
H15.01より携わった工事経歴

工 事 名 元 請 ( 発 注 元 ) 請負体制 工 種

第2名神揖斐川橋東(鋼複合PC上部工) H10.11 - H13.08 住友・ﾄﾞｰﾋﾟｰ・三菱 特定建設工事共同企業体 2次 型枠・足場･PC・ｺﾝｸﾘｰﾄ

第2名神揖斐川橋西(鋼複合PC上部工) H10.11 - H13.08 ﾋﾟｰｴｽ・大成・黄河 特定建設工事共同企業体 2次 型枠・足場･PC・ｺﾝｸﾘｰﾄ

日進瀬戸線日進JCT上部工工事 H13.09 - H14.07 川元建設株式会社 2次 型枠・足場･PC・ｺﾝｸﾘｰﾄ

第二東名高速道路　矢作川(PC上部工)東工事 H15.01 - H17.03 ｵﾘｴﾝﾀﾙ・大成・川田 特定建設工事共同企業体 2次 型枠・PC

前島高架橋 H15.11 - H16.09 洲本工事株式会社 2次 型枠・PC

平成14年度　東海環状古瀬間地区改良工事 H15.12 - H16.07 株式会社 森本組 1次 型枠・足場・ｺﾝｸﾘｰﾄ・ｸﾚｰﾝ

日進長久手大府線BOX築造工事 H15.12 - H16.07 株式会社 山本工務店 2次 型枠・鉄筋・足場･ｺﾝｸﾘｰﾄ・ｸﾚｰﾝ

長島温泉新遊具基礎工事　他 H16.03 - H16.12 株式会社 竹中土木 1次 型枠・鉄筋

第二東名高速道路　渡会高架橋(鋼上部工)工事 H16.04 - H16.09 ﾄﾋﾟｰ工業株式会社 2次 型枠

管理用小水力発電施設(土木・建築)工事 H16.05 - H17.03 株式会社 山本工務店 1次 型枠・鉄筋・足場･ｺﾝｸﾘｰﾄ・ｸﾚｰﾝ

如意雨水幹線下水道築造工事 H16.06 - H16.08 株木・昭和土木 特定建設工事共同企業体 2次 型枠・鉄筋・足場･ｺﾝｸﾘｰﾄ・ｸﾚｰﾝ

勝川高架西工区高架橋新設工事 H16.07 - H20.07 勝川高架西工区工事共同企業体 2次 型枠・足場・ｸﾚｰﾝ

蒲郡高架落合川橋りょうPC桁製作仮設(2)工事 H16.07 - H17.01 ﾄﾞｰﾋﾟｰ建設工業株式会社 2次 型枠・ｺﾝｸﾘｰﾄ・PC

石仏高架橋(上り線)路肩補修工事 H16.09 - H17.01 洲本工事株式会社 2次 型枠・鉄筋・ｺﾝｸﾘｰﾄ

西田川橋りょう工事 H16.09 - H17.02 ﾄﾞｰﾋﾟｰ建設工業 株式会社 2次 型枠・ｺﾝｸﾘｰﾄ・PC
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西田川橋りょう工事 H16.09 - H17.02 ﾄﾞｰﾋﾟｰ建設工業 株式会社 2次 型枠・ｺﾝｸﾘｰﾄ・PC

なばなの里　ｶﾞｰﾃﾞﾝｾﾝﾀｰ、花しょうぶ・あじさい園新築工事　他 H16.06 - H17.07 株式会社 竹中土木 1次 型枠・鉄筋

五色園ﾋﾟｯﾄ構築工 H17.02 - H17.03 株式会社 山本工務店 1次 型枠・鉄筋・足場･ｺﾝｸﾘｰﾄ・ｸﾚｰﾝ

庄内川稲永新田排水樋管撤去工事 H17.01 - H17.03 犬飼建設株式会社 1次 型枠・鉄筋・足場･ｺﾝｸﾘｰﾄ・ｸﾚｰﾝ

豊田　上挙母高架 H17.02 - H17.02 昭和土木株式会社 1次 型枠・鉄筋・ｺﾝｸﾘｰﾄ

平成16年度　北勢BP側道整備工事 H17.02 - H17.07 株式会社 杉本組 2次 足場・ｸﾚｰﾝ

東名阪自動車道　高針工事 H17.04 - 現在着工中 鹿島建設㈱(鹿島・奥村・大豊 特定建設工事共同企業体) 1次 足場

長島温泉北俳砂地駐車場新設工事 H17.05 - H17.05 株式会社 竹中土木 1次 型枠・鉄筋

いなべ市阿下喜温泉温浴施設　新築工事 H17.07 - H17.1 株式会社 中村組 2次 型枠

第7次小碓幹線下水道築造工事 H17.07 - H18.01 株式会社 錢高組 2次 鉄筋・型枠

23号要町環境施設帯整備工事 H17.09 - H17.1 昭和土木株式会社 2次 鉄筋・型枠・ｺﾝｸﾘｰﾄ

雲出川左岸浄化ｾﾝﾀｰⅡ系水処理施設建設工事 H17.09 - H18.08 佐藤・東海土建 特定建設工事共同企業体 1次 型枠

名古屋市荒池北土地区画整理事業　調整池築造工事 H18.01 - H18.05 名古屋東部建設企業体 1次 型枠・鉄筋・足場･ｺﾝｸﾘｰﾄ・ｸﾚｰﾝ

ﾅｶﾞｼﾏｽﾊﾟｰﾗﾝﾄﾞ施設整備工事、北駐車場造成(5工区)、調整池 H18.02 - H18.06 株式会社 竹中土木 1次 型枠・鉄筋

第二東名道路　豊田地区附帯工工事　馬池 H18.03 - H18.06 山昇建設株式会社 2次 型枠・鉄筋・ｺﾝｸﾘｰﾄ

県道高速名古屋朝日線古城工区ＰＣ上部工事 H18.05 - H18.08 ﾄﾞｰﾋﾟｰ建設㈱(阿部・ﾄﾞｰﾋﾟｰ・昭和 特定建設工事共同企業体) 2次 型枠・鉄筋・足場･ｺﾝｸﾘｰﾄ

五反田雨水幹線下水道築造工事 H18.05 - H20.01 ㈱ﾌｼﾞﾀ(㈱ﾌｼﾞﾀ･三井住友･大本 特定建設工事共同企業体) 2次 型枠

ﾄﾖﾀ車体いなべ工場 防音壁基礎工事 H18.06 - H18.07 株式会社 竹中土木 1次 型枠・鉄筋・ｺﾝｸﾘｰﾄ

緑区 小坂上水 防壁工 H18.06 - H18.07 安藤技建株式会社 1次 型枠・鉄筋

瀬戸幡野東土地区画整理組合事業4-1号線動力擁壁工 H18.07 - H18.08 株式会社 山本工務店 1次 型枠

平成17年度23号線大高町西遮音壁設置工事 H18.09 - H19.02 昭和土木株式会社 1次 型枠・鉄筋
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名航大江西敷地 危険物温度管理倉庫新築工事 H18.12 - H19.02 株式会社 林工務店 1次 型枠・鉄筋

日進市岩崎町根裏宅地造成工事 擁壁工 H19.02 - H19.07 株式会社 山本工務店 1次 型枠・鉄筋・ｺﾝｸﾘｰﾄ

名古屋市中川区下之一色町平成18年度1号一色大橋下部工事 H19.03 - H19.06 株式会社 森本組 1次 型枠・足場・ｺﾝｸﾘｰﾄ

逢妻交流館移転用地造成工事 H19.05 - H19.06 株式会社 近藤組 2次 型枠・鉄筋・ｺﾝｸﾘｰﾄ

阿久比宮津板山土地区画整理事業造成工事 H19.08 - H19.09 株式会社 銭高組 2次 足場

村中高架（道路改良工事の内橋梁下部工事） H19.11 - H20.03 株式会社 森本組 1次 型枠・足場・ｺﾝｸﾘｰﾄ

鳴海下水処理場ﾎﾟﾝﾌﾟ井改造工事（その4） H19.11 - H20.03 ㈱近藤組・山城土木㈱・㈱丸中組 2次 型枠・鉄筋

打出下水処理場脱臭設備基礎工事 H19.11 - H19.12 株式会社 丸中組 2次 型枠・鉄筋

長島町単独公共下水道事業 H19.11 - H20.02 霞興業有限会社 1次 型枠・鉄筋・足場

平成19年度　八田川八光堤脚保護工事 H19.11 - H19.12 犬飼建設株式会社 1次 足場

道路改良工事　　福田川右岸ボックス工 H19.11 - H20.04 山田建設株式会社 2次 鉄筋

消防団第5分団詰所移転新築工事 H19.12 - H20.04 株式会社 大金工務店 1次 型枠・鉄筋・ｺﾝｸﾘｰﾄ

常滑観光ﾎﾃﾙ改修工事 H19.12 - H20.01 株式会社 林工務店 1次 型枠

東郷配水場増設造成工事 H19.12 - H20.08 株式会社 竹中土木 2次 型枠・鉄筋

下志段味第6号水路築造工事 H19.12 - H20.03 日本技建㈱・屋田建設㈱ 2次 型枠・鉄筋
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下志段味第6号水路築造工事 H19.12 - H20.03 日本技建㈱・屋田建設㈱ 2次 型枠・鉄筋

平成18年度23号飛島地区橋梁補強補修工事 H20.01 - H20.02 三光テクノ株式会社 2次 型枠・鉄筋

耐震補強工事　上市・百々線（吉田橋） H20.01 - H20.02 株式会社 山本工務店 1次 型枠・鉄筋・足場

緊急防災対策河川工事二級河川茶屋川 H20.01 - H20.05 株式会社 山本工務店 2次 型枠・鉄筋

三階橋改築工事（下部工及び取付道工） H20.01 - H20.07 株式会社 竹中土木 1次 型枠・足場

㈱豊田自動織機ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ研修ｾﾝﾀｰ新築工事 H20.01 - H20.04 ㈱竹中土木・㈱近藤組 2次 型枠・鉄筋・足場

北区清水五丁目付近下水道築造工事・特殊人孔工 H20.01 - H20.04 屋田建設 2次 型枠・鉄筋

勝川高架西工区高架橋新設工事 H20.01 - H20.09 ｼﾞｪｲｱｰﾙ東海建設株式会社 1次 型枠・足場･PC・ｺﾝｸﾘｰﾄ・ｸﾚｰﾝ

西桑名幹線雨水管路施設仮排水路工事 H20.04 - H20.06 天元工業株式会社 1次 型枠・鉄筋

守山区川東山から松坂町地内間 東北部共同溝1800粍春日井送水幹線入溝工事 H20.04 - H20.07 株式会社 ノゼキ(株式会社 土屋組) 2次 型枠・鉄筋・足場･ｺﾝｸﾘｰﾄ・ｸﾚｰﾝ

立田配水場管理本館耐震補強改修工事 H20.04 - H20.08 福岡建設株式会社 1次 型枠

東名阪自動車道 しまだ工事 H20.06 - H20.11 株式会社 浜名(奥村・東洋・名工 特定建設工事共同企業体) 2次 ｸﾚｰﾝ

新鳴海雨水幹線下水道築造工事 H20.08 - 現在着工中 株式会社 ノゼキ(安田株式会社) 2次 型枠・鉄筋

県道高速名古屋新宝線竜宮工区PC上部工事 H20.08 - 現在着工中 川元建設㈱(ｵﾘｴﾝﾀﾙ白石・川田・ｺｰｱﾂ 特定建設工事共同企業体) 2次 型枠・鉄筋・足場･ｺﾝｸﾘｰﾄ・ｸﾚｰﾝ

扇川右岸雨水幹線下水道築造工事（その２） H20.08 - 現在着工中 山城土木株式会社(機動建設工業株式会社 名古屋支店) 2次 型枠・鉄筋・足場･ｺﾝｸﾘｰﾄ・ｸﾚｰﾝ

第二東名高速道路 乙川橋工事 H20.08 - 現在着工中 ㈱泰成(ｵﾘｴﾝﾀﾙ白石㈱・㈱植木組 特定建設工事共同企業体) 2次 型枠・鉄筋・足場

県道高速名古屋新宝線大江工区PC下部工事 H20.11 - 現在着工中 株式会社 奥村組(奥村・ﾌｼﾞﾀ・岩田地崎共同企業体) 2次 ｸﾚｰﾝ

緊急防災対策河川工事（2号工）一級河川鴨田川 H20.12 - 現在着工中 株式会社 丸中組 2次 型枠・鉄筋・足場･PC・ｺﾝｸﾘｰﾄ
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