
NO 年 月 日 工  事  名  称 施工場所 得 意 先

1 昭和46年11月 南方貨物第二紀佐エ門、ＰＣ桁製作架設工事 愛知県 鹿島建設㈱

2 昭和47年10月 三好町トヨタ自工鋳物工場建設工事 愛知県 ㈱竹中工務店

3 昭和48年 3月 静岡県奥津鉄道梁架設工事 静岡県
…

…

271 平成元年 1月 名古屋高速２号楠ＩＣ（その２）上部工工事 愛知県 佐世保重工業㈱

272 8月 報徳橋架設工事 岐阜県 横河工事㈱

273 9月 若草歩道橋 愛知県 石原工業㈱

274 平成 2年 1月 池島第二橋架設工事 静岡県 日本橋梁エンジニアリング㈱

275 2月 名古屋高速道路２号東片端工区 愛知県 佐世保重工業㈱

276 6月 岡島橋架設工事 愛知県 ㈱東京鉄骨橋梁

277 10月 宮川大橋架設工事 三重県 トピー工業㈱

278 10月 名古屋高速道路泥江工区 愛知県 ㈱アルス製作所

279 平成 3年 1月 那古野工区上部工工事 愛知県 神鋼鉄構工事㈱

280 2月 尼崎工区地組工事 愛知県 トピー工業㈱

281 4月 福岡開閉ドーム屋根鉄骨建方工事 福岡県 横河工事㈱

282 6月 上重原高架橋架設工事 愛知県 ㈱東京鉄骨橋梁

283 9月 名古屋東ＩＣ 愛知県 丸誠重工業㈱

284 平成 4年7月 岐南高架橋橋体その２工事 岐阜県 日立造船エンジニアリング㈱

285 7月 本郷高架橋上部工工事 愛知県 宮地建設工業㈱

286 10月 吹田第一インターチェンジＢランプ橋他架設工事 大阪府 丸誠重工業㈱

287 10月 ３０２号上社ＪＣ橋体工その２工事 愛知県 新日本製鐵㈱

288 12月 名古屋高速道路２号白壁工区上部工工事 愛知県 駒井鉄工・日本鉄塔ＪＶ

289 平成 5年 1月 東名高速道路横浜ＩＶ改良（その２）工事 神奈川県 東日本鉄工㈱

290  4月 １号静清河合高架橋橋体工工事 静岡県 川鉄鉄構工業㈱

291 6月 丸の内（その１）工区架設工事 愛知県 横河工事㈱

292 9月 松川橋（鋼上部工）工事 長野県 川鉄鉄構工業㈱

293 12月 名和高架橋架設工事 愛知県 日本橋梁エンジニアリング㈱

294 平成 6年4月 保土ヶ谷ＢＰ上部工（その１－２）工事 神奈川県 新日鐵・瀧上建設ＪＶ

295 5月 萩野（その７）架設工事 愛知県 東京鉄骨・川崎製鐵ＪＶ

296 5月 名和高架橋架設追加工事 愛知県 日本橋梁エンジニアリング㈱

297 10月 潮見高架橋架設工事 愛知県 ㈱東京鉄骨橋梁

298 12月 豊田大橋架設工事 愛知県 横河工事㈱

299 平成 7年4月 潮見高架橋架設工事 愛知県 東日工事㈱

ｸﾚｰﾝ･ﾍﾞﾝﾄ工法



NO 年 月 日 工  事  名  称 施工場所 得 意 先

300 平成 7年4月 ラオス橋梁上部工プロジェクト ラオス 新日本製鐵㈱

301 5月 東海北陸道22号橋橋体工事 愛知県 川崎製鉄㈱

302 6月 保土ヶ谷バイパス工事 神奈川県 酒井工業㈱

303 8月 梅之郷高架橋架設工事 愛知県 ㈱東京鉄骨橋梁

304 平成 8年 1月 ９号地ＩＣ上部工工事 愛知県 三菱重工・日本鉄塔ＪＶ

305 4月 ＫＪ１５２工区（６）上部橋脚工事 神奈川県 新日鐵・東網橋梁

306 9月 名港西大橋東主桁架設工事 愛知県 東京鉄骨・日車建設ＪＶ

307 9月 名港西大橋西主桁架設工事 愛知県 川重工事・日立造船ＪＶ

308 10月 一宮ジャンクション架設工事 愛知県 川重工事・栗鉄工事ＪＶ

309 11月 ＫＪ１５２工区（４－３）架設工事 神奈川県 川崎製鉄㈱

310 平成 9年 1月 報国橋架設工事 岐阜県 ㈱東京鉄骨橋梁

311 3月 西文高架橋架設工事 佐賀県 駒井エンジニアリング㈱

312 3月 ２０６工区金隅高架橋上下部工新架設工事 福岡県 三菱重工工事・新日鐵ＪＶ

313 4月 ２０７工区御笠川高架橋架設工事 福岡県 酒井工業・住友金属プランテックＪＶ

314 6月 名四国道東ＩＣ側道橋架設工事 愛知県 横河工事㈱

315 10月 小牧工区（その５）脚建方工事 愛知県 川崎製鉄・アルス製作所ＪＶ

316 平成10年 1月 苅安賀高架橋上部工架設工事 愛知県 駒井鉄工・高田機工ＪＶ

317 3月 県道高速小牧線小牧（その２１）上部工工事 愛知県 東京鐵骨・東日本鉄工ＪＶ

318 4月 ４１号名濃道路橋体工（その２）工事 愛知県 川崎製鉄㈱

319 5月 ガイドウェイバス上部工事（９－６） 愛知県 日本橋梁㈱

320 5月 第二小千谷大橋架設工事 新潟県 東京鐵骨・栗本鐵工・トピー工業ＪＶ

321 11月 県道高速名古屋小牧線豊山（その５）工区上部工工事 愛知県 三菱重工・日本鋼管ＪＶ

322 平成11年2月 平成１０年度１９号恵那大橋橋体工事 岐阜県 新日本製鐵㈱

323 3月 緊急地方道路整備（内城田大橋）架設工事 三重県 三菱重工工事㈱

324 5月 三宅高架橋架設工事 岐阜県 駒井鉄工㈱

325 7月 第二東名豊田ジャンクションＥランプ橋架設工事 愛知県 三菱重工・日本橋梁ＪＶ

326 10月 東名阪楠Ｈランプ橋架設工事 愛知県 ㈱栗本鐵工所

327 平成12年 1月 第二東名高速道路有松高架橋（鋼橋脚）工事 愛知県 日本鋼管・川重工事ＪＶ

328 3月 豊田スタジアム建設工事 愛知県 宮地鉄工㈱

329 5月 ガイドウェイバス志段味線（１１－１）上部工工事 愛知県 ㈱東京鐵骨橋梁

330 　6月 第二東名高速道路豊田ジャンクションＣランプ橋（鋼上部工）工事 愛知県 川重工事㈱

331 7月 第二東名高速道路上郷高架橋（鋼上部工）工事 愛知県 川崎製鉄㈱

332 平成13年 3月 第二東名高速道路八郷高架橋（伊坂･HIﾗﾝﾌﾟ･能部）架設工事 三重県 高田･ﾄﾋﾟｰ･佐世保ＪＶ

333 4月 鹿児島１０号宇曽木川橋上部工工事 鹿児島県 日本橋梁㈱

334 5月 第二名神高速道路朝日高架橋（鋼上部工）西工事 三重県 新日鐵･巴ＪＶ

335 8月 中央自動車道（改築）葛野川橋（鋼上部工）工事 山梨県 日車･日塔ＪＶ

336 9月 青谷羽合道路勝部川橋上部工事 鳥取県 ㈱東京鉄骨橋梁

337 12月 平成１２年度太田川河川総合開発付替県道７号橋梁上部工事 静岡県 ㈱栗本鐵工所

338 平成14年 2月 高岡高架橋架設工事 愛知県 高田・川鉄ＪＶ



NO 年 月 日 工  事  名  称 施工場所 得 意 先

339 平成14年 3月 一宮北（その４）工区架設工事 愛知県 日車・サクラダ・酒井ＪＶ

340 6月 中央自動車道（改築）葛野川橋鋼上部工（その2）工事 山梨県 日車・日塔ＪＶ

341 6月 高岡高架橋中架設工事 愛知県 駒井鉄工㈱

342  9月 花園高架橋架設工事 愛知県 東骨・三井ＪＶ

343 11月 下白谷橋架設工事 岐阜県 ㈱東京鐵骨橋梁

344 平成15年 １月 大平賀高架橋桁架設工事 岐阜県 トピー工業㈱

345 1月 第二名神亀山ジャンクションＣランプ橋（鋼上部工）架設工事 三重県 宇野重工㈱

346 5月 師戸大橋整備工事（その5）鋼桁架設工事 千葉県 新日本製鐵㈱

347 5月 半田常滑ＩＣ架設工事 愛知県 トピー工業㈱

348 8月 万博ループ橋 愛知県 鹿島建設㈱

349 9月 清州Ｃランプ橋架設工事 愛知県 駒井・瀧上ＪＶ

350 10月 川島本線3号橋上部その2工事 埼玉県 日本橋梁㈱

351 平成16年 3月 高山本線市下川辺跨線橋 岐阜県 日車建設工事㈱

352 3月 東名阪亀山ハイウェイオアシス橋（鋼上部工）工事 三重県 宇野重工㈱

353 5月 小倉ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝＢﾗﾝﾌﾟ橋架設工事 福岡県 ㈱東京鐵骨橋梁

354 6月 神戸空港駅(仮称)土木工事の内鋼製橋脚･鋼製上部架設工事 兵庫県 太平工業㈱

355 8月 北44工区鋼橋改築工事その1 福岡県 日鉄シビルコンストラクション㈱

356 10月 小津高架橋架設工事 三重県 日本車輌製造㈱

357 10月 新新天竜川橋架設工事 静岡県 駒井鉄工㈱

358 平成17年2月 第二名神杣川橋(鋼上部工)下り線工事 滋賀県 日橋･サクラダＪＶ

359 2月 名古屋朝日線堀越(その１)工区上部工事 愛知県 日本車輌製造㈱

360 4月 笠木川橋架設工事 三重県 駒井鉄工㈱

361 5月 東伯中山道路東伯第四高架橋架設工事 広島県 ㈱東京鐵骨橋梁

362 6月 第二東名静岡ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ橋(鋼上部工)東上り線工事 静岡県 新日鐵･日塔JV

363 8月 牛久高架橋上部その4工事 茨城県 日本橋梁㈱

364 9月 木更津JCT(Fﾗﾝﾌﾟ橋･Gﾗﾝﾌﾟ橋）架設工事 千葉県 東骨・瀧上JV

365 平成18年3月 第二名神亀山東ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝDﾗﾝﾌﾟ橋(鋼上部工)工事 三重県 ㈱栗本鐵工所

366 4月 阿見高架橋工事 茨城県 新日本製鐵㈱

367 6月 関BP JR跨線橋鋼上部工工事 三重県 松尾橋梁㈱

368 9月 赤碕第1高架橋架設工事 鳥取県 トピー工業㈱

369 12月 北関東自動車道西汗橋（鋼上部工）工事 栃木県 宇野ﾌﾞﾘｯｼﾞ㈱

370 平成19年4月 平成18年度熊野尾鷲道路尾鷲南IC橋梁鋼上部工事 三重県 トピー工業㈱

371 7月 県道高速名古屋朝日線新川（その2）工区上部工事 愛知県 駒井･日立・東綱JV

372 10月 尾道自動車道御調川橋（鋼上部工）工事 広島県 トピー工業㈱

373 11月 ４号大谷津横断歩道橋設置工事 栃木県 日車建設工事㈱

374 11月 平成１７年度４１号石神西高架橋(鋼上部工)工事 岐阜県 日鉄ブリッジ㈱

375 12月 那智勝浦道路荒木川高架橋上部工事 和歌山県 ㈱東京鐵骨橋梁

376 平成20年2月 北関東自動車道岩瀬高架橋(鋼上部工)工事 茨城県 宇野ブリッジ㈱

377 3月 圏央道武田川橋上部工事 千葉県 駒井鉄工㈱



NO 年 月 日 工  事  名  称 施工場所 得 意 先

378 平成20年3月 圏央道坂戸高架橋2上部工事 埼玉県 日鉄ブリッジ㈱

379 3月 倉敷立体大高高架橋他鋼上部工事 岡山県 日本橋梁㈱

380 4月 さがみ縦貫道田端高架橋鋼橋脚（その3）工事 神奈川県 古河産機システムズ㈱

381 平成2１年１月 高針ＩＣ（南渡り）工区その2架設工事 愛知県 ㈱巴コーポレーション

382 2月 広川橋梁架設工事 福岡県 ㈱東京鐵骨橋梁

383 2月 名古屋高速4号線天白大橋工区上部工(TP桁)橋脚架設工事 愛知県 ㈱ハルテック

384 3月 横浜横須賀道路平作川橋鋼上部架設工事 神奈川県 東綱橋梁㈱

385 3月 名古屋高速4号線八熊工区上部工事その2架設工事 愛知県 ㈱宮地鐵工所

386 3月 名古屋高速4号線東海通工区P118～P120 柱架設工事 愛知県 ㈱宮地鐵工所

387 3月 国道23号中勢BP木造避溢橋鋼上部架設工事 三重県 住友金属工業㈱

388 3月 国道161号高島BP竜が丘歩道橋架設工事 滋賀県 ㈱北都鉄工

389 3月 国道254号和光富士見BP朝霞大橋上部工事 埼玉県 トピー鉄構㈱

390 3月 平作川橋土木工事 神奈川県 京急建設㈱

391 3月 圏央道荒川渡河橋上部架設工事 埼玉県 日鉄ブリッジ㈱

392 3月 県道42号中津川大橋上部架設工事 神奈川県 川崎重工業㈱

393 5月 国道155号村中高架橋架設工事 愛知県 日本橋梁㈱

394 5月 大井川新橋1工区(左岸側)架設工事 静岡県 川鉄橋梁鉄構㈱

395 5月 大井川新橋2工区(右岸側)架設工事 静岡県 川鉄橋梁鉄構㈱

396  6月 大阪中央環状線稗島歩道橋上部架設工事 大阪府 駒井鉄工㈱

397 7月 第二京阪道路讃良地区鋼上部架設工事(P19-P24) 大阪府 ㈱東京鐵骨橋梁

398 7月 国道21号可児御嵩BP可児川橋鋼上部架設工事 岐阜県 日本橋梁㈱

399 7月 国道1号三日月橋鋼上部架設工事 愛知県 松尾橋梁㈱

400 9月 さがみ縦貫道宮山高架橋上部(その3)鋼桁架設工事 神奈川県 日鉄ブリッジ㈱

401 9月 名古屋高速4号線昭和工区上部鋼製橋脚架設工事 愛知県 松尾橋梁㈱

402 9月 第二京阪道路讃良地区鋼上部架設工事(P30－P2,歩道橋) 大阪府 ㈱東京鐵骨橋梁

403 9月 朝田川橋上部架設工事 山口県 ㈱東京鐵骨橋梁

404 9月 名古屋高速4号線東海通工区橋脚梁部架設工事 愛知県 ㈱宮地鐵工所

405 10月 (通称)新美吉橋架設工事 鳥取県 ㈱東京鐵骨橋梁

406 10月 第二京阪道路讃良地区鋼上部橋脚架設工事（P28・P29） 大阪府 ㈱東京鐵骨橋梁

407 10月 第二京阪道路讃良地区鋼上部架設工事(P24－P30) 大阪府 ㈱東京鐵骨橋梁

408 11月 阪和自動車道橘本橋鋼上部工事 和歌山県 片山ストラテック㈱

409 12月 さがみ縦貫道田端高架橋上部(その6)架設工事 神奈川県 日鉄ブリッジ㈱

410 12月 名古屋高速4号線天白大橋工区上部(ＴＰ桁)架設工事 愛知県 ㈱ハルテック

411 平成22年 1月 さがみ縦貫道田端高架橋上部(その5)架設工事 神奈川県 駒井鉄工㈱

412 1月 国道新4号五霞高架橋上部（その2）架設工事 茨城県 古河産機システムズ㈱

413 2月 東名阪自動車道・国道302号大高跨線橋鋼上部架設工事 愛知県 日本車輌製造㈱

414 2月 国道新4号向坪跨道橋架設工事 茨城県 ㈱東京鐵骨橋梁

415 2月 衣浦港改修その1架設工事 愛知県 日本橋梁㈱

416 2月 大阪中央環状線稗島歩道橋上部架設工事(その2） 大阪府 駒井鉄工㈱



NO 年 月 日 工  事  名  称 施工場所 得 意 先

417 平成22年 3月 国道4号氏家矢板BP新荒川橋架設工事 栃木県 松尾橋梁㈱

418 3月 国道23号豊橋東ＢＰ小松原・小島・東細谷高架橋架設工事 愛知県 日本車輌製造㈱

419 4月 第二東名高速道西黒田第三高架橋架設工事 静岡県 山九㈱

420 4月 ＪＲ武豊線成岩Bo新設 桁・橋脚仮設工事 愛知県 鹿島建設㈱

421 5月 国道6号千代田石岡BP恋瀬川橋架設工事 茨城県 日鉄ブリッジ㈱

422 8月 圏央道地蔵地区第２工区高架橋上部架設工事 埼玉県 ㈱東京鐵骨橋梁

423 8月 国道22号伝法寺歩道橋上部架設工事 愛知県 片山ストラテック㈱

424 8月 さがみ縦貫道寒川北ICランプ橋架設工事 神奈川県 日鉄ブリッジ㈱

425 8月 国道1号藤枝仮宿高架橋鋼上部架設工事 静岡県 日本橋梁㈱

426 9月 国道302号植田横断歩道橋上部架設工事 愛知県 片山ストラテック㈱

427 10月 圏央道下川原地区第１高架橋上部架設工事 埼玉県 ㈱東京鐵骨橋梁

428 10月 三遠南信道東黒田高架橋鋼上部架設工事 静岡県 ㈱宮地鐵工所

429 10月 県道半田常滑線成岩高架橋上部架設工事 愛知県 ㈱北都鉄工

430 10月 三遠南信道別所8号橋鋼上部架設・床版工事 静岡県 古河産機システムズ㈱

431 11月 国道365号椿坂3号橋架設工事 滋賀県 トピー鉄構㈱

432 11月 国道17号桃井歩道橋上部架設工事 群馬県 古河産機システムズ㈱

433 12月 都市計画道路根上小松線小松大橋上部架設工事 石川県 ㈱北都鉄工

434 12月 ＪＲ武豊線成岩Bo新設 合成床版架設工事 愛知県 鹿島建設㈱

435 12月 名古屋高速4号線昭和工区上部鋼桁架設工事 愛知県 松尾橋梁㈱

436 平成23年 1月 国道1号磐田BP中川上橋鋼上部架設工事 静岡県 宇野ブリッジ㈱

437 2月 圏央道横町地区第2高架橋上部架設工事 埼玉県 日本橋梁㈱

438 2月 国道23号知立BP和泉IC鋼上部架設工事 愛知県 日本車輌製造㈱

439 3月 首都高速中央環状品川線大井JCT鋼桁(その1)架設工事 東京都 駒井鉄工㈱

440 3月
国道23号知立ＢＰ尾山高架橋上り線鋼上部桁・合
成床版架設工事

愛知県 ㈱住金ブリッジ

441 3月 圏央道壱番方地区第2高架橋上部架設工事 埼玉県 ㈱東京鐵骨橋梁

442 4月 堀金・穂高地区烏川A橋上部架設工事 長野県 古河産機システムズ㈱

443 5月 大井環七立体(海側)上部(その2)架設工事 東京都 ㈱IHIインフラシステム

444 6月 第二東名高速道路浜北高架橋西下り線鋼桁架設工事 静岡県 宮地建設工業㈱

445 6月 第二東名高速道東黒田高架橋他1橋下り線鋼桁架設工事 静岡県 ㈱名村造船所

446 6月
宇部都市計画道路1・2・4宇部湾岸線栄川大橋(仮
称)橋りょう整備工事(上部工その2工区)

山口県 ㈱東京鐵骨橋梁

447 6月 国道1号BP藤枝岡部広幡IC鋼上部架設工事 静岡県 ＪＳＴブリッジ㈱

448 7月 第二東名高速道静岡IC橋西鋼上部架設工事 静岡県 駒井鉄工㈱

449 8月 近畿道紀勢線海山IC Eランプ橋鋼上部架設工事 三重県 ㈱IHIインフラシステム

450 8月 国道23号知立BP和泉高架橋東・西鋼上部桁架設工事 愛知県 日鉄トピーブリッジ㈱

451 10月 東海環状自動車道綾野北高架橋鋼上部架設工事 岐阜県 ㈱宮地鐵工所

452 10月 国道1号藤枝BP仮宿高架橋拡幅鋼上部架設工事 静岡県 ㈱駒井ハルテック

453 11月 圏央道東高架橋上部その3架設工事 茨城県 ㈱東京鐵骨橋梁

454 11月 圏央道東高架橋上部その4架設工事 茨城県 日鉄トピーブリッジ㈱


