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令和4年6月現在

着工日
(平成○年○月)

工事種類
(公共・民間)

工事種別
(建築・土木)

工事場所
(都道府県)

発注者 設計監理者 鉄筋業者 受注者 工事名称 鋼種  鋼径(呼び名)

令和4年2月 公共 土木 福井県 福井県 (有)大平鉄筋 嶺南建設(株) 河川改修工事（松島橋改修） SD345 D32

令和4年2月 公共 土木 神奈川県 横浜市 飛島・奈良・センチュリーJV 西部水再生センター SD345 D19

令和4年1月 公共 土木 茨城県
国土交通省　関東支店

整備局　常陸河川国道事務所
(株)大平 株木建設(株) R2国道50号米沢高架橋耐震補強他工事 SD390 D29

令和4年1月 公共 土木 愛知県 愛知県建設局 三旺建設(株) 小焼野4号工 SD345 D16

令和4年1月 公共 土木 広島県 広島県 五洋建設(株) 第三桟橋新設工事 SD345～SD390 D25・D29

令和3年12月 公共 土木 石川県 北陸地方整備局 (株)青山 加賀建設(株) R2小松バイパス八幡北跨道橋下部工事 D16

令和3年12月 公共 土木 福島県 福島県 (有)佐藤鉄筋
堀江・加地和・福田

特定建設工事共同企業体
第19-41380-0160号河川（交付（再復））工事（門柱） SD345 D19・D22

令和3年11月 公共 土木 京都府 (有)平井鉄筋工業 (有)平井鉄筋工業 東所川広域河川改修（防災・安全）工事 SD345～SD390 D19～D29

令和3年11月 公共 土木 三重県 桑名建設事務所 別府建設(株)  令和3年度一般県道桑名東員線(中央大橋)橋梁補強工事 SD345 D25・D29・D51

令和3年11月 公共 土木 兵庫県 神戸市 (有)池町鉄筋 (株)大林建設 北（山原橋）水管橋仮設工事 SD345 D25

令和3年10月 公共 土木 兵庫県 加東市上下水道部工務課 (株)相互設計事務所 (株)コミナミ (株)ハマダ 令和元年度 生活基盤施設耐震化等交付金事業広沢浄水場更新工事 SD345 D25

令和3年10月 公共 土木 栃木県 千葉窯業（株） 新東名高速道路川西工事 SD345 D22

令和3年9月 公共 土木 石川県 北陸地方整備局 (株)柴田鉄筋 日本海建設(株) R2小松バイパス八幡高架橋下部工事 SD345 D19

令和3年9月 公共 土木 埼玉県 加須市 東武鉄筋(株) (株)久保田建設 加須市上水道管理センター改修工事(一部) SD345 D22

令和3年9月 公共 土木 石川県 金沢市 (株)川上鉄筋工業 毎田建設(株) 大浦千木町線 SD345 D29

令和3年8月 公共 土木 福井県 JR東日本 (株)北成 熊谷・砺波・関JV 北陸新幹線、芦原温泉駅 SD345 D19・D22

令和3年6月 公共 土木 岡山県 (株)西日本アチューマットクリーン (有)竹光建設工業 清水建設(株) 笹目谷産業廃棄物処理施設建設工事 SD345 D25

令和3年6月 公共 土木 岡山県 岡山県 (株)林圧接 国道2号玉島維持管内橋梁耐震補強補修工事 SD345～SD390 D16・D22・D35～D51

令和3年6月 公共 土木 岡山県 岡山市 (有)カタヤマネオファーム (有)光南台土建 児島七区第五号樋門門柱工事 SD345～SD390 D10～D29

令和3年5月 公共 土木 愛知県 NEXCO中日本 ショーボンド建設(株) 伊勢湾岸自動車道豊田管内伸縮装置改良工事(平成30年度) D13～D19

令和3年4月 公共 土木 和歌山県 NEXCO西日本 大聡工業 エム・エムブリッジ 水尻高架橋他２橋（鋼上部工）工事（熊井第二高架橋） SD345 D16･D19･D22

令和3年4月 公共 土木 京都府 京都府流域下水道事務所 (株)サンワイインテック 下岡建設(株) 木津川流域下水道 洛南浄化センター建設工事 SD345 D22・D25

令和3年4月 公共 土木 岡山県 山陽ロード 国土交通省岡山国道事務所 (株)林圧接 山陽ロード 国道2号玉島維持管内橋梁耐震補強補修工事 SD345 D16・D22

令和3年3月 公共 土木 富山県  国土交通省北陸地方整備局 (株)青山 辻建設(株) 富山跨線橋補強その6工事 SD390 D29・D32

令和3年3月 公共 土木 岡山県  国土交通省中国地方整備局 (株)原田瓦斯圧接工業 (株)カザケン 大西高架橋耐震補強工事 SD345 D16
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令和3年2月 公共 土木 兵庫県 兵庫県 (株)ホーク 常盤興業(株) （主）福良江井岩屋線橋梁耐震補強工事（富島橋） SD345 D22

令和3年2月 公共 土木 東京都 東京都下水道局 東京都下水道局 (株)秀栄工業 戸田建設(株) みやぎ水再生センター雨水ポンプ棟建設工事 SD295～SD345 D16・D25

令和3年2月 公共 土木 福井県 JRTT鉄道・運輸機構 JRTT鉄道・運輸機構 (有)北成鉄筋工業 熊谷・岩田地崎・関JV 北陸新幹線､坂井高架橋 D13・D16

令和3年2月 公共 土木 和歌山県 NEXCO西日本 大聡工業 (株)IHIインフラシステム 湯浅御坊道路中津川第二橋他３橋（鋼上部工）工事 SD345 D19

令和3年2月 公共 土木 岡山県  国土交通省中国地方整備局 (株)原田瓦斯圧接工業 (株)荒木組 旭川大橋耐震補強工事 SD390 D22・D25

令和3年2月 公共 土木 岐阜県 新都工業(株) 美濃屋橋 SD295～SD345 D16・D22

令和3年2月 公共 土木 愛知県 野村不動産(株) 矢作建設工業(株) 新都工業(株) 矢作建設工業(株) JR春日井駅南東地区 SD345 D19・D22

令和3年2月 公共 土木 岡山県
国土交通省岡山国道事務所

玉島維持出張所
(株)林圧接 山陽ロード工業(株) 国道２号玉島維持管内橋梁耐震補強補修工事 SD345～SD390 D16～D51

令和3年1月 公共 土木 埼玉県 さいたま市建設局 南部建設事務所道路建設課 とだか建設(株) 一般国道463号　越谷浦和バイパス鶴巻陸橋下部工補強工事(R2) SD345 D35

令和2年12月 公共 土木 富山県  国土交通省北陸地方整備局 (株)青山  (株)横河ブリッジ(株)岡部 楡原猪谷道路猪谷橋上部工事 SD345 D51

令和2年12月 公共 土木 福島県 福島県 波多野鉄筋(有) 山木工業(株) 小名浜東港地区荷役機械建造工事 SD345 D32

令和2年12月 公共 土木 沖縄県  沖縄総合事務局南部国道事務所 (株)屋部土建 令和2年度国道58号線宜野湾大山地区函渠外3件工事 SD295～SD345 D13

令和2年11月 公共 土木 福島県 大林道路(株) 十文字トンネル舗装工事 D16・D19

令和2年11月 公共 土木 石川県 JRTT鉄道・運輸機構 JRTT鉄道・運輸機構 大森鉄筋(有) 奥村・トーケン・中東ＪＶ 北陸新幹線、小松駅高架橋他② SD390 D29

令和2年11月 公共 土木 和歌山県 NEXCO西日本 大聡工業 エム・エムブリッジ(株) 湯浅御坊道路水尻高架橋他２橋（鋼上部工）工事 SD345 D19

令和2年11月 公共 土木 滋賀県 湖南市 新都工業(株) ライム(株) 甲西中央橋修繕工事

令和2年11月 公共 土木 東京都 東京都水道局 東京都水道局経理部営繕課 (株)フジタ 東村山浄水場拝趨処理所 SD345 D25

令和2年11月 公共 土木 山口県 岩国市 (株)鴻池組 一文字処理区雨水調整槽整備工事 SD390 D32

令和2年11月 公共 土木 岡山県 国土交通省岡山国道事務所 ショーボンド建設(株) 国道２号道口高架橋耐震補強補修その４工事 SD345 D16・D19

令和2年10月 公共 土木 石川県  国土交通省北陸地方整備局 (株)柴田鉄筋 日本海建設(株) Ｒ２小松バイパス八幡高架橋下部工事 D19

令和2年10月 公共 土木 富山県  国土交通省北陸地方整備局 (株)青山 (株)岡部 富山跨線橋補強その4工事 SD345 D32

令和2年10月 公共 土木 福井県 JRTT鉄道・運輸機構 JRTT鉄道・運輸機構 (株)富士ピーエス 大林・名工・道端ＪＶ 北陸新幹線、福井開発高架橋 D22

令和2年9月 公共 土木 大阪府 守口市 (株)井沢設計 山下鉄筋工業(株) (株)久本組 大枝寺方線分水人孔築造工事 SD345 D22

令和2年9月 公共 土木 兵庫県 加東市 (株)相互設計事務所 (株)コミナミ (株)ハマダ 令和元年度生活基盤施設耐震化等交付金事業広沢浄水場更新工事 SD345 D25

令和2年9月 公共 土木 京都府  京阪電気鉄道(株)工務部技術課 村田鉄筋(株) 吉村建設工業(株) 京都市受託府道宇治淀線淀高架橋（京阪電鉄跨線区間）補修工事（2工区 SD390 D38
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令和2年9月 公共 土木 兵庫県 宝塚市 山下鉄筋工業(株) (株)森組 荒地西山線道路工事 SD345 D19・D25

令和2年9月 公共 土木 大阪府 大阪府
パシフィックコンサルタンツ(株)
中央復建コンサルタンツ(株)

鹿島建設(株) 田尻スカイブリッジ耐震補強工事 SD345 D35

令和2年9月 公共 土木 岡山県 NEXCO西日本 (株)原田瓦斯圧接工業 (株)東亜建設工業 佐山高架橋耐震補強工事 SD390 D32

令和2年9月 公共 土木 福島県 NEXCO東日本 (株)カイセイ 三井住友建設(株) 常磐自動車道小久川橋(PC上部工)工事 SD345 D22

令和2年8月 公共 土木 滋賀県 NEXCO西日本 (株)辻本建設 五洋建設(株) 新名神高速道路大津ジャンクション東工事 SD345～SD390 D22～D29

令和2年7月 公共 土木 兵庫県 高砂市 (株)林田組 前田建設工業(株) 高砂市高砂浄化センター雨水施設建設 SD345～SD390 D22～D29

令和2年7月 公共 土木 大阪府 JR西日本(株) 村田鉄筋(株) 大鉄工業(株) 野崎駅橋上化 SD345～SD390 D25・D32

令和2年7月 公共 土木 大阪府 大阪市 海老ウォーターリンク(株) 大成建設(株) 大阪市海老江下水処理場改築更新事業 SD345～SD390 D19～D32

令和2年7月 公共 土木 三重県 NEXCO中日本 新都工業(株) 伊勢自動車道 SD295～SD345 D13・D19

令和2年7月 公共 土木 岡山県 国土交通省岡山国道事務所 (株)林圧接 山陽ロード工業(株) 国道2号爪先高架橋耐震補強補修その3工事 SD345～SD390 D16～D51

令和2年7月 公共 土木 岡山県 国土交通省岡山国道事務所 (有)カタヤマネオファーム 中国化工建設(株) 国道2号爪崎高架橋耐震補強補修その2工事 SD345～SD390 D16～D51

令和2年7月 公共 土木 岡山県 国土交通省岡山国道事務所 (株)林圧接 山陽ロード工業株式会社 国道2号道口高架橋耐震補強補修その6工事 SD345～SD390 D16～D35

令和2年6月 公共 土木 長野県 長野県茅野市 (有)国実工業 令和元年度交付金公園大橋補修工事 SD345 ボルト31mm

令和2年6月 公共 土木 滋賀県 NEXCO西日本 青木あすなろ建設(株) 新名神高速道路信楽川橋西(下部工)工事 SD345 D25

令和2年5月 公共 土木 福井県 NEXCO中日本 大鉄工業(株) 富士ピーエス・安藤・間JV
北陸自動車道（特定更新等）九頭竜川橋他2
橋床版取替工事（その1）＝（松岡高架橋）

SD345 D32

令和2年5月 公共 土木 石川県 JRTT鉄道・運輸機構 大森鉄筋(有) 奥村組・加賀建設・江口ＪＶ 北陸新幹線、小松駅高架橋他① SD345 D25

令和2年4月 公共 土木 大阪府 大阪市 (株)奥村組 奥村組・森本・ハンシンＪＶ 大阪駅前地下道東広場改築その他工事 SD345 D22～D32

令和2年4月 公共 土木 和歌山県 NEXCO西日本 大聡工業 (株)駒井ハルテック 湯浅御坊道路熊井第三高架橋（鋼上部工） SD345 D25～D32

令和2年4月 公共 土木 愛知県 名古屋高速道路公社 新都工業(株) 黄金 線橋 SD490 D51

令和2年4月 公共 土木 徳島県 NEXCO西日本 NEXCO西日本 (株)竹中土木 四国横断自動車道旭野工事 SD390 D38

令和2年3月 公共 土木 大阪府 大阪市 (株)平形組 淺沼・南海辰村JV 楠葉取水場取水施設耐震改良工事 SD345～SD390 D19～D32

令和2年3月 公共 土木 富山県 NEXCO中日本 (株)青山 ピーエス三菱・名工建設JV 東海北陸自動車道上見橋（上・下部工）工事 SD345 D29

令和2年3月 公共 土木 愛知県  国土交通省中部地方整備局 新都工業(株) 木村建設(株) 155号豊田南BP宮口橋A下部工事 SD390 D32

令和2年3月 公共 土木 千葉県 (株)市原組 社会資本総合交付金工事(仮称下金山橋P12・14橋脚) SD390 D38

令和2年2月 公共 土木 山梨県 山梨県 植野興業(株) Ｒ１国道２０号大月ＢＰ花咲地区改良工事 SD345 D32
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令和2年2月 公共 土木 石川県 JRTT鉄道・運輸機構 JRTT鉄道・運輸機構 (株)青山 若築・本間・石田ＪＶ 北陸新幹線、能美西任田高架橋

令和2年2月 公共 土木 福島県 NEXCO東日本 (株)IHIインフラシステム 常磐自動車道いわき中央橋（鋼上部工）工事 SD345 D13～D29

令和2年2月 公共 土木 広島県 広島市水道局 (株)クリケン (株)伏光組 山田第二調整池耐震補強その他工事 SD345～SD390 D25・D29

令和2年2月 公共 土木 岡山県
西日本旅客鉄道(株)

鉄道事業本部岡山新幹線
土木技術センター

西日本旅客鉄道(株)
鉄道事業本部岡山新幹線

土木技術センター
(株)モリタビルド (株)大本組 Ｈ３1岡幹士セ単柱橋脚耐震補強工事 SD390 D29・D32

令和2年2月 公共 土木 愛知県 NEXCO中日本 川田・MMB・宮地共同企業体 名古屋第二環状自動車道西蟹田第一高架橋他６橋（鋼上部工）工事 SD345 D25・D32・D51

令和2年1月 公共 土木 鳥取県 鳥取県東部広域行政組合 (株)熊谷組 鳥取県東部広域行政管理組合可燃物処理施設整備・運営事業 SD345～SD390 D19～D29

令和2年1月 公共 土木 奈良県 奈良県流域下水道センター 森鐵筋(株) (株)上村組 佐保川幹線特殊人孔築造工事(防災・安全交付金事業) SD345 D19～D38

令和2年1月 公共 土木 神奈川県 小田急電鉄(株) (株)フジタ 土木施設改修工事(秦野構内)排水整備工 SD345 D25

令和1年12月 公共 土木 東京都 (株)大島産業 中央自動車道天神橋他６橋耐震補強工事(平成30年度) SD390 D29

令和1年12月 公共 土木 福井県 (株)日本ピーエス (株)日本ピーエス SD345 D16

令和1年11月 公共 土木 富山県 (株)林土木 富山市岩瀬汚水中継ポンプ場建設工事その２ SD345 D13・D16

令和1年11月 公共 土木 福井県 (有)成瀬鉄筋 (株)平川 道路改良工事（町道柿ヶ渡線第4工区） SD345～SD390 D29・D32

令和1年11月 公共 土木 富山県 川田建設(株) 藤木高架橋上部工工事 SD345～SD390 D19・D32

令和1年11月 公共 土木 茨城県 水戸市 熊谷・常総・藤和・雲井・ユタカ特定JV 水戸市一般廃棄物第三 終処分場埋立施設建設工事 SD345 D25

令和1年11月 公共 土木 神奈川県 横浜市 原田鉄筋(株) 大成建設(株) 相鉄星川立体工事 D13～D19

令和1年10月 公共 土木 神奈川県 首都高速道路(株)神奈川管理局 (株)奥村組 首都高神奈川工事所 SD295 D13

令和1年10月 公共 土木 兵庫県 国土交通省 NEXCO西日本 (株)林圧接 オリエンタル白石(株) 中国自動車道（特定更新等）千種川橋床板取替工事Ⅰ SD345 D19

令和1年10月 公共 土木 福井県 (有)北成鉄筋工業 (株)熊谷組 北陸新幹線福井髙栁高架橋 SD345 D13・D16・D25

令和1年10月 公共 土木 神奈川県 川崎市 川崎市建設緑政局 青山 清水建設(株) 五反田川放水路施設整備工事 SD345 D25～D41

令和1年8月 公共 土木 岡山県 (株)熊谷組
中国自動車道(特定更新等)北房ＩＣ～大佐スマートＩＣ間

(上り線)土木更新工事
D19

令和1年8月 公共 土木 東京都 東京都下水道局 日本工営(株) 五洋建設(株) 砂町水再生センター合流改善施設建設その5工事 SD390 D22～D32

令和1年8月 公共 土木 東京都 東京外かく環状国道事務所 高橋鉄筋工業(有) 大林・大本特定建設工事共同企業体 東京外環中央ＪＣＴ北側ランプ改良工事 SD345 D29～D41

令和1年7月 公共 土木 山梨県 国土交通省 飯田鉄工(株) 一般国道358号城山橋上部工事 SD345 D13・D16

令和1年7月 公共 土木 神奈川県 NEXCO中日本 オリエンタル白石(株) 新東名柳島高架橋工事（ＣＰ5ケーソン） SD345 D38

令和1年7月 公共 土木 千葉県 千葉県 阿部建設(株)
社会資本総合交付金工事

(仮称土屋橋本線P5・BランプP2・CランプP3橋脚）
SD390 D35・D38
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令和1年5月 公共 土木 神奈川県 NEXCO中日本 オリエンタル白石(株) 新東名柳島高架橋工事（ＣＰ4ケーソン） SD390 D41

令和1年5月 公共 土木 静岡県 NEXCO中日本 (株)竹中土木名古屋支店 東名高速道路東名静岡東スマートインターチェンジ工事 SD345 D13・D25・D29

令和1年5月 公共 土木 東京都 東京都 ジーアンドエスエンジニアリング(株) 空堀川東芝中橋新中砂橋 SD345 D19

平成31年4月 公共 土木 新潟県 前田・佐藤・協和・小野JV
大石排水区大石2号貯留管下水工事

（＝新潟大石シールド工事PCBOX開口塞ぎ）
SD345 D16

平成31年4月 公共 土木 大阪府 箕面市 箕面市 (株)辻本建設 (株)大林組 北大阪急行線延伸工事 SD345～SD390 D19～D32

平成31年4月 公共 土木 富山県 竹沢建設(株) 庄川・三谷護岸災害復旧その2工事 SD345 D29

平成31年3月 公共 土木 新潟県 山田工業(株) 鹿島・西松・福田JV 信越線新潟駅付近高架化笹口工区西 SD390 D38

平成31年3月 公共 土木 東京都 東京地下鉄(株) メトロ開発(株)
東急・鹿島・清水・

鉄建建設JV
銀座線渋谷駅東館工区土木工事 SD390 D51

平成30年12月 公共 土木 岩手県 NEXCO東日本 (株)サンエーテック 山和建設(株) 滝沢南スマートインターチェンジ SD345 D16・D19

平成30年11月 公共 土木 福島県 (有)佐藤鉄筋 堀江工業(株) 四倉・久之浜歩道工事 SD345 D19・D22

平成30年10月 公共 土木 神奈川県 川崎市 川崎市 (株)前野鉄筋 五洋建設(株)・日立造船共同企業 都市計画道路殿町羽田空港線 SD345 D29

平成30年10月 公共 土木 東京都 首都高速道路(株) (株)フジタ (改)渋谷入口(下り)新築工事 SD345 D35

平成30年9月 公共 土木 大阪府 熊谷・三井住友・日宝ＪＶ 長堀抽水所雨水滞水池築造工事（その10） SD345 D25

平成30年8月 公共 土木 京都府 日本下水道事業団 日本下水道事業団 新庄鉄筋鋼業(株) (株)鴻池組・高見ＪＶ 福知山市段畑雨水ポンプ場 SD345 Ｄ25以下

平成30年7月 公共 土木 東京都 (株)奥村組・戸田建設(株)ＪＶ 初富作業所 SD390 D32

平成30年7月 公共 土木 東京都 東京都下水道局 原田鉄筋(株) 飛島建設(株) みやぎ水再生センター汚泥処理施設再構築工事 SD390 D19～D29

平成30年7月 公共 土木 福島県 (株)山叶鉄筋工業 大林道路(株) 磐越自動車道いわき三和～小野間橋梁補修工事 SD345 D16・D19

平成30年7月 公共 土木 岩手県 二戸地方振興局土木部 賀美鉄筋工業(有) (株)エスエステック 県道戸呂町橋梁補修工事 SD345 D16

平成30年7月 公共 土木 大阪府 西川明宏 鹿島建設(株)・飛島建設ＪＶ 大和川線シールドトンネル工事 SD345 D35

平成30年6月 公共 土木 東京都 東京都水道局 (株)三共田中 西松建設(株) 江北給水場場内整備工事 SD345 D19

平成30年6月 公共 土木 福島県 クレハ錦建設(株) 道路橋りょう整備（再復）工事（道路改良） SD345 D35

平成30年5月 公共 土木 岐阜県 (株)加地工務店 公共防災・安全橋梁補修工事 SD345 D19

平成30年4月 公共 土木 岐阜県 (株)加地工務店 城川橋橋梁補修工事 SD345～SD390

平成30年4月 公共 土木 大阪府 箕面市 箕面市 田村工業(株) (株)大林組 箕面船場駅ＪＶ SD295～SD345 D13～D32

平成30年4月 公共 土木 千葉県 (株)荒井鉄筋工業所 岩崎工業(株) 白井配水場建設 SD390 D19～D25
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平成30年3月 公共 土木 三重県 ヤマコウ 塩浜跨線橋橋梁整備 SD345 D32

平成30年3月 公共 土木 高知県 土佐国道事務所 (株)アンプル (有)進光鉄筋 北村商事(株) 平成29年是友橋歩道拡幅工事 SD345 D19

平成30年3月 公共 土木 岩手県 岩手県 ブリッジ(株) (株)富士ピーエス 大沢第2橋上部工 SD345 D13・D16

平成30年3月 公共 土木 兵庫県 阪神電気鉄道(株) (株)奥村組・錢高・不動テトラＪＶ
本線住吉・芦屋間連続立体交差工事（住吉川以東）

の内土木関係主体工事第2工区
SD390 D38

平成30年2月 公共 土木 三重県 吹上鋼材(有) 勢州建設(株) 鈴国橋橋梁耐震補強工事 SD345 D16

平成30年2月 公共 土木 三重県 吹上鋼材(有) 宮本建設(株) 23号笹笛橋耐震補強工事 SD345 D19・D51

平成30年1月 公共 土木 東京都 首都高速道路(株) ＩＨＩ・大成JV (改)小松川ＪＣＴ河川部工事 SD295 D16～D22

平成30年1月 公共 土木 兵庫県 (株)カナック工業 (一)川西インター線道路改良工事（石道その5） D25

平成29年12月 公共 土木 静岡県 NEXCO中日本 (株)ピーエス三菱 (株)ピーエス三菱 東名高速道路(特定更新等)沼津ＩＣ～富士ＩＣ間床板取替工事 SD345 D16・D32

平成29年12月 公共 土木 愛知県 (有)小林建築設計事務所 (株)エヌダブル H28東海財務局庁舎耐震改修工事 SD345 D22

平成29年12月 公共 土木 兵庫県
近畿地方整備局

姫路河川国道事務所
(株)森組 国道２号線福田高架橋耐震補強工事 SD345 D38

平成29年12月 公共 土木 岡山県 岡山県 千成建設(株) 千成建設(株) 県道岡山吉井線（新大原橋）右岸下部工工事 SD345 D29･D35

平成29年11月 公共 土木 大阪府 中外建設(株) 新幹線大規模改修 SD345 D25

平成29年11月 公共 土木 千葉県 道路工業(株) 東京外環自動車道松戸地区舗装工事 SD345 D13・D16

平成29年11月 公共 土木 東京都 国土交通省関東地方整備局 (株)大林組・鹿島ＪＶ 357号東京港トンネル（その2）工事 SD390 D41

平成29年11月 公共 土木 大阪府 西川明宏 鹿島建設(株)・飛島建設ＪＶ 大和川線シールドトンネル工事 SD345 D25

平成29年10月 公共 土木 愛知県 (株)エヌダブル
伊勢湾岸自動車道豊田管内伸縮装置改良工事

（平成28年度）＝名古屋高速
D13～D22

平成29年10月 公共 土木 石川県 酒井工業(株) H28小松バイパス小杉高架橋下部工事 SD345 D22

平成29年10月 公共 土木 富山県 大鉄工業(株) 富山高架駅部BL新設他２工事 D32

平成29年9月 公共 土木 岩手県 NEXCO東日本 (株)ピーエス三菱 (株)ピーエス三菱 八戸自動車道楢山橋床板補強工事 SD295 D13・D16

平成29年9月 公共 土木 愛知県 生川建設(株) 吉崎ポンプ場 SD345 D25

平成29年8月 公共 土木 兵庫県 高砂市
日本下水事業団

近畿中国総合事務所
前田建設工業・塩谷ＪＶ 高砂市高砂浄化センター雨水ポンプ施設建設工事 SD345 D19～D29

平成29年8月 公共 土木 兵庫県 前田建設工業(株) 高砂市高砂浄化センター雨水施設建設 SD345～SD390 D19～D29

平成29年8月 公共 土木 愛知県 名古屋高速道路公社 NＥXCO中日本 日本車輌製造(株) 名古屋高速道路名古屋西JCT SD345 D13～D22

平成29年7月 公共 土木 愛知県 NEXCO中日本 NＥXCO中日本 ショーボンド建設(株) 伊勢湾岸自動車道伸縮装置改良工事 SD345 D13～D22
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平成29年6月 公共 土木 東京都 首都高速道路(株) ＩＨＩ・横河ＪＶ 首都高速 高速晴海線HM11工区～HM13工区上部・橋脚工事 SD345 D10～D22

平成29年6月 公共 土木 大阪府 国誉建設(株) （仮称）北山川橋下部工事 SD345～SD390 D19～D38

平成29年5月 公共 土木 三重県 ショーボンド建設(株) 伊勢湾岸自動車道明和高架他3橋伸縮装置改良工事 SD345 D13～D19

平成29年5月 公共 土木 沖縄県 北部国道名護維持出張所 応用地質(株) (有)北勝建設 平成２８年度恩納地区防災対策及び管内函渠補修工事 SD345 D13・D16

平成29年5月 公共 土木 神奈川県 SMCシビルテクノス(株) びらんじゅ橋耐震補強工事 SD295 D13・D16

平成29年4月 公共 土木 兵庫県 (株)駒井ハルテック 国道28号円行寺橋上部拡幅他工事 SD345 D16

平成29年3月 公共 土木 神奈川県 SMCシビルテクノス(株) びらんじゅ橋耐震補強工事 SD295 D13・D16

平成29年3月 公共 土木 埼玉県 NEXCO東日本 NEXCO東日本 JFEエンジニアリング(株) 東京外環自動車道 三郷インターチェンジ橋(鋼上部工)工事 SD345 D13～D22

平成29年3月 公共 土木 石川県 丸西・東・加越JV 九竜橋川雨水ポンプ場増設工事（土木工事） SD345 D22

平成29年3月 公共 土木 神奈川県 SMCシビルテクノス(株) びらんじゅ橋耐震補強工事 SD295 D13

平成29年3月 公共 土木 岩手県 佐藤鉄工(株) 大畑高架橋工事 SD345 D19

平成29年3月 公共 土木 愛知県 豊田市 ショーボンド建設(株) 豊田大橋補修工事 SD345 D13～D22

平成29年2月 公共 土木 長野県 国土交通省 北野建設(株) 中部横断自動車道月明川橋下部工 SD345 D22

平成29年2月 公共 土木 兵庫県 尼崎市 (株)新井組 園田西武武庫線（仮）新藻川橋台整備工事（その1） SD345 D16・D35

平成29年1月 公共 土木 石川県 (株)丸西組 九頭竜橋川排水機場 SD345 D22・D25

平成29年1月 公共 土木 宮城県 白石建設工業(株) 鹿折橋橋梁工事 SD345 D29

平成28年12月 公共 土木 愛知県 NEXCO中日本 NＥXCO中日本 ショーボンド建設(株) 伊勢湾岸自動車道伸縮装置改良工事 SD345 D13～D22

平成28年11月 公共 土木 宮城県
宮城県気仙沼土木事務所

河川砂防第二班
(株)東京建設コンサルタント
(株)復建技術コンサルタント

(株)フジタ 折立川河川外災害復旧工事 SD295 D13・D16

平成28年10月 公共 土木 大阪府 (株)奥村組 (株)奥村組 阪神梅田駅改良及び地下道躯体拡幅工事 SD345 D16～D32

平成28年9月 公共 土木 滋賀県 たち建設(株) 下村鉄筋 大津市膳所浄水場 SD345 D22・D25

平成28年9月 公共 土木 高知県 高知県
(株)総合企画設計

高知県土木部建築課
(株)三宝工務店 甲浦港海岸緑地公園津波対策関係避難タワー設置工事 SD345～SD390 D22～D38

平成28年8月 公共 土木 宮城県 国土交通省東北地方整備局 (株)ドーコン (株)フジタ 国道45号歌津本吉地区道路改良工事 SD390 D51

平成28年8月 公共 土木 愛知県 NEXCO中日本 NＥXCO中日本 ショーボンド建設(株) 伊勢湾岸自動車道伸縮装置改良工事 SD345 D13～D22

平成28年7月 公共 土木 宮城県 白石建設工業(株) 鹿折橋橋梁工事 SD345 D35

平成28年7月 公共 土木 岩手県 飛鳥建設(株) 野田防潮堤 SD345 D25
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平成28年6月 公共 土木 愛知県 NEXCO中日本 NＥXCO中日本 ショーボンド建設(株) 伊勢湾岸自動車道伸縮装置改良工事 SD345 D13～D22

平成28年6月 公共 土木 岩手県 (有)栗山鉄筋工業 下平こ道橋 SD345 D29

平成28年5月 公共 土木 山梨県 (株)富士プラント建設 一般国道３５８号芦川大橋補修工事 SD345 D19

平成28年5月 公共 土木 山梨県 上野原市建設課 石井建設(株) 市道新井黒田線西沢泉橋補修工事 SD345 D13

平成28年5月 公共 土木 山梨県
国土交通省関東地方整備局

甲府河川国道事務所
(株)早野組 中部横断道入ノ沢川橋下部他工事 SD345 D16

平成28年4月 公共 土木 千葉県 新日本建設(株) Ｈ27常盤平駅前耐震改修工事 SD345 D25～D35

平成28年4月 公共 土木 岩手県 唐丹第二高架橋 SD345

平成28年4月 公共 土木 岩手県 釜石市魚河岸 SD345

平成28年4月 公共 土木 岩手県 下平こ道橋下部工 SD345

平成28年3月 公共 土木 京都府 京都府 京都府水道事務所 (株)青宏ガス圧接 城産・二木JV 乙訓浄水場耐震補強工事（その２） SD345 D16～D22

平成28年2月 公共 土木 岡山県 岡山県 (株)西崎組 単県河川工事(樋門下部工) SD345 D29

平成28年2月 公共 土木 大阪府 大阪市 中林建設(株) 中林建設(株) 豊野浄水場3～5号浄水池耐震改良工事 SD295～SD345 D16～D25

平成28年1月 公共 土木 東京都 (株)大本組 業平ポンプ所 SD345 D25～D35

平成27年12月 公共 土木 山梨県 国土交通省関東地方整備局 (株)早野組 ２０号他橋梁補修工事 SD345 D19

平成27年12月 公共 土木 埼玉県 東北本線幸町橋りょう SD345 D13・D16・D29

平成27年12月 公共 土木 山梨県
国土交通省関東地方整備局

甲府河川国道事務所
植野興業(株) Ｈ２６中部横断入ノ沢川橋下部（その２）工事 SD345 D16

平成27年12月 公共 土木 山梨県
国土交通省関東地方整備局

甲府河川国道事務所
(株)飯塚工業 中部横断身延山ＩＣ和田１５工区道路改良工事 SD345 D32

平成27年11月 公共 土木 京都府 京都市上下水道局 京都市 (株)増田組 伏見３号・４号分流幹線 SD345 D22

平成27年11月 公共 土木 山梨県
国土交通省関東地方整備局

甲府河川国道事務所
植野興業(株) Ｈ２６中部横断帯金地区橋梁下部工事 SD345 D16

平成27年10月 公共 土木 兵庫県 神戸市港湾局 神戸市 相和建設(株) LPG耐震補強２期工事 SD345 D25

平成27年8月 公共 土木 岐阜県 (株)洞口 41号高山管内PC橋梁補修工事 SD345 D13・D16・D29

平成27年8月 公共 土木 京都府 鹿島建設(株)
天ケ瀬ダム再開発トンネル

放流設備ゲート室部他建設工事
SD345 D32～D35

平成27年7月 公共 土木 東京都 国土交通省関東地方整備局 (株)大林組・鹿島建設(株)JV 357号東京港トンネル(その2）工事 SD345～SD390 D29～D51

平成27年7月 公共 土木 徳島県 徳島県土木 徳島県土木 井上建設(株) 中島高架橋 SD345 D29

平成27年6月 公共 土木 岩手県 (株)奥村組 国道45号津軽石道路工事 SD345～SD390 D19～D25・D32
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平成27年6月 公共 土木 岩手県 (株)奥村組 国道45号津軽石道路工事(橋梁下部工) SD345 D19～D32

平成27年6月 公共 土木 埼玉県 NEXCO東日本 ＩＨＩ・川田ＪＶ 東京外環自動車道高州高架橋（鋼上部工）北工事 SD345 D19

平成27年6月 公共 土木 茨城県 茨城県神栖市 大平・ホソヤ・村上ＪＶ H25復興液状化対策1工区工事 SD390 D19～D32

平成27年5月 公共 土木 東京都 東急建設(株)JV 渋谷駅前東口基盤工事 SD390 D41

平成27年4月 公共 土木 千葉県 国土交通省関東地方整備局 国土交通省関東地方整備局 (株)不動テトラ 矢切函渠その8工事 SD390 D38

平成27年4月 公共 土木 東京都 国土交通省関東地方整備局 大林・鹿島JV 357号東京港トンネル（その2）工事 SD345 D22～D51

平成27年3月 公共 土木 兵庫県 神戸市港湾局 神戸市 相和建設(株) LPG耐震補強工事 SD345 D25

平成27年3月 公共 土木 広島県 JR西日本 ジェイアール西日本コンサルタンツ(株) 広成建設(株) 山陽本線廿日市駅橋上化工事 SD345 D19～D29

平成27年2月 公共 土木 千葉県 千葉県 浦安富岡橋 SD390 D32

平成27年2月 公共 土木 大阪府 高槻市長 高槻市 総合住宅 前島クリーンセンター SD345 D22

平成27年2月 公共 土木 岡山県 岡山県 (株)西山組 1-2-2公共道路工事(備作大橋下部工耐震補強) SD345 D25～D32

平成27年2月 公共 土木 千葉県 流山市 (株)岡本建設 運河大橋工事（千葉県流山市） SD390 D29・D32

平成27年1月 公共 土木 京都府 京都市長 京都市 三菱電機(株) 洛西浄化センター SD345 D19

平成27年1月 公共 土木 ベトナム CUULONGCIPM 日本工営/長大/テディ― 大成建設(株)  ベトナム・カントー橋北アプローチ橋橋脚補強工事 SD345 D25・D28

平成27年1月 公共 土木 埼玉県 NEXCO東日本 (株)大林組
東京外環自動車道

三郷ジャンクションG´ランプ橋(下部工)工事
SD345 D19～D32

平成27年1月 公共 土木 岩手県 (株)奥村組 一関遊水地長島水門新築工事 SD345 D22・D25

平成26年10月 公共 土木 (株)松村組 (株)松村組 フローレンス SD345～SD390 D22

平成26年7月 公共 土木 千葉県 国土交通省整備局 (株)不動テトラ 矢切函渠その他工事 SD345 D25～D38

平成26年7月 公共 土木 千葉県 千葉県 浦安富岡橋 SD390

平成26年5月 公共 土木 東京都 東京都水道局 前田建設工業(株) 勝島ポンプ場 SD390 D38

平成26年4月 公共 土木 千葉県 国土交通省 大成建設(株) 田尻函渠その2工事 SD345 D25～D38

平成25年12月 公共 土木 大阪府 大阪市交通局 大阪市交通局 (株)久本組 高速電気軌道第２号線阿倍野停留場 SD345～SD390 D19

平成25年10月 公共 土木 山口県 大豊建設(株) 岩国基地整備格納庫新築工事

平成25年10月 公共 土木 東京都 首都高速道路(株) (株)IHIインフラシステム 高速八重洲線架替上部・橋脚工事 SD345 D10・D13

平成25年7月 公共 土木 広島県 (株)極東興和 尾道・松江自動車道岡田跨線橋ＰＣ上部工事
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平成25年3月 公共 土木 千葉県 NEXCO東日本 大成建設(株) 東京外環自動車道京葉工事Ⅱ期工事 SD345 D19～D32

平成25年3月 公共 土木 千葉県 NEXCO東日本 大成建設(株) 東京外環自動車道（Ｃランプ） SD345 D16～D38

平成25年3月 公共 土木 千葉県 NEXCO東日本 大成建設(株) 東京外環自動車道（Ａ.Dランプ） SD345 D29

平成25年3月 公共 土木 千葉県 NEXCO東日本 (株)大林組 湾岸船橋インターチェンジ工事 SD345 D19～D32

平成25年1月 公共 土木 東京都 国土交通省 大成建設(株) 中央環状線品川シールド SD345 D38～D51

平成24年12月 公共 土木 和歌山県 和歌山県 和歌山県西牟田振興局道路課
オリエンタル白石・

小池組特定建設工事JV
白浜温泉線(仮称新富田橋下部その1）道路良工事 SD345 D19～D25

平成24年11月 公共 土木 茨城県 茨城県 五洋建設(株) 神栖Dバース岸壁建設工事 SD345 D25～D32

平成24年11月 公共 土木 福島県 NEXCO東日本 川田建設(株) 福島管内橋梁災害復旧工事 SD345 D19

平成24年9月 公共 土木 NEXCO西日本 NEXCO西日本 名工建設(株) 京滋バイパス久御山社屋新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成24年7月 公共 土木
神戸市建設局下水道

河川部工務課
西岡哲也

竹中土木・吉野建設
特定建設JV

中突堤ポンプ場築造工事(土木） SD345～SD390 D19～D29

平成24年6月 公共 土木 千葉県 NEXCO東日本 大成建設(株) 東京外環自動車道田尻工事 SD345 D32～D38

平成23年11月 公共 土木 千葉県 NEXCO東日本 大成建設(株) 東京外環自動車道京葉工事 SD345 D19～D38

平成23年8月 公共 土木 千葉県 NEXCO東日本 大成建設(株) 東京外環自動車道田尻工事 SD345 D22～D35

平成23年5月 公共 土木 千葉県 国土交通省関東地方整備局 (株)不動テトラ 矢切函渠その5工事 D35・D38

平成23年5月 公共 土木 千葉県 国土交通省関東地方整備局 (株)不動テトラ 矢切函渠その8工事 D35・D38

平成23年4月 公共 土木 NEXCO中日本 清水建設(株) 第二東名高速道路伊佐布（その２）工事 SD345 D22

平成23年4月 公共 土木 大阪府 大阪府 大阪府東部流域下水道事務所 奥村組土木興業(株)JV 寝屋川流域下水道飛行場南 SD345 D32

平成23年3月 公共 土木 国土交通省関東地方整備局 ショーボンド建設(株) H22淺沼川新橋 D19

平成23年1月 公共 土木 滋賀県 山内工業 滋賀草津PA

平成23年1月 公共 土木 (株)大林組 花輪インター SD345 D25

平成23年1月 公共 土木 森・吉田・井上JV 天美トンネル D25～D35

平成22年11月 公共 土木 大成建設(株) 高田トンネル SD345 D19・D22

平成22年9月 公共 土木 神奈川県 多田建設(株) 金沢共同溝(神奈川県横浜市) SD345 D25・D32

平成22年7月 公共 土木 阪神高速道路(株) 清水建設(株)JV 正蓮寺川西工区開削トンネル2期 SD345 D19～D38

平成22年2月 公共 土木 東京都 JR東海 JR東海 大林JV 東京駅改良工事 SD390 D32
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平成22年1月 公共 土木 静岡県 NEXCO西日本 北沢建設(株) 東名高速道路愛鷹橋工事 SD390 D32

平成21年11月 公共 土木 八幡建設(株) 鵜住居川下部工工事 SD345 D19～D29

平成21年11月 公共 土木 茨城県 NEXCO東日本 三井住友建設(株) 東関道茨城 SR295 D13～D22

平成21年9月 公共 土木 神奈川県 東京急行電鉄(株) 東急建設(株) 大倉山高架橋耐震補強工事 SD345 D19～D25

平成21年7月 公共 土木 新潟県 JR東日本 (株)丸山工務所 上越新幹線ガーラ湯沢駅耐震工事 SD345 D16・D19

平成21年6月 公共 土木 大阪府 大阪府枚方土木事業所 大阪府枚方市土木事業所 末廣建設(株)
主要地方道枚方交野寝屋川線

(都市計画道路梅が丘思原)道路改良工事(U3・U4)
SD345 D19～D25

平成21年6月 公共 土木 静岡県 NEXCO西日本 (株)鴻池組 第二東名高速道路駒門工事 SD345 D22～D51

平成21年3月 公共 土木 香川県 (株)フジタ 香川河川事務所 SD345～SD390 D19～D29

平成20年12月 公共 土木 東京都 JR東日本 鹿島建設(株) 西部池袋線立体交差化工事 D32

平成20年11月 公共 土木 埼玉県 JR東日本 鉄建建設(株) 浦和駅高架橋その2工事 D32

平成20年10月 公共 土木 国土交通省関東地方整備局 (株)鴻池組 成田・印旛捷水路下部工事 D51

平成20年10月 公共 土木 NEXCO西日本 NEXCO西日本 志道建設(株) 阪和自動車道鳴神高架橋耐震補強工事 SD345 D19～D32

平成20年10月 公共 土木 大阪府枚方市土木事務所 大阪府枚方市土木事業所 志道建設(株)
主要地方道枚方交野寝屋川線

(都市計画道路梅が丘思原)道路改良工事(本体工)
SD345 D19～D29

平成20年6月 公共 土木 千葉県 千葉県下水道局 (株)鴻池組 相ノ川ポンプ場 D32

平成20年2月 公共 土木 (株)フジタ ＮＥＸＣＯ中日本四日市付加車線工事 D13～D32

平成20年1月 公共 土木 大沼修
(株)奥村組・西松・森本・鉄建

特定建設工事JV
西大阪延伸線建設工事のうち土木工事(第１工区) SD345 D16～D38

平成20年1月 公共 土木 東京都 (財)首都高速道路協会 瀧上工業(株) HM14工区湾岸線接続部上部工事 SD345 D19・D22

平成19年12月 公共 土木 近畿地方建設局 近畿地方建設局 (株)宮地鉄工所 一般国道１７５号橋梁新設改良工事 SD345 D38

平成19年7月 公共 土木 東京都 (財)首都高速道路協会 大豊建設(株) 首都高湾岸作業所 SD390 D19～D29

平成19年6月 公共 土木 埼玉県 JR東日本 鉄建建設(株) 浦和駅高架橋工事 D32

平成19年5月 公共 土木 東京都 戸田建設(株) たつみ橋立体交差化工事 D51

平成18年12月 公共 土木 松尾橋梁(株) SJ32工区 SD345 D19・D22

平成18年11月 公共 土木 東京都 (財)首都高速道路協会 清水建設(株)JV SJ52（3-2）池袋南出入り口トンネル SD345 D35～D51

平成18年8月 公共 土木 日本道路公団 (株)松尾橋梁 SJ32工区上部工事 D22

平成18年7月 公共 土木 日本道路公団 松井建設(株) 浜野高架橋工事 D32
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令和4年6月現在

着工日
(平成○年○月)

工事種類
(公共・民間)

工事種別
(建築・土木)

工事場所
(都道府県)

発注者 設計監理者 鉄筋業者 受注者 工事名称 鋼種  鋼径(呼び名)

　　ＣＢ工法施工実績表

平成18年5月 公共 土木 松井建設(株) 浜野高架橋 SD345 D16～D25

平成18年1月 公共 土木 東京都 (財)首都高速道路協会 東亜JV SJ34（1-3）西新宿北連絡路トンネル SD345 D19～D51

平成18年1月 公共 土木 栃木県 国土交通省 (株)板橋組 小山駅東跨線橋その1作業所 SD345 D32

平成17年3月 公共 土木 日本鉄道建設公団 (株)大林組 東京駅北部工事 D38

平成17年3月 公共 土木 兵庫県 神戸市 清水建設(株)・大豊・竹中土木ＪＶ 大容量送管布引ｼｰﾙﾄﾞ整備事業 SD345～SD390 D25～D35

平成17年2月 公共 土木 神奈川県 日本鉄道建設公団 (株)大林組 京急横浜駅南部工事 D32

平成16年12月 公共 土木 日本道路公団 宮地建設(株) 三郷JCT D19・D22

平成16年10月 公共 土木 JR東日本 鉄建建設(株) 矢野口駅高架橋その2工事 D32

平成16年9月 公共 土木 日本道路公団 石原工業(株) 東名阪自動車道萱生橋(鋼上部工)工事 SD345 D19

平成16年8月 公共 土木 松尾橋梁(株) 本牧JCT SD345 D19・D22

平成16年7月 公共 土木 徳島県 徳島小松島港湾開発事務所 (株)アルス製作所 徳島沖洲大橋橋脚補修工事 SD345 D19

平成16年7月 公共 土木 神奈川県 (株)タカハシ 横浜下水道局 SD345 D22

平成16年6月 公共 土木 鹿島建設(株) 砂町雨水調整池その6工事 SD345～SD390 D25・D29

平成16年6月 公共 土木 日本道路公団 龍上工業(株) 三郷ジャンクション D22

平成16年3月 公共 土木 京都府 阪神高速道路公団 (株)フジタ・福田組建設工事JV
京都市道高速道路2号線横大路

第1工区(その1)下部工事
SD345 D35

平成16年3月 公共 土木 兵庫県 神戸市 (株)森組
神戸新交通ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ線延伸事業

下部築造工事その2-2
SD345 D35

平成16年1月 公共 土木 建設省 飛島建設(株) 日暮里舎人線 D38

平成16年1月 公共 土木 大阪府 大阪市交通局 鉄建建設(株)・福田・井上特定JV
高速電気鉄道第8号線北江口四丁目地先井高野

停留所地下線路工事
SD345 D16～D29

平成16年1月 公共 土木 大阪府 大阪市交通局
(株)フジタ・(株)淺沼組

東海興業特定JV
地下鉄8号線(12工区)工事 SD345 D16～D29

平成15年12月 公共 土木 兵庫県 (株)永瀬 南芦屋下水処理場二期建築施設工事 SD345 D29

平成15年12月 公共 土木 大阪府 大阪市土木局 佐藤・大鉄JV 国道479号清水共同溝立坑築造工事 SD345 D29・D35

平成15年11月 公共 土木 大阪府 大阪府東部流域下水道事務所
鹿島建設(株)

大日本・ｵｰﾊﾞｰｼｰｽﾞ・ﾍﾞｸﾄﾙ
寝屋川流域下水道大東(二)増補(第2工区)下水管渠築造工事 SD345 D22・D29

平成15年11月 公共 土木 大阪府 阪神高速道路公団 谷地建設工業(株) 阪神高速大阪港線波除出口防音壁補修工事 SD345 D16

平成15年8月 公共 土木 大阪府 大阪府水道部 (株)クボタ建設 万博公園浄水施設浄水池壁面補修工事(3号池) SD345 D19・D29

平成15年8月 公共 土木 南海電気鉄道(株)
(株)奥村組・大成建設(株)・南海辰村建

設JV
南海本線(泉佐野市)連続立体化

工事に伴う工事(第4工区)
SD345 D13・D16
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令和4年6月現在

着工日
(平成○年○月)

工事種類
(公共・民間)

工事種別
(建築・土木)

工事場所
(都道府県)

発注者 設計監理者 鉄筋業者 受注者 工事名称 鋼種  鋼径(呼び名)

　　ＣＢ工法施工実績表

平成15年7月 公共 土木 長野県 国土交通省飯田工事事務所 (株)丸福久保田 長野県賤母大橋補修工事 SD345 D32

平成15年7月 公共 土木 栃木県 国土交通省関東地方整備局 (株)板橋組 大平高架橋工事 SD390 D19～D32

平成15年6月 公共 土木 (株)奥村組 片山雨水ﾎﾟﾝﾌﾟ場築造工事(ﾎﾟﾝﾌﾟ井) SD295～SD345 D16～D29

平成15年6月 公共 土木 近畿日本鉄道(株) (株)奥村組・(株)淺沼組JV 京阪奈新線整備事業生駒･東生駒(分岐点)間建設(土木関係第2工区) SD345 D19～D32

平成15年4月 公共 土木 帝都高速度交通営団 飛島建設(株) 東西線九段下出入口移設工事 D29・D32

平成15年2月 公共 土木 福岡県 (株)アベテクノ 橋梁補強工事 SD345 D32

平成14年12月 公共 土木 大阪府 大阪府 宮地建設工業(株) 浜町･柴島歩道橋補修工事 SS400 M33・M39

平成13年10月 公共 土木 大阪府 阪神高速道路公団 ショーボンド建設(株) 阪神高速大阪港線阿波座～九条高架補修工事 SS400 38mm

平成13年10月 公共 土木 兵庫県 神戸市 日本国土開発(株) 神戸市腕塚ｼｰﾙﾄﾞ工事 SD345 D19～D25

平成13年1月 公共 土木 大阪府
西松建設(株)

(株)ﾊﾝｼﾝ建設JV
南大阪湾岸流域下水道中部処理場中央増補強線下水管 SD345 D19・D22

平成12年12月 公共 土木 東京都 首都高速道路公団 不動・森JV 首都高速道路公団浮島作業所基礎特定建設工事 SD345 D51

平成12年8月 公共 土木 兵庫県 阪神高速道路公団
鹿島建設(株)
(株)奥村組

神戸高速長田工区工事 SD345 D25～D35

平成12年4月 公共 土木 滋賀県 滋賀県 丸亀・山本JV (滋賀県)付替県道松青先1号線下部工事 SD345 D29

平成12年3月 公共 土木 大阪府 大阪府池田土木事務所 (株)奥村組JV 一般国道423号(箕面道路)工事 SD345 D16～D32

平成12年3月 公共 土木 大阪府 大阪府 (株)奥村組 高槻ｼｰﾙﾄﾞ工事 SD345 D19～D32

平成12年3月 公共 土木 大阪府 大阪府北部流域下水道事務所 (株)奥村組JV
安威川流域下水道攝津高槻雨水汚水幹線(第5工区)

下水管管渠築造工事
SD345 D19～D32

平成12年3月 公共 土木 兵庫県 神戸市交通局 鹿島建設(株) 神戸地下鉄中之島工区工事 SD345～SD390 D22～D29

平成11年11月 公共 土木 大阪府 阪神高速道路公団 栗本建設工業(株)・日搭 阪神高速守口線(10-7-守)工事 SR295 D38

平成6年7月 公共 土木 千葉県 成田興業(株) 成田松尾線橋梁工事 SD345 D19

平成5年8月 公共 土木 神奈川県 首都高速道路公団 日本国土開発(株) 高速浮島陸上トンネル部 SD345 D25～D41
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1-2.建築編
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令和4年6月現在

着工日
(平成○年○月)

工事種類
(公共・民間)

工事種別
(建築・土木)

工事場所
(都道府県)

発注者 設計監理者 鉄筋業者 受注者 工事名称 鋼種  鋼径(呼び名)

令和4年2月 公共 建築 鹿児島県 鹿児島県
東条・ゲンプラン・設備共同

プラン設計共同企業体
(有)浜田章鉄筋

渡辺・久保・米盛
特定建設工事共同企業体

 鹿児島市南部地区特別支援学校(仮称）新設工事(教室棟-2・建築，債務） SD345 D22

令和4年2月 公共 建築 奈良県 下市町 (株)都市環境設計 (株)浅田鉄筋
大日本土木・森下組
特定建設共同企業体

下市町小中一貫校整備工事 SD345～SD390 D29・D25

令和4年2月 公共 建築 大阪府 大阪市
大阪市都市整備局

(株)藪内建築事務所
栗本建設工業(株) 瓜破小学校増築その他工事 SD345 D19～D25

令和4年2月 公共 建築 茨城県 高萩･北茨城広域事務組合 茨鉄工業(株) (株)フジタ 高萩市・北茨城市広域ごみ処理施設工事 SD390 D29

令和4年2月 公共 建築 千葉県 塩浜工業(株) 松本鉄筋 光建工業 LOGI FAG COLD 市川 SD345～SD390 D19～D32

令和4年2月 公共 建築 岡山県 倉敷市 (株)モリタビルド ＪＦＥエンジニアリング(株) 倉敷西部クリーンセンラー整備運営事業建設工事 SD345～SD390 D22・D25・D29

令和4年2月 公共 建築 東京都 (株)石本建築事務所 (株)ダイニッセイ (株)フジタ 江戸川区立南小岩小学校改築工事 SD345 D19・D25

令和4年2月 公共 建築 沖縄県 大鏡建設(株)  うるま市プロジェクト新築工事(福祉棟） SD345 D19～D25

令和4年1月 公共 建築 大阪府 大阪市 (株)日総建 花谷建設(株) 花谷建設(株) 鶴町住宅３号館建設工事 SD345～SD390 D19～D35

令和4年1月 公共 建築 兵庫県 丹波市 (株)教育研究所 (株)鴻池組 (株)鴻池組 山南地域統合中学校建設工事（建築） SD345～SD390 D19～D29

令和4年1月 公共 建築 島根県 島根県総務部営繕課 (株)ジンザイスチール 宮田建設工業・祥洋建設・佐々木組JV 浜田港福井第2上屋建設（建築）工事 SD345 D25

令和4年1月 公共 建築 埼玉県 鹿島建設(株) 石澤工業 鹿島建設(株) 大宮桜木町 SD345～SD390 D19～D38

令和4年1月 公共 建築 茨城県 鹿島建設(株) 西部スチール・石澤工業 鹿島建設(株) プロロジスパーク7つくば SD345～SD390 D19～D38

令和4年1月 公共 建築 高知県 南国市危機管理課 (有)熊沢構造設計事務所 (有)三橋組 (株)山善工務店 スポーツセンター津波避難施設建設工事 SD345 D19～D29

令和3年12月 公共 建築 大阪府 大阪市都市整備局住宅部 (株)浅野建築設計事務所 栗本建設工業(株) 新高南住宅1号館建設工事 SD345～SD390 D19～D35

令和3年12月 公共 建築 福岡県 上毛町 (株)NAP建築設計事務所 宮村鉄筋 東洋建設(株) 上毛町体育館新築工事 SD345 D19～D25

令和3年12月 公共 建築 大阪府 大阪市都市整備局 大阪市都市整備局 松元工業(株) 大鉄工業(株) 長吉長原東第4住宅40号館建設工事 SD345～SD390 D19～D35

令和3年12月 公共 建築 茨城県 ELAPSC社 鹿島建設(株) 石澤・西部・金田・中三川・東部 鹿島建設(株) 　E社SAKURAプロジェクト SD345～SD390 D19・D38

令和3年11月 公共 建築 滋賀県 大津市 パシフィックコンサルタンツ(株) 前田建設工業(株) ごみ処理施設整備工事(仮称)新北部クリーンセンター SD345 D19～D25

令和3年11月 公共 建築 和歌山県 田辺市役所建築部建築課 (有)前田鉄筋 (有)前田鉄筋 稲成公民館新築工事 SD345 D19

令和3年11月 公共 建築 佐賀県 鳥栖市
佐藤総合計画・ひかる建築設計室

共同企業体
小原鉄筋 前田・マツコー・伸晃JV 新庁舎整備事業・鳥栖市市庁舎新築工事 SD345～SD390 D19～D38

令和3年11月 公共 建築 大阪府 大阪市都市整備局 (有)実興業 矢野建設(株) 日之出北住宅4号館建設工事 SD345～SD390 D19～D35

令和3年11月 公共 建築 大阪府 堺市 田村工業株(株) 堺土建(株) 万崎建替公営住宅第一期建設工事(第2工区) SD345 D19～D25

令和3年11月 公共 建築 大阪府 守口市門真市消防組合 (株)阿波設計事務所 藤元工業(株) 大鉄工業(株) 守口本署新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和3年11月 公共 建築 神奈川県 横浜市 (株)安藤建設 仏向小学校 SD345 D22・D25

　　ＣＢ工法施工実績表
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令和4年6月現在

着工日
(平成○年○月)

工事種類
(公共・民間)

工事種別
(建築・土木)

工事場所
(都道府県)

発注者 設計監理者 鉄筋業者 受注者 工事名称 鋼種  鋼径(呼び名)

　　ＣＢ工法施工実績表

令和3年11月 公共 建築 岡山県 岡山県 あい・丸川設計共同企業体 ノブエ鋼業(株)
竹中・荒木・蜂谷建設工事

共同企業体
岡山県庁舎耐震化整備建築工事 SD345 D25

令和3年11月 公共 建築 大阪府 田村工業株 野村建設工業(株) 阪南小学校増築その他工事 SD345 D19～D25

令和3年11月 公共 建築 千葉県 JFEシビル(株) GLP流山7 SD345～SD390 D29

令和3年11月 公共 建築 群馬県 シーピー化成(株) 五洋建設(株) (株)石澤工業 五洋建設(株) 　シーピー化成株式会社物流センター SD345～SD390 D22・D32

令和3年11月 公共 建築 東京都 真柄建設(株) 江東橋一丁目計画 SD345～SD390 D19～D38

令和3年11月 公共 建築 高知県 本山町 (株)遠藤克彦建築研究所 有澤組 新進建設(株) 令和３年度本山町役場新庁舎建設工事 SD345 D19～D25

令和3年11月 公共 建築 高知県 宿毛市 (株)総合企画設計 有澤組 新進建設(株) 宿毛市津波避難タワー建設工事 SD345～SD390 D25～D32

令和3年11月 公共 建築 岡山県 学校法人ひかり学園 (有)カタヤマネオファーム (株)重藤組 第一ひかり幼稚園保育園部新築工事 SD345　 D19・D22

令和3年11月 公共 建築 岡山県 学校法人作陽学園 (有)カタヤマネオファーム (株)重藤組 作陽高等学校新築工事 SD345　 D19・D22・D25

令和3年10月 公共 建築 大阪府 (株)前田組 (株)前田組 (株)前田組 立体倉庫棟建設工事・酸洗挿入棟建設工事 SD390 D29・D32

令和3年10月 公共 建築 大阪府 大阪市 大阪市都市整備局住宅部 (株)小泉鉄筋 (株)中道組 大阪市此花区酉島住宅23号館 SD345～SD390 D19・D35

令和3年10月 公共 建築 青森県 防衛省 (有)佐藤鉄筋興業 (株)ピーエス三菱 八戸駐屯地増築工事 SD345 D19

令和3年10月 公共 建築 広島県 中国四国防衛局 (株)村田相互設計 沖田鉄筋工業(有) (株)奥村組 １術校(２)講堂新設建築その他工事 SD345～SD390 D19～D25・D32

令和3年9月 公共 建築 熊本県 熊本県荒尾市 太宏設計事務所 楠本鉄筋 中尾・興亜・豊JV （仮称）荒尾市・長州町学校給食センター新築工事 SD345 D22

令和3年9月 公共 建築 石川県 七尾市 (株)中央設計技術研究所 (有)西沢鉄筋工業所 荏原・真柄・戸田組JV 七尾市ごみ処理施設建設工事 SD345 D25

令和3年9月 公共 建築 京都府 京都市 (株)竹中工務店 (株)翔圧 (株)竹中工務店 京都芸術大学C地区 SD345～SD390 D19・D38

令和3年9月 公共 建築 沖縄県 沖縄県   (株)基土木(株)山口建設(有)明城建設  高度衛生管理型荷捌施設新築工事（建築1工区） SD345～SD390 D19～D35

令和3年9月 公共 建築 沖縄県 沖縄県
(株)国吉設計

(株)設備研究所
設計共同体

  仲本工業(株)(株)野原建設米元建設工業(株  高度衛生管理型荷捌施設新築工事（建築2工区） SD345～SD390 D19～D35

令和3年9月 公共 建築 沖縄県 那覇市
アート設計

大村設備設計
野原建設・IMICORPORATION 宇栄原市営住宅第5期建替工事 SD345～SD390 D19～D35

令和3年9月 公共 建築 大阪府 大阪市 大阪市都市整備局 尼鉄工業(株) 西野建設工業(株) 豊崎小学校増築その他工事 SD345～SD390 D19～D32

令和3年8月 公共 建築 大阪府 堺市 (株)三弘建築事務所
(株)木綿麻建設
(株)麦島建設

(株)源建設工業ＪＶ
万崎建替公営住宅第一期建設工事(第１工区) SD345～SD390 D19～D32

令和3年8月 公共 建築 大阪府 (株)橋本鋼材 大阪府営寝屋川仁和寺住宅第1期エレベーター棟増築工事(第2工区)(その2 SD345 D19・D22

令和3年8月 公共 建築 大阪府 大阪府 (株)前田都市設計 (株)真栄工業 (株)鴻友建設 大阪府寝屋川点野住宅第１期エレベーター棟増築工事（第１工区）（その2） SD345 D22

令和3年8月 公共 建築 福井県 JR東日本 鹿島・竹中土木・前田産業JV 北陸新幹線、敦賀駅新築(R2カルバート) SD345 D19

令和3年8月 公共 建築 広島県 高裁判所事務総局経理局 (株)あい設計 後藤鉄筋工業(有) (株)安藤・間 広島地家裁福山支部　 SD345 D25
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令和3年8月 公共 建築 東京都 三井不動産(株)　　　　　 日建設計・鹿島設計JV (株)石澤工業 鹿島建設(株) (仮称)OH－1計画新築工事 SD345～SD390 D19・D25

令和3年8月 公共 建築 岡山県 岡山県 (有)福元鉄筋 清水建設(株) 笹目谷産業廃棄物処理施設建設工事 SD345 D19・D25

令和3年8月 公共 建築 沖縄県 沖縄県 大寛組 那覇浄化センター SD345 D22～D25

令和3年8月 公共 建築 京都府 京都市 (株)内藤建築事務所 (株)大森鉄筋 (株)竹中工務店 （総合評価）京都市立芸術大学移転整備工事ただし，C地区建築工事 SD345～SD390 ～D38

令和3年7月 公共 建築 大阪府 大阪市 (株)小野設計 栗本建設工業(株) 春日出小学校第２期増築その他工事 SD345 D19～D25

令和3年7月 公共 建築 福井県 JR東日本 鹿島・竹中土木・前田産業JV 北陸新幹線、敦賀駅新築(トイレスラブ) SD345 D19

令和3年7月 公共 建築 京都府 亀岡市 (株)田中綜合設計 村田鉄筋(株)  ・南桑土木建築・旭建設特定建設工事共 亀岡市立千代川小学校校舎棟改築工事(建築) SD345 D19～D25

令和3年7月 公共 建築 京都府 長岡京市
(株)大建設計

(株)内藤建築事務所
(株)石見鉄筋工作所 戸田建設(株) 長岡京市新庁舎等建設工事 SD345～SD390 D22・D25・D32・D38

令和3年7月 公共 建築 長崎県 国立大学法人長崎大学 (株)大建設計 宮村鉄筋 東洋建設(株) 長崎大学（坂本１）総合研究棟新営工事 SD345 D19

令和3年7月 公共 建築 東京都 江東区 (株)あい設計 (株)森鋼 関東・塚本・テッケン建設共同体 江東区立第二大島中学校改築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和3年7月 公共 建築 岡山県 (株)日本政策金融公庫 (株)マック (有)竹光建設工業 (株)ナイカイアーキット 岡山支店藤原寮新築工事 SD345 D19～D25

令和3年7月 公共 建築 岡山県 岡山市 (株)黒川建築設計事務所 (有)竹光建設工業 トヨタホーム岡山(株) 岡山市立庄内幼稚園園舎増築工事 SD345 D19～D25

令和3年7月 公共 建築 愛知県 愛知県 (株)日本設計 愛知スチール(株) 鹿島建設(株) ジブリパーク整備工事Ⅰ期工事 SD345 D19

令和3年7月 公共 建築 千葉県 レイワスチール (株)奥村組 　GLP流山5＆6プロジェクト SD345～SD490 D25・D32

令和3年7月 公共 建築 京都府 (株)内藤建築事務所 戸田建設(株) 長岡京市新庁舎等建設工事 SD345～SD390 D22～D38

令和3年7月 公共 建築 沖縄県 末日聖徒イエス・キリスト協会 naylor wentworth lunD architets 瀬底工務店(株) 西松・大米建設  末日聖徒イエス・キリスト教会沖縄神殿新築工事 SD345 D19～D25

令和3年6月 公共 建築 奈良県 奈良県王寺町 (株)大建設計 村本建設(株) (仮称)王寺義務教育学校（北）新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和3年6月 公共 建築 大阪府 堺市 堺市　建築都市局　建築部 (株)新栄 木綿麻・麦島・源建設工事共同企業体 万崎建替公営住宅第一期建設工事(第1工区) SD345～SD390 D19～D29

令和3年6月 公共 建築 沖縄県 沖縄県下水道事務所 (有)かいせい鋼業 ㈱南成建設 那覇浄化センター反応タンク築造工事（1工区） SD295～SD345 D19・D22

令和3年6月 公共 建築 京都府 （株）TUKUYOMI （株）礎一級建築士事務所 （株）金沢組 （株）日本ビルドワン （仮称）京都市南区唐橋平垣町計画新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和3年6月 公共 建築 栃木県 日光市
（株）川崎技研

(株)日産技術コンサルタント
関東鉄筋(株) 川崎技研・東武建設ＪＶ 日光市リサイクルセンター新築工事 SD345 D19～D25

令和3年6月 公共 建築 大阪府 羽曳野市 (株)都市環境設計 (株)セイワワークス (株)森組 羽曳野市向野住宅 SD345～SD390 D19～D32

令和3年6月 公共 建築 千葉県 松栄建設(株) 千葉市中央区本町マンション SD345～SD390 D19～D38

令和3年6月 公共 建築 高知県 香美市 東畑・依光建築設計企業体 (有)梅原工業 大成建設(株) 香美市立新図書館建設工業（建築） SD345 D19

令和3年6月 公共 建築 大阪府 大阪府
(株)藤和設計
(有)協友企画

(株)関西スチールフォーム (株)　旭工建 大阪府営堺宮山台４丁第２期高層住宅（建て替え）新築工事 SD345～SD390 ～D35
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令和3年5月 公共 建築 奈良県 香芝・王寺環境施設組合
パシフィックコンサルタンツ(株)

一級建築士事務所

クボタ環境サービス
(株)松村組

日本土木建設JV
一般廃棄物処理施設整備工事 SD345～SD390 D19～D29

令和3年5月 公共 建築 奈良県
県土マネジメント部地域デザイン

推進局県有施設営繕課
(株)福本設計 (有)小田利建設 中尾・松塚JV  大宇陀高校管理特別教室棟外4棟改築工事(建築工事) SD345 D22・D25

令和3年5月 公共 建築 京都府 近畿地方整備局 （株）ニュージェック （株）金沢組 （株）森本組　大阪支店 京都府警察機動隊寄宿舎建築工事 SD345 D19～D22

令和3年5月 公共 建築 島根県 広島高等裁判所 (株)車田建築設計事務所 (株)ジンザイスチール 宮田建設工業(株) 松江地家裁浜田支部庁舎新営建築工事 SD345 D22・D25

令和3年5月 公共 建築 東京都 東京都江戸川区 共同設計(株) (株)森田工業所 五洋・葛西建設共同企業体 小岩第二中学校改築工事 SD345～SD390 D25・D29

令和3年5月 公共 建築 神奈川県 タント特定目的会社 東急建設(株) 西部スチール 東急建設(株) 　ESR東扇島ディストリビューションセンター新築工事 SD345～SD390 D25・D35

令和3年5月 公共 建築 滋賀県 富田興業 西武建設（株） 草津市草津2丁目 SD345～SD390 D19～D35

令和3年5月 公共 建築 福島県 いわき市 大成建設(株) (株)郡協鉄筋工業 大成建設(株) いわき市役所本庁舎耐震改修事業 SD345 D29・D32

令和3年5月 公共 建築 高知県 室戸市 9＆9設計 (有)深田工務店 中勝建設(株) 令和2年度甲浦集落活動なぎ建設工事 SD345 D19～D35

令和3年5月 公共 建築 高知県 高知県公立大学法人 高知県公立大学法人 有澤組 新進建設(株) 高知県立大学新学生寮建築工事 SD345 D19～D25

令和3年5月 公共 建築 高知県 宿毛市
内藤・杢建築設計事務所

監理業務企業体
(株)浜本工業 轟組・竹村産業JV 宿毛市統合保育園新築工事 SD345 D19～D25

令和3年5月 公共 建築 鳥取県 鳥取県 JFEエンジニアリング(株) 鳥取県東部可燃物処理施設建設工事 SD345 D25

令和3年4月 公共 建築 石川県 金沢市 (株)五井建築研究所 守田鉄筋 豊蔵JV 金沢市立中央小学校校舎及び玉川図書館地下駐車場建設工事 SD345～SD390 D19・D22・D29・D32

令和3年4月 公共 建築 大阪府 大阪府 (株)上坂設計 橋本鋼材(株) (株)中道組 大阪府営羽曳野古市第２期中層・高層住宅（建て替え）新築工事（第２工区 SD345～SD390 D19～D29

令和3年4月 公共 建築 大阪府 大阪市都市整備局
大阪市都市整備局住宅部

建築課工事グループ
(株)小河建築設計事務所

(株)池内工業  大鉄・南海辰村特定建設工事共同企業体 長吉長原東第４住宅３９号館建設工事 SD345～SD390 D19～D35

令和3年4月 公共 建築 大阪府
大阪府住宅まちづくり部
公共建築室住宅建築課

(株)中尾建築事務所 (株)山形工業 共同建設(株)  大阪府営羽曳野古市第２期中層・高層住宅(建て替え)新築工事(第１工区) SD345～SD390 D19～D29

令和3年4月 公共 建築 和歌山県 国土交通省近畿地方整備局 国土交通省近畿地方整備局 (株)橋本鋼材 コーナン建設(株) 和歌山港湾事務所庁舎新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和3年4月 公共 建築 福井県 文部科学省 (株)長大 ダイシン建鉄 三越建設工業(株) 福井大学(文京)国際センター(仮称)新営その他工事 SD345 D19～D25

令和3年4月 公共 建築 大阪府 (株)ニュージェック (株)池内工業 佐藤工業・永商興産特定建設工事ＪＶ 新味舌体育館建設工事 SD345 D19～D25

令和3年4月 公共 建築 大阪府
大阪府住宅まちづくり部公

共建築室住宅建築課
(株)池内工業 株木建設(株)  大阪府営堺三原台第２期高層住宅(建て替え)新築工事(第５工区) SD345～SD390 D19～D29

令和3年4月 公共 建築 大阪府 大阪府
大阪府住宅まちづくり部
公共建築室住宅建築課
設計工事第1グループ

(株)金沢組 北野・シマ特定建設工事共同企業体  大阪府営吹田桃山台第1期高層住宅(建て替え)新築工事(第3工区) SD345～SD390 D19～D35

令和3年4月 公共 建築 大阪府 大阪市都市整備局 大阪市都市整備局 藤元工業(株) 大鉄工業(株) 長吉長原東第4住宅39号館建設工事 SD345～SD390 D19～D35

令和3年4月 公共 建築 岡山県 岡山市 協同組合アゴラ (有)竹光建設工業 (株)ビルドエイト 岡山市立市民屋内温水プール耐震改修他工事 SD345 D19

令和3年4月 公共 建築 和歌山県 和歌山市
教育施設・キューブ

特定管理業務共同体
(株)奥村組 (株)奥村組 市民会館(仮称)市民文化交流センター新築工事 SD345 D19～D25

令和3年4月 公共 建築 大阪府 大阪府 小林１級建築事務所 (株)山形工業 共同建設(株)  大阪府府営堺三原台第２期高層住宅(建て替え)新築工事(第１工区) SD345～SD390 D19～D32
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令和3年3月 公共 建築 神奈川県  パトリオット特定目的会社(ESR株式会社） (株)上野山都市設計 トーハンスチール 東急建設(株) 　ESR川崎浮島ディストリビューションセンター新築工事 SD345～SD390 D22・D38

令和3年3月 公共 建築 兵庫県 神戸市 (株)東畑建築事務所 東洋・寄神ＪＶ 六甲アイランド東部公共上屋新築工事 SD345～SD390 D25・D32

令和3年3月 公共 建築 大阪府 摂津市 (株)ニュージェック (株)池内工業
佐藤工業・永商興産

特定建設工事JV
新味舌体育館新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和3年3月 公共 建築 埼玉県 志木市 鹿島建設(株) 石澤工業(株) 鹿島建設(株) 志木市新庁舎建設工事 SD390～SD490 D29・D35・D38

令和3年3月 公共 建築 岩手県 NEXCO東日本 (株)高橋鉄筋工業 板谷建設(株) 安代IC雪氷施設工事 D19

令和3年3月 公共 建築 愛知県 豊田市 (株)総企画設計 新都工業(株) トヨタT&S建設(株) 松平地域体育館 SD345 D22

令和3年3月 公共 建築 愛知県 愛知県 (株)アール・アイ・ユー (株)東海鋼業
淺沼組・角文特定建設工事

共同企業体
愛知県立岡崎高等技術専門新館１建築工事 SD390 D22

令和3年2月 公共 建築 東京都 安宅設計事務所 永伸工業 新日本建設 江東区北砂三丁目 SD345～SD490 D19～D38

令和3年2月 公共 建築 埼玉県 石澤工業 鹿島建設(株) 志木市新庁舎 SD345～SD390 D19～D38

令和3年2月 公共 建築 大阪府 大阪市
(株)小河建設・(株)技建設計
大阪市都市整備局住宅部

建築課工事グループ

(株)藤元工業
(株)池内工業

大鉄・南海辰村
特定建設工事共同企業体

長吉長原東第4住宅39号館建設工事 SD345～SD390 D19～D35

令和3年2月 公共 建築 島根県 海士町
(株)マウントフジアーキテクツ
スタジオ一級建築士事務所

(株)ジンザイスチール  前田建設工業(株)(株)鴻池組JV 海士町ホテル魅力化プロジェクト新築工事 SD345 D19・D22・D25

令和3年2月 公共 建築 大阪府  大阪府・高石市南海電気鉄道(株) 中央復建コンサルタンツ(株)
大成建設

南海辰村建設
竹中土木共同企業体

高石市内連続立体化に伴う2020年度建築関係工事(2工区) SS400 M24

令和3年2月 公共 建築 福井県 福井県 山崎建設(株) 高崎建設(株)
坂井地区水道用水供給事業次亜塩素酸ナトリウム

注入設備（電気）更新工事
SD345 D13・D16・D25

令和3年2月 公共 建築 福井県 福井県 内藤廣・センボー設計共同体 ダイシン建鉄
(株)見谷組

永和住宅(株)
石田建設工業JV

一乗朝倉氏博物館 SD345 D22

令和3年2月 公共 建築 福井県 JRTT鉄道・運輸機構 JR西日本コンサルタンツ(株) 滝波工業(株) 大鉄工業(株) 敦賀駅上下乗換線駅部新設他工事 SD345 D19・D22

令和3年2月 公共 建築 愛知県 愛知県 (株)日本設計 愛知スチール(株) 鹿島建設(株) ジブリパーク整備工事Ⅰ期工事 SD345 D25

令和3年2月 公共 建築 滋賀県 滋賀県
キタイ設計(株)

(株)環境空間設計
石井工業(株) (株)桑原組 令和2年第40号信楽窯業技術試験場新築工事 SD345 D22

令和3年2月 公共 建築 奈良県 奈良県 (株)桝谷設計 片桐工業(株)  米杉・谷特定建設工事共同企業体 山辺高校管理教室棟外2棟改築工事（建設工事） SD345 D19～D25

令和3年2月 公共 建築 愛知県 愛知県 (株)安井建築設計事務所 (株)東海鋼業 錢高・アイサワJV 西三河南部地区新設特別支援学校(仮称)校舎建設工事 SD390 D22・D25

令和3年1月 公共 建築 高知県 高知市 (有)三橋組 ミタニ建設工業(株) 秦中央保育園新築工事及び秦ふれあいセンター改修工事 SD390 D22・D25

令和3年1月 公共 建築 大阪府 大韓民国総領事館 (株)日企設計 前田建設工業(株) (仮称)駐大阪大韓民国総領事館庁舎新築工事 SD345～SD390 D22・D32

令和3年1月 公共 建築 福島県 いわき市 大成建設(株) (株)郡協鉄筋工業 大成建設(株) いわき市役所本庁舎耐震改修事業 SD345 D32

令和3年1月 公共 建築 愛知県 西尾市 (株)アトラス 山旺・まるひJV 学校給食センター建設工事 SD345 D19～D25

令和3年1月 公共 建築 三重県 伊勢市 ツルタ工業(株) 清水建設(株) 伊勢市プロジェクト新築工事 SD390 D29

令和3年1月 公共 建築 愛知県 岡崎市 (株)青島設計 新都工業(株) 小原・白龍JV 岡崎市立岡崎小学校校舎増築工事 SD345 D22
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令和3年1月 公共 建築 愛知県 日本下水道事業団 新都工業(株) 飛島建設・朝日工業JV 岡崎市六名雨水ポンプ場建設工事 SD295～SD345 D13・D16

令和3年1月 公共 建築 大阪府 大阪府 (株)大建設計 (株)新栄 (株)奧村組 貝塚市庁舎整備事業 SD345～SD390 D19～D32

令和2年12月 公共 建築 京都府 京都府 (有)平井鉄筋工業 三皇・第一ＪＶ 京都府流域下水洛西浄化センター建設工事 SD345 D22・D25

令和2年12月 公共 建築 大阪府 八尾市 八尾市建築部公共建築課 (株)ＫＳ (株)長谷川工務店 桂小学校改築等工事 SD345～SD390 D19～D29

令和2年12月 公共 建築 神奈川県  横浜駅きた西口鶴屋地区市街地再開発組合 (株)大林組 横浜駅西口駅前広場整備工事 SS400 Φ32

令和2年12月 公共 建築 奈良県 三郷町 (株)桝谷設計 楠本・山岡JV 三郷北小学校大規模改造工事 SD345 D22・D25

令和2年12月 公共 建築 和歌山県 和歌山県 内藤・フジ設計共同体 山﨑鉄筋工業 ナカノフドー・中平・弘安ＪＶ 南紀・はまゆう統合支援学校（仮称）校舎１期建築工事 SD345～SD390 D25・D29

令和2年12月 公共 建築 広島県 神石高原町 (株)NSP設計 藤輝建設(株) 戸田建設(株) 神石高原町立病院建設工事 SD345～SD390 D19～D29

令和2年11月 公共 建築 和歌山県 橋本市 奈和建設(株) (株)ＫＳ 奈和建設(株) 岸上文化センター耐震等改修工事 SD345 D22

令和2年11月 公共 建築 滋賀県 彦根市 (株)石本建築事務所 (株)河野鉄筋 (株)鴻池組 （仮称）彦根市新市民体育センター建設工事 SD345 D16～D22

令和2年11月 公共 建築 奈良県 奈良県 矢野鉄筋工業(株) 山上・中西JV 郡山高校特別教室棟改築工事 SD345 D16～D25

令和2年11月 公共 建築 大阪府 大阪府
大阪府住宅まちづくり部

公共建築室
(株)池内工業 株木建設(株) 大阪府営堺三原台第2期高層住宅（建て替え）新築工事（第5工区） SD345～SD390 D19～D32

令和2年11月 公共 建築 石川県 石川県警察本部 (株)釣谷建築事務所
(有)野村鉄筋工業

(有)藤崎工業
(有)福沢鉄筋工業

戸田・杉本・アオイJV 七尾警察署庁舎建設工事（建築） SD345 D19

令和2年11月 公共 建築 大阪府 大阪府 大阪府住宅まちづくり部 (株)金沢組 北野・シマ建設工事共同企業体 大阪府営吹田桃山台第1期高層住宅（建て替え）3工区 SD345～SD390 D19～D35

令和2年11月 公共 建築 京都府 乙訓消防組合 (株)山崎設計 片桐工業(株) (株)岡野組 向日消防署新築工事 SD345～SD390 D25・D29

令和2年11月 公共 建築 愛知県 岡崎信用金庫 スタ－ツCAM(株) (株)ウサミ建工 スタ－ツCAM(株) 岡崎信用金庫資料館 SD295～SD345 D13～D25

令和2年11月 公共 建築 兵庫県 兵庫県 (株)大建設計 田村工業(株) 青木あすなろ(株) 令和2年度加東市東条地域小中一貫 SD345～SD390 D22～D29

令和2年11月 公共 建築 愛媛県 宇和島市 (株)あい設計 熊谷・二宮・古田JV 宇和島町本庁舎新低層棟建設・高層棟耐震改修工事 SD390 D29・D32

令和2年11月 公共 建築 広島県 神石高原町 (株)NSP設計 藤輝建設(株) 戸田建設(株) 神石高原町新庁舎建設工事 SD345～SD390 D19～D29

令和2年11月 公共 建築 広島県
地方独立行政法人
広島市立病院機構

内藤建築事務所
シグマ建築事務所ＪＶ

後藤鉄筋(有)
熊谷・今井・福井建設工事

共同企業体
広島市新安佐市民病院新築工事 SD345～SD390 D22～D29

令和2年11月 公共 建築 福岡県 有明生活環境施設組合 一般財団法人日本環境衛生センター西日本支局 (株)釜鉄筋工業 (株)タクマ→前田建設工業(株) 有明生活環境施設組合ごみ焼却施設建設工事 SD345 D25

令和2年10月 公共 建築 高知県 南国市 昭和・ハウジング総合JV (有)三橋組 (株)岸之上工務店 南国市中央地域交流センター（仮称）建設工事 SD390 D22・D25

令和2年10月 公共 建築 大阪府 高槻市 山下鉄筋工業(株) 藤原工業(株) 認定こども園芥川保育園新築工事 SD345 D25

令和2年10月 公共 建築 滋賀県 守山市
(株)ビルディング

コンサルタントワイズ
石井工業(株) (株)桑原組 守山南中学校給食・第２体育館建築建築 SD345～SD390 D19～D29

令和2年9月 公共 建築 兵庫県 神戸市
神戸市住宅都市局
建築技術部建築課

(株)栄工業 柄谷・寄進ＪＶ 兵庫区総合庁舎・消防署建設新築工事他工事 SD345～SD390 D22～D35
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令和2年9月 公共 建築 大阪府 泉佐野市 (株)中尾建築事務所 (株)川田精鋼 東洋建設・昭和工務店JV 第三中学校プール整備工事 SD345 D19

令和2年9月 公共 建築 大阪府 大阪市 (株)今木建築設計事務所 (株)堺鉄建 北野建設(株) 加美東第2住宅4号館建設工事 SD345～SD390 D19～D35

令和2年9月 公共 建築 岩手県 北上市  (株)安藤・間(株)小原建設ＪＶ 北上市保健・子育て支援複合施設整備(建築)工事 D22

令和2年9月 公共 建築 兵庫県 西宮市 (株)内藤建築事務所 (株)才木工業 (株)新井組 市営分銅町・末広町住宅整備工事 SD345～SD390 D19～D32

令和2年9月 公共 建築 岐阜県 岐阜市 金神鋼業(株) 極東開発・市川JV 岐阜市リサイクルセンター施設建設工事 SD345～SD390 D19～D29

令和2年9月 公共 建築 兵庫県 西宮市 (株)山下設計 富田興業(株) (株)淺沼組 西宮消防署 SD345～SD390 D19～D35

令和2年9月 公共 建築 京都府 京都府 (株)綜企画設計 (株)中鉄  (株)ピーエス三菱日皆田建設JV 城山台小学校校舎増築工事 SD345 D19～D25

令和2年9月 公共 建築 沖縄県 那覇市
(株)西筋総合設計

(株)環境設計国建JV
(株)高橋土建 安岡中学校屋内運動場改築工事(建築) SD345 D25

令和2年9月 公共 建築 鳥取県 鳥取県東部広域行政管理組合 JFEエンジニアリング(株) JFEエンジニアリング(株) 鳥取県東部可燃物処理施設建設工事 SD345～SD390 D19～D32

令和2年8月 公共 建築 大阪府 大阪府 (株)藤和設計 吉岡工業(株) (株)ハンシン建設 大阪府営吹田桃山台第１期高層住宅（建て替え）新築工事（第２工区） SD345 D25

令和2年8月 公共 建築 千葉県 千葉県 (株)黒沼鉄筋工業 (株)湯浅建設 ちば野菊の里浄水場 SD345 D22

令和2年8月 公共 建築 岩手県 大槌町 前田建設工業(株) (株)西原鉄建工業 前田建設工業(株) 運動施設整備実施設計業務〔栄町運動施設〕 SD345 D22

令和2年8月 公共 建築 兵庫県 社会福祉法人西光寺和順会 (株)三弘建築事務所 大東鋼材(株) コーナン建設(株) (仮称)西宮さんしょ保育園新設工事 SD345 D19～D25

令和2年8月 公共 建築 大阪府 大阪府 (株)藤和設計 (株)小泉鉄筋 (株)ナカノフドー建設 大阪府営吹田桃山台第1期高層住宅（建て替え）新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和2年8月 公共 建築 福島県 川内村 (株)ユニバｧサル設計 (株)平山鉄筋 (株)奥村組 第7号川内村義務教育学校整備工事 SD345 D19

令和2年8月 公共 建築 愛知県 三井不動産(株) 大成建設(株) (株)ウサミ建工 大成建設(株) 久屋大通公園 SD345 D25

令和2年8月 公共 建築 沖縄県 南大東村 (株)丸憲 南大東小中学校屋内運動場危険改築工事 SD345 D22

令和2年7月 公共 建築 大阪府 吹田市 (株)徳田設計 (株)藤元工業
大鉄ビック特定建設工事

共同企業体
吹田市立健都ライブラリー建設工事 SD345 D22・D25

令和2年7月 公共 建築 高知県 香南市 (株)総合企画設計 (有)深田工務店 四国開発(株) 夜須町第6地区東部津波避難タワー建築主体工事 SD345～SD390 D22～D35

令和2年7月 公共 建築 奈良県 三宅町 ジオーグラフィック・デザイン・ラボ (株)セイワワークス (株)森組 三宅町複合施設 SD345～SD390 D19～D32

令和2年7月 公共 建築 大阪府 泉佐野市 (株)建綜研 大東鋼材(株) オリエントハウス・一穣建設JV 日清小学校整備工事 SD345 D25

令和2年7月 公共 建築 大阪府  国土交通省近畿地方整備局 山下鉄筋工業(株) 藤原工業(株) 大阪安全衛生教育センター改修工事 SD345 D22

令和2年7月 公共 建築 長崎県 長崎市
山下設計・建友社設計

有馬建築設計事務所JV
清水・西海・長崎土建JV 長崎市新庁舎 SD390 D32

令和2年6月 公共 建築 東京都 東京都 (株)三共田中 西武建設(株) 東村山浄水場 SD345 D22・D29

令和2年6月 公共 建築 大阪府 大阪市
大阪市都市整備局

住宅部建設課
(株)ＫＳ (株)今西組 木川第2住宅1号館建設工事 SD345～SD390 D19～D38
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令和2年6月 公共 建築 神奈川県 藤沢市 大旭建業(株) 藤沢駅北口再整備 SD345～SD390 D25・D29

令和2年6月 公共 建築 滋賀県 甲賀市 (株)橋本組 三陽建設(株) 令和元年度第93号　水口小学校大規模改造（3期）工事 SD345 D22・D25

令和2年6月 公共 建築 大阪府 大阪市
大阪市都市整備局
企画部公共建築課

橋本鋼材(株) (株)中道組 玉造小学校増築その他工事 SD345～SD390 D19～D29

令和2年6月 公共 建築 大阪府 大阪市
大阪市都市整備局

住宅部建設課
(株)藤元工業 大鉄工業(株) 勝三住宅新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和2年6月 公共 建築 大阪府 守口市門真市消防組合 (株)杉原設計事務所 大鉄工業(株) 新消防本部棟建設工事 SD345～SD390 D19～D32

令和2年6月 公共 建築 福井県 敦賀市 東畑・エイコー設計共同体 (有)北成鉄筋工業 永和住宅(株) 角鹿小中学校校舎新築工事 SD345 D22・D25

令和2年6月 公共 建築 沖縄県 沖縄県
(株)泉設計

(有)名工企画設計
(有)カイ設計JV

南洋土建(株)
(株)小波津組

前田建設工業(株)JV
県立那覇Ａ特別支援学校(仮称)新築工事(建築2工区) SD345 D25

令和2年5月 公共 建築 兵庫県 兵庫県住宅供給公社 (株)日総建 (株)駒川工務店 立建設(株) 県営明石大久保南住宅建築工事 SD345 D19・D22

令和2年5月 公共 建築 大阪府 枚方市 (株)内藤設計 (株)ＫＳ 丸信住宅(株) 香里小学校長寿命化改修及び増築工事 SD345 D22

令和2年5月 公共 建築 大阪府 大阪府
(株)大建設計

(株)建築環境計画
(株)池内工業

大木・大勝特定建設工事
共同企業体

大阪府東住吉警察署改築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和2年5月 公共 建築 滋賀県 (株)ＡＺプライオール 大東建託(株) 石井工業(株) 大東建託(株) (株)ＡＺプライオール様共同住宅新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和2年5月 公共 建築 福岡県 有明生活環境施設組合 (株)タクマ (株)タクマ 柳川処理場 SD345～SD390 D25・D29

令和2年5月 公共 建築 愛知県 愛知県 (株)SHINPL ニッセツ(株) 向島住宅 SD295～SD345 D13・D19

令和2年5月 公共 建築 岡山県 国立大学法人岡山大学 (株)林圧接 蜂谷工業(株) 岡山大学（津島）総合研究棟（異分野基礎科学研究所）新営その他工事 SD345～SD390 D10～D29

令和2年5月 公共 建築 北海道 岩見沢市
岩見沢市建築部建築課

（株）アトリエアク
古沢工業（株） 昭和マテリアル（株） （仮称）栗沢文化交流施設新築工事 SD295～SD345 D25

令和2年5月 公共 建築 北海道  新陽小学校改築ほか工事（主体工事）
札幌市都市局建築部

建築工事課
（株）中銭鉄筋工業 (株)鈴木東建 新陽小学校改築ほか工事（主体工事） SD345～SD390 D19・D22

令和2年5月 公共 建築 神奈川県 大旭建業(株) 藤沢駅北口再整備 SD345～SD390 D25・D29

令和2年4月 公共 建築 岩手県 大槌町 前田建設工業(株) (株)西原鉄建工業 前田建設工業(株) 運動施設整備実施設計業務〔新町運動施設〕 SD345 D22・D25

令和2年4月 公共 建築 大阪府 法務省大臣官房施設課 (株)佐藤総合計画 大東鋼材(株) 大木建設(株) 大阪医療刑務所新営準備（建築）工事 SD345 D19

令和2年4月 公共 建築 大阪府 大阪市 (株)東畑建築設計事務所 大鉄工業(株) （仮称）北部こども相談センター建設工事 SD345 D19～D25

令和2年4月 公共 建築 兵庫県 兵庫県県土整備部住宅建築局 兵庫県県土整備部住宅建築局 大鉄工業(株) 兵庫県立国際観光芸術専門職大学（仮称）建築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和2年4月 公共 建築 石川県 津幡町 (株)山岸建築設計事務所 (株)豊蔵組 豊蔵・表JV 津幡新庁舎福祉センター整備工事(建築) SD345～SD390 D22・D32

令和2年4月 公共 建築 滋賀県 野洲市
(株)大村建築設計事務所

川端建築企画
石井工業(株) (株)ヤマタケ創建 中主小学校校舎増築（建築主体）工事 SD345 D22・D25

令和2年4月 公共 建築 宮崎県 宮崎県 (株)日建設計 大成・吉原・桜木JV 新県立宮崎病院 SD345～SD390 D25・D35

令和2年4月 公共 建築 岐阜県 岐阜県土木事務所 (株)なかてつ (株)市川工務店 日野除雪車庫 SD345 D19
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令和2年4月 公共 建築 静岡県 防衛省南関東防衛局 (株)スノウチ 五洋建設(株) 浜松外（31）格納庫 SD345 D19・D22

令和2年3月 公共 建築 兵庫県 尼崎市 (株)市浦ハウジング＆プランニング  吉岡工業(株)(株)栄工業 柄谷・宮崎・トータルＪＶ 市営武庫３住宅（宮ノ北住宅）建替事業・第2次工区 SD345～SD390 D19～D29

令和2年3月 公共 建築 滋賀県 芙蓉総合リース(株) (株)三弘建築事務所 髙松建設(株) (仮称)市民総合交流センター整備事業 SD345 D19・D22

令和2年3月 公共 建築 兵庫県 (株)ニジゲンノモリ (株)乃村工藝社 高野建設(株) 淡路計画（ゴジラ） SD345～SD390 D19～D32

令和2年3月 公共 建築 滋賀県 大津市
日立造船(株)

パシフィックコンサルタント(株)
石井工業(株) 前田建設工業(株) ゴミ処理施設整備工事(仮称)新北部クリーンセンター SD345 D19～D25

令和2年3月 公共 建築 愛知県 愛知県
(株)市浦ハウジング＆プランニング

(株)小林清文建築設計室
 木内建設(株)松井建拓(株) 鳴海住宅 SD390 D32

令和2年2月 公共 建築 東京都 立川市 (株)豊建築事務所 関東・長井特定建設工事共同企業体 立川市立若葉台小学校新校舎建設工事 SD390 D29・D32

令和2年2月 公共 建築 大阪府 門真市まちづくり部 (株)新大阪設計事務所 (株)勝元工業 大鉄工業(株) 門真市営門真千石西町住宅第3期新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和2年2月 公共 建築 大阪府 大阪市
大阪市都市整備局

住宅部建設課
(株)藤元工業 大鉄工業(株) 井高野第4住宅2号館建設工事 SD345～SD390 D19～D35

令和2年2月 公共 建築 富山県
伏木万葉埠頭バイオマス

発電合同会社
(有)北陸スタッド工業 青木あすなろ建設(株) 伏木万葉埠頭バイオマス発電設備建設工事 M20・M24

令和2年2月 公共 建築 石川県 国立大学法人金沢大学 (株)青山 佐藤工業(株) 金沢大学（角間Ⅱ）ナノ生命科学研究所棟新営工事 SD345 D22・D25

令和2年2月 公共 建築 兵庫県 西宮市 (株)内藤建築事務所 (株)才木工業 (株)新井組 春風小学校校舎改築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和2年2月 公共 建築 千葉県 成田市
八千代ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ・佐藤総合計画設計

共同企業体
(株)千葉サトー 新日本建設(株) 成田市公設地方卸売市場新築工事（建築工事） SD390 D19～D29

令和2年2月 公共 建築 大阪府 大阪市
大阪市都市整備局

住宅部建設課
KANO　CENTER(株) 矢野建設(株) 池島住宅3号館建設工事 SD345～SD390 D19～D29

令和2年2月 公共 建築 岡山県
独立行政法人

国立印刷局岡山工場
(株)エイト日本技術開発 (有)カタヤマネオファーム

住友重機械エンバイロメント
三井住友建設ＪＶ

岡山工場用排水処理設備工事 SD345 D19～D25

令和2年2月 公共 建築 東京都 立川市 (株)豊建築事務所 関東・長井JV 立川市立若葉台小学校新校舎建設工事 SD345～SD390 D19・D29・D32

令和2年2月 公共 建築 東京都 中央区 (株)類設計室 松井・徳祥・則武JV 中央区立阪本小学校改築工事及び阪本こども園 SD390 D32

令和2年2月 公共 建築 千葉県 旭市 (株)奥村組 旭市新庁舎建設建築工事 SD345 D25

令和2年2月 公共 建築 神奈川県 (株)大林組 横浜駅西口駅前広場整備工事 Φ32

令和2年2月 公共 建築 岡山県 独立行政法人国立印刷局岡山工場 三井住友建設(株) (有)カタヤマネオファーム 三井住友建設(株) 岡山工場用排水処理設備工事 SD345 D22・D25

令和2年2月 公共 建築 鳥取県 鳥取県東部広域行政管理組合 JFEエンジニアリング(株) (株)熊谷組 東部処理施設工事 SD345～SD390 D19～D32

令和2年1月 公共 建築 広島県
地方独立行政法人
広島市立病院機構

内藤・シグマ設計共同企業体
熊谷・今井・福井

建設工事共同企業体
広島市立新安佐市民病院(仮称)新築その他工事 SD345～SD390 D19～D29

令和2年1月 公共 建築 広島県 廿日市市 五洋・増田・あいJV 五洋・増岡・あいJV 地域拠点施設(旧宮島支所跡地)整備工事 SD390 D19～D29

令和2年1月 公共 建築 茨城県 日本核燃料開発(株) (株)日立建設設計 鹿島建設(株) 日本核燃料開発(株)個体廃棄物保管庫建設工事 SD390 D25

令和2年1月 公共 建築 広島県 (有)塚本ガス圧接 広島市立新安佐市民病院 D29
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令和2年1月 公共 建築 東京都 中野区 (株)INA新建築研究所 (有)石森鉄筋工業 明成・小河原・薩摩建設共同企業体 中野区立みなみの小学校校舎新築工事 SD345 D19～D25

令和2年1月 公共 建築 佐賀県
佐賀中部広域連合

広域連合長 秀島敏行
堤正則・山下設計業務共同企業体 松尾・上滝・中島工務店JV 佐賀広域消防局・佐賀消防署改築（庁舎棟建築）工事 SD345～SD390 D22・D29・D32

令和2年1月 公共 建築 佐賀県 佐賀中部広域連合 堤正則・山下設計業務共同企業体
松尾・上滝・中島工務店

特定建設工事共同企業体
佐賀広域消防局・佐賀消防署（庁舎棟）建築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和2年1月 公共 建築 北海道 北海道知事 高橋はるみ 北海道日建設計・塚田設計等共同体 中央鉄建(株) 岩倉・荒井特定建設工事共同企業体 札幌医科大学教育研究施設Ⅱ改築工事（2工区） SD390 D29

令和1年12月 公共 建築 東京都 中野区 AIS総合設計(株)東京事務所 協永・稲葉・武蔵野建設共同企業体 美鳩小学校校舎新築工事 SD345～SD390 D25・D29

令和1年12月 公共 建築 岐阜県 岐阜市 金神鋼業(株) メタウォーター・内藤JV 岐阜市東部クリーンセンター SD295～SD345 D19～D32

令和1年12月 公共 建築 三重県 三重県 (株)スギウラ鉄筋 TSUCHIYA(株) 鳥羽市消防庁舎 SD390 D22

令和1年12月 公共 建築 神奈川県 横須賀市 JERAパワー横須賀合同会社 鹿島建設(株) 横須賀火力発電所1,2号機建設工事 SD390 D19～D32

令和1年12月 公共 建築 熊本県 国立大学法人京都大学 国立大学法人京都大学 (株)佐伯建設 京都大学（長陽）火山研究センター本館他災害復旧工事 SD390 D29

令和1年11月 公共 建築 岡山県 (株)大本組 岡山中央奉還町病院移転プロジェクト D19・D29

令和1年11月 公共 建築 大阪府 大阪市 (株)奥田鉄筋 日進土建工業(株) 住吉第一中学校 SD345 D19～D25

令和1年11月 公共 建築 福岡県 有明生活環境施設組合 一般財団法人日本環境衛生センター西日本支局 (株)タクマ 有明生活環境施設組合ごみ焼却施設建設工事 SD345～SD390 D19～D29

令和1年11月 公共 建築 長崎県 長崎市 (株)日建設計・松林建築設計事務所 戸田建設・上滝・谷川建設・森美工務店  （仮称）長崎市交流拠点施設整備・運営事業ＭＩＣＥ施設新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和1年10月 公共 建築 兵庫県 西宮市 西宮市 (株)才木工業 新井組・安武JV 春風小学校校舎改築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和1年10月 公共 建築 高知県 高知県 上田・細木設計JV (株)有澤組 新進建設(株) 心の教育センター建築主体工事 SD345 D19～D25

令和1年10月 公共 建築 沖縄県 沖縄県知事玉城康裕
(株)泉設計・リアル設計・(有)アカリ設計

設計共同体
(合)崎原鉄筋 (株)山口建設・(株)丸松建設JV 浦添工業高校屋内運動場改築工事（建築2工区） SD345 D25

令和1年10月 公共 建築 東京都 八王子市 (株)レーモンド設計事務所 関東・永井特定建設工事共同企業体 八王子市立いずみの森小中学校新築工事 SD345～SD390 D25・D29

令和1年10月 公共 建築 千葉県 習志野市 (株)佐藤総合計画 新日本建設(株) 谷津小学校全面改築工事 SD345 D22

令和1年10月 公共 建築 熊本県 国立大学法人京都大学 国立大学法人京都大学 (株)佐伯建設  京都大学（長陽）火山研究センター本館他災害復旧工事 SD345～SD390 D22～D29

令和1年9月 公共 建築 愛知県 戸田建設(株) 戸田建設(株) 東山配水場３号配水池築造工事その２ SD345 D13～D19

令和1年9月 公共 建築 東京都 東京都 (株)松田平田設計 関東建設工業(株) 都立七尾特別支援学校（29）改築及び改修工事 SD390 D25

令和1年9月 公共 建築 京都府 京都府知事 西脇隆俊
(株)住建設計

北川廣次
村田鉄筋(株) (株)三煌産業 福知山児童相談所改修工事（主体工事） SD345 D19・D22

令和1年9月 公共 建築 広島県 内藤・シグマ設計共同企業体  熊谷・今井・福井建設共同企業体 広島市立新安佐市民病院（仮称）その他工事 SD345～SD390 D25・D29

令和1年9月 公共 建築 岩手県 岩手県 (株)NTTファシリティーズ (株)西原鉄建工業 日本住宅(株) 陸前高田市庁舎新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和1年8月 公共 建築 和歌山県 三友工業(株) 三友工業(株) 榎原の福祉ホーム新築工事 SD345～SD390 D25・D29
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　　ＣＢ工法施工実績表

令和1年8月 公共 建築 和歌山県 (株)山下設計 (有)山﨑鉄筋工業 村本建設(株) 新宮市文化複合施設建築工事 SD345 D25

令和1年8月 公共 建築 高知県 高知県 上田・細木設計JV (株)有澤組 新進建設(株) 病弱特別支援学校建築主体工事 SD345 D19～D25

令和1年7月 公共 建築 岡山県 (株)大本組
倉敷成人病センター新棟建築工事及び倉敷成人病センター･クリニック

既存棟改修工事
D19・D29

令和1年7月 公共 建築 広島県 福井建設(株) 広島合同庁舎２号館耐震改修工事 D29

令和1年7月 公共 建築 高知県 中土佐町 梓設計・若竹まちづくり研究所JV (有)久川鉄筋 戸田建設(株) 中土佐町新庁舎建設工事 SD345～SD390 D19～D29

令和1年7月 公共 建築 沖縄県 うるま市長島袋俊夫
(株)アムルデザイン・(有)トップ建築設計室

(株)二基設計建設共同体
(株)東江鉄筋工業

(有)新秀建設・(有)森田建設
(有)大成ｴﾝｼﾞﾆｱ・(株)美和建設JV

赤道小学校・幼稚園・学童クラブ新増改築工事（建築） SD345 D25

令和1年7月 公共 建築 東京都 江戸川区 (株)教育施設研究所 (株)トーハンスチール 東急建設(株) 江戸川区立瑞江第三中学校 SD345 D25～D19

令和1年7月 公共 建築 愛知県 大森鉄筋工業(有) 西松建設(株) 新名古屋火力発電所総合排水処理装置取替の内土木工事 SD345 D16

令和1年7月 公共 建築 東京都 江東区 (株)阿波設計事務所 (株)荒井鉄筋工業所  関東・塚本・テッケン建設共同企業体 江東区立香取小学校校舎改築その他改修工事 SD345～SD390 D19～D29

令和1年7月 公共 建築 福岡県 学校法人久留米大学 (株)山下設計 大和建設(株) 久留米大学特高変電所新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和1年7月 公共 建築 福岡県 八女市 三井Ｅ＆Ｓ環境エンジニアリング(株) 三井Ｅ＆Ｓ環境エンジニアリング(株)  八女中部衛生施設事務組合汚泥再生処理センター整備工事 SD345 D19～D25

令和1年6月 公共 建築 高知県 安田町 清水建設・若竹まちづくり研究所JV (株)北岡工務店 清水建設(株) 安田町新庁舎建設事業 SD345～SD390 D19～D29

令和1年6月 公共 建築 岡山県 倉敷市長 伊東香織 (株)東京設計 (株)モリタビルド (株)鈴木組 水島下水処理場汚泥処理棟耐震補強工事 SD345 D19～D25

令和1年6月 公共 建築 愛媛県 日本赤十字社 (株)日建設計 大成建設(株) 松山赤十字病院病院等新築工事 SD390 D19～D29

令和1年6月 公共 建築 香川県 高松市 日栄建設(株) 高松市第二給食センター SD345 D22・D25

令和1年5月 公共 建築 東京都 葛飾区 (株)石本建築事務所 (株)宏進 金子・田辺・佐藤建設共同企業体 葛飾区立小松中学校建築工事 SD345 D22・D25

令和1年5月 公共 建築 千葉県 千葉県 飛島・岩田地崎・ケイハイJV ちば野菊の里浄水場（第２期）高度浄水処理施設築造工事 SD345 D19

令和1年5月 公共 建築 東京都 東京都知事 東京都東部住宅建設事務所 丸辰工業(株) 新日本建設(株)  都営住宅28H-106東（江東区豊洲四丁目・江東区施設）工事その2 SD390 D32

令和1年5月 公共 建築 茨城県 つくば市 (株)大平組 株木・三共・パルつくばJV （仮称）新谷田部学校給食センター建設工事 SD345 D22・D25

平成31年4月 公共 建築 山口県 (株)坂本工業 (仮称)長門総合病院改築工事(ＣＢ) D25

平成31年4月 公共 建築 群馬県 (株)鳥屋銅鐵店 清水・小林・タルヤＪＶ 群馬コンベンション施設会議・展示施設建築工事 SD345～SD390 D25・D29

平成31年4月 公共 建築 大阪府 東大阪商工会議所 (株)梓設計 戸田建設(株) 東大阪市商工会議所会館新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成31年4月 公共 建築 京都府 まこと工業(株) (株)イノウエ工務店 長岡第六小学校給食室棟建設工事 SD390 D29

平成31年4月 公共 建築 岡山県 岡山市長大森雅夫 (株)ユー・ディ・ディ設計 (有)カタヤマネオファーム (株)重藤組(株)河野組ＪＶ  岡山市立宇野幼稚園保育園園舎増築工事 SD345 D19～D25

平成31年4月 公共 建築 鹿児島県 鹿児島県知事三反園訓 (株)武田建築事務所 (有)下木原鉄筋工業 新生・上山特定建設工事共同企業体 鹿児島南高校校舎改築（１期）工事（建築１工区、債務） SD345 D19・D22

-27-



令和4年6月現在

着工日
(平成○年○月)

工事種類
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平成31年3月 公共 建築 福井県 タクマ・田中・坂川・北信・キハラＪＶ (株)タクマ (株)一鐵 タクマ・田中・坂川・北信・キハラＪＶ 南越清掃組合新ごみ処理施設整備・運営事業建設工事 SD345 D22・D25

平成31年3月 公共 建築 京都府 京都府 (株)内藤建築事務所 (有)瓜生興業
松村組・西田工業特定建設

工事共同企業体
京北地域小中一貫教育校施設整備工事ただし、建築主体その他工事 SD345 D19～D25

平成31年3月 公共 建築 奈良県 奈良県 (株)大建設計 (株)浅田鉄筋
大日本土木・森下組・八房建設

特定建設工事共同企業体
（仮称）奈良県国際芸術家村建設工事（建築工事）第29-31号 SD390 D22～D29

平成31年3月 公共 建築 大阪府 (株)金沢組 (株)鴻池組 松原市新図書館建設工事 SD345～SD390 D22～D29

平成31年2月 公共 建築 大阪府 生駒郡平群町 (株)安井建築設計事務所 村本建設(株) 平群町文化センター SD345 D25

平成31年2月 公共 建築 長崎県 九州防衛局
(株)泉創建エンジニアリング

(株)綜企画設計
りんかい日産建設(株) 佐世保米軍（29）倉庫新設等建築その他工事 SD345～SD390 D19～D32

平成31年2月 公共 建築 山口県 (株)大島組 周東庁舎新築建築工事 SD295～SD345 D22・D25

平成31年2月 公共 建築 広島県 (株)錢高組  広島刑務所鍛練棟・待機所等新営（建築）工事 SD295～SD345 D19～D25

平成31年2月 公共 建築 高知県 香南市
(株)山下設計

(株)みやび設計企業体
(有)三橋組 飛島建設(株) 香南市役所新庁舎建設工事 SD345～SD390 D19～D35

平成31年2月 公共 建築 香川県 坂出市 戸田建設(株) 坂出新庁舎新築工事 SD345～SD390 D25～D32

平成31年2月 公共 建築 滋賀県 岐建(株) 木之本体育館 SD345～SD390 D22～D29

平成31年1月 公共 建築 岐阜県 長浜市長 藤井勇治 (株)西濃鉄筋
岐建・材信特定建設工事共同企業体

代表者岐建(株)滋賀支店
平成30年度長ス振第50号（仮称）北部地域総合体育館整備工事（建築工事） SD345～SD390 D22・D29

平成31年1月 公共 建築 岡山県 (株)大本組 井原市立井原中学校新校舎建設工事(普通教室棟) D22

平成31年1月 公共 建築 香川県 香川県坂出市長
(株)東畑建築事務所

(有)米沢建築設計事務所ＪＶ
小林鉄筋(株) 戸田建設(株)・兼子特定建設工事ＪＶ 坂出新庁舎新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成31年1月 公共 建築 大阪府 (株)徳山建築士事務所 (株)岩谷鉄筋 共同建設(株) 新北島中学校増築その他工事 SD345 D19・D22

平成31年1月 公共 建築 奈良県 生駒郡平群町 (株)安井建築設計事務所 (株)フクモト 村本建設(株) 平郡文化センター SD345 D22・D25

平成30年12月 公共 建築 高知県 高知県 大建設計・艸建築工房JV (有)梅原工業 五洋建設・サイバラ建設JV 新足摺海洋館建築主体工事 SD345～SD390 D19～D29

平成30年12月 公共 建築 滋賀県 近江八幡市 (株)松田平田設計 (株)ヤマタケ創建 第１号健康ふれあい公園屋根付き多目的広場整備工事 SD345 D19～D25

平成30年12月 公共 建築 高知県 高知県知事 尾崎正直 大建・艸建築工房JV (有)梅原工業他 五洋建設(株)・サイバラJV 新足摺海洋館建築主体工事 SD345～SD390 D19～D29

平成30年12月 公共 建築 福島県 東洋熱工業(株) 福島新地温浴施設 SD390 D25

平成30年11月 公共 建築 愛知県 中部電力(株) 大森鉄筋工業(有) 大成建設(株) 武豊火力発電所５号機建築 SD345～SD390 D19～D32

平成30年11月 公共 建築 愛知県 (株)JERA 大森鉄筋工業(有) 大成建設(株) 武豊火力発電所 SD345 D22・D25

平成30年11月 公共 建築 岐阜県 森鉄筋(株) TSUCHIYA(株) （補）大垣市浄化センター SD345 D22

平成30年11月 公共 建築 愛知県 山川鉄筋鋼業(株) 日東・ニッセツJV 千早南公営住宅 SD345 D19

平成30年11月 公共 建築 千葉県 成田市長 (有)坂戸工業 (株)小野瀬工務店 旧中郷小学校改修工事 SD345 D22
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平成30年11月 公共 建築 大阪府 大阪市
大阪市都市整備局

住宅部建設課
(株)中鉄 栗本建設工業(株) 東喜連第2住宅1号館(2区)建設工事 SD345～SD390 D19～D32

平成30年11月 公共 建築 高知県 香南市
(株)山下設計

(株)みやび設計企業体
(有)三橋組 飛島・四国開発JV 香南市役所新庁舎建設工事 SD345～SD390 D19～D35

平成30年10月 公共 建築 新潟県 新潟県 (株)佐久間鉄筋工業
鹿島建設(株)

高舘特定建設工事共同企業体
新潟県立武道館建設ＪＶ工事事務所 SD345 D25

平成30年10月 公共 建築 大阪府 大阪府 大阪府住宅まちづくり部公共建築室 (株)中鉄 栗本・前田JV 大阪府営堺新金岡4丁5番第2期高層住宅(建て替え)新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成30年10月 公共 建築 岡山県 岡山県民共済生活協同組合新事業所新築工事 SD345 D22

平成30年10月 公共 建築 岡山県 新保保育園 SD345 D19

平成30年10月 公共 建築 兵庫県 兵庫県川西市 (株)ユニバーサル設計 近畿施設 (株)ナカノフドー建設 川西市消防本部及び川西市南消防署整備工事 SD345～SD490 D19～D32

平成30年10月 公共 建築 岡山県 ハチヤシンケンJV 総社市学校給食センター SD390 D29

平成30年9月 公共 建築 愛媛県 (株)熊谷組 新居浜市防災センター SD345～SD390 D19～D32

平成30年9月 公共 建築 長野県 (有)小山鉄筋 (株)黒澤組 湯の丸高原屋内運動施設建築工事 SD345～SD390 D25・D32

平成30年9月 公共 建築 宮城県 リック(株) 館山ポンプ場 SD390 D19

平成30年8月 公共 建築 神奈川県 神奈川県横須賀市 日立造船・五洋建設ＪＶ 横須賀ごみ処理施設建設工事 SD345 D25

平成30年8月 公共 建築 兵庫県 西宮市 西宮市土木局営繕部営繕課 (株)才木工業 (株)新井組 新センター新築工事 SD345 D19～D25

平成30年8月 公共 建築 兵庫県 西宮市長 今村岳司 西宮市土木局営繕部営繕課 (株)才木工業 (株)新井組 香櫨園小学校 SD345～SD390 D19～D32

平成30年8月 公共 建築 岩手県 岩手県知事 (株)カクタ設計 (株)西原鉄建工業 日本住宅(株) 災害公営住宅（大槌本町地区）新築工事 SD345 D19～D25

平成30年8月 公共 建築 岡山県 赤磐市友實武則 (株)ユー・ディ・ディ設計 (株)モリタビルド
大和リース(株)

(株)ユー・ディ・ディ特定建設企業体
赤磐市複合型介護福祉施設整備工事 SD345 D25

平成30年7月 公共 建築 岐阜県 下呂市 (株)プランテック 佐山鉄筋工業(株) (株)ナカノフドー建設 下呂クリーンセンター SD345 D19～D25

平成30年7月 公共 建築 福島県 楢葉町長 松本幸英 (株)山下設計 (株)平山鉄筋 前田建設工業(株) （仮称）楢葉町屋内体育施設新築工事 SD345 D22・D25

平成30年7月 公共 建築 東京都 東京都 (株)佐藤総合計画 五洋建設(株) 東京都公文書館(29)改築工事 SD345 D25

平成30年6月 公共 建築 大阪府 大阪府住宅まちづくり部 西岡鉄筋工業 共同建設(株) 大阪府営豊中新千里南第１期高層集宅（建替）新築工事（第２工区） SD345～SD390 D19～D29

平成30年6月 公共 建築 徳島県 (株)吉成建設 鳴門第一中学校Ⅲ期工事 SD345～SD390 D19～D32

平成30年6月 公共 建築 青森県 青森県医療局 (株)平塚工務店 東洋建設(株) 青森病院新築工事 SD345 D29

平成30年6月 公共 建築 東京都 浅川清流環境組合 五洋建設(株) 日立造船・五洋建設JV 新可燃ごみ処理施設建設工事 SD390 D19～D32

平成30年5月 公共 建築 京都府 京都市 京都市都市計画局公共建築建設課 (株)金本鉄筋工業 (株)松村組 京都市崇仁市営住宅新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成30年5月 公共 建築 宮城県 日本国土開発(株) 豊里クリーンセンター SD390 D19
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平成30年5月 公共 建築 香川県 東かがわ市引田町 武田建設(株) (株)藤木工務店 引田地区幼保建設工事 SD345 D19～D25

平成30年4月 公共 建築 大阪府
(株)林設計事務所

小林一級建築事務所
(株)関西スチールフォーム 旭・矢野共同企業体  大阪府営吹田古江台第4期高層住宅 SD345～SD390 D19～D32

平成30年4月 公共 建築 大阪府
(株)関西スチール

フォーム
(株)旭工建

泉州南消防署
日根野分署建設工事

SD345 D19～D25

平成30年4月 公共 建築 鳥取県 戸田建設(株) 鳥取赤十字病院新病棟増改築工事 SD345 D25

平成30年4月 公共 建築 神奈川県 南関東防衛局 (株)泉創建エンジニアリング 五洋建設(株) 田浦外(27)倉庫新設等建築その他工事 SD390 D29・D35

平成30年3月 公共 建築 兵庫県 神戸市住宅都市局建築技術部建築課 (株)栄工業 柄谷・寄神ＪＶ 兵庫区総合庁舎・消防署建築他工事 SD345～SD390 D16～D38

平成30年3月 公共 建築 奈良県 三郷町 (株)大建設計 (株)フクモト 村本建設(株) 平成29年度三郷中学校建替工事 SD345～SD390 D19～D29

平成30年3月 公共 建築 高知県 社会福祉法人高知慈善会 セカンド建築設計事務所 (有)三橋組 (株)岸之上工務店 小高坂双葉園増改築工事 SD345 D19～D25

平成30年3月 公共 建築 岡山県 (株)大本組 井原市立井原中学校新校舎建設工事 SD345 D19・D25

平成30年3月 公共 建築 鳥取県 清水建設(株) 鳥取県立中央病院建替整備工事(建築) SD345 D22

平成30年2月 公共 建築 岡山県 (有)竹光建設工業 上川環境技術研究所 D19

平成30年2月 公共 建築 大阪府 (株)山下鉄筋 (株)久本組 淀川左岸流域下水道渚水みらいセンター焼却炉汚泥貯留槽築造工事 SD345 D32以下

平成30年2月 公共 建築 高知県 高知県教育委員会 環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ･若竹まちづくりJV 明神鉄筋 三宝・アーキテックJV 高吾地域拠点校体育館等新築主体工事 SD345 D19～D25

平成30年2月 公共 建築 鳥取県 (株)井中組 米子道路米子大橋第５下部工事 SD345 D22

平成30年2月 公共 建築 青森県 八戸市 (有)植村鉄筋 穂積建設(株) 三日町にぎわい拠点施設 SD345 D22

平成30年2月 公共 建築 香川県 武田建設(株) (株)藤木工務店 津田こども園新築工事 SD345 D19～D25

平成30年1月 公共 建築 千葉県 浦安市長内田悦嗣 (株)久慈設計 (株)千葉サトー 新日本建設(株) 浦安中学校大規模改修工事 SD390 D32

平成30年1月 公共 建築 大阪府 (株)三座建築事務所 栗本建設工業(株) 大阪府営堺新金岡2丁3番第3期高層住宅（建て替え）新築工事（第２工区） D29・D32

平成30年1月 公共 建築 大阪府 大阪市都市整備局住宅部建設課 栗本建設工業(株) 西喜連第5住宅7号館建設工事 D22～D35

平成30年1月 公共 建築 大阪府 (株)ジャス 株木・五和特定建設工事共同企業体 摂津市立摂津小学校校舎増築その他改修工事 D19～D25

平成30年1月 公共 建築 大阪府 (株)綜企画設計 栗本建設工業(株) （仮称）東部市立認定ごども園新築工事 D25

平成30年1月 公共 建築 兵庫県 (株)黒田建築設計事務所 (株)明和工務店 神戸市東部中央卸市場基礎修繕工事 D25

平成30年1月 公共 建築 大阪府 泉南市公園住宅課 (株)小西設計 (株)淺沼組 泉南中学校改築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成30年1月 公共 建築 山口県 中国四国防衛局 (株)奥村組 岩国飛行場（H29)統合倉庫新設建築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成30年1月 公共 建築 大阪府 和泉市
(監理)新建築設計事業協同組合

(設計)綜企画設計
(株)深阪工務店 市営唐国住宅建替工事 SD345～SD390 D19～D32
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平成30年1月 公共 建築 (株)木綿麻建設 金岡小学校校舎改築工事

平成30年1月 公共 建築 兵庫県 尼崎市 (株)ユニバーサル設計 (株)柄谷工務店 大庄支所・地区会館複合施設新築工事 SD345～SD390 D22～D29

平成29年12月 公共 建築 高知県 高知県教育委員会 環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ･若竹まちづくりJV (有)三橋組 三宝・開洋JV 高吾地域拠点校校舎新築主体工事 SD345 D19～D25

平成29年12月 公共 建築 神奈川県 横須賀市 日立造船・五洋ＪＶ 五洋建設(株) 横須賀ごみ処理施設建設工事 SD390 D25～D32

平成29年12月 公共 建築 栃木県 大田原市 (株)久米設計 (株)安藤・間 大田原市新庁舎建設工事 SD390 D32

平成29年12月 公共 建築 兵庫県 芦屋市 分庁舎(株)山田綜合設計 (株)明和工務店 芦屋市分庁舎及び消防団精道分団建替工事 SD345～SD390 D19～D32

平成29年12月 公共 建築 福井県 佐藤壮企画、寺崎建築事務所
田中建設(株)・北信建設(株)

(株)竹内工務店・(株)三田村工務店ＪＶ
越前市役所本庁舎（東工区）建設工事 SD345～SD390 D22・D25・D35

平成29年12月 公共 建築 石川県 松井建設(株) （仮称）幼保連携型認定こうども園金沢幼稚園新築工事 SD345 D19

平成29年12月 公共 建築 福井県 佐藤壮企画、寺崎建築事務所
(株)ｳｴｷｸﾞﾐ・(株)ｷﾊﾗｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

(株)ｻｻｷ工業・北日本建設JV
越前市役所本庁舎（西工区）建設工事 SD345～SD390 D22・D32・D35

平成29年12月 公共 建築 滋賀県 新富士見ＰＦＩ(株) (株)石本建築事務所 西村建設(株) (仮称)新富士見市民温水プール整備・運営事業

平成29年12月 公共 建築 高知県 香美市 鈴江章宏建築設計事務所 新進建設(株) 香美市立鏡野中学校武道館及びプール施設等新築工事 SD345 D19～D25

平成29年12月 公共 建築 滋賀県 高島市長 福井正明 (株)安井建築設計事務所
桑原組・杉橋建設・高島鉱建

建設共同企業体
高島市役所庁舎整備建築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成29年11月 公共 建築 高知県 高知市長 岡崎正也 (株)THINK建築設計事務所 (有)梅原工業 新進・小松JV 東石立町営住宅一期工事 SD345～SD390 D19～D32

平成29年11月 公共 建築 京都府 京都市 (株)類設計室 東急建設(株) 向島中学校区小中一貫校教育校施設整備工事 SD345～SD390 D19～D32

平成29年11月 公共 建築 福島県 (株)穴吹工務店 サーパス清水台グランゲート新築工事 SD345～SD390 D25・D32

平成29年11月 公共 建築 東京都 東京地下鉄(株) 鹿島建設(株) 広尾駅改良工事 SD345 D19

平成29年11月 公共 建築 滋賀県 草津市
(株)綜企画設計

(株)内藤建築事務所
熊谷・ゆうあい特定建設工事

共同企業体
野村公園体育館建設他工事（建築） SD345～SD390 D19～D35

平成29年11月 公共 建築 宮城県 (株)安藤・間 東北文化大学改修工事 SD390 D19・.D29

平成29年10月 公共 建築 高知県 高知県知事 尾崎正直
(株)東畑建築事務所

(有)山口英治建築設計共同体
(有)三橋組 関西新洋西山・開洋ＪＶ 療育福祉ｾﾝﾀｰ・中央児童相談所改築 SD345 D19～D25

平成29年10月 公共 建築 福岡県 大牟田市 あい・永江特定業務委託共同企業体 (株)福山建設 大牟田市駛馬北小学校屋内運動場等改築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成29年10月 公共 建築 岡山県 岡山大学 (株)教育施設研究所 河野建設(株) 岡山大学(東山)付属中学校屋内運動場新営その他工事 SD345 D22

平成29年10月 公共 建築 高知県 高知県教育委員会
(株)東畑建築事務所

(有)山口英治建築設計共同体
関西新洋米村・開洋JV 療育福祉センター・中央児童相談所改築北棟建築工事 SD345 D19～D25

平成29年9月 公共 建築 大阪府 西天満小学校

平成29年9月 公共 建築 大阪府 (株)あい設計
東洋建設・昭和工務店

特定建設工事共同企業体
佐野中学校プール整備(2期)工事 SD345 D19

平成29年9月 公共 建築 兵庫県 尼崎市 (株)浦野設計 村本・三永共同企業体 (仮称)尼崎特別支援学校建設工事 SD345～SD390 D19～D29
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平成29年9月 公共 建築 岡山県 岡山市長大森雅夫 (株)木村建築設計事務所 松野建設(株) 岡山市立旭東小学校校舎耐震改修工事 SD345 D19・D22

平成29年9月 公共 建築 岩手県 (株)福田組 大船渡市役所新築工事 SD345 D19

平成29年8月 公共 建築 大阪府 大阪府
大阪府住宅まちづくり部
公共建築室住宅建築課

(株)中道組 大阪府営松原一津屋

平成29年8月 公共 建築 京都府 京都市 吉村・三宅特定建設工事共同企業体 京都市中央卸売市場第一市場整備工事 SD345～SD390 D19～D35

平成29年7月 公共 建築 神奈川県 (株)大林組 横浜駅馬の背作業所 SD345 D25

平成29年7月 公共 建築 岡山県 岡山市長大森雅夫 (株)岩城建築設計事務所 (株)重藤組 岡山市立甲浦幼稚園・保育園園舎改築工事 SD345 D22・D25

平成29年7月 公共 建築 神奈川県 (株)大林組 横浜駅馬の背作業所 SD345 D25

平成29年7月 公共 建築 福岡県 久留米市
ＫＥＮ･フィールド設計
特定業務共同企業体

大和･三ツ矢･ティー･ツーJV 屏水中学校校舎改築工事 SD345 D19～D25

平成29年7月 公共 建築 大阪府 堺土建(株) 大阪府営堺宮園第1期高層住宅（建て替え）新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成29年7月 公共 建築 和歌山県 町立第三小学校校舎Ｂ・Ｃ棟耐震補強工事 SD345 D19・D22

平成29年7月 公共 建築 大阪府 大豊・畑中ＪＶ 八尾市水道庁舎建設工事 SD345 D19～D25

平成29年6月 公共 建築 広島県 福井建設(株) 学校法人安田学園白島キャンパスⅠ･Ⅱ期建替工事中高校舎 D22・D29

平成29年6月 公共 建築 大阪府 大阪市
大阪市都市整備局

住宅部建設課
大木建設(株) 萩之茶屋第1住宅1号館建設工事 SD345～SD390 D19～D35

平成29年5月 公共 建築 石川県 松井建設(株) 独立行政病院国立病院機構七尾病院外来診療棟等整備工事 SD345 D19

平成29年5月 公共 建築 山口県 中国四国防衛局 若築建設(株) 岩国飛行場（H28)託児所新設工事 SD345～SD390 D19～D29

平成29年5月 公共 建築 山口県 中国四国防衛局 大成建設(株) 岩国飛行場（H28)日用品売店新設建築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成29年5月 公共 建築 高知県 仁淀消防組合 (株)ハウジング総合コンサルタント 岸之上・第一ハイムJV 仁淀消防組合本部改築工事 SD345 D22・D25

平成29年5月 公共 建築 高知県 土佐市 (株)ASA設計事務所 宮崎・土佐JV 土佐市立学校給食センター建設工事 SD345 D19～D25

平成29年5月 公共 建築 福岡県 みやま市 三井造船環境エンジニアリング(株)
三井造船環境エンジニアリング･

中原電工JV
みやま市バイオマスセンター建設工事 SD345 D19～D25

平成29年5月 公共 建築 大阪府 (株)アルキービ総合計画事務所 大鉄工業(株) 守口市東部エリア地域コミュニティ拠点施設新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成29年5月 公共 建築 兵庫県 高砂市 高砂市まちづくり部建築指導課 (株)ミツワ 高砂市営中筋住宅建設（建築）工事 SD345 D16・D19

平成29年5月 公共 建築 香川県 高松市 (株)四電技術コンサルタント 武田建設(株) 日栄建設・エヌケーＪＶ 高松市立ヨット競技場 SD345 D25

平成29年4月 公共 建築 新潟県 上越市長 久保田・大栄ＪＶ 第28-104号総合博物館大規模改修工事 D25

平成29年4月 公共 建築 福島県 壁巣建設(株) 郡山市立西田学園義務教育学校屋内運動場新築主体工事 SD345 D19～D25

平成29年4月 公共 建築 福島県 前田建設(株) Ｊヴィレッジ全天候型サッカー練習場新営工事 SD345～SD390 D25～D32
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平成29年4月 公共 建築 高知県 高知県教育委員会
(株)東畑建築事務所

(株)細木設計JV
三宝・アーキテックJV 新中高一貫高校舎新築主体工事 SD345～SD390 D19～D25

平成29年4月 公共 建築 大阪府
大阪府住宅まちづくり部

公共建築室他
(株)旭工建 大阪府門真千石西町第2期高層住宅新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成29年3月 公共 建築 福井県
(株)石本建築事務所

垣本設計企業体
藤本･塩野･山本共同企業体 小浜美郷小学校体育館新築(建築)工事 SD345～SD390 D29

平成29年3月 公共 建築 石川県 (株)熊谷組 医王病院 SD345 D19

平成29年3月 公共 建築 愛媛県 四国中央市 (株)熊谷組 四国中央市市民文化ホール新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成29年3月 公共 建築 京都府 古瀬・平安・今井ＪＶ 伏見水環境保全センター SD345 D19～D25

平成29年3月 公共 建築 東京都 練馬区長前川耀男
練馬区総務部施設
管理課建築担当係

立花・増島・春日ＪＶ 練馬区立石神井東中学校屋内運動場 SD345 D19・D25

平成29年3月 公共 建築 福岡県 福岡県建築都市部営繕設備課
佐藤・ナカヤマ・林田・エスティ

設計業務共同企業体
安藤・間・金子・栗木JV 久留米スポーツセンター体育館武道場棟改築（１工区）工事 SD390 D29･D32

平成29年3月 公共 建築 大阪府 (株)山田綜合設計 戸田建設(株) 近畿中央胸部疾患センター病棟等建替整備工事 SD345～SD390 D19～D29

平成29年2月 公共 建築 神奈川県 横浜市消防局 (株)松田平田設計 アイグステック(株) 新消防庁舎建設工事 SD390 D32

平成29年2月 公共 建築 愛媛県 四国中央市 (株)あい設計 (株)熊谷組 四国中央市市民文化ホール SD345～SD390 D19～D29

平成29年2月 公共 建築 長野県 大成建設(株)・岡谷JV 長野短大三輪キャンパス SD345 D25

平成29年2月 公共 建築 香川県 徳島県 (株)梓設計 (株)島谷建設 阿波踊り空港増築工事 SD345 D19～D29

平成29年2月 公共 建築 埼玉県 桶川市 (株)日本設計 大成建設(株) 桶川市新庁舎建設工事 SD345～SD390 D22～D29

平成29年2月 公共 建築 福島県
鹿島建設(株)・クレハ錦建設

工事共同企業体
いわき市北好間中川原地区第２住宅復興公営住宅建設工事 SD345 D19・D22

平成29年2月 公共 建築 神奈川県 アイグステック(株) 新消防庁舎建設工事 SD390 D32

平成29年2月 公共 建築 高知県 梼原町 (株)隈研吾建築都市設計事務所 戸田建設(株) ゆすはら森の中まるごと図書館・梼原複合施設 SD345 D22・D25

平成29年2月 公共 建築 兵庫県 尼崎市 (株)INA新建築研究所 大豊・苅田ＪＶ わかば西小学校改築工事 SD295～SD390 D16～D29

平成29年2月 公共 建築 愛媛県 四国中央市 (株)あい設計 (株)熊谷組 四国中央市市民文化ホール SD345～SD390 D19～D29

平成29年1月 公共 建築 茨城県 茨城県ひたちなか市 JFEコンフォーム(株) ひたちなか市市民球場ｽｺｱﾎﾞｰﾄﾞ改修工事 SD345 D22

平成29年1月 公共 建築 山口県 中国四国防衛局 若築建設(株) 岩国飛行場（H28)車両整備場建設工事 SD345～SD390 D19～D29

平成29年1月 公共 建築 大阪府 岬町 (株)クオリア 巴・シマ特定建設工事共同企業体 町営緑ヶ丘住宅PFI事業第2期工区建築主体工事 SD345～SD390 D19～D29

平成29年1月 公共 建築 福岡県 大野城市 (株)久米設計 西松･柿原･内山JV (仮称)大野城心のふるさと館建設建築工事 SD345 D19～D29

平成29年1月 公共 建築 京都府
公益社団法人信和会

理事長小林充
野口計画管理(株)
一級建築士事務所

野口建設(株) 京都民医連第二中央病院南館建替工事第Ⅱ期工事 SD345 D19～D25

平成29年1月 公共 建築 京都府
独立行政法人国立病院機構

南京都病院
(株)内藤建築事務所 (株)桑原組 独立行政法人国立病院機構南京都病院外来管理治療棟等建替工事 SD345 D19～D25
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平成29年1月 公共 建築 宮城県 皆成建設(株) 六郷3-1ブロック区画工事 SD345 D19

平成29年1月 公共 建築 大阪府 (株)松田平田設計他 (株)淺沼組 大阪府平野警察署新築工事 SD345～SD390 D25～D35

平成29年1月 公共 建築 大阪府 矢作建設工業(株) 豊中上新田会館耐震補強工事 SD345 D19

平成29年1月 公共 建築 徳島県 大鵬薬品(株) (株)竹中工務店 (株)竹中工務店 大鵬薬品(株)北島厚生・事務棟 SD345～SD390 D19～D29

平成28年12月 公共 建築 兵庫県 北野・ユハラ特定建設工事共同企業体 共同設計(株) (株)堺鉄建 小田中学校改築工事 SD345 D19～D25

平成28年12月 公共 建築 大阪府 (株)東畑建築事務所 (株)創進工業 (株)金山工務店 城東消防署建設工事Ⅱ期 SD345～SD390 D22～D29

平成28年11月 公共 建築 徳島県 徳島県 西田設計(株) (株)島谷建設 阿南工業高校校舎棟/管理棟改築 SD345～SD390 D19～D29

平成28年11月 公共 建築 京都府 京丹後市 (株)大建設計 (株)安藤・間JV 弥栄病院 SD345～SD390 D35以下

平成28年10月 公共 建築 奈良県 (株)内藤建築事務所 吉岡工業(株) (株)鴻池組 奈良文化財研究所本庁舎新営その他工事 SD345～SD390 D19～D29

平成28年10月 公共 建築 高知県 高知県
(株)上田建築事務所

(株)ハウジング総合コンサルタント
新進建設(株) 山田養護学校食堂棟改築主体工事 SD345 D19～D25

平成28年10月 公共 建築 新潟県 植木・田中・久保田共同企業体 厚生第27－19号厚生産業会館建築工事 SD345 D19・D25

平成28年10月 公共 建築 徳島県 吉野川市
(株)東畑建築事務所
(株)内藤建築事務所

(株)奥村組 高越小学校 SD345 D19～D25

平成28年10月 公共 建築 徳島県 小松島市 (株)東畑建築事務所 東洋建設・斉藤建設JV 小松島市葬祭場新築工事 SD390 D19～D29

平成28年10月 公共 建築 岡山県 倉敷市長伊藤香織 (株)昭和設計
(株)藤木工務店･ナイカイ･藤原建設

工事共同企業体
倉敷市立児島市民病院建築工事 SD345～SD390 D22～D32

平成28年9月 公共 建築 京都府 第一交通産業(株) 京都府教育庁管理部管理課建築部 (株)城東鉄筋 公成・高塚・水野ＪＶ 府立鴨沂高等学校校舎改築等工事 SD345 D22・D25

平成28年9月 公共 建築 兵庫県 神戸市港総局 (株)安井建築設計事務所 東洋建設(株) 神戸港総合福利厚生施設新築工事

平成28年9月 公共 建築 大阪府 大阪市 (有)コマイ建築設計事務所 名工建設(株) 豊里第２住宅１９号館建設工事 SD345～SD390 D19～D29

平成28年9月 公共 建築 福島県 大成ユーレック(株) 復興公営住宅整備工事 SD345 D25

平成28年9月 公共 建築 岡山県 岡山市 (株)坪井建築設計 河野建設(株) 岡山市立福浜中学校南校舎棟耐震改修工事 SD345 D22

平成28年9月 公共 建築 新潟県 新潟市長篠田昭 丸運建設(株) 日和山小学校大規模改造工事 SD345 D25

平成28年8月 公共 建築 大阪府 大阪市都市整備局住宅部建設課 橋本鋼材(株) (株)中道組 池島住宅2号館(1区)建設工事 SD345～SD390 D19～D35

平成28年8月 公共 建築 岡山県 岡山市 (株)ゲン設計 日本クレスト(株) 岡山市立開成小学校北校舎棟耐震改修工事 SD345 D19

平成28年8月 公共 建築 岡山県 岡山市 (株)ADO建築設計事務所 (株)笹山工業 岡山市立平津小学校北校舎棟他耐震改修工事 SD345 D19・D22

平成28年8月 公共 建築 徳島県 日和佐町 (株)カワグチテイ建築企画 東洋建設(株) 美波町医療保健センター SD345 D19～D25

平成28年6月 公共 建築 京都府 (株)三宅建築事務所 (株)ＫＳ (株)野原工務店 府立桂高等学校教室棟・生徒会館耐震補強工事 SD345 D22
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平成28年6月 公共 建築 千葉県 (株)グローバルエルシード (株)四季建築設計事務所 新日本建設(株) (仮称)エルシード市川Ⅱ計画新築工事 SD345～SD390 D22～D38

平成28年6月 公共 建築 大阪府 大阪府 (株)吾彦建築設計事務所 野村建設工業(株) 長吉六反北住宅１号館 SD345～SD390 D22～D29

平成28年6月 公共 建築 大阪府 藤井寺市 (株)小野設計 野村建設工業(株) 市立道明寺小学校3・4号棟改築工事(Ⅱ期) SD345 D19～D25

平成28年6月 公共 建築 滋賀県 JR西日本 JR西日本 大鉄工業(株) JR稲枝駅 SD345 D19

平成28年6月 公共 建築 福島県
JFEエンジニアリング(株)

飛島建設(株)特定業務共同企業体
平成27年度楢葉町対策地域内廃棄物処理業務（減容化処理) SD345 D25

平成28年5月 公共 建築 京都府 大成ユーレック(株) (株)ＫＳ 大成ユーレック(株) （仮称）京都大学（川端）熊野職員宿舎建設工事 SD345 D19～D25

平成28年5月 公共 建築 大阪府 松原市長 大和リース(株) 大和リース(株) 元希者センター SD345～SD390

平成28年5月 公共 建築 山梨県
甲府・峡東地域ごみ処理

施設事務組合
戸田建設(株)

一級建築士事務所
戸田建設(株)・早野組ＪＶ 甲府・峡東地域ごみ処理施設建設工事 SD345～SD390 D22～D32

平成28年5月 公共 建築 大阪府 大阪市 (株)戸田建築監理事務所 大鉄工業(株) 西宮原住宅1号館建設工事

平成28年5月 公共 建築 岡山県 岡山刑務所 岡山刑務所総務部用度課 康愛産業(株) 平成27年度岡山刑務所外塀改修工事 SD345 D19

平成28年5月 公共 建築 高知県 高知県 昭和・上田設計共同企業体 和建設(株) 永国寺キャンパス図書館及び体育館建築主体工事 SD345～SD390 D19～D29

平成28年5月 公共 建築 兵庫県 (株)都市環境設計 大鉄工業(株) 神戸地方・家庭裁判所明石支部建築工事 SD345～SD390 D19～D25

平成28年5月 公共 建築 愛媛県 今治市
(株)タクマ

パシフィツコンサルタンツ
(株)タクマ 今治ごみ処理場 SD345～SD390 D19～D29

平成28年4月 公共 建築 茨城県 (株)安藤・間 土浦市営斎場整備事業 SD390 D19

平成28年4月 公共 建築 滋賀県 滋賀県 川崎重工業(株) 石井工業(株) 青木あすなろ建設(株) 草津クリーンセンター更新工事 SD345 D19～D25

平成28年4月 公共 建築 岡山県 倉敷市
(株)東畑建築事務所

ナガオプランネット共同企業体
(株)藤木工務店･梶岡建設･坂新組ＪＶ 玉島小学校校舎建築工事 SD295～SD345 D19～D29

平成28年4月 公共 建築 大阪府 吉村建設工業(株) 新京福西院ﾋﾞﾙ地下工事 SD345～SD390 D25・D29

平成28年4月 公共 建築 奈良県 生駒市長小柴雅史 (株)教育施設研究所 (株)淺沼組 (仮称)生駒北小中一貫校施設整備工事 SD345～SD390 D22～D29

平成28年3月 公共 建築 千葉県 (株)畔蒜工務店 南条小学校屋内運動場改築工事 SD345 D25

平成28年3月 公共 建築 岩手県 中野小学校 SD345

平成28年2月 公共 建築 山口県 中国四国防衛局
(株)山下設計

車田建築設計JV
西松建設(株) 岩国飛行場(H26)立体駐車場(A)(下士官宿舎)新設建築その他工事 SD345～SD390 D19～D29

平成28年2月 公共 建築 奈良県 奈良市長仲川元庸 (株)内藤建築事務所
三和・森特定建設工事

共同企業体
あやめ池小学校校舎改築その他工事 SD345 D19～D25

平成28年1月 公共 建築 山口県 中国四国防衛局 西松建設(株) 岩国飛行場ﾀｰﾐﾅﾙ新設建築その他工事 SD345～SD390 D19～D29

平成28年1月 公共 建築 岩手県 (株)ＹＡＰ 三陸道多賀城 D16

平成28年1月 公共 建築 茨城県 JR東日本 ジェイアール東日本コンサルタンツ(株) 鉄建建設(株) JR水戸支社ビル SD345 D25
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平成28年1月 公共 建築 高知県 高知県 (株)現代建築計画 関西新洋西山・四国開発JV 青少年センター本館及び宿泊棟改築主体工事 SD345～SD390 D19～D29

平成28年1月 公共 建築 高知県 高知県 清水建設(株)・轟組JV 高知医療センター新がんセンター建築主体工事 SD345～SD390 D19～D29

平成28年1月 公共 建築 香川県 (株)今治造船 りんかい日産・大林・東洋JV 今治造船新ドック建設工事 SD345 D41・D51

平成27年12月 公共 建築 広島県 中国四国防衛局 中国四国防衛局調達課 広成建設(株) 海田市(26補)隊舎改修建築その他工事 SD345 D25

平成27年12月 公共 建築 群馬県 清水・河本ＪＶ 館林厚生病院施設耐震化整備工事（建築工事）2期工事 SD345 D32

平成27年11月 公共 建築 滋賀県 奥田・伊藤JV 彦根翔陽高等学校 SD295～SD345

平成27年11月 公共 建築 埼玉県 川越市 (株)石本建築事務所 大成建設(株)・岩堀・梶野ＪＶ （仮称）川越市新斎場新築工事 SD345 D25

平成27年11月 公共 建築 徳島県 徳島県 (株)梓設計 西松建設(株) 県立海部病院移転新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成27年11月 公共 建築 徳島県 徳島県 (株)梓設計 (株)姫野組 美波病院新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成27年11月 公共 建築 奈良県 葛城市長山下和弥 (株)桝谷設計 (株)森下組 （仮称）道の駅かつらぎ地域振興棟新築工事 SD345～SD390 D22～D29

平成27年11月 公共 建築 神奈川県 (株)不動テトラ 座間キャンプ SD390 D29

平成27年10月 公共 建築 広島県 福山市 福山市建設局建築部 (株)寺田建設 福山市立瀬戸小学校耐震補強工事 SD345 D22

平成27年10月 公共 建築 埼玉県
特定医療法事橘会
理事長井坂勝利

日揮(株) 石川建設(株) みずほ台病院リニューアル計画工事 SD345 D29

平成27年10月 公共 建築 高知県
高知県市町村

総合事務所組合
(株)細木建築研究所 (株)竹中工務店 高知自治会館新庁舎建築工事 SD345～SD390 D25～D35

平成27年9月 公共 建築 岡山県 岡山市水道局 (株)山下設計 (株)荒木組 岡山市水道局本庁庁舎建築その他工事 SD345～SD390 D19～D29

平成27年9月 公共 建築 岡山県 岡山市 (株)あい設計 (株)まつもとコーポレーション 岡山市立南輝小学校校舎耐震改修工事 SD345 D19

平成27年9月 公共 建築 奈良県 葛城市 (株)日産技術コンサルタント (株)川崎技研 葛城市ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ建設整備工事 SD345 D22・D25

平成27年9月 公共 建築 埼玉県 医療法人社団東光台 (株)大建設計 大成建設(株) 戸田中央看護専門学校新築工事 SD345 D29

平成27年9月 公共 建築 埼玉県
医療法人社団愛友会

理事長中村康彦
大成建設(株) 大成建設(株) 上尾中央病院Ｂ館Ⅱ期新築工事 SD345～SD390 D22・D35

平成27年9月 公共 建築 大阪府 独立行政法人都市再生機構 青木あすなろ建設(株) 26-（仮称）和泉市立小中一貫校建設工事 SD345～SD390 D22～D29

平成27年9月 公共 建築 千葉県 松戸市 新三平建設(株) 松戸市立金ケ作中学校 SD345 D22

平成27年9月 公共 建築 徳島県 阿南市 (株)日建設計 大成建設(株) 阿南市新庁舎新築工事第2期 SD295～SD345 D19～D29

平成27年9月 公共 建築 高知県 香南清掃組合 JFEエンジニアリング(株)
JFEエンジニアリング(株)

新進建設JV
香南清掃組合新ごみ処理施設建設工事 SD345 D19～D25

平成27年9月 公共 建築 東京都 築地魚市場(株) (株)日建設計 五洋建設(株) 築地魚市場(株)豊洲新市場（仮称）第6街区冷蔵庫棟建設工事 SD490 D19～D38

平成27年8月 公共 建築 京都府 (株)イノウエ工務店 長岡第六小学校耐震工事 SD345～SD390
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平成27年8月 公共 建築 広島県
独立行政法人国立病院機構

福山医療センター
(株)村田相互設計 (株)鈴木工務店 独立行政法人国立病院機構福山医療センター職員宿舎建替工事 SD345～SD390 D22～D29

平成27年8月 公共 建築 広島県 倉敷市 黒川･暁･設計共同体
目黒建設(株)

(株)榊原建設建設共同企業体
倉敷市立老松小学校校舎増築ほか建築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成27年8月 公共 建築 岡山県 国立大学法人岡山大学
岡山大学施設企画部

(株)総合設備企画
清水建設(株) 岡山大学(医病)中央診療棟Ⅱ期新営その他工事 SD345～SD390 D25～D29

平成27年8月 公共 建築 兵庫県 (株)売布建設 宝塚市売布小学校耐震補強工事 SD345～SD390 D19～D25

平成27年8月 公共 建築 岡山県 真庭市 矢作建設工業(株) 真庭市立落合小学校耐震補強工事 SD345 D22～D25

平成27年8月 公共 建築 兵庫県 阪神電気鉄道(株)
阪神電気鉄道(株)

（阪急設計ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ(株)）
 阪神鳴尾駅付近連続立体交差工事（第3工区） SD390 D32

平成27年8月 公共 建築 兵庫県 阪神電気鉄道(株)
阪神電気鉄道(株)

（阪急設計ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ(株)）
(株)鴻池組・森本組・(株)熊谷組

特定建設工事共同企業体
 阪神鳴尾駅付近連続立体交差工事（第2工区） SD390 D32

平成27年8月 公共 建築 兵庫県 阪神電気鉄道(株)
戸田建設(株)・ハンシン建設・東洋建設

特定建設工事共同企業体
 阪神鳴尾駅付近連続立体交差工事（第1工区） SD345～SD390 D16～D38

平成27年8月 公共 建築 千葉県 船橋市 新三平建設(株) 船橋市立小室小学校 SD345 D19

平成27年8月 公共 建築 千葉県 松戸市 新三平建設(株) 松戸市立松戸六中学校 SD345 D16

平成27年8月 公共 建築 千葉県 松戸市 新三平建設(株) 松戸市立殿平賀小学校 SD345 D25

平成27年8月 公共 建築 千葉県 松戸市 新三平建設(株) 松戸市立六実中学校 SD345 D22

平成27年7月 公共 建築 大阪府 (株)桜井工業 岸和田市立中央小学校 SD345

平成27年7月 公共 建築 岡山県 岡山市 (株)あい設計 (株)重藤組 岡山市立操山中学校校舎耐震改築工事 SD345 D22・D25

平成27年7月 公共 建築 岡山県 全農物流(株) (株)JA設計 (株)大本組 全農物流(株)西日本農機部品事業所新築工事 SD345 D19～D25

平成27年7月 公共 建築 埼玉県 熊谷市 大成建設(株) 熊谷市役所 SD345 D29

平成27年7月 公共 建築 大阪府 東大阪市 (株)大建設計
(株)奥村組・大勝特定建設工事

共同企業体
(仮称)東大阪市新障害児者支援拠点施設新築工事 SD390 D32

平成27年7月 公共 建築 愛知県 JR東海 春日井駅改築工事共同企業体 春日井駅改築 SD390 D29・D32

平成27年7月 公共 建築 岩手県 (株)奥村組 長島水門 D35

平成27年7月 公共 建築 山形県 (株)仁科工務店 米沢三中 D25

平成27年7月 公共 建築 岩手県 佐武・菱和ＪＶ 高田東中学校 D25

平成27年7月 公共 建築 岩手県 (株)伊藤組 花巻空港 D25

平成27年7月 公共 建築 徳島県 法務省 (株)宮設計 鹿島建設(株) 徳島家庭裁判所新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成27年7月 公共 建築 高知県 高幡東部清掃組合 日立造船(株) 新進建設(株) 高幡東部清掃組合汚泥再生処理センター建設工事 SD345 D19～D25

平成27年7月 公共 建築 長野県 湖周行政事務組合 (株)大建設計 タクマ・岡谷組ＪＶ 諏訪湖周クリーンセンター SD390 D19～D32
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平成27年7月 公共 建築 岩手県 佐武・菱和ＪＶ 高田東中学校移転新築工事 SD345 D19・D25

平成27年6月 公共 建築 大阪府 大阪市
大阪市都市整備局

(有)田村建築設計事務所
石井工業(株)
一宇工業(株)

新三国住宅2号館第2期建設工事 SD345～SD390 D19～D35

平成27年6月 公共 建築 香川県 高松市 (株)合田工務店 高松市こども未来館新築工事 SD345～SD390 D22・D25・D32

平成27年6月 公共 建築 岡山県 (独)国立印刷局 (株)奥村組 岡山工場仕上棟新築工事(建築) SD345～SD390 D25・D29

平成27年5月 公共 建築 大阪府 大阪市
大阪市都市整備局

住宅部建設課
石井工業(株)

青木あすなろ建設(株)
東淡路住宅2号館建設工事 SD345～SD390 D19～D38

平成27年5月 公共 建築 兵庫県 朝来市 (株)梓設計 西松建設・但南建設ＪＶ 朝来市新庁舎建設工事 SD345～SD390 D22～D29

平成27年5月 公共 建築 大阪府 浅香山換気所新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成27年5月 公共 建築 京都府 京都市上下水道局
(株)鴻池組・今井・城産特定建設工事

共同企業体
蹴上浄水場第１高区配水池改良工事 SD345 D19

平成27年5月 公共 建築 岩手県 高惣建設(株) 誠桜高校 D19・D25

平成27年5月 公共 建築 東京都 東京地下鉄(株) (株)東急設計コンサルタント 五洋建設(株) 深川検車区検査庫ほか新築工事 SD345 D25

平成27年4月 公共 建築 神奈川県 青木あすなろ建設(株) 相模米軍（25）倉庫（0502) SD345 D25

平成27年4月 公共 建築 兵庫県 西宮市 西宮市
小笹鉄筋(株)

巴・松田特定建設工事JV
西宮市南甲子園小学校校舎建替工事 SD345～SD390 D19～D32

平成27年4月 公共 建築 京都府 京都府 京都府 要建設・アトラスJV 京都府立こども療育センター SD345 D25以下

平成27年4月 公共 建築 兵庫県 青木あすなろ・山本共同企業体 (株)東急設計コンサルタント 尼崎市 SD345 D19・D25

平成27年4月 公共 建築 奈良県 奈良県香芝市 (株)福本設計 (株)奥村組 香芝市庁舎耐震補強等改修工事 SD345 D19～D38

平成27年4月 公共 建築 千葉県 松戸市 (株)久米設計 東急・湯浅特定建設JV 松戸市立関台小学校新築工事 SD390 D29～D32

平成27年4月 公共 建築 兵庫県 淡路市 (株)たくと建築設計 淡路土建・ツダＪＶ(株) 淡路市庁舎増築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成27年3月 公共 建築 大阪府 (株)竹中工務店  大手前立体駐車場（仮称）新築その他工事 SD345～SD390 D22～D29

平成27年3月 公共 建築 山口県 中国四国防衛局
梓設計

長野総合建築事務所
総合設備ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄＪＶ

大成建設(株) 岩国飛行場(H25)小学校新設等建築その他工事 SD345～SD390 D19～D29

平成27年3月 公共 建築 岡山県 中国四国防衛局 (株)懸樋工務店 日本原(25)隊舎改修工事 SD345 D22

平成27年3月 公共 建築 岐阜県 北方町長室戸英夫
シーラカンスアソシエイツ

武藤圭太郎建築設計共同企業体
TSUCHIYA(株)・内藤特定建設

工事共同企業体
第1号北方町新庁舎建設工事 SD345～SD390 D19～D29

平成27年3月 公共 建築 愛知県 (株)未来設計社 オリエンタル白石(株) 第二東名高速道路真福寺川橋工事 SD345～SD390 D19～D35

平成27年3月 公共 建築 奈良県 (株)環境技術研究所 (株)福田組 資源化ｾﾝﾀｰ建設工事 SD345 D19～D25

平成27年3月 公共 建築 徳島県 小松島市 大計設計(株) 大鉄工業・斉藤建設ＪＶ 小松島南総合中学校新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成27年3月 公共 建築 千葉県 松戸市 (株)久米設計 東急建設(株) （仮称）松戸市立関台小学校新築工事 SD390 D22～D38
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平成27年2月 公共 建築 黒潮町 (株)ハウジング総合コンサルタント 西南綜合建設(株) 蜷川健康支援センター耐震補強工事 SD345 D19

平成27年2月 公共 建築 滋賀県 大津市 大津市建設部建築課
新城鉄筋工業所

(株)内田組
値域振興施設（道の駅）新築工事 SD345 D19～D25

平成27年2月 公共 建築 奈良県 奈良市長 奈良市 (株)武部商会 春日公民館西木辻分館 SD345 D25以下

平成27年2月 公共 建築 岡山県 浅口市 (株)まつもとコーポレーション 浅口市役所本庁舎耐震改修等工事 SD345 D19～D25

平成27年2月 公共 建築 広島県 中国四国防衛局 (株)車田建築設計事務所 五洋建設(株) 呉(25)からす小島倉庫新設建築その他工事 SD345～SD390 D19～D29

平成27年2月 公共 建築 埼玉県 埼玉県消防局 田中・不動・共栄ＪＶ 緑消防署等複合施設建設工事 SD390 D35

平成27年2月 公共 建築 大阪府 大阪府能勢町 (株)大建設計 (株)淺沼組 能勢町立新学校新築工事 SD345 D19・D22

平成27年2月 公共 建築 奈良県 大和高田市 (株)イチケン 大和高田市立病院放射線治療棟建設工事 SD345 D19～D25

平成27年2月 公共 建築 千葉県 千葉県印西市長 新日本建設(株) 21住区小学校 SD345 D22

平成27年2月 公共 建築 広島県 広島市
(株)石本建築事務所

藤本寿徳建築設計事務所
大成建設(株)・広成建設・砂原組ＪＶ 地域医療総合支援センター（仮称） SD390 D29

平成27年1月 公共 建築 広島県
広島駅南口Ｂブロック
市街地再開発組合

(株)アール・アイ・エー 前田建設工業(株) 広島駅南口Bブロック新築工事 SD345 D22・D25

平成27年1月 公共 建築 滋賀県 大津市 大津市建設部建築課 (株)内田組 地域復興施設（道の駅） SD345 D19～D25

平成27年1月 公共 建築 香川県 綾川町 戸田建設(株) 綾川町立綾南中学校校舎改築工事 SD345 D19～D25

平成27年1月 公共 建築 香川県 香川県 日栄建設(株) 香川県立高松南高等学校校舎棟建築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成27年1月 公共 建築 兵庫県 兵庫県 (株)鷲尾建築設計事務所 島谷建設(株) 県立相生産業高等学校管理･普通教室棟他耐震補強その他工事 SD345 D25

平成27年1月 公共 建築 高知県 高知県 大成建設(株)･ﾐﾀﾆ･有生JV 新図書館等複合施設建築主体工事 SD345～SD390 D19～D35

平成27年1月 公共 建築 神奈川県 川崎市 (株)桂設計 大山・大川厚・村松JV 川崎・田島支援学校 SD345 D25

平成26年12月 公共 建築 戸田建設(株) 綾南中学校 SD345 D19～D25

平成26年12月 公共 建築 大阪府 大阪市交通局 野村建設工業(株) 緑木検車場一元化改造工事 D22・D25

平成26年12月 公共 建築 島根県 隠岐郡西ノ島町 (株)小草建築設計事務所 (株)鴻池組 西ノ島小中学校校舎・屋内運動場建設工事 SD345 D19～D32

平成26年10月 公共 建築 兵庫県 芦屋市 芦屋市都市建設部建設課 美樹・近藤JV 芦屋市庁舎東間 SD345～SD390 D19～D35

平成26年10月 公共 建築 大阪府 大阪府枚方市 (株)ナカノフドー建設 新第１学校給食共同調理場 SD345 D19～D25

平成26年10月 公共 建築 山口県 大成建設(株) 岩国飛行場（Ｈ24）訓練施設等新設建築工事

平成26年10月 公共 建築 徳島県 徳島市 西松建設・姫野組・平山建設ＪＶ 沖洲小学校校舎棟体育館棟 SD345～SD390 D19～D29

平成26年9月 公共 建築 滋賀県 大津市
日立造船(株)

大津市設備整備課
日立造船(株) 大田廃棄物 終処分場（二期）浸出水処理施設 SD345 D19～D25
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平成26年9月 公共 建築 滋賀県 滋賀県知事 (株)岡村設計 (株)堀光 平成26年度台11号交通機動隊庁舎 SD345 D22・D25

平成26年8月 公共 建築 水原建築設計事務所 (株)フジタ 日野消防署 SD345 D19～D25

平成26年8月 公共 建築 広島県 JR西日本 (株)大林組 JR広島駅 SD345～SD390 D22～D32

平成26年8月 公共 建築 東京都 東京都水道局 (株)熊谷組 芝浦ポンプ場 SD345 D19・D25

平成26年8月 公共 建築 茨城県 下妻市 塚田建材(株) 下妻第二高等学校耐震補強工事 SD345 D19

平成26年7月 公共 建築 高知県 香美市 (株)ASA設計事務所 大旺新洋(株) 香美市消防庁舎建設工事（建築主体工事） SD345 D25

平成26年6月 公共 建築 大阪府 大阪市 スナダ建設(株) スナダ建設(株) 生野区南部地区整備事業 SD345 D19～D25

平成26年6月 公共 建築 山口県 広成建設(株) 岩国飛行場（24Ｈ）売店等新設建築工事

平成26年6月 公共 建築 大阪府 大阪市 (株)戸田建築監理事務所 栗本建設工業(株) 大和田第三住宅1号館建設工事 SD345～SD390 D16～D35

平成26年6月 公共 建築 高知県 高知県警察本部 (株)ハウジング総合コンサルタント 大旺新・入交・関西ＪＶ 新南国警察署（仮称）庁舎新築主体工事 SD345～SD390 D19～D32

平成26年6月 公共 建築 栃木県 宇都宮市 芳賀屋建設(株) 東小学校南校舎耐震補強工事及び大規模改造工事 SD345 D19

平成26年4月 公共 建築 広島県 五洋建設(株) 呉市新庁舎新築工事

平成26年4月 公共 建築 東京都 東京都知事 (株)安井建築設計事務所 東部谷内田建設共同企業体 府中合同市舎 SD345 D25

平成26年4月 公共 建築 柄谷・カラタニエンジニアリングJV 塚口中学校北西棟新築工事 SD345 D19～D25

平成26年3月 公共 建築 高知県 高知県警察本部 (株)ライト岡田設計 東山建設(株) 運転免許センター2・3号館耐震改修等建築工事 SD345 D19

平成26年2月 公共 建築 福島県 福島県 クレハ錦・常磐開発JV 盤城農業高等学校災害復旧校舎改築工事 SD390 D25・D32

平成26年1月 公共 建築 兵庫県 神戸市都市計画総局 柄谷・中田JV 兵庫区北部棟・中央区総合小学校新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成26年1月 公共 建築 宮城県 山元町 (株)阿部工務店 花笠第二排水機場改築ほか1件工事 SD345 D22

平成26年1月 公共 建築 埼玉県 久喜市 (株)久喜組 吉羽雨水貯留施設整備工事 SD345 D19

平成25年11月 公共 建築 久保川土木工業(株) 私立東山小学校

平成25年10月 公共 建築 大阪府 大阪市 (株)浦辺設計 一宇工業(株) 常盤小学校増築 SD345 D19～D25

平成25年10月 公共 建築 徳島県 阿波市 JRＡ(株) (株)奥村組 阿波市庁舎交流棟 SD345～SD390 D19～D32

平成25年10月 公共 建築 大阪府 大阪市 (株)メガ設計事務所 名工建設(株) 小松南住宅1号館建設工事 SD345～SD390 D19～D29

平成25年9月 公共 建築 徳島県 全農JA (株)日建設計 鹿島建設(株) 麻植共同病院 SD345～SD390 D19～D29

平成25年9月 公共 建築 京都府 亀岡市 亀岡市立川東小学校・高田中学改築工事 SD345 D19～D25
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平成25年9月 公共 建築 徳島県 徳島県 藤崎北岡 ポカリスエットスタジアムバックスタンド増設工事 SD345～SD390 D19～D32

平成25年8月 公共 建築 大阪府 大阪市 (株)大和建設事務所 栗本建設工業(株) 豊里第二住宅18号館建設工事 SD345～SD390 D19～D25

平成25年8月 公共 建築 大阪府 大阪市 (株)竹中工務店 (株)竹中工務店 都市計画道路千代崎線立体横断施設の改造工事 SD345～SD390 D19～D25

平成25年7月 公共 建築 東京都 中央区 (株)類設計室 松井建設(株) 中央区立明正小学校等複合施設改築工事 SD390 D19～D32

平成25年7月 公共 建築 東京都 板橋区 (株)山下設計 前田・ノエマ・勇ＪＶ 板橋区本庁舎南館改築その他工事 SD490 D38

平成25年5月 公共 建築 国土交通省 八千代エンジニアリング(株) 奥村組土木興業(株) 国道二号大樋橋 SD345 D16～D29

平成25年4月 公共 建築 大阪府 大阪市交通局 大阪市交通局 (株)森本組 高速電気軌道第２号線出戸停留所 SD345 D13～D22

平成25年3月 公共 建築 香川県 観音寺市 合田・管 観音寺市立観音寺小学校 SD345～SD390 D19～D32

平成25年3月 公共 建築 埼玉県 さいたま市 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) さいたま市新クリーンセンター建設工事 SD345 D22～D29

平成25年2月 公共 建築 秋田県 男鹿市 藤田建設(株) なまはげ館（秋田県男鹿市） SD345 D25

平成25年1月 公共 建築 徳島県 美馬市 (株)亜松建設 美馬市庁舎新築 SD345～SD390 D19～D29

平成24年12月 公共 建築 秋田県 にかほ市 象潟公民館（秋田県象潟市） SD345 D22

平成24年12月 公共 建築 山口県 防衛庁 岩築建設(株) 岩築建設(株) 岩国飛行場（22）複合棟新設工事 SD345～SD390 D22～D32

平成24年12月 公共 建築 香川県 香川県 小竹興業(株) 香川県立丸亀高校 SD345 D19～D25

平成24年11月 公共 建築 兵庫県 姫路市 姫路市 鹿島建設(株)・ノバック・平錦JV 姫路球場改築工事 SD345 D19～D29

平成24年11月 公共 建築 徳島県 藍住町 (株)東亜建設 藍住町民体育館 SD345 D19～D25

平成24年11月 公共 建築 山口県 若築建設(株) 岩国飛行場（Ｈ22）整備複合棟新設建築工事

平成24年10月 公共 建築 徳島県 徳島県 (株)西松建設 県立三好病院高増棟 SD345～SD390 D19～D32

平成24年9月 公共 建築 兵庫県 芦屋市
(株)大建設計

芦屋市都市環境部建築課
日本国土・大日本

鍛冶田特定建設JV
市立芦屋病院改築工事(第3期） SD345 D19～D25

平成24年8月 公共 建築 奈良県 奈良県 (株)内藤設計 (株)奥村組 奈良県立医科大学付属病院(仮称）中央手術棟整備工事 SD345 D19～D32

平成24年8月 公共 建築 羊田町 (株)陽設計事務所 羊田病院 SD345 D19～D25

平成24年8月 公共 建築 和歌山県 和歌山県 (株)大建設計 大日本土木(株) 粉河中学校移転改築工事

平成24年8月 公共 建築 千葉県 柏市 (株)金内建設 柏市立酒井根東小学校耐震補強工事 SD345 D22

平成24年8月 公共 建築 埼玉県 入間市 (株)島田組 新久小学校復旧工事 SD345 D25

平成24年7月 公共 建築 奈良県 宇陀市 宇陀市建築部 (株)奥村組 宇陀市立病院新病棟建設工事 SD345 D19～D29
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平成24年6月 公共 建築 東京都 文京区 (株)松田平田設計 五洋建設(株) (仮称)新文京総合体育館建設工事 SD345 D22・D25

平成24年4月 公共 建築 茨城県
国立研究開発法人

産業技術総合研究所
(株)大林組 産総研つくば中央2－1耐震改修工事 SD345 D25

平成24年3月 公共 建築 神奈川県 南関東防衛局
(株)オーシャン・コンストラクティング

コンサルタンツ
五洋建設(株) 座間（H22)庁舎等新設建築工事 SD345 D25

平成24年3月 公共 建築 栃木県 栃木県 (株)暁工務店 宇都宮商業高校改築工事 SD345 D19～D25

平成24年2月 公共 建築 兵庫県 西宮市 (株)あい設計 東急建設(株) 西宮市立瓦林小学校 SD345 D25

平成24年1月 公共 建築 合同会社広島京橋開発企業体 西松建設(株) 京橋地区優良建築物整備事業に係る施設建築物工事 SD345～SD390 D22～D38

平成24年1月 公共 建築 東京都 駐日本国大韓民国大使館 (株)環境デザイン研究所 五洋建設(株) 駐日本韓国大使館再建築工事 SD390 D19～D32

平成24年1月 公共 建築 茨城県
国立研究開発法人

産業技術総合研究所
(株)大林組 産総研つくば中央5－1耐震改修工事 SD390 D22・D25

平成23年12月 公共 建築 (株)タクマ (株)タクマ 南但ゴミ処理施設建設工事内造成工事（建築工事） SD345～SD390 D22～D29

平成23年12月 公共 建築 栃木県 芳賀町 横山工業(株) サンコーポラス芳賀1号棟 SD345 D25

平成23年12月 公共 建築 茨城県 国立大学法人筑波大学
(株)岡田新一設計事務所

(株)佐藤総合計画・鹿島建設(株)
鹿島建設(株) 筑波大学付属病院再開発 SD390 D32

平成23年11月 公共 建築 愛知県 大治町 矢作建設工業(株) 大治町公民館耐震補強工事 SD345 D25

平成23年11月 公共 建築 奈良県 高取町 ビー・スラップ (株)森下組 （仮称）高取町介護老人保健施設新築工事 SD345 D19～D25

平成23年11月 公共 建築 大阪府 (株)フジタ (株)フジタ （仮称）JR高槻北東地区開発事業複合棟A建設工事 SD345～SD390 D19～D38

平成23年10月 公共 建築 和歌山県 海南市 (株)日本設計 (株)鴻池組 海南市民病院（和歌山県海南市） SD345～SD390 D19～D32

平成23年10月 公共 建築 大阪府 大阪府 高橋上田建築設計事務所 三和建設(株) 大阪府営堺新金岡3丁8番第1期（大阪府堺市） SD345～SD390 D19～D38

平成23年9月 公共 建築 大阪府 大阪府 (株)建築環境計画
大勝建設(株)

山口特定建設共同企業体
大阪府営堺新金岡第１期高層住宅（建替）新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成23年9月 公共 建築 大阪府 大阪市 大阪市都市整備局住宅部 花谷建設(株) 鶴町第9住宅1号館 SD345～SD390 D19～D32

平成23年9月 公共 建築 東京都 板橋区 共立工業(株) 板橋第三中学校 SD345 D22

平成23年8月 公共 建築 大阪府 大阪府 大阪市都市整備局 (株)能勢工務店 加島住宅１４号館建設工事 SD345 D19～D25

平成23年8月 公共 建築 大阪府 (株)建築環境計画 中川企画建設(株) 大阪府営岸和田大町第３住宅（建替）新築工事 SD345 D19～D25

平成23年8月 公共 建築 近畿地方整備局 東亜建設工業(株) 東亜建設工業(株) 柴山港柴山地区外防波堤（西）本体工事 SD345 D25～D35

平成23年8月 公共 建築 大阪府 大阪府警 前田建設工業(株) 前田建設工業(株) 大阪府警察第一機動隊庁舎新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成23年7月 公共 建築 兵庫県 芦屋市 芦屋市建築課
日本国土・大日本

鍛冶田特定建設JV
市立芦屋病院改築工事 SD345～SD390 D22～D29

平成23年7月 公共 建築 茨城県 下妻市 (株)横須賀満夫建築設計事務所 塚田・鈴木・下妻JV 下妻市立東部中学校新築工事 SD345 D22・D25
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平成23年7月 公共 建築 東京都 渋谷区 佐田建設(株)
渋谷本町三丁目区営住宅高齢者センター等

建築及びその他工事
SD345 D25

平成23年6月 公共 建築 神奈川県 立川ハウス(株) 中部市税事務所(神奈川県川崎市) SD390 D29

平成23年6月 公共 建築 岡山県 美咲町 蜂谷工業(株) 美咲町立中央中学校新築工事 SD345 D25

平成23年5月 公共 建築 徳島県 阿南市 (株)梓設計 (株)大林組 阿南中央病院 SD345～SD390 D19～D29

平成23年4月 公共 建築 奈良県 奈良市 (株)内藤建築事務所 (株)大林組 市立奈良病院新築工事 SD345 D32

平成23年4月 公共 建築 大阪府 大阪府 (株)横川建築設計事務所 大末建設(株)
大阪府営瓜破西第3期高層住宅
(建て替え)新築工事(第1工区)

D29～D35

平成23年4月 公共 建築 大阪府 日本下水道事業団 東亜・利晃特定建設JV 堺市三宝下水処理場建設工事その2 D16～D29

平成23年3月 公共 建築 (株)淺沼組 公務員宿舎枚方(1期)整備事業に係る建設工事 D19～D32

平成23年2月 公共 建築 西宮市 廣川建設JV 北夙川橋耐震補強工事 SD345 D22～D29

平成23年2月 公共 建築 (株)大建設計 (株)奥村組
(仮称)南千里駅公共公益施設

整備事業南戦地駅前工事
D19～D32

平成23年2月 公共 建築 北原建築設計事務所 大成建設(株)・マルヤマ建設工事JV 彦根東中学校改築工事（建築工事） D19～D29

平成23年2月 公共 建築 阪神高速道路(株) 阪神高速道路(株) 前田建設工業(株) 三宝第2工区開削トンネル SD345 D16～D38

平成23年2月 公共 建築 (株)阿波設計事務所 平井建設JV 富雄第三小中学校１期 SD345 D25

平成23年1月 公共 建築 大阪府 大阪市交通局 (株)大林組 高速電機軌道第２号線東梅田停留場 SD345 D22

平成23年1月 公共 建築 兵庫県 辻本工業 下坂部小学校

平成23年1月 公共 建築 兵庫県 山田組 荒田町合同宿舎

平成23年1月 公共 建築 大阪府 聖建 四条畷中学校2F柱

平成23年1月 公共 建築 大阪府 河内長野千代田小学校

平成23年1月 公共 建築 兵庫県 アクトファクトリー 県立兵庫工業高等学校

平成23年1月 公共 建築 兵庫県 アクトファクトリー 加西市立善防中学校

平成23年1月 公共 建築 東京都 大田区 (株)石本建築事務所 (株)フジタJV （仮称）大田総合体育館改築工事 SD390 D29・D38

平成23年1月 公共 建築 千葉県
成田市
富田市

川崎技研・株木JV 川崎技研・株木JV 成田市・富里市新清掃工場 SD390 D19～D29

平成22年11月 公共 建築 国土交通省関東地方整備局 オリエンタル白石(株) 西久保ジャンクション D22

平成22年11月 公共 建築 兵庫県 西宮市 JFEエンジニアリング(株) JFEエンジニアリング(株) 西宮市東部総合処理口内・焼却施設 SD345～SD390 D19～D29

平成22年11月 公共 建築 (株)高橋建築設計事務所 中川企画建設(株) 市営西郡住宅１～５号館 SD345 D22
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平成22年10月 公共 建築 兵庫県 芦屋市 芦屋市建築課 日本国土開発(株) 市立芦屋病院改築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成22年10月 公共 建築 千葉県 NEXCO東日本 (株)大林組 湾岸船橋インターチェンジ工事 SD345 D19～D32

平成22年9月 公共 建築 財務省 大末建設(株) 屋島住宅2号棟 SD345～SD390 D19～D29

平成22年9月 公共 建築 山梨県 国土交通省関東地方整備局 (株)フジタ 甲府合同庁舎新築工事 SD390 D19～D38

平成22年9月 公共 建築 茨城県 桜川市 設計組織ADH 五洋建設(株) （仮称）桜川市多目的複合施設 SD390 D19～D29

平成22年7月 公共 建築 徳島県 徳島県 前田建設工業(株) 徳島中央病院 SD345～SD390 D19～D38

平成22年7月 公共 建築 大阪府 大阪市 大阪市都市整備局住宅部 一宇工業(株) 城北住宅第2期 SD345 D22

平成22年6月 公共 建築 大阪府 大阪市 大阪市都市整備局住宅部 誠信建設工業(株) 瓜破東住宅2号館（3区） SD345～SD390 D19～D32

平成22年6月 公共 建築 大阪府 大阪市 大阪市都市整備局住宅部 (株)松本組 長吉出戸南第1住宅4号館（1区） SD345～SD390 D19～D32

平成22年5月 公共 建築 (株)佐藤工業 佐名河内小中学校校舎 SD345 D19～D25

平成22年5月 公共 建築 大阪府 大阪市 大阪都市整備局 (株)榎並工務店 一条通住宅建設工事 SD345～SD390 D19～D35

平成22年5月 公共 建築 埼玉県 JR東日本 鉄建建設(株) 浦和駅高架橋その3工事 D32

平成22年5月 公共 建築 東京都 JR東日本 鹿島建設(株) 東京駅建築工事 D32

平成22年4月 公共 建築 京都府 (株)ノム建築設計室 西松建設(株) 独立行政法人国立病院機構京都医療センター病棟等整備工事

平成22年4月 公共 建築 大阪府 (株)都市環境設計 東洋・株木・土屋JV 高槻市消防本部庁舎改築工事

平成22年3月 公共 建築 茨城県 JR東日本 関東建設工業(株) （仮称）水戸駅前南口ビル SD345～SD390 D32・D35

平成21年12月 公共 建築 兵庫県 兵庫県住宅供給会社 宮崎建設(株) 宮崎建設(株) 伊丹南町団地建替 SD345～SD390 D19～D29

平成21年12月 公共 建築 草津市 (有)サム建築デザイン (株)秋月組 志津小学校校舎増改築 SD345 D19～D25

平成21年12月 公共 建築 東京都 新宿区 (株)早川設計事務所 東レ・辻・桂木JV 新宿区立西戸山中学校 SD390 D29

平成21年11月 公共 建築 徳島県 徳島県 四電工・島谷・藤崎JV 徳島市立高校校舎,体育館,図書館 SD345～SD390 D19～D32

平成21年11月 公共 建築 静岡県 JR東海
東海旅客鉄道(株)・(株)梓設計

ジェイアール東海コンサルタンツ(株)
西松・奥村JV JR東海社員研修センター SD390 D29

平成21年10月 公共 建築
(株)國場組・(株)唐真組

(有)佐久川建設JV
宇栄原市営住宅第１期建替工事(建築・１工区) SD345 D22・D25

平成21年10月 公共 建築 粟東市 (株)翔設計事務所 第一建設(株) 治田西小学校増築・耐震補強 SD345 D19～D25

平成21年9月 公共 建築 国土交通省関東地方整備局 (株)松尾橋梁 高洲・明海間4号橋梁上部工工事 D25

平成21年9月 公共 建築 千葉県下水道局 (株)フジタ 習志野浄化センター D22
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平成21年8月 公共 建築 (株)佐藤総合計画 (株)フジタ 国立精神神経センター整備工事 SD390 D19～D29

平成21年8月 公共 建築 西宮市 (株)坂倉建築研究所
新井・京阪神

特定建設工事共同企業体
用海小学校校舎 SD345 D19～D25

平成21年8月 公共 建築 社会福祉法人いずみ野福祉会 (株)木村嘉三郎建築研究所 (株)森組 ワークショップきしわだ SD345 D19～D25

平成21年8月 公共 建築 東京都
独立行政法人

国立精神・神経医療研究センター
(株)佐藤総合企画 (株)フジタ 国立精神・神経センター整備工事 SD390 D19～D29

平成21年6月 公共 建築 東京都 東京都 前田建設工業(株) 有明1丁目計画 D32・D41

平成21年5月 公共 建築 東京都 JR東日本 (株)奥村組 JR国立駅 D22

平成21年5月 公共 建築 東京都 JR東日本 (株)大林組 JR新宿駅 D32

平成21年4月 公共 建築 茨城県 (財)茨城県開発公社 (株)梓設計 五洋建設(株) （仮称）茨城空港旅客ターミナル SD390 D19～D29

平成21年3月 公共 建築 大阪府 大阪府 大阪府住宅まちづくり部 志道建設(株) 大阪府営鋼南住宅第1期耐震改修 SD345 D19～D25

平成21年2月 公共 建築 戸田建設(株) 高松刑務所収容棟等 SD345 D19～D25

平成21年2月 公共 建築 鹿島建設(株) 高松刑務所収容棟 SD345 D19～D25

平成21年2月 公共 建築 東京都 東京都 五洋建設(株) 都立多摩養護学校（20）校舎増築工事 SD345 D19～D25

平成21年2月 公共 建築 茨城県 守谷市 (株)フジタ (仮称)アワーズ守谷 SD345 D19～D25

平成21年1月 公共 建築 岐阜県 館林建設(株) 土岐市文化プラザ耐震補強工事 SD345 D22

平成21年1月 公共 建築 大末建設(株) 屋島住宅1号棟 SD345 D19～D25

平成20年12月 公共 建築 大阪府 大阪府住宅まちづくり部公共建築室 (株)建研 大阪府営和泉寺田第2期高層住宅(建替)B-3棟B-4棟 SD345 D19～D25

平成20年11月 公共 建築 埼玉県 草加市 鹿島道路(株) 草加市リサイクルセンター整備事業 SD390 D19～D32

平成20年8月 公共 建築 大阪府 (株)安井建築設計事務所 (株)淺沼組 大阪港合同庁舎耐震改修建築工事 SD345 D19～D25

平成20年8月 公共 建築 大津市 (株)丸山建築事務所 (株)桑原 穴太団地C棟 SD345～SD390 D19～D29

平成20年8月 公共 建築 山梨県 国土交通省関東地方整備局 (株)梓設計 (株)フジタ 甲府裁判所新築工事 SD345 D22

平成20年7月 公共 建築 大阪府 NEXCO西日本 (株)奥村組 南大阪管内耐震補強工事 SD345 D29

平成20年7月 公共 建築 大阪府 大阪市
大阪市都市整備局

(株)大建設計
(株)淺沼組・大勝特定
建設工事共同企業体

東成区民ｾﾝﾀｰ･東成図書館･交通局東成営業所
及び技術事務所（大阪市東成区）

SD345～SD390 D22～D35

平成20年7月 公共 建築 東京都 墨田区 (株)日本設計 鹿島建設(株) （仮称）墨田区体育館新築工事 SD390 D19～D32

平成20年6月 公共 建築 東京都 東京都 前田建設工業(株) 有明1丁目計画 D38・D41

平成20年5月 公共 建築 兵庫県 兵庫県 (株)吉岡・武藤建築研究所 宮崎建設(株) 県営尼崎杭瀬住宅第2期 SD345 D19～D25
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平成20年1月 公共 建築 京都府 京都市都市計画局 (株)淺沼組 京都市消防活動総合センター第２期整備工事 SD345 D25

平成20年1月 公共 建築 静岡県 静岡市 (株)久米設計 木内JV 平成17年度静岡病院新館建築工事 SD390 D19～D29

平成19年10月 公共 建築 大阪府 吹田市市長 (株)タクマ (株)タクマ 吹田市ごみ焼却施設 SD345 D19～D32

平成19年9月 公共 建築 大津市市長
大津市設計部建築課

(有)ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ･ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
(株)笹川組 藤尾市民センター移転 SD345 D19～D25

平成19年8月 公共 建築 八洲建設(株) 南粕谷小学校耐震補強工事 SD345～SD390 D29

平成19年6月 公共 建築 神奈川県 JR東日本 東急建設(株) 溝の口駅 D32

平成19年4月 公共 建築 日田市教育庁 (株)ミラクルスリーコーポレーション 河津JV 三隈中学校 SD345 D19～D25

平成19年4月 公共 建築 大阪府 (株)松田平田設計 (株)淺沼組・大日本特定建設工事JV 大阪府立大学総合研究棟新築工事 SD345 D22・D25

平成19年4月 公共 建築 東京都 東京都 西松JV 新河岸川作業所 SD345 D19～D29

平成19年1月 公共 建築 東京都 東京都 戸田建設(株) 矢柄RCアーチ橋 D32・D38

平成18年9月 公共 建築 東京都 警視庁 警視庁 鹿島JV 警視庁臨港警察署（仮称）庁舎（H17） SD390 D29

平成17年12月 公共 建築 大阪府 (株)IAO竹田設計 (株)ピーエス三菱 枚方市高塚町集合住宅新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成17年12月 公共 建築 栃木県 栃木県 (株)日本設計 戸田JV 栃木県庁行政棟（1）新築工事 SD390 D29

平成17年12月 公共 建築 愛知県 鹿島建設(株) 豊田市総合体育館 SD345 D25

平成17年11月 公共 建築 日東みらい建設工業(株) 区立中等教育学校 SD390 D29

平成16年8月 公共 建築 千葉県 千葉市 (株)フジタ 昭和の森記念公園 SD390 D29

平成16年7月 公共 建築 日本道路公団 (株)松尾橋梁 本牧ジャンクション D19

平成16年7月 公共 建築 福岡県 篠原・桧枝JV 公営住宅小森野団地第6工区 SD345 D22

平成16年6月 公共 建築 兵庫県 芦屋市建築部建築課 (株)永瀬 芦屋市火葬場立替工事 SD345 D25

平成16年5月 公共 建築 三菱地所(株) 鹿島建設(株) りんくうｱｳﾄﾚｯﾄ第3期新築工事 SD345 D25

平成16年1月 公共 建築 ｻﾝｺｰﾃｸﾉ(株) 丸亀市立南小学校 SD345 D25

平成15年10月 公共 建築 兵庫県 洲本市 (株)竹中工務店 洲本市総合文化体育館新築工事 SD345 D25

平成15年8月 公共 建築 (株)淺沼組 (仮称)甲南町立図書館建築工事 SD345 D22・D25

平成15年8月 公共 建築 奈良県
(株)奥村組・(株)淺沼組・村本

荒川・中村・尾田JV
新奈良県立図書館建築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成15年6月 公共 建築 静岡県 大須賀町 須山建設(株) 大須賀浄化ｾﾝﾀｰ建設工事 SD345 D19～D25
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平成15年3月 公共 建築 大阪府 大成ﾕｰﾚｯｸ(株) 大阪府営交野市住宅 SD345 D19～D25

平成15年2月 公共 建築 東京都 JR東海 清水建設(株)JV 新幹線品川駅北工区 SD345 D22・D25

平成14年12月 公共 建築 兵庫県 (株)淺沼組 平成14年度安富南小学校改築工事 SD345 D19～D25

平成14年6月 公共 建築 佐賀県 栗木・平田JV 公営住宅小森野団地第5工区 SD345 D22～D29

平成13年12月 公共 建築 福岡県 (株)瀬口組 公営住宅天領団地第2工区 SD345 D19～D29

平成13年11月 公共 建築 兵庫県 明石市財務部施設整備課 (株)浪速設計 (株)フジタ・池内特別型共同企業体 明石市新消防庁舎等新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成13年4月 公共 建築 京都府 阪神高速道路公団 (株)大林組 阪神高速新十条工区 SD345 D22～D32

平成13年3月 公共 建築 福岡県 (株)奥村組・山崎JV 吉井中学校校舎改築工事 SD345 D25

平成13年3月 公共 建築 (株)淺沼組・今西組・藤原JV 国立国会図書館関西館職員宿舎新築工事 SD345 D22

平成11年12月 公共 建築 大阪府 大阪府 (株)鴻池組JV 大阪府健康科学ｾﾝﾀｰ SD390 D32

平成11年4月 公共 建築 兵庫県 神戸市交通局 西松建設(株) 神戸地下鉄御崎工区 SD345 D19～D32

平成11年3月 公共 建築 大阪府 阪神高速道路公団 (株)奥村組 正蓮寺川第2工区土留壁設置その他工事 SD345 D22～D25

平成11年3月 公共 建築 兵庫県 神戸市住宅局
(株)淺沼組・(株)森本組

村本建設(株)
(仮称)新長田駅南地区再開発ﾋﾞﾙ SD345～SD390 D22～D32

平成11年2月 公共 建築 奈良県 神戸市交通局 (株)奥村組JV 高速鉄道海岸線苅藻工区 SD345 D22～D29

平成11年1月 公共 建築 大阪府 大阪市 (株)双星設計 (株)奥村組 住吉スポーツセンター SD345 D19～D25

平成10年9月 公共 建築 兵庫県 神戸市 (株)フジタ 新長田駅南地区腕塚5第一工区再開発ﾋﾞﾙ SD390 D19～D29

平成10年9月 公共 建築 大阪府 大阪府港湾局 旧堺港堅川水門 SD345 D19～D25

平成10年9月 公共 建築 大阪府 大阪府 (株)奥村組 正連寺川河川築造工事 SD345 D22・D25

平成10年9月 公共 建築 大阪府 大阪府 (株)安藤・間 正連寺川河川築造工事 SD295 D29～D35

平成9年8月 公共 建築 大阪府 大阪府 (株)フジタ 豊中-2団地建替工事 SD345 D25～D32

平成7年1月 公共 建築 東京都 厚生省 佐藤工業(株)JV 国立ｶﾞﾝｾﾝﾀｰ SD345 D32

平成7年1月 公共 建築 愛知県 五洋建設(株) 瑞穂区役所 SD345 D25

平成6年10月 公共 建築 東京都 佐藤工業(株)・大成建設(株) 国立ｶﾞﾝｾﾝﾀｰ SD345 D32

平成6年7月 公共 建築 五洋建設(株) 昭和小学校 SD345 D25

平成5年8月 公共 建築 大阪府 大阪市 (株)梓設計 日本国土開発(株) 大阪市立西商業高校新築工事 SD345 D19・D25
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