
NO 年 月 日 工  事  名  称 施工場所 得 意 先

1 昭和58年 3月 塚口駅ＢＯ撤去工事 大阪府 横河工事㈱

2 平成元年 8月 城山西山ＯＢ撤去工事 神奈川県 前田建設工業㈱

3 平成 3年10月 東名高速道路ＯＶ四角山橋撤去工事 神奈川県 新日本土木㈱

4 10月 東名高速道路牧の原ＩＣ工事 静岡県 大末建設㈱

5 10月 地念古橋撤去工事 愛知県 大都工業㈱

6 12月 名港東大橋桟橋撤去工事 愛知県 寄神建設㈱

7 平成 4年11月 東萩間橋撤去工事 静岡県 大末建設㈱

8 平成 5年 5月 屋敷添橋撤去工事 神奈川県 新日本土木㈱

9 10月 向原橋撤去工事 神奈川県 大豊建設㈱

10 11月 大椿橋撤去工事 神奈川県 飛島建設㈱

11 11月 赤田第一・赤田第二・赤田第三橋撤去工事 神奈川県 大成建設・佐藤組ＪＶ

12 12月 矢頭橋撤去工事 神奈川県 山九㈱

13 平成 6年 1月 治水橋上下部工撤去工事 大分県 横河工事㈱

14 2月 名神高速道路草津東撤去工事 滋賀県 ㈱青木建設

15 7月 第三京浜新港北ＩＣ東撤去工事 神奈川県 ㈱竹中土木

16 8月 東北自動車道北上南ＩＣ撤去工事 岩手県 大都工業㈱

17 １１月 富士見橋仮橋撤去工事 神奈川県 ㈱横河メンテック

18 平成 7年 5月 ソニー橋仮橋撤去工事 神奈川県 ㈱横河メンテック

19 平成 8年10月 高見水路橋撤去工事 静岡県 大旺建設㈱

20 平成 9年 5月 ３０２号大高跨道橋撤去工事の内旧橋撤去工事 愛知県 矢作建設工業㈱

21 平成10年 7月 中央自動車道（改築）大鶴工事　大椚橋撤去工事 山梨県 ㈱フジタ

22 9月 中央自動車道（改築）談合坂工事　仲原橋撤去工事 山梨県 清水建設㈱

23 平成11年 5月 第二東名共栄跨線橋新設の内尾締ＢＯ撤去工事 愛知県 日車建設工事㈱

24 6月 中央自動車道（改築）大鶴工事鳶ヶ崎橋撤去工事 山梨県 ㈱フジタ

25 10月 東名高速道路尾ノ上（Ｉ）橋撤去工事 静岡県 ㈱青木建設

26 10月 東名高速道路上井堀橋撤去工事 愛知県 古久根建設㈱

27 11月 中央自動車道（改築）大鶴工事北川橋撤去工事 山梨県 ㈱フジタ

28 平成12年 1月 名鉄津島線高架橋撤去工事 愛知県 ㈱フジタ

29 平成13年 6月 東北縦貫自動車道市川南工事笹原跨道橋撤去工事 岩手県 アイサワ･北野ＪＶ

30 8月 第二東名高速道路三ヶ日ＪＣＴ北工事長根橋撤去工事 静岡県 ハザマ・リンカイＪＶ

31 10月 ＪＲ三島保線管所内第一天神原こ線道路撤去工事その２ 静岡県 ㈱新井組

32 平成14年 6月 半田・常滑ジャンクッション平和・深谷ＯＶ撤去工事 愛知県 名星ディストラクト㈱

33 12月 新幹線488K900付近大山崎Bo新設ほか(1)工事 京都府 日車建設工事㈱

34 平成15年 5月 琴川ダムトレッスル仮橋設置・撤去工事 山梨県 ㈱東京鐵骨橋梁

OV･PC撤去工事
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35 平成15年 7月 東名阪四日市中工事坂部橋跨道橋（ＯＶ）撤去工事 三重県 ㈱鴻池組

36  7月 東名阪御在所工事一色橋撤去工事 三重県 りんかい日産建設㈱

37 9月 東名豊川工事ＯＶ橋撤去工事 愛知県 真柄建設㈱

38 10月 福井高架駅２ＢＬ新設他2工事 福井県 ㈱熊谷組

39 11月 中央自動車道土岐ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ東丸石橋撤去工事 岐阜県 林建設工業㈱

40 平成16年 2月 南方貨物線十番町BL外撤去工事 愛知県 大成建設㈱

41 4月 広島東ＩＣ工事大和台ＯＶ撤去工事 広島県 白石・山陽ＪＶ

42 8月 南方貨物線荒浜架道橋撤去工事 愛知県 ㈱鴻池組

43 8月 名鉄鳴海駅付近土木(その3)工事PC桁撤去工事 愛知県 清水建設㈱

44 11月 中部HSST開発実験線撤去工事 愛知県 矢作建設工業㈱

45 平成17年11月 亀山･関･小野Bv 桁架設･撤去工事 三重県 日本車輌製造㈱

46 11月 1号静清桜高架橋撤去工事 静岡県 橋本･石福経常ＪＶ

47 平成18年1月 橋梁整備工事（旧橋撤去工） 愛知県 矢作建設工業㈱

48 1月 南方貨物線豊代Bv他4箇所撤去他 愛知県 ㈱鴻池組

49 9月 藤枝駅改築工事 静岡県 ｼﾞｪｲｱｰﾙ東海建設㈱

50 11月 1号中野町IC橋下部工事旧橋撤去工事 静岡県 須山建設㈱

51 12月 道風架道橋桁撤去工事 愛知県 日本車輌製造㈱

52 平成19年1月 名鉄高架鳴海（扇川橋）撤去工事 愛知県 清水建設㈱

53 10月 名鉄高架鳴海（第二避溢橋）撤去工事 愛知県 清水建設㈱

54 平成20年2月  平成１９年度１号中野町・安間舗装工事撤去工事 静岡県 福田道路㈱

55 4月 東名阪自動車道四日市付加車線桁撤去工事 三重県 ㈱フジタ

56 5月 神領駅改築(２)　解体撤去工事 愛知県 ジェイアール東海建設㈱

53 平成22年7月 ピアゴ可児店跨線橋解体工事 岐阜県 ㈱鴻池組

60 9月 新幹線第2天沼Boほか1跨線橋撤去工事 神奈川県 宮地建設工業㈱


