
※過去15年の元請としての施工実績のみ記載しています 令和2年3月31日現在

工事名 工事内容 発注者 工期 備考

由宇港港湾改修(再編関連)工事
第１工区

施工延長　90ｍ　浚渫工　1662ｍ3 山口県
R1.12.19
R2.3.31

岩国港港湾改修(再編関連)工事
第2工区

Ｌ＝35ｍ、浮き桟橋設置35ｍ 山口県
R1.11.8
R2.3.31

平成31年度岩国空港土木施設維
持修繕工事

空港維持　巡回点検工、空港施設巡回工、草刈工、舗装面清掃工、
排水溝清掃工、標識維持工、植栽維持工、緊急補修工、施設補修
工、仮設工、庁舎周辺（空港維持・草刈工）

国土交通省　大阪航空局
H.31.4.1
R.2.3.31

山陽本線大畠駅構内372K230M
付近進入防止工新設

立入り禁止柵新設　6.0ｍ　ﾌｪﾝｽＨ＝1.2ｍ及び1.5ｍ（門扉及び端部柵
含む）、進入防止工新設　1箇所、通路修繕　1式

西日本旅客鉄道㈱
R2.1.30
R2.3.24

山陽本線藤生・通津間
354K385M(右)　切土崩壊復旧

災害復旧　法面工　一式 西日本旅客鉄道㈱
R1.12.27
R2.3.24

山陽本線岩国・南岩国間
348K980M(右)線路防護さく改良
他

防護柵新設　27.0ｍ　ﾌｪﾝｽｈ＝1.5ｍ、防護柵撤去　27.5ｍ、防草工新
設　1式　防草シート、信号ボックス廻り及び盛土整地含む

西日本旅客鉄道㈱
R2.1.16
R2.3.19

岩徳線欽明路・玖珂間16K214M
侵入防止さく新設

侵入防止柵新設　70.0ｍ　ﾌｪﾝｽＨ＝1.5ｍ 西日本旅客鉄道㈱
R2.1.16
R2.3.19

山幹土セ土木修繕B 山陽新幹線　新岩国～新山口　支障木伐採　１式、法面伐採　１式 西日本旅客鉄道㈱
H.31.4.15
R.2.3.18

錦川鉄道㈱南河内古マクラギ産
廃処理

枕木運搬処分 錦川鉄道㈱
R2.2.29
R2.3.2

清流新岩国駅橋りょう補修 コンクリート断面修復　一式 錦川鉄道㈱
R2.1.27
R2.2.29

平田中学校講堂天井等落下対策
工事

講堂　延床面積：1,112m²、構造：RC造2階建て、天井再設置工事
910m²、屋上防水改修工事　1,251m²、証明設置改修工事　20基、外壁
改修工事　1,848m²、付帯工事　一式

岩国市
R1.9.13
R2.2.28

錦川鉄道㈱まくらぎ運搬 枕木運搬工 錦川鉄道㈱
R2.2.10
R2.2.25

清流線岩国・守内かさ神間第3御
庄架道橋橋側歩道新設

橋側歩道新設　一式 錦川鉄道㈱
R2.1.27
R2.2.20

錦川鉄道㈱管内レール溶接 レール溶接工　70本 錦川鉄道㈱
R2.1.16
R2.2.20

森ヶ原・清流新岩国間2K630M他
災害復旧工事

のり枠工、鉄筋挿入、土砂搬入撤去、調査・設計、電柱建植、水路復
旧、金網設置、側溝浚渫、誘導タイル、手摺、膜屋根

錦川鉄道㈱
H.31.4.30
R.2.2.20

山陽本線戸田駅構内資材置場門
扉改良

門扉改良　1箇所、門扉撤去　1箇所 西日本旅客鉄道㈱
R1.10.2
R1.11.30

由宇南地区排水路雨水渠整備工
事

側溝新設　10m 岩国市
R1.9.25
R1.11.29

山陽本線柳井港駅構内
376K980M(右)土砂止めさく新設

土砂止め柵新設　50ｍ、土砂撤去　一式 西日本旅客鉄道㈱
R1.10.2
R1.10.31

山陽本線岩国・南岩国間
348K788M外1防草工新設

防草工新設Ａ　80.0ｍ²　岩国・南岩国間東方ＲＣ
防草工新設Ｂ　80.0ｍ²　大畠駅構内蟹田ＲＣ

西日本旅客鉄道㈱
R1.10.2
R1.10.31

由宇港単独海岸保全施設維持管
理工事第1工区

海浜維持管理工、潮風回廊補修工、ｻｰｸﾙﾁｪｱ補修工、テーブルﾁｪｱ
撤去工

山口県
H.31.4.26
R.1.10.31

岩国飛行場（29）飛行場雨水排水
（1502）整備工事（2工区）

土工事　盛土　約3,500ｍ3、・雨水排水工事　床掘　約11,000ｍ3、埋
戻　約16,000ｍ3.暗渠配水管∲75　約500ｍ、遮水ｼｰﾄ　約12,000㎡、等
・環境整備工事　平面張芝　約64,000㎡　・仮設工　一式

防衛省　中国四国防衛局
H.29.8.8
R.1.9.30

JV

平成30年度 一般県道銭壺山公
園線単独道路改良（県道）工事第
1工区

掘削工　掘削　70ｍ3、路体盛土　70ｍ3、土砂等運搬　70ｍ3、積込
70ｍ3、土砂等運搬　70ｍ3、建設残土処分　70ｍ3

山口県
H.31.2.13
R1.9.30

岩徳線周防高森・米川間
22K350M付近（右）土砂流入応急

災害応急　土砂撤去　一式、仮設土留柵設置　一式 西日本旅客鉄道㈱
R1.7.19
R1.9.21

岩徳線米川駅構内24K390M(右)
切取崩壊復旧

災害復旧　植生土嚢設置、天端コンクリート復旧　一式 西日本旅客鉄道㈱
R.1.5.30
R.1.8.27

岩徳線高水駅構内29K005M(右)
切取崩壊他復旧

災害復旧　土砂撤去、植生土嚢設置、張りコン　一式 西日本旅客鉄道㈱
R.1.5.30
R.1.8.27

岩徳線米川駅構内24K490M(右)
排水こう崩壊緊急修繕

災害応急　崩土浚渫、仮設排水路設置　一式 西日本旅客鉄道㈱
R.1.5.30
R.1.8.27

山陽本線藤生・通津間
357K840M(右)切取崩壊復旧

災害復旧　土砂撤去、大型土嚢設置、植生土嚢設置　一式 西日本旅客鉄道㈱
R.1.5.7
R.1.8.4

南沖地区雨水渠清掃業務 雨水渠体積土砂撤去　一式 岩国市
R.1.6.3
R.1.6.28

由宇港海岸老朽化対策工事　第
5工区

堤防・防潮堤・護岸　1式 山口県
H.31.4.9
R.1.6.28

錦川鉄道森ヶ原架道橋高さ制限
標修繕

高さ制限標識撤去新設　1基 錦川鉄道㈱ R1.6

由宇工場：新ﾃﾝﾄ南側側溝設置
工事

側溝新設　100m、張りコンクリート 200m2 民間 H.31.4

平成30年度岩国空港土木施設維
持修繕工事

空港維持　巡回点検、草刈工、清掃工、植栽維持工、施設補修工、緊
急補修工

国土交通省　大阪航空局
H.30.4.1
H.31.3.31

施工実績一覧
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平成30年度 一般県道銭壺山公
園線単独道路改良（県道）工事
第2工区

掘削工　掘削　40ｍ3、路体盛土　40ｍ3、土砂等運搬　40ｍ3、残土処
理　土砂等運搬　40ｍ3、積込　40ｍ3、土砂等運搬　40ｍ3、建設残土
処分　40ｍ3、下層路盤　50m²

山口県
H.31.2.19
H.31.3.29

平成30年度30年災単災道第35号
一般県道銭壺山公園線災害復旧
工事　第1工区

施工延長　L=29.6ｍ、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　120m² 山口県
H.31.2.13
H.31.3.29

由宇港純単独港湾改修（建設）工
事　第1工区

防波堤・防砂堤・導流堤　消波工　消波ブロック工 山口県
H.31.2.6
H.31.3.29

由宇港単独港湾施設管理工事第
2工区

浚渫工 山口県
H.31.1.29
H.31.3.29

由宇港単独港湾施設管理工事第
1工区

防波堤目地補修工 山口県
H.30.12.27
H.31.3.29

平成30年度　30年災補災道第
130号外一般県道銭壺山公園線
災害復旧工事　第1工区

道路土工、法面工、防護柵工、構造物撤去工、仮設工 山口県
H.30.11.3
H.31.3.29

平成30年度　30年災補災道第10
号一般県道柳井由宇線災害復旧
工事　第1工区

道路土工　40ｍ3、法面工、排水構造物工、構造物撤去工、仮設工 山口県
H.30.9.28
H.31.3.29

岩徳線生野屋・周防花岡間
39K115Ｍ(右)土留壁崩壊復旧

土留壁崩壊復旧　一式 西日本旅客鉄道㈱
Ｈ.31.2.25
Ｈ.31.3.26

山陽本線通津駅構内359Ｋ370Ｍ
(左）4種踏切防草工改良

防草工改良　72m² 西日本旅客鉄道㈱
Ｈ.31.3.1
Ｈ.31.3.25

山陽本線岩田・島田間394Ｋ950
Ｍ(左右)4種踏切防草工改良

防草工改良　140ｍ² 西日本旅客鉄道㈱
Ｈ.31.3.1
Ｈ.31.3.25

岩徳線西岩国・川西間4Ｋ550Ｍ
(左)防草工新設

防草工新設　150m² 西日本旅客鉄道㈱
Ｈ.31.3.1
Ｈ.31.3.25

山陽本線柳井港駅構内377Ｋ020
Ｍ(右)土砂止め柵新設

土砂止め柵新設　80ｍ、土砂撤去　1式 西日本旅客鉄道㈱
Ｈ.31.3.1
Ｈ.31.3.25

岩国空港ターミナルビル増築工
事

敷地面積　約950m²、延べ床面積　約850m²、S造　地上1階 民間
H.30.8.2
H.31.3.25

JV

山幹土セ土木修繕B 支障木伐採　１式、法面伐採　１式 西日本旅客鉄道㈱
H.30.3.20
H.31.3.18

平成30年度錦川清流線沿線（南
桑駅～根笠駅間）観光乗降場新
設上屋建築工事

新駅建築工事　L=25000　膜：A種膜材（酸化チタン光触媒微粒子含有）、鉄
骨：溶解亜鉛メッキ、耐光性塗料塗（3級）、手摺　スパンドレル　49.3ｍ、誘導
タイル　168枚

錦川鉄道㈱
H.30.10.1
H.31.2.28

平成29年度 主要県道岩国大竹
線　単独道路改良（県道・指定０
県）工事　第8工区

道路土工　路床盛土　2,000ｍ3、法面工　植生シート　1,540m²、擁壁工　、
石・ブロック積工、排水構造物工、構造物撤去工　舗装版破砕　2,440m²、舗
装工　下層路盤　1,620m²、上層路盤　1,850m²、防護柵工、仮設工

山口県
H.30.3.14
H.31.2.28

岩徳線米川・高水間27K160M
（左）排水こう崩壊復旧外1

災害復旧　崩土撤去、倒壊コンクリート撤去　一式 西日本旅客鉄道㈱
H.30.11.5
H.31.2.2

平成30年度 岩国土木建築事務
所跡地管理業務委託　第１工区

解体跡地維持管理 山口県
H.30.9.20
H.30.10.31

由宇港単独海岸保全施設維持管
理工事　第2工区

潮風回廊補修工　20か所、ｻｰｸﾙﾁｪｱ補修工　ヒノキ　30本、衛生設備工、管
理道補修工、区画線工

山口県
H.30.8.3

H.30.10.31

山陽本線藤生・通津間354K385M
付近（右）切取崩壊応急

災害応急　崩土撤去、倒木撤去、伐採　一式 西日本旅客鉄道㈱
H.30.7.7
H.30.10.28

岩国土木建築事務所玖珂分室車
庫倉庫新築等工事

敷地①車庫倉庫棟：新築工事　１式　S造２階建　建築工事　186.93
㎥、延床面積　286.51㎡
敷地②本館他：RC造　解体工事　１式

山口県
H30.1.12
H30.9.30

平成30年度　一般県道柳井由宇
線災害復旧（一部応急）工事　第
41工区

仮設防護柵維持管理、交通規制維持管理 山口県
H.30.8.1
H.30.9.28

森ヶ原・清流新岩国間2K630M付
近土砂崩壊災害応急

災害応急　崩土撤去　3,300m3、倒壊防護柵撤去、倒木撤去 錦川鉄道㈱
H.30.7.7
H.30.8.31

椋野・南桑間椋野谷橋りょう橋側
歩道新設

橋側歩道新設　一式 錦川鉄道㈱
H.30.5.22
H.30.8.31

平成30年度 一般県道銭壺山公
園線単独道路維持管理業務委託
第30工区

災害応急　土砂撤去 山口県
H.30.7.7
H.30.8.20

平成30年度　一般県道銭壺山公
園線災害復旧（一部応急）工事
第40工区

災害応急　約30ｍ　土砂撤去工　1式、仮設路盤工　１式 山口県
H.30.7.7
H.30.7.31

平成30年度　一般県道柳井由宇
線災害復旧（一部応急）工事　第
40工区

災害応急　崩土撤去　土砂撤去工　１式、仮設防護柵工　１式 山口県
H.30.7.7
H.30.7.31

岩国錦帯橋空港周辺整備工事 防草コンクリート工　W=2ｍ　ｔ＝100ｍｍ　210ｍ 岩国市
H.30.5.18
H.30.7.31

岩国飛行場（H28）南側運動施設
地区土木その他工事

A土木工事　・護岸工事（自立矢板式）　約680ｍ　・盛土工事　約
60,000ｍ3　・給排水工事　1式、仮設工事　1式
B.建築工事　・屋外便所新設　RC-1　延べ面積　約100㎡✕2頭　・附
属建物等新設（ｷｭｰﾋﾞｸﾙ置き場、ゴミ置き場）　1式

防衛省　中国四国防衛局
H.28.12.6
H.30.6.29

JV
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由宇グラウンド防球ネット補修工事 防球ネット補修　一式 岩国市
H.30.4.20
H.30.5.31

F様邸カーポート設置工事 カーポート設置　一式 民間
H.30.4.20
H.30.5.20

平成29年度岩国空港土木施設維
持修繕工事

空港維持　巡回点検、草刈工、清掃工、植栽維持工、施設補修工、緊
急補修工

国土交通省　大阪航空局
H.29.4.1
H.30.3.31

由宇港海岸老朽化対策工事　第
4工区

海岸構造物工事　施工延長L=170.6m、胸壁嵩上工　1式 山口県
H.29.9.28
H.30.3.30

根笠・河山間24K200M付近外２箇
所施工基面整備

施工基面整備　一式 錦川鉄道㈱
H.30.2.27
H.30.3.20

錦川清流線沿線(南桑駅～根笠
駅間）観光乗降場新設土木工事

駅新設　グランドアンカー工　14本、護岸工　23.2m3、観光駅下部工
鉄骨造１式、RCスラブ設置　88枚

錦川鉄道㈱
H.29.9.13
H.30.3.20

山幹土セ土木修繕B 支障木伐採　１式、法面伐採　１式、高架下除草　１式 西日本旅客鉄道㈱
H.29.3.10
H.30.3.19

由宇統合配水池場内整備工事
（水道施設工事）

送水管　DIP-GX∲250　L=322.9ｍ、配水管　DIP-GX∲300　L=116.8m
配水管　DIP-GX∲250　L=185.1ｍ、配水管　DIP-GX∲200　L=58.6m
水位調整弁　∲150　1基　不断水バルブ∲200　1基　弁栓類　GX形ｿﾌﾄ
ｼｰﾙ仕切弁∲250　6基、∲300　5基ほか、付帯配管　一式、付帯設備工
一式、排水配管　一式

岩国市水道局
H.29.8.10
H.30.1.31

由宇港単独海岸保全施設維持管
理工事第2工区

海浜維持管理工、潮風回廊補修工、サークルチェア補修工 山口県
H.29.7.18
H.29.9.30

由宇港純単独海岸（補修）工事
第1工区

養浜補修工　１式 山口県
H.29.6.6
H.29.8.31

森ヶ原・清流新岩国駅間3Ｋ080Ｍ
付近災害復旧工事

災害復旧　崩土除去　１式、電柱新設　１基 錦川鉄道㈱
H.28.8.26
H.29.8.25

錦川鉄道㈱管内レール溶接 レール溶接工　1式 錦川鉄道㈱
H.29.6.9
H.29.8.21

岩国飛行場（H28)愛宕山（住宅地
区）低層住宅新設土木工事（そ
の）

低層住宅（戸建）新設　PC-2(一部RC造）延べ面積　約150㎡×5棟
低層住宅（2戸連）新設　PC-2（一部RC造）延べ面積　約290㎡✕31棟
上記建設に係る付帯土木工事（舗装、排水、環境整備工事）一式

防衛省　中国四国防衛局
H.28.7.20
H.29.7.31

JV

岩国飛行場(H27)愛宕山
（運動施設地区）駐車場新設工事

A.南地区　①土工事　切土　1,340ｍ3、盛土　690ｍ3、残土運搬　710
ｍ3、②舗装工　下層・上層・表層　7,450㎡③道路付属構造物工　車
止め490基　④雨水排水工事　　⑤環境整備工事　B.中央地区　①土
工事　②舗装工事　下層・上層・表層5,810㎡　③道路付属構造物工
事　縁石工　475ｍ　④雨水排水工事　⑤環境整備工事

防衛省　中国四国防衛局
H.27.12.9
H.29.7.31

由宇港海岸老朽化対策工事　第
4工区

港町胸壁（A)　胸壁部　L＝244.05ｍ（嵩上げ）　施工延長　L=244m
胸壁嵩上工　コンクリート＝210ｍ3

山口県
H.29.2.23
H.29.7.31

由宇港港湾改修（港整備交付金）
工事第1工区

防波堤・防砂堤・導流堤　基礎工　1式、被覆・根固工　1式、上部工　1
式、構造物撤去工　1式

山口県
H.28.11.29
H.29.7.20

由宇統合送水管布設工事（平成
28年度2工区）

①管路：送水管DIP-GX∲250　L=508.6m　配水管DIP-GX∲250
L=508.5m　　　　　　　　　　　　　　　　　配水管DIP-GX∲150　L=6.1m　配
水管DIP-GX∲75　L=163.2ｍ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②弁
栓類：送水管部　急速空気弁∲25（16K)2基　配水管部　急速空気弁∲
25（7.5K)3基　仕切弁：配水管部　∲250　1基　∲100　3基
不断水割T字管：∲150×∲150＝1基　∲100×∲75　2基
③給水分岐：∲20　9箇所　∲25　2箇所　∲40　箇所

岩国市水道局
H.28.9.1
H.29.6.30

由宇総合支所庁舎昇降機棟建設
工事

EV棟新築　延床面積　21.39m²、S造3階建　昇降機設備設置　1基　土
留1式

岩国市
H.29.1.5
H.29.6.30

錦町構内1番線土留等構造物撤
去復旧（車両増車）

境界フェンス撤去復旧 錦川鉄道㈱
H.29.4.12
H.29.5.31

由宇総合支所庁舎昇降機棟建設
工事

昇降機棟新設　S作　建築工事　1式、昇降機設備　1式 岩国市
H.29.1.5
H.29.5.31

岩国飛行場(H27)低層住宅（16工
区）新設建築工事

低層住宅（2戸連）新設　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ造（一部鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造）2
階建　延面積　約310㎡×4棟

防衛省　中国四国防衛局
H.27.12.8
H.29.5.31

JV

岩国飛行場(H27)低層住宅（３工
区）新設建築工事

低層住宅（2戸連）新設　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ造（一部鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造）2
階建　延面積　約290㎡×4棟　・附属建物等新設　キュービクル置場
一式

防衛省　中国四国防衛局
H.27.12.8
H.29.5.31

JV

由宇港港湾改修(港整備交付金)
工事第2工区

土工　1式　構造物撤去工　1式　排水構造物工　1式　舗装工　1式 山口県
H.28.11.29
H.29.3.31

由宇総合支所庁舎昇降機棟山留
工事

昇降機棟基礎　土留矢板設置撤去　1式 岩国市
H.29.3.15
H.29.3.31

由宇港海岸防災（土木施設緊急
対策）工事第1工区

掘削工　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13ｍ3　166ｍ3　吸出防止材設置工　港湾用防砂
シート5mm　105㎡　埋め戻し高　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m³166ｍ3　吸出し防止剤
撤去工　39㎡

山口県
H.28.12.2
H.29.3.31

由宇港海岸防災（土木施設緊急
対策）工事第3工区

防波堤目地補修工　１式 山口県
H.29.1.10
H.29.3.31

由宇港港湾改修(港整備交付金)
工事第1工区

基礎工　1式、被覆・根固工　184m3、上部工　Co=24m3 山口県
H.28.11.29
H.29.3.31

平成28年度岩国空港土木施設維
持修繕工事

空港維持　巡回点検、草刈工、清掃工、植栽維持工、緊急補修工 国土交通省　大阪航空局
H.28.4.1
H.29.3.31
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岩国飛行場(H27)愛宕山（運動施
設地区）駐車場新設工事

A.南地区　①土工事　切土　1,340ｍ3、盛土　690ｍ3、残土運搬　710
ｍ3、②舗装工　下層・上層・表層　7,450㎡③道路付属構造物工　車
止め490基　④雨水排水工事　　⑤環境整備工事　B.中央地区　①土
工事　②舗装工事　下層・上層・表層5,810㎡　③道路付属構造物工
事　縁石工　475ｍ　④雨水排水工事　⑤環境整備工事

防衛省　中国四国防衛局
H.27.12.9
H.29.3.31

山幹土セ土木修繕B 支障木伐採　１式、法面伐採　１式、桁下防護工　１式、樋修繕　1式 西日本旅客鉄道㈱
H.28.2.25
H.29.3.18

徳鉄管内防草工整備 防草シート敷設　1式 西日本旅客鉄道㈱
H.29.1.17
H.29.3.17

由宇総合支所庁舎耐震補強及び
改修建築工事

由宇総合庁舎　延床面積　1,488.76㎡　構造　RC造3階建
耐震改修工事　鋼板内臓ブレース　5構面　開口閉塞　１式　PH屋上
鉄骨補強　1式　外壁改修工事　１式、内部改修工事　1式

岩国市
H.28.7.26
H.29.2.28

平成27年度一般県道銭壺山公園
線防衛道路周辺道路整備工事第
1工区

L=110m　路床・路体盛土工　1870ｍ3、ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工　259㎡、流
路工ｺﾝｸﾘｰﾄ打設　400ｍ3、現場打ちボックスカルバート工　20ｍ3

山口県
H.28.2.11
H.29.2.28

由宇統合送水管布設工事(平成
28年度1工区）

1.管路工　送水管DIP-GX∲250　L=139m　配水管DIP-GX∲250
L=139m　　　　　2.弁栓類　送水管部・・急速空気弁∲25（16K)1基　配
水管部・・急速空気弁∲25（16K)1基　3.管路敷造成工および付帯設備
1式

岩国市水道局
H.28.6.7
H.28.12.28

岩国飛行場（H27)運動施設等新
設土木工事

【運動施設地区】陸上競技場新設　トラック（ウレタン舗装）　5,580㎡、
フィールド（人工芝舗装）　7,230㎡
【高校地区】舗装工事　一式、給水工事　一式、汚水排水工事　一式、
雨水排水工事　一式

防衛省　中国四国防衛局
H.27.9.2
H.28.12.26

JV

森ヶ原清流新岩国間3K080M付
近災害復旧工事

災害応急　1式、盛土修繕　1ヶ所、土砂撤去　1式 錦川鉄道㈱
H.28.8.26
H.28.11.15

平成28年度　一般県道銭壺山公
園線　単独道路改良(県道）工事
第１工区

水路工　1式、取付道補修　1式 山口県
H.28.7.13
H.28.9.30

由宇港単独海岸保全施設維持管
理工事　第2工区4

海浜維持管理工　海浜整地、突堤補修工　割栗石　150-200mm　2ｍ
3、潮風回廊補修工　５か所、車止めブロック補修工　3カ所、フットライ
ト設置工　４か所、伐採工　4本

山口県
H.28.7.11
H.28.9.30

守内かさ神・南河内間第1保木架
道橋外1橋りょう補強

橋梁補強工　1式 錦川鉄道㈱
H.28.4.16
H.28.9.12

有家港2号船揚施設撤去設置工
事

2号船揚施設　撤去1基、新設1基 岩国市
H.28.6.7
H.28.8.31

有家港2号船揚施設製作工事 2号船揚施設　製作1基 岩国市
H.28.6.7
H.28.8.31

Ｔ様邸外構工事 コンクリート擁壁　L=15.5m、ブロック積　L=76m 民間
H.28.6.1
H.28.7.31

由宇文化センタースポーツセン
ター屋根ナット取替工事

鉄骨造　ナット取替　一式 岩国市
H.28.6.1
H.28.7.29

有家港１号船揚施設撤去設置工
事

1号船揚施設　撤去1基、新設1基 岩国市
H.28.5.2
H.28.7.29

有家港１号船揚施設製作工事 1号船揚施設　製作1基 岩国市
H.28.5.2
H.28.7.29

由宇港純単独港湾改修（建設）工
事　第1工区

土工　1式、水叩工　Co=39m3、舗装工　As=258m2 山口県
H.28.2.18
H.28.7.29

市道由東73号線側溝改良工事
取壊工　舗装版切断　14ｍ、道路土工　1式、舗装工　6㎥、排水構造
物工U型横断用側溝据付　L=2000　910Kg　4ｍ

岩国市
H.28.4.26
H.28.6.30

由宇港港湾改修（港整備交付金）
工事第3工区

舗装打換え工　下層路盤　平均厚さ125mm超175mm以下　RC-40
82㎡、上層路盤　M-30　平均厚75mm超125mm以下　表層　平均厚
45mm以上55mm未満　平均幅員1.4ｍ以上再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合
物(20)　133㎡　場所打水路工

山口県
H.28.1.7
H.28.5.31

由宇港港湾改修（港整備交付金）
工事第2工区

1.防波堤・防砂堤・導流堤　2.構造物撤去工 山口県
H.27.10.3
H.28.5.31

公共下水道由宇処理区管きょ工
事（第1工区）

管きょ工(小口径推進工）∲250　L=88.1m、管きょ工（開削工）∲150
L=22.8m、マンホール工　8か所、取付管及びます工　5カ所、立坑工
３ヶ所、付帯工　１式

岩国市
H.27.12.1
H.28.5.13

岩国飛行場（H26)低層住宅（17工
区）新設建築工事

低層住宅（2戸連）新設　PC造（一部RC造）2階建　延床面積　約290
㎡×5棟

防衛省　中国四国防衛局
H.27.1.24
H.28.5.13

JV

由宇港単独港湾施設管理工事
第4工区

ロッカー室床修繕工、駐車場舗装改良工、シロアリ対策工 山口県
H.27.12.9
H.28.3.31

由宇町西1丁目配水管DIP∲75
耐震化工事

土工　舗装版切断　640ｍ、管工　鋳鉄管布設工　75mm以下　163.6
ｍ、鋳鉄仕切弁設置　100mmタテ型　3基、消火栓設置　1個所、管明
示ﾃｰﾌﾟ工∲75×5000　223.2ｍ、ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工　75mm以下
163.6ｍ、仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置工

岩国市水道局
H.27.12.8
H.28.3.31

由宇統合配水池造成工事
1.土工　掘削　土砂ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　9,500ｍ

3
、残土処分　9,500ｍ

3
、2.法面

工、3.擁壁工　場内配管工　ダクタイル鋳鉄管　179Kg　7本　伐木除
根工　2,800ｍ2

岩国市水道局
H.27.11.9
H.28.3.31
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由宇統合送水管布設工事
1.送水管布設工　鋳鉄管布設工　250mm　284.8ｍ、植生マット工　280
㎡、伐木除根工　800㎡

岩国市水道局
H.27.11.9
H.28.3.31

平成27年度　岩国空港土木施設
維持修繕工事

制限区域内巡回点検、標識維持工、植栽維持工、草刈工、清掃工、
緊急補修工

国土交通省　大阪航空局
H.27.4.1
H.28.3.31

山幹土セ土木修繕B
橋りょう検査足場修繕、保守用階段修繕、有刺鉄線・さく修繕、桁防
護工

西日本旅客鉄道㈱
H.27.2.27
H.28.3.18

徳地鉄管内環境整備 西日本旅客鉄道㈱
H.27.7.3
H.28.3.8

由宇港単独港湾施設管理工事
第3工区

防波堤補修工 山口県
H.27.11.27
H.28.2.29

一般国道４３７号橋りょう補修工
事（第1工区）

Ｐ4橋脚　土木系工事　多柱式鋼管杭補修工　1式
鋼管ケレン工　837㎡、電気防食アルミニウム陽極　54個、グラウト注
入　28㎥

山口県
Ｈ.26.9.30
Ｈ.28.2.29

JV

岩国飛行場（H26)低層住宅（19工
区）新設建築工事

低層住宅（2戸連）新設　PC造（一部RC造）2階建　延床面積　約290
㎡×4棟

防衛省　中国四国防衛局
H.27.1.23
H.28.2.29

JV

北河内・椋野間16K455M付近土
留壁補強工事

錦川鉄道㈱
H.27.10.20
H.28.1.31

岩国飛行場（H26)低層住宅（17工
区）新設建築工事

低層住宅（2戸連）新設　PC造（一部RC造）2階建　延床面積　約290
㎡×4棟

防衛省　中国四国防衛局
H.27.1.24
H.28.2.29

JV

平成26年度 一般国道187号交通
安全（防災安全交付金）工事　第
2工区

施工延長　L=108m,張出歩道設置　84ｍ、張ｺﾝｸﾘｰﾄ　76ｍ3、裏込ｺﾝ
ｸﾘｰﾄ　69ｍ3

山口県
H.27.2.26
H.27.12.11

由宇港港湾改修（港整備交付金)
工事　第1工区

船揚場補修工　レール撤去　1式、レール新設　1式 山口県
H.27.7.23
H.27.11.30

錦町駅構内のり面災害復旧工事 災害復旧、崩土撤去 錦川鉄道㈱
H.27.8.18
H.27.10.30

由宇港海岸老朽化対策工事　第
1工区

海岸維持工　堆積土砂撤去　1式 山口県
H.27.8.28
H.27.10.30

由宇港港湾改修（港整備交付金)
工事　第3工区

防舷材設置　12基、車止・縁金物工　L=105m 山口県
H.27.3.14
H.27.8.31

平成26年度 一般県道柳井由宇
線単独路側整備(通常)工事　第1
工区

排水工　L=103m、舗装工　As=51m2 山口県
H.27.5.28
H.27.8.25

Ｓ幼稚園園舎改修工事 木造園舎1部解体、植栽工　1式、舗装工　1式、カーポート設置　1基 民間
H.27.7.1
H.27.7.31

南河内・行波間9K630M付近落石
防護網新設

落石防護ネット新設　1式 錦川鉄道㈱
H.27.4.21
H.27.5.20

由宇町南沖3丁目配水管DIP∲100
耐震化工事

菅敷設工　φ75 L=8m、φ100 L=18m、土工　1式 岩国市水道局
H.27.3.2
H.27.3.31

由宇港純単独海岸(建設）工事
第３工区

駐車場舗装改良工　1式、トイレブース改修工　1式 山口県
H.27.2.2
H.27.3.31

由宇港純単独海岸(建設)工事
第２工区

防護柵設置工、係船環設置工 山口県
H.27.1.29
H.27.3.31

公共下水道由宇処理区管きょ工
事(第1工区）

管きょ工(開削工)L=34.1m、管きょ(小口径推進)L=83.4ｍ、ﾏﾝﾎｰﾙ工
N=6箇所、取付管及びます工　N=3カ所、舗装工　A=146㎡、立坑工
N=5カ所、付帯工　1式

岩国市
H26.7.4
H27.3.31

Ｍ様邸新築工事 住宅新築　W造2階建 民間
H.26.8.1
H.27.3.31

平成26年度　岩国空港土木施設
維持修繕工事

制限区域内巡回点検、標識維持工、植栽維持工、草刈工、清掃工、
緊急補修工

国土交通省　大阪航空局
H.26.4.1
H.27.3.31

岩国飛行場（H24)洗機施設(A)新
設土木工事（その3）

洗機施設・水処理施設・誘導路新設
土工事　15,050㎥、コンクリート舗装　3,269㎡、給排水工事一式、洗
浄水工事一式、雨水排水工事一式、建築工事　RC造1階建　2棟

防衛省　中国四国防衛局
H.25.1.14
H.27.3.27

JV

徳鉄管内災害応急復旧 災害応急　1式、盛土修繕　1個所、土砂撤去　1式 西日本旅客鉄道㈱
H.27.1.30.
H.27.3.20

由宇港港湾改修（港整備交付金）
工事第2工区

施工延長　Ｌ＝37ｍ、コンクリート舗装工　107㎡、構造物取壊し工　21

ｍ
3 山口県

Ｈ.26.11.20
Ｈ.27.3.19

山幹土セ土木修繕B
倒竹木支障箇所伐採、橋りょう検査足場修繕、桁下防護工、保守用
階段修繕、高架橋樋修繕、PC間詰め

西日本旅客鉄道㈱
H.26.5.3
H.27.3.18

柱野・欽明路14K910M排水こう新
設

排水こう18か所 西日本旅客鉄道㈱
H.27.1.30.
H.27.3.10

錦川鉄道㈱管内レース溶接 レール溶接　50Nレール　14組 錦川鉄道㈱
H.27.1.14
H.27.2.28

徳山駅構内線路防護柵新設 線路防護柵新設A　線路防護柵新設B 西日本旅客鉄道㈱
H.26.12.27
H.27.2.14

光駅構内401K685M簡易柵整備 簡易柵整備　19.8ｍ 西日本旅客鉄道㈱
H.26.12.27
H.27.2.14

平成25年度　一般県道銭壺山公
園線道路除雪業務委託　第20工
区

凍結防止剤散布　除雪工　注意看板設置・撤去 山口県
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※過去15年の元請としての施工実績のみ記載しています 令和2年3月31日現在

工事名 工事内容 発注者 工期 備考

施工実績一覧

岩国飛行場(H23)駐機場(A)
雨水排水新設土木工事

1.雨水配水工事　管路等土工　管路掘削　4,750ｍ
3
、管路埋戻　水砕

スラグ2,100ｍ
3
、発生土1,900ｍ

3
、床掘　20,260ｍ

3
、構造物埋戻

11,270ｍ
3
、発生土処理10,370ｍ

3
、排水側溝等布設工　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙ

ﾊﾞｰﾄ　3400×1500　132ｍ、2800×1500　558ｍ、2000×1500　122ｍ、
3500×2500　208ｍ、管布設工　強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管φ1200　187ｍ、
φ1100　178ｍ、φ1200×3連　40ｍ、φ1200×2連　69ｍ、接続桝設
置工　桝（現場打　鉄筋　5箇所、2.雑工事　1式、3.仮設工　水替工
仮設鋼矢板工　遮水矢板　1式

防衛省　中国四国防衛局
H.24.3.9
H.26.12.25

守内かさ神・南河内間保木第1高
架橋補強

高架橋補修,断面修復 錦川鉄道㈱
H26.8.20
H26.12.10

由宇港港湾施設改良(部分改良)
工事　　　第1工区 施工延長　L=37m、ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工　107㎡、構造物取壊し工　21ｍ

3 山口県
H26.7.24
H26.11.28

森ヶ原・清流新岩国2K680M付近
土砂撤去

土砂撤去 錦川鉄道㈱
H26.9.1
H26.10.30

由宇港単独港湾改修工事　第1
工区

簡易標識灯設置工、水銀灯補修 山口県
H26.8.13
H26.9.30

南河内・行波間9K750M付近他2
箇所　　災害復旧

災害復旧、崩土撤去 錦川鉄道㈱
H26.8.6
H26.8.30

平成25年度　岩国総合高校
学校施設整備工事　第２工区

Ｌ＝45ｍ　掘削工　約1,900ｍ
3
、法面整形工　690ｍ

3
、吹付枠工　約

750ｍ、鉄筋挿入工　約160本、山腹U型側溝　300×300×2000　37ｍ
山口県

Ｈ.25.9.14
Ｈ.26.8.29

南河内・行波間9K750M付近落石
防護網新設

落石防護網新設　1000Kg型　1式 錦川鉄道㈱
H26.7.17
H26.8.15

由宇港単独海岸保全施設維持管
理工事　第1工区

準備工　1式、駐車場舗装改良工　1式、突堤補修工　1式 山口県
H26.6.11
H26.7.31

錦川鉄道管内レール運搬 錦川鉄道㈱
H26.6.25
H26.7.25

平成26年度 一般国道187号交通
安全（防災安全交付金）工事第1
工区

残土処分　640ｍ3、擁壁工ｺﾝｸﾘｰﾄ打設　76ｍ3、鉄筋工　DS345　D13
1.39ｔ、型枠工　無筋構造物　174㎡、足場工　144掛㎡、

山口県
H.26.4.25
H.26.7.23

椋野・南桑間19K000M付近施工
基面整備

錦川鉄道㈱
H26.5.26
H26.6.30

平成25年度 岩国空港土木施設
維持修繕工事

制限区域内巡回点検、標識維持工、植栽維持工、草刈工、清掃工、
緊急補修工

国土交通省　大阪航空局
H25.4.1
H.26.3.31

由宇方面隊中村消防車庫解体工
事

仮設工、車庫解体、乾燥塔解体、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装、片付け清掃 岩国市
H.26.3.14
H.26.3.31

平成24年度　一般国道187号交
通安全・補正2（防災安全交付金）
工事　第3工区

道路改良　ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込　1,700ｍ3、法面整形　340m²、擁壁工　ﾓ
ﾙﾀﾙ吹付　759m²、補強材築造工(ﾚｷ質土)1,368ｍ、（軟岩）279ｍ、タ
グシムパイプ　1301本、伐木　760m²

山口県
H.25.5.18
H.26.3.25

徳鉄軌道工事（線路側溝新設） 線路側溝新設　40.6ｍ 西日本旅客鉄道㈱
H.26.3.6
H.26.3.25

南岩国・藤生353K420M外線路防
護柵新設

線路防護柵新設　3か所 西日本旅客鉄道㈱
H.26.3.6
H.26.3.25

田布施・岩田390K655M外盛土修
繕他

盛土修繕A　2箇所、盛土修繕B　1個所、排水設備修繕　1個所、しゅ
んせつ　2箇所

西日本旅客鉄道㈱
Ｈ.25.12.4
Ｈ.26.3.13

山幹土梅花川B橋脚修繕 西日本旅客鉄道㈱
H.25.12.21
H.26.2.18

久米第７BL他落下物防護ネット
新設C

西日本旅客鉄道㈱
H.25.6.14
H.26.2.13

岩国空港構内道路補修工事 既設構造物撤去　植栽移設　舗装工　区画線工 国土交通省　大阪航空局
Ｈ.25.10.7
Ｈ.26.1.31

由宇港港湾施設改良（部分改良）
工事第1工区

施工延長　L=60m、舗装工　路盤材敷均し転圧　t=30cm　174㎡、構

造物取壊し工　44ｍ
3 山口県

Ｈ.25.9.6
Ｈ.26.1.31

由宇中学校耐震改修工事
建築一式工事　後者の耐震補強改修工事（ピタコラム工法）及びその
他改修工事　校舎3階建て　地上の高さ11ｍ、延床面積　2,120m²、コ
ンクリート量　26ｍ3

岩国市
H.25.6.6
H.26.1.31

山幹土セ御庄第ＢＬ
遮音板取替用地処理付帯

西日本旅客鉄道㈱
Ｈ.25.11.12
Ｈ.25.12.16

山幹土セ
徳山駅構内高架下駐車場整備

駐車場整備　アスファルト造り（厚3ｃｍ）　36.0m² 西日本旅客鉄道㈱
Ｈ.25.11.5
Ｈ.25.12.4

神代・大畠368Ｋ746Ｍ災害応急
復旧

西日本旅客鉄道㈱
Ｈ.25.6.26
Ｈ.25.12.2

椋野・南桑間19K250M付近落石
防護網新設

錦川鉄道㈱
Ｈ.25.7.5
Ｈ.25.8.3

田布施・岩田388K411M排水設備
新設

排水こう新設　2.7ｍ 西日本旅客鉄道㈱
H.25.6.13
H.25.7.12

錦川鉄道㈱管内レール溶接 レール溶接　50Ｎﾚｰﾙ　38組 錦川鉄道㈱
H.25.5.13
H.25.7.10
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※過去15年の元請としての施工実績のみ記載しています 令和2年3月31日現在

工事名 工事内容 発注者 工期 備考

施工実績一覧

由宇港港湾改修（港整備交付金）
工事第１工区

カーテンウォール　2枚、止水バンド本体吊材　6個、止水バンド・受
ビーム取付工　3箇所、モルタル注入工　7ｍ3、ｾﾙﾗｰL型ﾌﾞﾛｯｸ89ｔ　3
個、D-Lｺﾞﾑﾌｫｰﾏｰ　16～22ﾄﾝ用　4個、　鋼杭打設　鋼管杭　φ800　4
本、φ1100　4本、杭頭吊り型枠　6個、鋼杭荷卸　8本、　　　電気防食
陽極取付金具製作取付　29個、陽極取付　29個、電位測定装置取付
1個、　　杭頭連結　6箇所、上部工(鋼幹部）　3ｽﾊﾟﾝ、簡易標識設置
工　　1式

山口県
H24.9.19
H25.6.28

岩国空港安全対策工事 空港保安施設改修　侵入防止柵設置 国土交通省　大阪航空局
H25.3.20
H.25.4.20

平成24年度 岩国飛行場土木施
設維持修繕工事

制限区域内巡回点検、標識維持工、植栽維持工、草刈工、清掃工、
緊急補修工

国土交通省　大阪航空局
H.24.11.7
H.25.3.31

公共下水道由宇処理区
管きょ工事(第2工区）

開削工（PRPφ150）　L=266.3ｍ、組立マンホール　N=8箇所、
小型マンホール　N=3箇所、公共桝　N=34箇所、付帯工（舗装）

A=1480ｍ
2

山口県
H24.9.21
H25.3.29

高水・勝間29K700M伐採他
伐採　300m²、排水こう修繕　１個所、トンネル修繕　267ｍ、簡易棚修
繕　173ｍ

西日本旅客鉄道㈱
H.25.3.16
H.25.3.25

由宇港単独海岸保全施設維持管
理工事　第2工区

防護柵補修、水叩工補修 山口県
H.25.1.11
H.25.3.25

徳鉄軌道工事（待避箇所整備） 待避箇所整備　110ｍ 西日本旅客鉄道㈱
H.25.2.22
H.25.3.23

由宇港海岸老朽化対策工事　第
2工区

消波工（撤去・復旧104個）　基礎工（被覆石撤去1.3ｍ³　均し　3.0ｍ²）
表法被覆工（ｺﾝｸﾘｰﾄ打設28.5ｍ²）波返工（撤去16ｍ³　型枠52ｍ²　ｺﾝｸ
ﾘｰﾄ打設16.5m³）水叩工（撤去8.3ｍ³　路盤42ｍ²　ｺﾝｸﾘｰﾄ8.3ｍ³）

山口県
H24.9.29
H25.3.23

由宇港単独海岸保全施設維持管
理工事　第1工区

ｸﾗｯｸ補修工　波返撤去・復旧工 山口県
Ｈ.24.12.19
Ｈ.25.3.22

岩幹保管内土工設備修繕A 西日本旅客鉄道㈱
H.25.4.22
H.26.3.18

徳鉄軌道工事(落下防護設備新
設）

落下防護設備新設A（鋼造り）、落下防護設備新設B（防護ネット） 西日本旅客鉄道㈱
H.24.12.17
H.25.3.11

廃プラ減容処理施設等改築解体
工事

廃プラ減容処理施設の一部解体・復旧、施設内の機械及び機械基礎
の撤去、ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ事務所棟の全面解体、構内工作物の一部撤去及び
新設　進入路の改修　地上高さ5.97ｍ　延床面積83.76㎡　鉄骨総質
量0.5ｔ　鉄筋総質量0.1ｔ　ｺﾝｸﾘｰﾄ量1.5ｍ³　最大ｽﾊﾟﾝ長5.7ｍ　最大根
切底深さ　0.7ｍ

岩国市
H.24.11.29
H.25.2.28

一般国道434号道路改良(須川第
2トンネル)工事

道路トンネル工事（NATM）　施工延長　526ｍ、コンクリート舗装
3,290㎡、排水工　1,000m、法面工　2,071㎡、法面処理　グラウトアン
カー工　9本

山口県
H.22.12.21
H.25.2.28

JV

新岩国駅駐機場舗装他整備 駐車場整備　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　132.2ｍ
2 西日本旅客鉄道㈱

H.25.1.23
H.25.2.21

中部第２排水区管きょ工事に伴う
配水管閉塞工事 排水管閉鎖工　管口閉鎖工　3箇所、中間注入工　10ｍ

3 岩国市
H.24.12.1
H.25.2.15

藤生・通津354K152M外1路盤修
繕他

路盤修繕１箇所、簡易土留設置 西日本旅客鉄道㈱
H.24.9.4
H.25.2.5

由宇港港湾施設改良（部分改良）
工事第1工区 施工延長　L=60m,コンクリート舗装　174ｍ

2 山口県
H24.9.29
H25.1.31

南岩国駅構内貸付地陥没補修 陥没補修１箇所 西日本旅客鉄道㈱
H.24.12.17
H.25.1.25

椋野・南桑間20K273M付近護岸
壁傾斜防止工その他

護岸壁傾斜防止工　ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ取付　12本、ﾄﾝﾈﾙ覆工補強　モルタ
ル充填　3箇所

錦川鉄道㈱
H24.10.20
H25.1.18

緑風会施設進入路改修工事 法面吹付工　1式、舗装工　1式、雨水排水工　1式 民間
H.24.9.15
H.24.12.28

由宇地区給水事業配水管推進工
事　　　　　　（平成22・23年度）

○通津川　ＤＩＰ-ＮＳ（ＰＮ）φ350　Ｌ＝85.2ｍ、ＳＰφ450（さや管）　Ｌ＝
45.5ｍ、NCPφ350　L=3.0m、NS形ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁φ350　N＝2基、急速空
気弁　N＝2基
○由宇川　ＤＩＰ-ＮＳ（ＰＮ）φ300　Ｌ＝115.9ｍ、ＳＰφ450（さや管）　Ｌ
＝74.0ｍ、NS形仕切弁φ300　N=2基
○泉迫　ＤＩＰ-ＮＳ（ＰＮ）φ300　Ｌ＝63.6ｍ、NS形仕切弁φ300　N=1
基、急速空気弁　N=1基　　　○長野　ＤＩＰ-ＮＳ（ＰＮ）φ300　Ｌ＝86.0
ｍ、NS形仕切弁φ300　N=2基、急速空気弁　N=1基、NS形仕切弁φ
100(ﾄﾞﾚﾝ）　N=1基

岩国市水道局
Ｈ.23.2.25
Ｈ.24.12.28

市道由東8号線補修工事 インターロッキング補修 岩国市
H24.10.20
H24.12.21

岩国飛行場(22)格納庫(423)新設
等土木その他工事

【土木工事】建築付帯土木工事　1式、コンクリート舗装　5,000㎡、載

荷盛土工　53,000ｍ
3

【建築工事】地中排水管接　1式、キュービクル置場　1式、ゴミ置場　1
式
【設備工事】格納庫に係る付帯の消火、屋外給排水設備工事　１式、
（電気設備）格納庫設置設備工事　1式、構内外線設備　1式、（通信
工事）　屋外通信線設置工事　１式

防衛省　中国四国防衛局
Ｈ23.3.23
Ｈ.24.12.14

平成24年度 一般県道銭壺山公
園線単独路側整備(県道）工事
第１工区

路側工、小型水路工 山口県
H24.9.11
H24.11.30
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※過去15年の元請としての施工実績のみ記載しています 令和2年3月31日現在

工事名 工事内容 発注者 工期 備考

施工実績一覧

平成24年度 岩国飛行場用地造
成工事(共同使用区域環境保全
(その2))

空港緑地帯草刈工　11,927㎡、運搬処理一式
国土交通省　中国地方整備
局

H.24.10.22
H.24.11.30

徳山駅構内415K418M佐渡町第１
B改良他

橋りょう改良　1箇所、門扉設置　1箇所、さく垣撤去　1箇所 西日本旅客鉄道㈱
H24.10.5
H24.10.30

岩国飛行場用地造成工事
（共同使用区域環境保全）

空港緑地帯草刈工　11,927㎡、運搬処理一式
国土交通省　中国地方整備
局

H.24.7.30
H.24.9.14

山陽本線由宇・神代間364K900M
(左)盛土修繕

崩土撤去・シート養生　1箇所、のり面切取　12.2ｍ
3
、植生土のう鋼

27.3ｍ
2
、土止め鋼　8ｍ

西日本旅客鉄道㈱
H.24.8.3
H.24.8.27

南河内・行波間9K590M付近(左)
のり面崩壊復旧

災害復旧、崩土撤去 錦川鉄道㈱
H.24.6.19
H.24.7.10

大畠・柳井港373K130M(左)排水
設備修繕他

排水設置修繕　1箇所、浮石整理　1箇所、簡易柵設置　44ｍ 西日本旅客鉄道㈱
H.24.6.1
H.24.7.10

岩国出張所模様替工事 庁舎内装工事、電気設備工事
国土交通省　中国地方整備
局

H.24.5.2
H.24.5.30

由宇港単独海岸保全施設維持管
理　　　　　　　　　　第５工区

防砂シート撤去処分、間詰め石補充、区画線設置 山口県
H.24.3.2
H.24.3.30

JR岩徳線　跨線橋防護ネット設
置工事

墨出し、ｱﾝｶｰ打設　210孔、除草6箇所、落下防止ﾈｯﾄ取付　6箇所、
落下物防護柵設置　1箇所、のり面補修　6箇所

西日本旅客鉄道㈱
H.24.2.23
H.24.3.30

配水管推進工事に伴う雑工事 側溝蓋、歩車道分離ブロック撤去復旧工 岩国市水道局
H.24.1.30
H.24.3.30

西岩国・川西4K360Mさく垣新設 PCﾌｪﾝｽ　H=1500ｍ 西日本旅客鉄道㈱
H.24.2.27
H.24.3.27

柳井・田布施384K449M土留壁新
設

土留壁新設　コンクリート造り　40.1㎡ 西日本旅客鉄道㈱
H.24.2.27
H.24.3.27

岩幹保管内土工設備修繕
支障木伐採　115本、竹伐採　1797本、のり面伐採　1,482ｍ2、雑草木
運搬工　32台　　　　産廃処理B　32台、列車見張員　6人

西日本旅客鉄道㈱
H.24.4.16
H.25.3.22

徳鉄軌道工事
(岩国駅構内線間ロープ新設)

線間ロープ新設　19本 西日本旅客鉄道㈱
H.24.3.6
H.24.3.15

神代･大畠間371K390M外1
路盤陥没災害復旧

災害応急・復旧A、災害応急・復旧B 西日本旅客鉄道㈱
H.24.2.8
H.24.3.8

光・下松402K745M土留壁増設 土留壁増設　コンクリート造　3ｍ
2 西日本旅客鉄道㈱

H.24.2.10
H.24.2.29

柳井港駅構内さく垣改良 さく垣設置　PCﾌｪﾝｽH=1,500　148.2ｍ、既設さく垣撤去　木造り　65ｍ 西日本旅客鉄道㈱
H.24.1.25
H.24.2.28

藤生駅構内駐車場土留擁壁新設 土留擁壁新設　8.5㎡ 西日本旅客鉄道㈱
H.24.1.25
H.24.2.28

守内かさ神～南河内間8KM付近
第２保木架道橋桁防護工補強工
事

桁防護工補強　鋼板巻付溶接 錦川鉄道㈱
H.24.1.25
H.24.2.27

第２保木架道橋雨樋修繕工事 雨樋修繕　帯板取付 西日本旅客鉄道㈱
H.24.1.25
H.24.2.27

岩国駅構内さく垣改良 さく垣設置　鋼造りH=2000　28ｍ、既設さく垣撤去　鋼造り　28ｍ 西日本旅客鉄道㈱
H.23.12.6
H.24.2.23

山陽神代・大畠371K385M路盤修
繕他

路盤修繕　1箇所、しゅんせつ　10ｍ 西日本旅客鉄道㈱
H.23.10.6
H.24.1.23

新岩国・徳山間866K520M付近
(左)　　　　　　　線路防護さく他１
修繕

線路防護さく修繕　4箇所 西日本旅客鉄道㈱
H.23.7.28
H.24.1.18

山陽神代・大畠369K795M
路盤陥没応急復旧

土留壁修繕A,B、盛土修繕 西日本旅客鉄道㈱
H.23.8.2
H.23.11.14

山陽藤生・通津357K650M盛土修
繕

盛土修繕 西日本旅客鉄道㈱
H.23.7.29
H.23.11.10

山陽386Ｋ790Ｍ外1土留壁修繕
他

土留壁修繕A　1箇所、盛土修繕　1箇所、土留壁修繕B　1箇所 西日本旅客鉄道㈱
Ｈ.23.9.9
Ｈ.23.10.18

岩国飛行場用地造成工事（共同
使用区域環境保全）

空港緑地帯草刈工　11,927㎡、運搬処理一式
国土交通省　中国地方整備
局

H.23.6.24
H.23.7.29

平成23年度 由宇港港湾改修(港
整備交付金)工事　第２工区

防波堤　　本体工　126ｍ、鋼管杭製作打設　8本、ｶｰﾃﾝﾌﾞﾛｯｸ製作3
個、据付2個、上部工　64ｍ

山口県
H.23.8.10
H.24.3.23

岩幹保管内土工設備修繕 西日本旅客鉄道㈱
Ｈ.23.4.25
Ｈ.24.3.23

千鳥ヶ丘配水池他フェンス取替
工事

ネットフェンス、両開きフェンス門扉 岩国市水道局
H.23.10.26
H.24.3.16

広域営農団地農道整備事業柳井
大畠地区立岩トンネル建設工事

道路トンネル（NATM）　施工延長　103ｍ、ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装(車道部)ｔ＝20

ｃｍ　628ｍ
2
、ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装(監査廊部)ｔ＝7ｃｍ　124ｍ

2
、アスファルト舗

装(杭外・既設道路)ｔ＝4ｃｍ　1700ｍ
2
　排水工(坑内・坑外)　1式、残土

整地工(トンネルズリ)　6218ｍ
3

山口県
H.22.10.1
H.23.12.17

ＪＶ

由宇港港湾改修(港整備交付金)
工事第3工区

鋼管杭打設　∲800　L＝45ｍ　N＝2本、鋼管杭打設　∲1,100　L=46ｍ
陽極取付　N=8個、杭連結　L=42.8m

山口県
Ｈ.23.1.21
Ｈ.23.8.31
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※過去15年の元請としての施工実績のみ記載しています 令和2年3月31日現在

工事名 工事内容 発注者 工期 備考

施工実績一覧

平成22年度 由宇港港湾改修港
整備交付金）工事第１工区

ｶｰﾃﾝﾌﾞﾛｯｸ製作・据付　4個、止水ﾊﾞﾝﾄﾞ取付　8個、無収縮ﾓﾙﾀﾙ注入
13ｍ³、鋼管杭打設∲800　7本、鋼管杭打設∲1,100　7本、陽極取付　26
個、杭頭連結　8箇所、上部ｺﾝｸﾘｰﾄ(鋼管部)　8ｍ

山口県
H.22.8.5
H.23.5.31

単県農山漁村整備事業神代地区
平成22年度水路付帯工事

①開渠工　作業土工　床掘　6ｍ
3
、埋戻　1ｍ

3
、搬入土　2ｍ

3
、水路工

18ｍ、②水路付帯工　止水壁工　1箇所、石積工　9㎡、石張工　1㎡、
植生土のう設置　337袋

山口県
Ｈ.23.2.22
Ｈ.23.3.31

公共下水道由宇処理区管きょ工
事（第３工区）

推進工　1式、管路土工　機械掘削工　86ｍ
3
、仮置土運搬積込　62ｍ

3
、管布設工　ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工　管径　54ｍ、硬質塩化ビ

ニル管設置工　11.7ｍ、管路土留工　55ｍ、組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工
１式、組立１号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工　１式、塩ビ小口径ﾏﾝﾎｰﾙ設置工　１
式、汚水桝及び取付管工　１式、付帯工　舗装版切断工　204ｍ、表
層工　264ｍ2、区画線設置工　105ｍ

岩国市
H22.11.19
H.23.3.31

原田墓地造成工事
伐開木処理工　130ｔ、土工開削工　13,390ｍ³、法面整形工　1,440ｍ
²、残土処理工　13,350m³、植生工　1,440ｍ²、ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁工　636ｍ
²、舗装工(Aｓ舗装)850ｍ²、排水構造物工　1式

岩国市
H.22.10.6
H.23.3.31

藤生・通津354Ｋ960Ｍ施工基面
整備

施工基面整備　ﾊﾞﾗｽﾄ止めﾌﾞﾛｯｸ及び構造り歩行板補強（盛土流出防
止版含む）

西日本旅客鉄道㈱
H.23.2.17
Ｈ.23.3.28

柳井港駅構内さく垣改良 さく垣設置　PCフェンス　Ｈ＝1.5ｍ、既設さく垣撤去　木造り 西日本旅客鉄道㈱
Ｈ.23.1.18
Ｈ.23.3.25

櫛ヶ浜駅構内さく垣改良 さく垣設置　PCフェンス　Ｈ＝1.5ｍ、既設さく垣撤去　木造り 西日本旅客鉄道㈱
Ｈ.23.1.18
Ｈ.23.3.25

大畠・柳井港372Ｋ680Ｍ
排水設備しゅんせつ

土砂しゅんせつ（下水きょ含む） 西日本旅客鉄道㈱
Ｈ.23.2.8
Ｈ.23.3.19

大畠・柳井港372Ｋ680Ｍ施工基
面整備

施工基面整備　ﾊﾞﾗｽﾄ止めﾌﾞﾛｯｸ及び歩行板移設 117m 西日本旅客鉄道㈱
Ｈ.23.2.8
Ｈ.23.3.19

岩幹保管内倒竹木伐採他

除草（竹伐木）Ａ　414本、のり面伐採Ａ②94㎡、のり面伐採Ｂ①　772
㎡、除草（竹伐木）Ａ-1　158本　のり面伐採Ｂ②-1　801㎡、雑木運搬
工　4ｔ　13台、産廃処理Ｂ　13台、列車見張員　3人、落下物防護網修
繕　2箇所

西日本旅客鉄道㈱
Ｈ.23.2.10
Ｈ.23.3.18

山陽本線田布施・岩田間387Ｋ
397Ｍ外1進入路仮設撤去等

進入路仮設撤去　1箇所、土砂しゅんせつ　1箇所 西日本旅客鉄道㈱
Ｈ.23.2.16
Ｈ.23.3.17

岩国飛行場既設構造物撤去等工
事

・土工　　　　盛土　1,808ｍ
3
、整地・転圧　約1,500ｍ

2

・隊舎撤去　RC造4階建　2棟　コンクリート取壊し(有筋)　約5,416ｍ
3
、

撤去総質量　12,286ｔ、内装取壊し　約6,200ｍ
2
、機械設備撤去　1式、

電気設備撤去　1式

・倉庫撤去　S造　鉄骨上屋撤去　約1,500ｍ
2
、基礎コンクリート取壊し

(有筋)　約300ｍ
3、

電気設備撤去　1式、

国土交通省　中国地方整備
局

H.22.10.5
H.23.2.28

由宇港港湾改修（港整備交付金）
工事　　　第2工区

不陸整正工　360㎡　上層路盤工　370㎡　下層路盤工　360㎡　表層
工　630㎡

山口県
H.22.12.17
H.23.2.28

由宇グラウンド防急ネット改修工
事

金属　ﾕﾆｯﾄ及びその他(新設防球ﾈｯﾄL=18,000　H=13,000ほかﾈｯﾄ補
修）　　　　　　　　　　　　植裁（高木剪定）　　解体(既設ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去ほ
か）

岩国市
H.22.12.1
H.23.2.28

公共下水道由宇処理区管きょ工
事　　　　　　　　　　（第2工区）

開削工 PRPφ150　L=179.10ｍ、組立楕円ﾏﾝﾎｰﾙ設置工　1箇所、塩
ビ製小口径　　　　ﾏﾝﾎｰﾙ設置工　8箇所、汚水ます及び取付管工　13
箇所、付帯工　1式

岩国市
H.22.10.1
H.23.2.28

徳山地鉄管内防草工整備 防草工　ｔ＝10cm　91.5㎡ 西日本旅客鉄道㈱
H.23.1.18
H.23.2.26

大畠・柳井港375K680M外1支障
木伐採

支障木伐採　1式 西日本旅客鉄道㈱
H.22.12.15
H.23.2.2

山陽 神代・大畠368K750M(右)
土砂流入災害応急 土砂流入　50ｍ　20ｍ

3 西日本旅客鉄道㈱
H.22.7.14
H.22.12.20

中洋小学校耐震改修工事

＜普通特別管理教室棟＞　直接仮設工、防水改修　撤去・改修、外
壁改修、建具改修　撤去・改修、内装改修　撤去・改修、塗装改修、耐
震改修（躯体）、耐震ｽﾘｯﾄ・耐震補強(ﾋﾟﾀｺﾗﾑ工法)・廻り・RC巻立て柱
補強、外構改修　撤去・改修、発生材処理　運搬・処分、

岩国市
H.22. 7. 2
H.22.11.30

南河内・行波間9Ｋ400Ｍ外2箇所
のり面災害復旧工事

落石防護網取替　1式（9Ｋ800ｍ付近）、落石止柵補修　1式（9Ｋ400ｍ
付近）、落石防護網補修　1式（18Ｋ800ｍ付近）

錦川鉄道㈱
Ｈ.22.9.22
Ｈ.22.11.20

市道南川干拓線補修工事 掘削工、埋戻し工、路盤工　1式、舗装工　1式、集水桝修繕工　１式 岩国市
H.22.10.20
H.22.11.5

岩幹保軌道工事
(バラスト止め新設工事)

バラスト止新設　536ｍ 西日本旅客鉄道㈱
H.22. 6.14
H.22.11. 5

由宇港港湾改修（港整備交付金）
工事　第1工区

捨石投入　3,029ｍ
3
、鉄筋加工組立　30,033Kg

鋼製型枠組立・組外　1,495ｍ
2
、鋼製型枠足場架払　67ｍ

2
、

汚濁防止膜設置・撤去　120ｍ

山口県
Ｈ.22. 3. 4
H.22.10.31

守内かさ神・南河内間6K120M
付近 落石防護柵新設その他工
事

錦川鉄道㈱
H.22. 6.10
H.22. 9.27

南河内・行波間9K400M外3箇所
災害応急工事

土砂取除　1式 錦川鉄道㈱
H22.7.1
H.22.8.25

由宇港附随単独海岸工事
第１工区 突堤基間詰工　割栗石　120ｍ

3
、間詰工　120ｍ

3 山口県
H.22. 6. 1
H.22. 6.30

Ｉ様邸はなれ新築工事 住宅新築　木造2階建 民間
H.22. 5. 6
H.22. 6.30
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※過去15年の元請としての施工実績のみ記載しています 令和2年3月31日現在

工事名 工事内容 発注者 工期 備考

施工実績一覧

平成21年度　錦川河川激甚災害
対策特別緊急工事　第4工区 施工延長　Ｌ＝250ｍ、掘削工　Ｖ＝18900ｍ

3 山口県
H.21. 8. 7
H.22. 6.30

南河内・行波間9K750M付近 急
傾斜災害復旧

のり面整形　1式、落石防護柵新設　マクラギ造り　1式 錦川鉄道㈱
H.22. 4.20
H.22. 6. 3

公共下水道由宇処理区管きょ工
事　　　　　　　　（第1工区）

推進工　φ300mm　L=154ｍ、φ200mm　L=44.0m
開削工　φ300mm　L=173.8m、φ200mm　L=345.4m、
φ150ｍ　L=122.3m､ﾏﾝﾎｰﾙ　24箇所、小口径ﾏﾝﾎｰﾙ　10箇所、
二重管ストレーナ（単相式）（複相式）　アスファルト舗装　L=1,5

岩国市
H.21. 9.30
H.22. 5.31

由宇港単独海岸工事　第１工区 盛土工（割栗石）　193ｍ
3
、置換工（割栗石）　18ｍ

3 山口県
H.22. 5. 6
H.22. 5.28

公共下水道由宇処理区舗装工事
アスファルト舗装　152ｍ、施工面積　591ｍ

2
　排水性舗装　354ｍ

施工面積　1,567ｍ
2 岩国市

H.22. 1.25
H.22. 3.31

由宇港港湾改修工事　第１工区
防波堤　鋼管杭製作・打設  方塊86ｔ　1個、方塊(6ｔ)　4個、
ｶｰﾃﾝﾌﾞﾛｯｸ　(89ｔ)　3個､鋼管杭　48ｍ　φ1,100mm　7本、
46ｍ　φ800mm　7本

山口県
Ｈ.21. 9.28
H.22. 3.31

公共下水道由宇処理区管きょ工
事　　　　　　　　（第3工区）

開削工　φ150mm　L=506.3ｍ、ﾏﾝﾎｰﾙ　15箇所、汚水桝　28箇所、
付帯工　1式　薬注　448本、軽量鋼矢板　3,534枚　舗装　466ｍ

岩国市
H.21. 8.21
H.22. 3.31

岩国飛行場(20)滑走路移設
西側誘導路造成工事

空港　その他施設　誘導路造成　陸上土砂　293,100ｍ3、
土工事　砂質土　65,000ｍ3　法切りオープンカット工法、
構造物撤去工　アスファルト　185ｍ、
水路及び土留擁壁　撤去総質量　37,12

防衛省　中国四国防衛局
H.21. 3.19
H.22. 3.31

山陽本線南岩国・藤生間丸子跨
線橋修繕

跨線橋修繕　1箇所 西日本旅客鉄道㈱
H21.11.25
H22.3.30

郡土セ管内のり面防草工整備2 防草工(甲)　ｔ＝10ｃｍ　989㎡、仮設工　1式 西日本旅客鉄道㈱
H.22. 2.16
H.22. 3.27

田布施・岩田間外1箇所土留新設
他

土留さく新設A　H鋼及びPC板造り　75.5ｍ、土留さく新設B　H鋼及び
PC造り　35ｍ、排水こう設置　ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ　29.8ｍ、排水こう撤去　ｺﾝ
ｸﾘｰﾄ造り　29.8ｍ

西日本旅客鉄道㈱
H22.2.19
H22.3.25

岩幹保管内土工設備修繕 西日本旅客鉄道㈱
H.21. 4.30
H.22. 3.19

岩幹保管内のり面工改良 西日本旅客鉄道㈱
H.19. 5.15
H.22. 3.19

下松駅構内外2箇所さく垣新設他
さく垣新設Ａ　PCﾌｪﾝｽ　H=1200　40ｍ、さく垣新設B　PCﾌｪﾝｽ
H=1500　16.7ｍ、さく垣設置　UNﾌｪﾝｽ　H=1200　58ｍ、さく垣撤去　UN
ﾌｪﾝｽ　H=1200　58ｍ

西日本旅客鉄道㈱
H22.1.22
H22.3.17

防府・大道間448Ｋ746Ｍ付近(右)
外1施工基面整備

ﾊﾞﾗｽﾄ止めﾌﾞﾛｯｸ及び鋼造り歩行板補強　施工基面整備Ａ　25.9ｍ、
施工基面整備Ｂ　111.8ｍ

西日本旅客鉄道㈱
Ｈ22.1.22
Ｈ22.3.12

川西駅ホームフェンス改良 フェンス嵩上げ　鋼管造り　1式 西日本旅客鉄道㈱
Ｈ.22.1.22
Ｈ22.3.2

神代・大畠368Ｋ233Ｍ付近(右）
施工基面整備

バラスト止めブロック及び鋼造り歩行板補強　135.3ｍ 西日本旅客鉄道㈱
H.21.12.30
H.22.2.22

新岩国駅構内排水設備緊急修繕
他

西日本旅客鉄道㈱
H22.1.12
H22.2.20

平成20年度 天神川総合流域防
災
(砂防)工事　第１工区

1号えん堤本堤コンクリート工　1,185ｍ
3
、

2号えん堤側壁・水叩コンクリート工　193ｍ
3
、工事用道路　100ｍ

砂防工事　重力式コンクリートダム　高さ　14ｍ　堤頂長　64ｍ
仮設モルタル吹付工　580ｍ²

山口県
Ｈ.20.12.16
H.22. 1.29

山陽本線神代・大畠368Ｋ750Ｍ
外1土砂流入災害復旧

崩土取除　2箇所 西日本旅客鉄道㈱
Ｈ.21.12.8
Ｈ.22.1.26

玖珂・周防高森間20Ｋ201Ｍ付近
排水こう蓋修繕

排水こう蓋受修繕　鋼造り　1式 西日本旅客鉄道㈱
Ｈ.21.10.23
Ｈ.21.12.21

岩徳線岩国・西岩国間今津第3踏
切下　　下水道管新設

管推進工　31ｍ、薬液注入工　10,530ℓ、調査ボーリング工　62ｍ、付
帯工　1式

西日本旅客鉄道㈱
Ｈ.21.10.9
Ｈ.21.12.10

徳鉄管内山陽本線災害応急2 土砂流入応急 西日本旅客鉄道㈱
Ｈ.21.7.21
Ｈ.21.12.4

岩幹保軌道工事(バラスト止新
設）

バラスト止新設　536ｍ 西日本旅客鉄道㈱
Ｈ.21.4.4
Ｈ.21.10.5

公共下水道由宇処理区管きょ工
事　　　　　　　　（第7工区）

管渠推進工　レジン管　φ300mm　L=179m,
土留、仮締切工(切梁式）軽量鋼矢板建込　79枚　L=13m
薬液注入工　施工本数　68本、施工深度　6.0～7.2ｍ

舗装工　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　25ｍ　施工面積　145ｍ
2
、

排水性舗装　舗装施工総面積　470ｍ
2

山口県
H.20.11.11
H.21. 6.30

山陽本線柳井駅ホームこう上
ホームこう上A　ｱｽﾌｧﾙﾄ造　93.3ｍ、ホームこう上B　ｱｽﾌｧﾙﾄ造り
93.3ｍ、点字ﾌﾞﾛｯｸ新設A　埋込式　72.6ｍ、点字ﾌﾞﾛｯｸ新設B　埋込式
71.1ｍ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　転落防止柵新設　14.3ｍ

西日本旅客鉄道㈱
H.20.12. 5
H.21. 3.19

新幹線土工設備修繕B 西日本旅客鉄道㈱
H.20. 4.30
H.21. 3.18

山陽本線下松・櫛ヶ浜間
409Ｋ150Ｍ工業用水管新設

泥土圧推進　ｵｰｶﾞｰﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　φ900mm　28ｍ、

薬液注入工　二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ　20本　219.9ｍ
3 西日本旅客鉄道㈱

Ｈ.20.11. 1
H.21. 2.28

岩幹保管内バラスト止新設他 バラスト止新設　704ｍ 西日本旅客鉄道㈱
H.20. 8. 8
H.21. 2. 4

山陽線由宇・神代間由宇新橋BO
歩道橋新設

桁架設工　１式 西日本旅客鉄道㈱
H.20.11.20
H.20.12.29
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※過去15年の元請としての施工実績のみ記載しています 令和2年3月31日現在

工事名 工事内容 発注者 工期 備考

施工実績一覧

由宇処理区管きょ工事
（第７工区）

推進工法　開削工　PRPφ150　L=309.16m、Vuφ150　L=40.0m、
ﾏﾝﾎｰﾙ工　組立ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ　3基、組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ　1基、
小型ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ　1基、塩ビ製小型ﾏﾝﾎｰﾙ　1基、付帯工　1式、
二重管ストレーナ

岩国市
H.20. 1. 9
H.20.10.31

山陽新幹線　新岩国・徳山間
第1和田BO耐震補強

西日本旅客鉄道㈱
H.20. 1.22
H.20. 7.15

平成19年度 錦川河川激甚災害
対策特別緊急工事　第9工区 掘削切土　22,328ｍ

3 山口県
H.19.11.28
H.20. 6.30

山陽線 戸田・富海間列車接近
装置設置（甲）

西日本旅客鉄道㈱
H.19.12.28
H.20. 6.24

徳山下松港 廃棄物埋立護岸
築造工事（第7工区）

軟弱地盤処理　①地盤　砂質土　1.5ｍ、粘性土　13ｍ
全置換層厚　14.5ｍ②工法　スラリー系機械攪拌

③施工　高炉セメント　140.0（Kg/ｍ
3
)　1ﾌﾞﾛｯｸ式　改良径　2.3ｍ

深層混合処理工　120本、敷砂　360ｍ
3
、敷砂工　963ｍ

3

山口県
Ｈ.19.12. 6
H.20. 3.31

岩幹保管内給油設備修繕 西日本旅客鉄道㈱
H.19.11.30
H.20. 3. 3

山陽線　岩国・南岩国ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ
撤去工事

西日本旅客鉄道㈱
H.19.7.19
H.19.12.10

岩国市公共下水道(由宇処理区）
管渠布設工事（第１工区）

小口径推進　φ350　L=304.3m、φ300　L=196m
土留・仮締切工切梁式　軽量鋼矢板　216ｍ　864枚
薬注　二重管ｽﾄﾚｰﾅｰ（単相式）　100本
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　施工面積　188ｍ2、

岩国市
Ｈ.19. 2.15
H.19.12. 2

由宇港港湾改修工事　第１工区
Ｌ＝140ｍ　防舷材取付　22基、ｺﾞﾑ製ﾀﾗｯﾌﾟ取付　2基、

ｴﾌﾟﾛﾝ舗装　1,944ｍ
2 山口県

Ｈ.19. 7.19
H.19.11.30

岩幹保管内バラスト止新設他 西日本旅客鉄道㈱
H.19. 5.22
H.19.10.18

農村総合整備事業 神代地区
平成18年度　道路工事2工区6号

道路工 Ｌ＝300ｍ ①道路土工 切土 18,200ｍ
3
、盛土 3,900ｍ

3
、

②擁壁工　ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁工　L=28m、ｺﾝｸﾘｰﾄ量　114ｍ
3
、

③水路工　道路側溝　189ｍ

④舗装工　粒度調整路盤工 477ｍ
2
　路床工 1,400ｍ

3 
⑤付帯工 1式

山口県
Ｈ.18. 6.15
H.19. 8.31

由宇港港湾改修工事　第１工区

施工延長　Ｌ＝290ｍ　土工　1式、Ｌ型ﾌﾞﾛｯｸ撤去据付(68t)　19個、

ｾﾙﾗｰﾌﾞﾛｯｸ運搬据付(93t)　3個、上部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設　327ｍ
3
、

基礎工　522ｍ
2
､裏込石撤去投入　3,896ｍ

3
、均し面積　1,500ｍ

2
、

水叩工　259ｍ
2

山口県
Ｈ.18.11. 7
H.19. 7.  3

由宇（神代）漁港荷さばき所周辺
環境整備工事 浚渫工　1,420ｍ

3
、土工　1,420ｍ

3
、復旧工 岩国市

Ｈ.19. 2. 6
H.19. 3.20

岩国飛行場(16)滑走路移設北地
区　　　　　　　　　　　　　　既存港
湾地内造成工事

造成工事　1式、遊水地改修工事　1式、　護岸工　308ｍ
地盤改良工事　ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ工法　ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ　1,075本、

使用砂量　11,000ｍ
3
、水路・管路工　1,950ｍ、撤去工事　L=40,000m

（旧）防衛施設庁　広島防衛
施設局　　　　（現）防衛省　中
国四国防衛局

H.17. 3.23
H.19. 3.15

新幹線　土工設備対策B 西日本旅客鉄道㈱
H.19. 3.29
H.19. 3. 9

岩幹保管内バラスト止め新設 西日本旅客鉄道㈱
H.18.11.16
H.19. 3. 9

徳山地鉄管内防護柵整備
H.18. 8. 4
H.19. 1.19

平成18年度 錦川河川激甚災害
対策特別緊急工事　第１工区 掘削切土　22,870ｍ

3 山口県
H.18. 7.11
H.18.12.25

由宇港海岸補修(有家護岸)工事
第1工区

施工延長　Ｌ＝109ｍ　床掘（軟岩Ⅰ)　50ｍ
3
、根継ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工

177ｍ
3、

埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工　24ｍ
3
、水替工　11日

山口県
Ｈ.17. 9. 2
H.18.12.15

由宇港港湾改修工事　第１工区
施工延長　-5.0ｍ　Ｌ＝167.5ｍ、基礎工　504ｍ

2
、

本体工　Ｌ型ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付　(68ｔ)　21個、場所打ｺﾝｸﾘｰﾄ　217ｍ
3
、

付属工　86ｍ、裏込裏埋工　812ｍ
2
、施工量　3,493ｍ

3
、雑工　1式

山口県
Ｈ.17.11.12
H.18.11.30

農村総合整備事業 神代地区
平成17年度　道路工事2工区7号

道路土工　L=156.06ｍ　W=9.0m　施工面積1350ｍ
2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　260ｍ､施工面積　1,330ｍ
2

KA21-1（No.86+8.2)～KE22-1（No.89+8.86)　L=60.66m,
2号取付道　L=95.4m,

山口県
H.17.10.19
H.18.11.30

平成18年度　由宇港附随単独港
湾　　　　　　　　　　　　　　　改修工
事　第１工区

防砂シート敷設　465ｍ
2 山口県

Ｈ.18. 6.17
H.18.10.31

平成17年度 大畠地区地域水産
物　　　　　　　　　　　　　　　供給基
盤整備工事

防波堤(改良) Ｌ＝144.2ｍ　防波堤（新設）　L=36.2m

基礎工　捨石投入　9,388ｍ
3
、捨石本均し　249ｍ

2
、

堤体工　底版ﾌﾞﾛｯｸ製作・据付(30t)10個、
直立消波ﾌﾞﾛｯｸ製作・据付(27t)124個、　　小型簡易型標

（旧）玖珂郡大畠町　（現）柳
井市

Ｈ.17.10.14
H.18. 5.31

由宇港海岸環境整備（造成）工事
第15工区

公園造成工　1式、公園内排水工　1式、縁石工　1式、

路上再生路盤工　9,895ｍ
2
、給水管布設工　489ｍ、

公園内散水管敷設　1式、北側突堤上部工　138ｍ、南側突堤上部工
135ｍ

山口県
Ｈ.17. 3.31
H.18. 3.25

由宇港海岸環境整備(舗装)工事
第11工区

ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ舗装工　1,190ｍ
2
、真砂土舗装工　460ｍ

2
、

ウッドチップ舗装工　617ｍ
2
、平石張舗装工　249ｍ

2
、歩道　2,500ｍ、

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装　100ｍ、木塊舗装　203ｍ、

山口県
Ｈ.17. 3.18
H.18.  3.25
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新幹線土工設備対策A
除草(伐採）、除草（竹伐木）、のり面伐採、雑木運搬処理、除草剤塗
布

西日本旅客鉄道㈱
H.17. 9.21
H.18. 3.18

由宇町由宇浄化センター建設工
事その3

下水道処理施設新設　建築工事①　RC造１階建　延床面積381㎡
建築工事②　RC造2階建　延床面積350㎡

日本下水道事業団近畿・中国
総合事務所

Ｈ.16.7.27
Ｈ.18.3.17

JV

平成17年度 由宇町公共下水道
汚水管渠布設工事　第6工区

泥土圧式推進工法　φ200 L=108m,
薬注　二重管ストレーナ（単相式）　30本
切梁式　軽量鋼矢板　130ｍ　800枚（バックホウ建込工法）

（旧）玖珂郡由宇町　（現）岩
国市

H.17. 9.29
H.18. 2.28

由宇町由宇浄化センター建設工
事その2

下水道処理施設新設　管布設工　590m、アスファルト舗装　1,918㎡
日本下水道事業団近畿・中国
総合事務所

Ｈ.17.8.19
Ｈ.18.2.28

JV

平成17年度　由宇町公共下水道
汚水管渠布設工事　第2工区

開削工　Ｌ＝133ｍ、推進工　φ450　Ｌ＝25ｍ、φ350　Ｌ＝73ｍ、
土留・仮締切工　切梁式　軽量鋼矢板　100ｍ　800枚、薬注　20本

（旧）玖珂郡由宇町　（現）岩
国市

Ｈ.17. 8.16
H.18. 2.28

由宇港港湾改修工事　第１工区

施工延長　岸壁　Ｌ＝32ｍ　防波（護岸）　Ｌ＝30.7ｍ、

工事用道路工　Ｌ＝32ｍ､　被覆石復旧工　Ｖ＝318ｍ
3

基礎工　基礎捨石　237ｍ
3
、被覆石　354ｍ

3
、総荒均し　225ｍ

2
、

被覆石均し　286ｍ
2

山口県
Ｈ.17. 3.18
H.18. 2.15

16年災 補災港 第30号
由宇港災害復旧工事　第1工区

復旧延長　L=20m　本体ﾌﾞﾛｯｸ製作　ｾﾙﾗｰﾌﾞﾛｯｸ　44ｔ　4個、

割栗石　194ｍ
3
、被覆石撤去　29ｍ

3
、被覆石投入　29ｍ

3
、

汚濁防止膜　100ｍ、上部・場所打コンクリート 212m
3

山口県
H.17. 3. 8
H.18. 1.31

由宇港海岸環境整備(養浜）工事
第4工区

施工延長　L=470m　敷砂工　7,030ｍ
3
、施工面積　9,143ｍ

2
、

施工厚　1.3ｍ、基礎工　基礎砕石　26ｍ
3
、法面工　L=478m

施工面積　1,520ｍ
2
、構造物撤去工　L=477ｍ　撤去総質量　474ｔ

山口県
H.16.10.13
H.18. 1.31

岩国飛行場(15)滑走路移設中央
地区既存港湾施設撤去工事(そ
の3）

係留ﾄﾞﾙﾌｨﾝ撤去工事　1式、固定式桟橋撤去工事　1式、
ﾎﾟｰﾄﾗﾝﾌﾟ　ⅠⅡ撤去工事　1式、ｸﾚｰﾝ撤去工事　1式、
浮桟橋撤去工事　1式、汚濁防止膜設置・撤去工事　1式

（旧）防衛施設庁　広島防衛
施設局
（現）防衛省　中国四国防衛
局

H.16. 2. 7
H.17.10.31

平成16年度 大畠地区地域水産
物　　　　　　　　　　　　　　　　　　供
給基盤整備工事　第2工区

防波堤(改良、捨石)Ｌ＝30ｍ　Ｖ＝2，354ｍ
3
，

物揚場(改良、車止) Ｌ＝127.5ｍ
（旧）玖珂郡大畠町　（現）柳
井市

H.17. 5.27
H.17. 8.29

由宇町総合ターミナル新築工事 建築工事　S造1階建　延床面積642㎡
（旧）玖珂郡由宇町　（現）岩
国市

Ｈ.16.12.17
Ｈ.17.7.15

JV

駅前防波堤災害復旧工事
復旧延長　L=37.2m,捨石撤去　31,207ｍ

3
、被覆石撤去　178.2ｍ

3
、

築石撤去　367.5ｍ
3
、捨石　220.5ｍ

3
、被覆石　248.5ｍ

3
、

総荒均し面積　256ｍ
2
、被覆石均し面積　365ｍ

2

（旧）玖珂郡由宇町　（現）岩
国市

H.17. 1.21
H.17. 6.12

平成16年度 大畠地区地域水産
物　　　　　　　　　　　　　　　　　供
給基盤整備工事

石神F防波堤（新設）　L=43.8m,捨石　2,521ｍ
3
、

基礎捨石本均し　315ｍ
2
、方塊ﾌﾞﾛｯｸ（30ｔ）　12個、

底盤ﾌﾞﾛｯｸ（30ｔ）　13個、直立消波ﾌﾞﾛｯｸ（27ｔ）　144個、

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ版　29個　上部・場所打ｺﾝｸﾘｰﾄ　209ｍ
3

（旧）玖珂郡大畠町　（現）柳
井市

H.16.11. 5
H.17. 6. 2

山陽線柳井駅構内379K300M
下水道管新設

薬液注入工　二重管ストレーナ（複相式）　69ｍ
3
、管推進工　φ700

61.9ｍ、　　　　　　　　　　　　　　踏切障検停止　8回
西日本旅客鉄道㈱

H.17. 3.23
H.17. 5.20
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