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2003年9月 山梨県 ㈱ 中部 韮崎櫛形豊富線埋文関連工事 中巨摩郡玉穂町小井川 WJ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏｰ工法鋼矢板打抜工事 FSP-2型　L=7.5　440枚 山留工事

☆山留・仮設工事 No.１

年／月 発注 元請 現場名 場所 工事内容 規格・寸法・数量 工種

2001年11月 日本道路公団 長田組土木㈱ 中央自動道小淵沢地区ＢＯＸカルバート工事 北巨摩郡小淵沢町 ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏｰ工法親杭打設、土工事 山留工事

2002年7月 山梨県 ㈱渡辺建設 琴川ダム工事用道路 東山梨郡牧丘町杣口 ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏｰ工法親杭打設、盛土工事 山留工事

2002年11月 文部科学省 ㈱フジタ 山梨大学総合研究棟新築工事 甲府市武田４丁目 山留親杭打設工事 H-200×200　L=5.5　51本、横矢板181㎡ 山留工事

2002年11月 山梨県 進藤建設㈱ 沼川橋工事 甲府市国母２丁目 仮設工事、他 山留工事

2002年12月 山梨県 ㈱エコテック工業 中道橋 東八代郡中道町上曽根 仮設桟橋工事 山留工事

2002年12月 山梨県 ㈲保坂建設工業 油川河川藤田４号橋工事 中巨摩郡若草町藤田 WJ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏｰ工法鋼矢板打抜工事 FSP-3型　L=9.0　160枚 山留工事

2003年1月 民間 長田組土木㈱ 透析施設すずきネフロクリニック新築工事 甲府市塩部 ｱｰｽｵｰｶﾞｰ工法山留親杭打設工事 H-250×250　L=7.0　34本、横矢板130㎡ 山留工事

2003年1月 山梨県 山都建設㈱ R411仮設桟橋 北都留郡丹波山村大常木 桟橋解体工事 山留工事

2003年1月 山梨県 風間建設㈱ 甲府精進湖線道路工事 東八代郡中道町 仮設工事 山留工事

2003年1月 山梨県 隆生建設㈱ 横手日野春停車場線橋梁工事 北巨摩郡武川村牧原 旧橋撤去工 207t 山留工事

2003年2月 山梨県 早川工業㈱ 韮崎櫛形豊富線橋梁下部工事 中巨摩郡玉穂町 WJ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏｰ工法鋼矢板打抜工事 FSP-3型　L=7.5 山留工事

2003年2月 山梨県 中沢建設㈱ 油川河川工事その２ 中巨摩郡若草町 WJ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏｰ工法鋼矢板打抜工事 FSP-3型　L=8.0 山留工事

2003年3月 民間 市川工業㈱ 大池ホテル増改築工事 南都留郡河口湖町 ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ工法山留親杭打設工事 H-300×300　L=10.0　52本、横矢板467㎡ 山留工事

2003年3月 山梨県 坂本土建㈱ R411橋梁下部工砂田P-12工区 甲府市砂田町 ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏｰ工法鋼矢板打設工事 FSP-3型　L=11.0　208枚 山留工事

2003年4月 山梨県 ㈱堀田組 十郎川河川工事'03 甲府市桜井 H鋼打設工事 H-300×300　L=6.0 山留工事

2003年4月

2003年4月

玉穂町

山中湖村

鹿島道路㈱

大森工務所・ﾀｶﾑﾗ建設・太
田建設J.V

玉穂町医大南部土地区画整理事業

一の堀、二の堀排水路整備工事4工区

中巨摩郡玉穂町

南都留郡山中湖村

WJ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏｰ工法打抜き工事

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏｰ工法H鋼打抜き工事

FSP-4型　L=10.0　68枚

300H　L=8.5～9.5m　SPAN=680m　463本

山留工事

山留工事

2003年4月

2003年5月

民間

民間

計画建設㈱

清水建設㈱

ｹｰﾖｰﾃﾞｲﾂｰ甲府国母店新築工事

山梨学院大学附属小学校新築工事

甲府市国母

甲府市酒折１丁目

ﾊﾞｲﾌﾞﾛ工法受水槽山留工事 FSP-2型　L=5.0　64枚 山留工事

ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ工法山留親杭打設工事

構台工事

H-300×300　L=11.0　131本、横矢板818㎡ 山留工事

山留工事
支持杭　H-350×350　L=15.5　6本

覆工板　132㎡

2003年5月 日本郵政公社 長田組土木㈱ 甲府中央郵便局増築その他（オイルタンク）工事 甲府市太田町 ｱｰｽｵｰｶﾞｰ工法山留親杭打設工事 H-200×200　L=6.5　12本、横矢板41㎡ 山留工事

2003年5月 国土交通省 ㈱三枝組 箱原防災 南巨摩郡鰍沢町 ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏｰ工法親杭打設工事 H-200×200　L=6.5　11本 山留工事

2003年5月 民間 三井建設工業㈱ 本門佛立宗廣正寺新築工事 甲府市 山留親杭打設工事 H-200×200　L=4.0　28本 山留工事

2003年5月 山梨県 昭和建設㈱ 勝沼地区支線21号道路改良工事 東山梨郡勝沼町小佐手 ﾄﾝﾈﾙ組立工事 ｰﾓｼﾞｭﾗ ﾁ布設　47.7m 山留工事

2003年6月 山梨県 ㈱森山組 環状線玉穂工区 中巨摩郡玉穂村 仮設撤去工事 山留工事

2003年6月 山梨県 清水建設㈱ 琴川ダム一次破砕設備土留工事 東山梨郡牧丘町柳平 H鋼打設工事 山留工事

2003年6月

2003年7月

東京電力

民間

㈱杉山組

清水建設㈱

早川第１発電所

山梨学院大学法科大学院新築工事 甲府市酒折２丁目

D.H工事

ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ工法山留親杭打設工事

山留工事

山留工事

H-200×200　L=6.5　  4本

H-300×300　L=10.0　47本

H-300×300　L=11.0　29本

H-300×300　L=12.0　  6本

横矢板545㎡

2003年7月 山梨県 早川工業㈱ 韮崎櫛形豊富線橋梁下部工事 中巨摩郡玉穂町 WJ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏｰ工法鋼矢板打抜工事 FSP-2型　L=7.5　35枚 山留工事

2003年7月

2003年7月

文部科学省

民間

㈱フジタ

長田組土木㈱

山梨大学放送大学山梨学習センター建設工事

塩川病院増改築工事

甲府市武田４丁目

北巨摩郡須玉町藤田

山留親杭打設工事

ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏｰ工法親杭打設工事

H-200×200　L=5.5　30本、横矢板105.5㎡ 山留工事

山留工事
H-200×200　L=4.0　12本

H-200×200　L=5.5　14本

2003年7月 山梨県 渡辺建設㈱ 宍原塩出線道路工事 南巨摩郡南部町万沢 仮設防護柵工事 山留工事

2003年8月 国土交通省 山英建設㈱ 上野原国道災害復旧工事 北都留郡上野原町 落石防護柵設置工事 山留工事
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事

H-250×250　L=7.0　18本

☆山留・仮設工事 No.２

年／月 発注 元請 現場名 場所 工事内容 規格・寸法・数量 工種

2003年9月 民間 長田組土木㈱ オギノ石油新築工事 南アルプス市鏡中条 ｵｲﾙﾀﾝｸ山留親杭打設工事 FSP-3型　L=7.0　88枚 山留工事

2003年9月 民間 長田組土木㈱ ホンダ・ベルノ埼玉東　東川口店新築工事 埼玉県川口市戸塚 ｵｰｶﾞｰ圧入工法山留親杭打設工事 H-200×200　L=7.0　88本 山留工事

2003年10月 民間 ㈱ナカノコーポレーション 横河ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ･ﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ甲府第５工場増築工 甲府市高室町 ﾛｯｸｵｰｶﾞｰ併用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ工法山留親杭打設 H-250×250　L=7.0　28本、横矢板194㎡ 山留工事

2003年10月 民間 ㈱コミヤマ工業 ㈱甲府大一実業増改築工事 中巨摩郡田富町 ｱｰｽｵｰｶﾞｰ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛ工法SP打抜工事 FSP-3型　L=5.5　156枚 山留工事

2003年10月 民間 ㈱フジタ 甲府北口ビル新築工事 甲府市武田 ｱｰｽｵｰｶﾞｰ併用油圧ﾊﾞｲﾌﾞﾛ工法山留親杭打設 H 0　 4.5　38本-200×20 L= 山留工事

2003年10月 玉穂町 鹿島建設㈱ 玉穂町区画整備事業 中巨摩郡玉穂町 仮設桟橋工事 山留工事

2003年10月 山梨県 明治コンサルタント㈱ 通常砂防事業昭和川設計調査 南巨摩郡中富町西島 仮設足場工事 足場設置・撤去：2,373 山留工事

2003年11月 山梨県 ㈱エコテック工業 深城ダム２号仮橋 仮橋撤去工事 山留工事

2003年11月 民間 清水建設㈱ レストランココス甲府昭和店新築工事 中巨摩郡昭和町 ｱｰｽｵｰｶﾞｰ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛ工法SP打抜工事 FSP-3型　L=7.0　88枚 山留工事

2003年11月 民間 長田組土木㈱ ホンダ・ベルノ埼玉東　東川口店新築工事 埼玉県川口市戸塚 SMP圧入工法SP打設工事 FSP-4型　L=8.0　311枚、他 山留工事

2003年11月 民間 長田組土木㈱ SELF24敷島SS新築工事 中巨摩郡敷島町大下条 ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏｰ工法親杭打設工事 H-250×250　L=7.5　20本 山留工事

2003年11月 ㈱高山工業所 万沢防災（その２）工事 南巨摩郡南部町大和 ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏｰ工法親杭打設工事 ﾓﾙﾀﾙ杭：φ500　3本、H鋼-300×300　L=7.0　3本 山留工事

2003年12月 須玉町 ㈱河村工務店 農林水産物直売・食材供給施設建設工事 北巨摩郡須玉町若神子 ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏｰ工法親杭打設工事 H-250×250　L=8.0　15本 山留工事

2003年12月 甲府市 ㈱森山組 甲運小学校非常貯水槽設置工事 甲府市川田町 WJ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏｰ工法鋼矢板打抜工事 FSP-3型　L=9.5　82枚 山留工事

2003年12月 山梨県 ㈱塩沢建設 五明川河川工事 南ｱﾙﾌﾟｽ市南湖 ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏｰ工法鋼矢板打抜工事 FSP-3型　L=8.0　100枚 山留工事

2003年12月 日本道路公団 ㈱飯塚工業 中央道坊沢川橋耐震補強工事 甲府市小曲町 ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏｰ工法鋼矢板打抜工事 FSP-3型　L=5.0　100枚 山留工事

2003年12月 南アルプス市 皐月組土木㈱ B&G非常用貯水ﾀﾝｸ設置工事 南アルプス市百々 ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏｰ工法親杭打抜工事 H-300×300　L=7.5　30本 山留工事

2004年1月 山梨県 タカムラ建設㈱ 国道４１３号道路工事 南都留郡道志村野原 仮設防護柵撤去、親杭引抜工事 H-300×300　L=4.0　28本 山留工事

2004年3月

2004年3月

国土交通省

民間

早邦建設㈱

㈱コミヤマ工業

国道５２号線情報管路仮設工事

山梨トヨタ自動車㈱アルプス通り店新築工事

南巨摩郡身延町古屋敷

甲府市徳行

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏｰ工法支持杭打設工事

ﾊﾞｲﾌﾞﾛ工法山留親杭打設工事

H-200×200　L=5.5　18本 山留工事

山留工事

H-150×150　L=4.5　25本

H-150×150　L=5.0　　1本

H-200×200　L=5.5　14本

H-200×200　L=6.0　12本




