
■ 主 要 工 事 経 歴

発　注　社　名 工　　事　　名 工　事　内　容 県　名 施工年

東亜建設工業 ㈱ 九州液化瓦斯福島基地　仮設桟橋工事 仮設桟橋解体 長崎県 H.17

清水・西松・三井住友ＪＶ 小丸川発電所新設工事 トレッスル・バンカー線解体工事　 宮崎県 H.17

清水・九鉄ＪＶ 熊本川尻間蓮台寺ＢＶ新設他 硬質地盤スーパークラッシュ矢板圧入  熊本県 H.17

清水・九鉄ＪＶ 熊本川尻間蓮台寺ＢＶ新設他 敷鋼板・刃口据付 熊本県 H.17

清水・川田ＪＶ 福岡208号矢部川橋上部工第2工区 ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ基礎杭、橋脚支保工杭工事、他ｸﾚｰﾝ作業 福岡県 H.17

清水・橋口・八十・金崎ＪＶ 野口・清水線開削トンネル工事 ＳＭＷ連続壁 、中間杭、土留支保工 熊本県 H.18

清水・りんかい日産・奥村組ＪＶ 新若戸道路擁壁部本体築造工事 全周回転掘削置換、SＭＷ連続壁 福岡県 H.18

清水・竹中・鉄建・九鉄・フルーア、ダニエルJV 博多駅ビル(仮称）新築工事 軌道敷地内、他一般クレーン作業 福岡県 H.18

大成建設㈱ 博多駅前共同ビル（仮称）新築工事 一般クレーン作業（鉄骨建方等） 福岡県 H.18

清水・九鉄・松本JV 九幹鹿、久留米St,BL他 土留鋼矢板圧入工事 福岡県 H.19

清水・新井・大政・諫山JV 九幹鹿、上熊本BL他 土留親杭、鋼矢板圧入工事 熊本県 H.19

大成・鉄建・鴻池・九鉄JV 門司、小倉間砂津BV新設他工事 軌道上歩道橋撤去工事 福岡県 H.19

清水・若築・佐伯JV 熊西雨水幹線築造工事 ＳＭＷ連続壁・発進、到達立坑 福岡県 H.19

清水・大豊・丸磯・西光・澄男JV 比恵13号幹線他築造工事 ＳＭＷ連続壁（円形立坑） 福岡県 H.19

大成建設㈱ 林眼科新築工事 一般クレーン作業 福岡県 H.19

大成建設㈱ イオンモール福岡ルクル増築工事 一般クレーン作業（鉄骨建方等） 福岡県 H.19

銭高・福田・株木・志多・三軌JV 比恵９号幹線他築造工事 土砂ピット鋼矢板圧入、他クレーン作業 福岡県 H.19

清水・西松・三井住友ＪＶ 小丸川発電所新設工事 工事用スロープ桟橋解体撤去工事 宮崎県 H.19

清水・鴻池・九鉄ＪＶ 博多駅部2工区BL新設工事 鋼矢板圧入引抜工事、一般クレーン作業 福岡県 H.19

清水建設㈱ 薬院1丁目開発計画作業所 一般ｸﾚｰﾝ作業 福岡県 H.19

清水・三原ＪＶ 三菱Mベルコン移設工事 場所打杭　TBH　 福岡県 H.20

日本道路㈱ 長崎34号久原地区改良工事 土留親杭工事・土留支保工・路面覆工 福岡県 H.20

大成建設㈱ アシュランレストラン新築工事 一般ｸﾚｰﾝ作業（鉄骨建方等） 福岡県 H.20

清水・りんかい日産・奥村組ＪＶ 新若戸道路擁壁部本体築造工事 ＳＭＷ芯杭切断撤去工事　　 福岡県 H.20

清水・広成ＪＶ 博多西部BL増設他工事 鋼矢板圧入引抜工事、一般クレーン作業 福岡県 H.20

清水・國場ＪＶ 那覇港道路空港側陸上ﾄﾝﾈﾙ築造工事 円形立坑土留壁切断撤去工事　 沖縄県 H.20

清水建設㈱ 浜ノ瀬ダム建設工事 ｸﾚｰﾝ構台、ﾊﾞﾝｶｰ線、工事用桟橋架設工事 宮崎県 H.21

㈱竹本建設 福岡外環状道路井尻地区擁壁新築工事 19分割ｽｰﾊﾟｰﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ組立、他ｸﾚｰﾝ作業 福岡県 H.21

清水・九鉄・梅林ＪＶ 大分高架駅部BL新設工事 場所打杭工事　 大分県 H.21

四電ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ・清水JV 頴娃風力発電建設工事 場所打杭工事　 鹿児島県 H.21

清水・大豊・松本・西光JV 中部７号幹線築造工事 ECO-MＷ連続壁（円形立坑） 福岡県 H.22

日本道路㈱ 福岡空港エプロン（№14）改築工事 コンクリート舗装版撤去　 福岡県 H.22

松井建設㈱ 東長寺五重塔新築工事 クレーン作業（パーフェクトビーム組立・解体） 福岡県 H.22

清水・岸本ＪＶ 唐津城石垣整備（1期）工事 クレーン作業・石垣修復工事 佐賀県 H.22

鉄建・大日本土木・澄男工業・羽野組ＪＶ 博多駅前車路等建設工事（土木・建築） 一般クレーン作業 福岡県 H.23

清水建設㈱ 西鉄春日原高架工事 鋼矢板圧入工事・場所打杭TBH 福岡県 H.23

福岡市教育委員会 国史福岡城跡3号濠腰巻石垣修復工事 文化財石垣修復工事 福岡県 H23

清水建設㈱ 中間堰改築工事（1期） 水上施工土留め鋼矢板打設、Ｈ杭打設 福岡県 Ｈ.23

（株）広洋建設工業　　
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発　注　社　名 工　　事　　名 工　事　内　容 県　名 施工年

清水・松本・西光ＪＶ 諸岡第10号雨水幹線築造工事 発進立坑土留め工事（クラッシュパイラー） 福岡県 H.24

東亜道路工業㈱ 福岡空港エプロン（№15）改良工事 コンクリート舗装版撤去　 福岡県 H.24

大分県玖珠町教育委員会 平成24年度角牟礼城跡三の丸南東側石垣解体修復工事 文化財石垣修復工事 大分県 H.24

清水建設㈱ ＪＲ宮地・波野間62k795m付近3災害復旧工事 土留め鋼矢板圧入（クラッシュパイラー） 熊本県 H.24

清水建設㈱ ＪＲ宮地・波野間62k795m付近3災害復旧工事 多分割式アーチトンネル（モジュラーチ） 熊本県 H.25

大分県日出町教育委員会 平成24年度致道館石垣保存修理工事 文化財石垣修復工事 大分県 H.25

大分県玖珠町教育委員会 平成25年度角牟礼城跡三の丸南東石垣解体修復工事 文化財石垣修復工事 大分県 H.25

清水・松本・西光ＪＶ 東光寺第3雨水幹線築造工事 発進立坑ＳＭＷ連続壁 福岡県 H.25

黒木建設㈱ 馬伏雨水ポンプ場放流施設工事 硬質地盤クリア工法（クラッシュパイラー） 佐賀県 H.26

黒木建設㈱ 馬伏雨水ポンプ場放流施設工事 土留め支保工設置・撤去工  佐賀県 H.26

清水・熊谷・大豊・松本・西光ＪＶ 中部2号幹線（2）築造工事 地中連続壁（RC壁） 福岡県 H.26

大分県玖珠町教育委員会 平成26年度角牟礼城跡三の丸南東側石垣解体修復工事 文化財石垣修復工事 大分県 H.26

清水・安藤ハザマ・松本ＪＶ 西鉄雑餉隈高架工事 鋼矢板圧入工事　 福岡県 H.26

清水・鉄建・鴻池ＪＶ 九州新幹線桜戸Bo新設他工事 硬質地盤クリア工法（クラッシュパイラー） 熊本県 H.27

大成ロテック㈱ 福岡空港エプロン（№2-4）改良工事 コンクリート舗装版撤去　 福岡県 H.27

村本建設㈱ 福岡208号筑後川橋下部工（P6）工事 土木遺産デ・レイケ導流堤解体修復工事 福岡県 H.27

清水建設㈱ 中間堰改築工事 鋼管杭 福岡県 H.28

清水・青木あすなろ・唐津土建ＪＶ 九州新幹線（西九州）三坂トンネル他工事 硬質地盤クリア工法（クラッシュパイラー） 佐賀県 H.28

大成ロテック㈱ 福岡空港エプロン（№5-6）改良工事 コンクリート舗装版撤去　 福岡県 H28

黒木建設㈱ 国道204号(七ツ工事名島工区)道路整備交付金工事(橋梁下部工) 硬質地盤クリア工法（クラッシュパイラー） 佐賀県 H29

大成ロテック㈱ 福岡空港エプロン（№12）改良外1件工事 コンクリート舗装版撤去　大型ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ撤去 福岡県 H29

世紀東急工業㈱ 平成29年度福岡空港ｴﾌﾟﾛﾝ改良工事 コンクリート舗装版撤去　 福岡県 H29

清水建設㈱ 西鉄春日原高架工事 場所打ち杭（TBH）　 福岡県 H29

清水・松本・オカトクＪＶ 唐の原第一雨水幹線築造工事 発進立坑ＳＭＷ連続壁 福岡県 H29

田中建設㈱ 史跡永山城跡災害復旧工事（日田町） 文化材石垣解体・復旧・復元工事　 大分県 H29

清水・安藤ハザマ・松本ＪＶ 西鉄雑餉隈高架工事 仮線部鋼矢板圧入工事Ⅲ型 福岡県 H.30

清水・安藤ハザマ・松本ＪＶ 西鉄雑餉隈高架工事 鋼矢板引抜工事Ⅲ型 福岡県 H.30

大成ロテック㈱ 平成29年度福岡空港ｴﾌﾟﾛﾝ改良工事(2次） コンクリート舗装版撤去 福岡県 H.30

日出町教育委員会 石割実演・体験支援業務 古来の技法による石割技術の紹介、実演 大分県 H.30

㈱石井組 西鉄春日原高架工事防音パネル設置工事（その１） 設置一式 福岡県 H.30

㈱藤野造園 史跡角牟礼城跡石垣解体修復工事（玖珠町） 文化材二ノ丸西曲輪石垣解体・復旧・復元工事　 大分県 H.31

大成ロテック㈱ 平成３０年度福岡空港ｴﾌﾟﾛﾝ改良工事 コンクリート舗装版撤去　 福岡県 H.31

清水・安藤ハザマ・松本ＪＶ 西鉄雑餉隈高架工事防音パネル設置工事（その１） 設置一式 福岡県 H.31

大林道路（㈱） 福岡空港国際線ｴﾌﾟﾛﾝ改良工事 コンクリート舗装版撤去　 福岡県 H.31

大成ロテック㈱ 平成３１年度福岡空港滑走路増設用地造成外工事 コンクリート舗装版撤去　 福岡県 Ｒ１

清水・安藤ハザマ・松本ＪＶ 西鉄雑餉隈高架工事防音パネル設置工事（その２） 設置一式 福岡県 Ｒ１

㈱石井組 西鉄春日原高架工事防音パネル設置工事（その２） 設置一式 福岡県 Ｒ１


