱ 玉石混じり砂礫 親杭 φ600・500 7.0～8.5m

H27年 2月 東海環状北勢第一高架橋北下部工工事 国土交通省中部地方整備局北勢国道事務所 吉川建設㈱ 玉石混じり砂礫 鋼矢板 φ600 8.5～10.5m

6月 ハーモニックドライブシステムズ新工場建設工事 民間 北野建設㈱ 玉石混じり砂礫 親杭 φ500～600 6.5～11.5m

7月 長野市緑町立体駐車場新築工事 長野市 ㈱守谷商会 玉石混じり砂礫 親杭 φ500 7.5m

7月 国道283号釜石道路工事 国土交通省東北地方整備局南三陸国道事務所 ㈱大林組 玉石混じり砂礫 親杭・鋼矢板 φ500～600 6.5～12.0m

7月 レーベン長野南千歳新築工事 民間 ㈱守谷商会 玉石混じり砂礫 親杭 φ500～600 6.5～9.5m

8月
平成26年度　３・４・１中央通り線　県単街
路（元気・9月補正）ボックス工事

新潟県十日町地域振興局 ㈱吉楽土建 玉石混じり砂礫 親杭・鋼矢板 φ500 7.5m

9月 国道17号石打自歩道橋（下流側）工事 国土交通省北陸地方整備局長岡国道事務所 ㈱森下組 玉石混じり砂礫 親杭 φ500 9.5m

10月 オリンパス(株)岡谷事業所土壌改良工事 民間 清水建設㈱ 玉石混じり砂礫 親杭 φ500～600 7.0～11.0m

10月 サーパス県町新築工事 民間 ㈱穴吹工務店 玉石混じり砂礫 親杭 φ500 8.5m



施工年月 工　　事　　件　　名 発　　　注　　　者 元　　請 地　　盤 工種 掘削径 掘　削　長

H28年 2月 マルコメ㈱第三工場開発工事 民間 北野建設㈱ 玉石混じり砂礫 親杭 φ600 9.5m

4月 小牧向町ポンプ場工事 小牧市 ㈱長谷川組 玉石混じり砂礫 親杭 φ500 6.5m

6月 八十二銀行新井支店新築工事 民間 ㈱保坂組 玉石混じり砂礫 親杭 φ500 5.5～8.0m

9月
日本梱包運輸倉庫㈱松本営業所地下タンク入
替工事

民間 ㈱タツノ 玉石混じり砂礫 親杭 φ550 8.5m

9月 東飛山名立線平谷拡幅旧橋撤去工事 新潟県上越地域振興局 ㈱牛木組 玉石混じり砂礫・中硬岩 親杭 φ500 8.5m

9月 パチンコニューアサヒ立体駐車場建設工事 民間 コロナ技建㈱ 玉石混じり砂礫 親杭 φ550 9.0ｍ

10月 国道17号石打自歩道その８工事 国土交通省北陸地方整備局長岡国道事務所 ㈱北越舗道 玉石混じり砂礫 親杭 φ500 8.0m

10月 上信越自動車道妙高信濃工事 れいめい橋P4 東日本高速道路㈱ 清水建設㈱ 転石混じり土 親杭 φ500 10.5ｍ

11月 領家舗道仮設工事（その２） 永平寺町 稲垣建設㈲ 玉石混じり砂礫 親杭 φ500 9.0～11.0m

12月 新信濃変電所鋼直変換設備新設土木工事 東京電力パワーグリッド㈱ 熊谷・関電工JV 玉石混じり砂礫 親杭 φ550 9.0～11.0m

12月
庄川左岸農地防災事業 荒又排水路（小杉地
区）その２工事

農林水産省北陸農政局 庄川左岸農地防災事業所 真柄建設㈱ 玉石混じり砂礫 親杭 φ500 6.5m

12月 御代田町役場庁舎建設工事 御代田町 ㈱守谷商会 玉石混じり砂礫 親杭 φ500 6.5m

H29年 2月 北陸新幹線白山宮保高架橋 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 ㈱奥村組 玉石混じり砂礫 親杭 φ550 5.0～5.5ｍ

3月 佐渡一周線鷲崎工区道路改良（その２） 新潟県佐渡地域振興局 ㈲藤栄建設 凝灰岩 親杭 φ500 9.0ｍ

3月 上信越自動車道妙高信濃工事 白田切A1 東日本高速道路㈱ 清水建設㈱ 転石混じり土 親杭 φ600 18.0ｍ

5月 湯沢発電所 リプレースに伴う建築工事 東京電力ホールディングス㈱ ㈱植木組 玉石混じり砂礫 親杭 φ550 7.5m

5月 上田天神ブレインマンション新築工事 民間 ㈱ヤマウラ 玉石混じり砂礫 親杭 φ500 4.0ｍ

5月 中野勤労者福祉センター除去工事 中野市 ㈱フロンティアスピリット 玉石混じり砂礫 親杭 φ550 12.0ｍ

6月 札幌南整形外科病院解体工事 民間 伊藤組土建㈱ 玉石混じり砂礫 親杭 φ500 9.0～11.0m

6月 湯沢発電所 土木構造物新設工事並びに関連除去 東京電力ホールディングス㈱ ㈱植木組 玉石混じり砂礫 親杭 φ550 7.5～11.0m

7月 野沢温泉子育て支援センター建設工事 野沢温泉村 ㈱サンタキザワ 玉石混じり砂礫 親杭 φ500 6.0ｍ

8月 長野市西風間公民館建設工事 長野市 北野建設㈱ 玉石混じり砂礫 親杭 φ500 4.5ｍ

9月 一般県道大谷杉津線観音橋工事 福井市 谷口建設㈱ 転石 鋼矢板 φ600 5.0ｍ

10月 新日鉄住金直江津工場集水移送ピット設置工事 民間 ㈱植木組 鉱滓 鋼矢板 φ600 5.0ｍ

11月 岩室浄水場取水施設撤去工事 新潟市 ㈱福田組 玉石混じり砂礫 鋼矢板 φ650 6.0ｍ

11月 加治川右岸頭首工改修工事（2期工事） 農林水産省北陸農政局加治川二期農業水利事業所 真柄建設㈱ 転石混じり砂礫 鋼矢板 φ600 8.5～9.0m

11月 タカギセイコー本社並びに部品工場建設工事 民間 北野建設㈱ 玉石混じり砂礫 親杭 φ500 4.5ｍ
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12月 新光電気工業㈱高丘工場Ｈ棟増築工事 民間 北野建設㈱ 玉石混じり砂礫 親杭 φ500 4.0～5.0ｍ

H30年 1月 二級河川高橋川改修工事 金沢市 ㈱豊蔵組 玉石混じり砂礫 親杭 φ550 9.5ｍ

1月 佐渡法務総合庁舎新営工事 法務省法務局 ㈱本間組 玉石混じり砂礫 鋼矢板 φ600 6.0ｍ

2月 千曲川北八幡樋門改築工事 国土交通省北陸地方整備局千曲川河川事務所 ㈱植木組 コンクリート、玉石 鋼矢板 φ600 9.0m

3月 ㈱鈴木 生産システムD棟増築工事 民間 北野建設㈱ 玉石混じり砂礫 親杭 φ500 6.5ｍ

4月 オートライフ塩沢 中込店改築工事 民間 ㈱守谷商会 玉石混じり砂礫 親杭 φ550 8.0m

4月 山梨市駅橋上本屋他新築その他工事 東日本旅客鉄道㈱ 東鉄工業㈱ 玉石混じり砂礫 親杭 φ550 5.0～8.0m

5月 新姫川第六発電所新設工事 黒部川電力㈱ 前田建設工業㈱ 転石 親杭 φ600 8.0～11.0m

8月
長野県警察本部機動隊(18)電気設備改修
その他工事

国土交通省関東地方整備局 ㈱TOSYS 玉石混じり砂礫 親杭 φ500 6.0ｍ

9月 北麓新幹線白山美沢野高架橋工事 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 ㈱奥村組 玉石混じり砂礫 親杭 φ500 8.0m

9月
上山田病院診療棟あっとほーむ上山田棟
新設工事

民間 徳倉建設㈱ 玉石混じり砂礫 親杭 φ500 4.0ｍ

10月 加治川右岸頭首工改修工事（3期工事） 農林水産省北陸農政局加治川二期農業水利事業所 真柄建設㈱ 転石混じり砂礫 鋼矢板 φ600 8.5～9.0m

H31年 2月 二級河川高橋川改修工事 金沢市 ㈱豊蔵組 玉石混じり砂礫 親杭 φ550 9.5ｍ

3月 千曲川北八幡樋門改築工事 国土交通省北陸地方整備局千曲川河川事務所 ㈱植木組 玉石混じり砂礫 鋼矢板 φ600 9.0m

3月
DAWOメタル㈱溶解鋳造ピット9号建造工事
（1期工事）

民間 ㈱ナカノフドー建設 玉石混じり砂礫 親杭 φ550 7.0～10.0m

4月
青海浄化センター水処理施設改築（土木）工
事

糸魚川市
創和ジャステック・

伊藤・高村JV
玉石混じり砂礫 親杭 φ500 7.0～10.0m

R1年 5月 ポレスター塩尻広丘吉田新築工事 民間 北野建設㈱ 玉石混じり砂礫 親杭 φ500 6.5～7.5m

5月 佐渡法務総合庁舎新営（建築）工事 法務省法務局 ㈱本間組 玉石混じり砂礫 鋼矢板 φ600 6.5～8.5m

5月 長野駅東口ホテル新築工事 民間 北野建設㈱ 玉石混じり砂礫 親杭 φ500 5.5～6.5m

5月 小諸消防署庁舎建設工事 小諸市 中信建設㈱ 玉石混じり砂礫 親杭 φ550 8.5m

6月 南石堂A-1地区優良建築物等整備事業 民間 北野建設㈱ 玉石混じり砂礫 親杭 φ600 7.5m～12.5m

6月 ㈱竹内製作所事務所棟新築工事 民間 北野建設㈱ 玉石混じり砂礫 親杭 φ550 9.0m

7月
一級河川渋海川（永盛橋）広域連携（河川）
橋脚工工事

新潟県長岡地域振興局 ㈱大石組 玉石混じり砂礫 鋼矢板 φ600 13.0m

7月
DAWOメタル㈱溶解鋳造ピット9号建造工事
（2期工事）

民間 ㈱ナカノフドー建設 玉石混じり砂礫 親杭 φ500 8.0m
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H17年 １月 城山浄水場 新潟県津川町 ㈱本間組 硬岩 プレボーリング φ750 15.0ｍ

3月 親松排水機場改築工事 農水省北陸農政局亀田郷農業水利事業所 鹿島・福田ＪＶ 粘性土・改良地盤 仮桟橋親杭 φ５００・５５０・６００ 10.5～14.0ｍ

5月 湯西川ダム朝越地区工事用道路 国土交通省関東地方整備局・湯西川ダム工事事務所 ㈱北光 硬岩 仮桟橋親杭 φ600 10.0ｍ

　 10月 東北電力両津発電所新設調整層 東北電力㈱ ㈱本間組 砂礫 基礎杭（ＰＨＣ杭） φ450 １６.0ｍ

H18年  2月
両津漁港広域漁港（離島）暴風暴暑施
設基礎工工事

新潟県佐渡地域振興局 ㈱本間組 捨石層 置換工 φ650 2.0ｍ

3月 寝屋漁港鉄塔基礎 ＮＴＴ ㈱協和エクシオ 礫混じり粘土 基礎杭（鋼管杭） φ650 3.0ｍ

4月 村道川西線ふじみ橋桟橋親杭 新潟県上越地域振興局 ㈱米持建設 軟岩 仮桟橋親杭 φ500 6.0～8.0ｍ

5月 新潟港東港区南浜荷揚場建設工事 新潟県 ㈱本間組 地中支障物 鋼矢板先行削孔 φ600 4.0～5.0ｍ

8月 石塚加茂線朝日町照明灯基礎 新潟県上越地域振興局 ㈱野本組 玉石混じり砂礫 基礎杭（鋼管杭） φ500 5.0ｍ

H18年  9月 旧マルタケビル解体工事 民間 ㈱本間組 地中支障物 コンクリート基礎撤去 φ500 2.0～4.0m

 　11月 第二東名高速道路富士高架橋 中日本高速道路㈱ 三菱・日橋・川鉄ＪＶ 転石混じり砂礫 ベント基礎杭 φ600 3.0・13.0m

H19年  3月 中部電力北部変電所基礎杭 中部電力㈱ トーエネック㈱ 礫混じり粘土 監視カメラ塔基礎（ＰＨＣ杭） φ450 7.0～16.0m

　　 6月 上越火力線新設工事第３工区　No.64 中部電力㈱ ヒメノ・名東・山加・鈴鹿JV 礫混じり粘土・軟岩 送電線鉄塔基礎杭 φ550 24.0～27.0m

8月 城の橋３号幹線外布設 福井市役所 大成・江岸・生田ＪＶ 地中支障物 既設杭破砕 φ450 12.0m

8月 上越火力線新設工事第２工区　No.52 中部電力㈱ 川北・きんでん・名光・南JV 礫混じり粘土・軟岩 送電線鉄塔基礎杭 φ550 28.0～36.0m

9月 上越火力線新設工事第３工区　No.60 中部電力㈱ ヒメノ・名東・山加・鈴鹿JV 礫混じり粘土・軟岩 送電線鉄塔基礎杭 φ550 24.0～30.0m

11月 三郷地区防災工事 国土交通省北陸地方整備局新潟国道事務所 滝谷建設工業㈱ 硬岩 飛散防止柵支柱 φ500 2.5～5.0m

12月 大口町立大口中学校新築工事 愛知県大口町 五洋建設㈱ 玉石混じり砂礫 基礎杭（ＰＨＣ杭） φ450 9.0・12.0m

H20年  7月 佐渡（19）局舎新設建築工事 防衛省 ㈱本間組 礫混じり粘土 先行削孔（ＰＨＣ杭） φ600 13.0～28.0m

9月 柏崎環境浄化センター災害復旧工事 日本下水道事業団 ㈱植木組 地中支障物 先行削孔（PHC杭） φ500 4.5m

9月 北陸新幹線峰山トンネル 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 奥村・青木・真柄・牛木ＪＶ 粘性土・泥岩 地盤改良 φ650 4.0～7.0m

10月 半田改良その３工事 国土交通省関東地方整備局 佐田建設㈱ 玉石混じり砂礫 基礎杭（鋼管杭） φ600 6.5m

H21年  2月 柏崎刈羽原発災害復旧 東京電力㈱ 大成建設㈱ 岩塊・玉石 基礎杭（ＰＨＣ杭） φ550 8.0～9.0m

3月 両津公共下水 汚水管渠布設工事 佐渡市役所 本間道路㈱ 砂礫 基礎杭（ＰＨＣ杭） φ500 5.0ｍ

4月 富山駅東地区支障物移転他工事 西日本旅客鉄道㈱ 前田・鉄建ＪＶ 砂礫 支持杭(Ｈ型鋼） φ450 4.3ｍ

4月 日の出高齢者専用住宅建設工事 民間 ㈱オーハシアーキテクト 鉄筋コンクリート 先行削孔（PHC杭） φ650 5.0ｍ

基礎杭・支持杭等



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

施工年月 工　　事　　件　　名 発　　　注　　　者 元　　請 地　　盤 工種 掘削径 掘　削　長

5月 北陸新幹線歌川橋梁他工事 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 大成・若築JV 砂礫・軟岩 ベント基礎杭 φ500 9.0m

 　　７月
県立がんセンター新潟病院ＰＥＴ棟整
備建築工事

新潟県病院局 ㈱本間組 鉄筋コンクリート 地中支障物撤去 φ750 7.0m

11月 能生大橋迂回路仮橋設置工事 国土交通省北陸地方整備局高田河川国道事務所 ㈱植木組 玉石混じり砂礫 仮橋支持杭 φ550 6.5～8.5m

H22年  2月 山元海岸堤防補強工事 国土交通省東北地方整備局仙台河川国道事務所 野村建設㈱ 捨石・コンクリートブロック 堤防補強鋼矢板 φ600 11.0m

8月 金衛町工区護岸空洞対策その７工事 国土交通省北陸地方整備局信濃川下流河川事務所 隆成建設㈱ 捨石 地中支障物撤去 φ500 7.0m

10月 酒田港北港地区防波堤築造工事 国土交通省東北地方整備局酒田港湾事務所 ㈱本間組 ケーソン（無筋コンクリート） ケーソン補修 φ600 6.0m～15.0m

H23年10月 酒田港北港地区防波堤北・改良築造工事 国土交通省東北地方整備局酒田港湾事務所 ㈱本間組 ケーソン（無筋コンクリート） ケーソン補修 φ600 18.0m

12月 コズモパーク解体工事 民間 ㈱福田組 鉄筋コンクリート コア抜き φ600 3.5m

H24年  5月
逗子市環境クリーンセンター
最終処分場延命化工事

逗子市 ㈱本間組 一般廃棄物 廃棄物減容化 φ800 4.5m

H24年  6月
一般国道253号（虫川バイパス）道路
改良工事

新潟県上越地域振興局 ㈱武江組 軟岩 防護壁支柱 φ450 3.0m

8月 県立旧新発田病院（第一工区）解体工事 新潟県病院局 新発田建設㈱ 鉄筋コンクリート コア抜き φ600 1.3m

H25年  8月
PLB魚沼市大白川B無線基地局
電気通信設備新設工事

民間 東邦電気工業㈱ 玉石混じり土 G-ECSパイル先行削孔 φ650 9.0m

H27年  4月 大井火力変電所関連管路新設工事 東京電力㈱ 若築建設㈱ 砂礫 鋼管杭先行削孔 φ650 23.0m

5月 飯山線十日町魚沼中条間十号B改築他工事 東日本旅客鉄道㈱ 第一建設工業㈱ 砂礫 支持杭 φ500 8.0～9.5m

6月 篠ノ井線松本構内中条Bo改築他工事 長野県建設部松本建設事務所 ㈱ヤマウラ 砂礫 仮桟橋親杭 φ500～550 4.0～14.5m

H28年  2月 歌高架橋下部その７工事 国土交通省北陸地方整備局高田河川国道事務所 ㈱笠原建設 玉石混じり砂礫 仮桟橋親杭 φ600 5.5～7.5m

2月 歌高架橋下部その６工事 国土交通省北陸地方整備局高田河川国道事務所 ㈱谷村建設 玉石混じり砂礫 仮桟橋親杭 φ600 4.5～7.5m

3月 歌高架橋下部その５工事 国土交通省北陸地方整備局高田河川国道事務所 ㈱後藤組 玉石混じり砂礫 仮桟橋親杭 φ600 5.5～7.5m

3月 新福島変電所2号変圧器取替他工事 東京電力パワーグリッド㈱ ㈱関電工 玉石混じり砂礫 鋼管杭 φ650 25.0ｍ

5月
東飛山名立線平谷拡幅
迂回路仮橋設置工事

新潟県上越地域振興局 ㈱牛木組 玉石混じり砂礫 仮桟橋親杭 φ500 6.0m

8月 錦ホテル新築工事 民間 ㈱ナカノフドー建設 鉄筋コンクリート 地中支障物撤去 φ800 5.0ｍ

H29年  7月 赤泊幹線用水路第4次工事 新潟県佐渡地域振興局 共栄建設工業㈱ 中硬岩 PHC杭 φ550～600 16.0～17.0ｍ

8月 胎内第4発電所主要機器設置工事 新潟県企業局 ㈱東光高岳 転石 G-ECSパイル先行削孔 φ650 5.0ｍ

H30年  3月 八幡屋プロダクツ新築工事 民間 北野建設㈱ 玉石混じり砂礫 G-ECSパイル先行削孔 φ650 11.0ｍ

5月
351号防災安全緊急（防緊雪寒）
防雪柵設置工事（1工区）

新潟県長岡地域振興局 永井工業㈱ 玉石混じり粘土 鋼管杭 φ550 4.0m

6月 新信濃変電所HVDC変換所新設工事 東京電力パワーグリッド㈱ 熊谷・関電工JV 玉石混じり砂礫 鋼管杭 φ650 8.0ｍ



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

施工年月 工　　事　　件　　名 発　　　注　　　者 元　　請 地　　盤 工種 掘削径 掘　削　長

7月 深志ビル新築工事 民間 ㈱ヤマウラ コンクリート構造物 地中支障物撤去 φ550 5.0ｍ

R1年 5月 小諸消防署庁舎建設工事 小諸市 中信建設㈱ 玉石混じり砂礫 G-ECSパイル先行削孔 φ650 8.0ｍ

7月
一級河川渋海川（永盛橋）広域連携
（河川）橋脚工工事

新潟県長岡地域振興局 ㈱大石組 玉石混じり砂礫 仮受支持杭 φ550 10.0m

8月
351号防災安全緊急（防緊雪寒）
防雪柵設置工事（2工区）

新潟県長岡地域振興局 永井工業㈱ 玉石混じり粘土 鋼管杭 φ500 3.5m



施工年月 工　　事　　件　　名 発　　　注　　　者 元　　請 地　　盤 掘削径 掘　削　長

H17年  4月 多田皆川金井線改築工事 新潟県佐渡地域振興局地域整備部 帯刀建設㈱ 風化安山岩 φ４５０・５５０ 10.5～14.0ｍ

7月 一般国道402号道路災害復旧工事 新潟県巻土木事務所 ㈱中元組 軟岩 φ450 8.0ｍ

7月 吹谷繁窪線緊急地方道道路改良工事 新潟県長岡地域振興局 ㈱小林組 粘性土・軟岩 φ550 20.0ｍ

8月 胆沢ダム原石山材料採取 国土交通省東北地方整備局・胆沢ダム工事事務所 大成建設㈱ 軟岩・転石 φ450 17.0ｍ

10月 のげま地区災害関連緊急地すべり 新潟県長岡地域振興局 ㈱加賀田組 軟岩 φ550 10.5～26.0ｍ

H18年11月 外山ダム付替県道第二工区（その３） 北陸農政局佐渡農業水利事業所 ㈱新潟藤田組 粘性土・軟岩 φ450 15.0～18.0ｍ

H20年  6月 上越火力線新設工事第２工区　No.43 中部電力㈱ 川北・きんでん・名光・南JV 軟岩 φ550 13.0～16.5ｍ

H23年  7月 外山ダム周辺法面安定対策建設工事 北陸農政局佐渡農業水利事業所 ㈱近藤組 軟岩 φ550 17.0～24.0ｍ

H24年  4月 小谷地区災害関連緊急地すべり 新潟県十日町地域振興局 ㈱高橋組 泥岩 φ550 16.0～30.5ｍ

H26年  9月 一級河川鎌倉沢川 25年災砂防災害復旧工事 新潟県南魚沼地域振興局 ㈱植木組 転石 φ500 12.0ｍ

H28年  7月 鷹ノ巣道路大内渕道路改良その４工事 国土交通省北陸地方整備局羽越国道事務所 ㈱渡辺組 軟岩～中硬岩 φ500 8.0～16.0ｍ

地すべり抑止杭工


