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№ 実施時期 工事件名 発注者 元請業者 用途 規模

平成８年６月 φ＝３．０ｍ

～ Ｌ＝６．５～１８．０ｍ

平成９年１月 ｎ＝２４本

平成８年１０月 φ＝３．０～３．５ｍ

～ Ｌ＝１２．０～１８．５ｍ

平成９年９月 ｎ＝８本

平成８年３月 φ＝３．０～４．５ｍ

～ Ｌ＝８．０～２７．０ｍ

平成９年７月 ｎ＝４４本

平成８年５月 φ＝３．０～４．０ｍ

～ Ｌ＝１０．０～２３．５ｍ

平成９年５月 ｎ＝２９本

平成８年７月 φ＝３．０～３．５ｍ

～ Ｌ＝８．０～１９．５ｍ

平成９年７月 ｎ＝５７本

平成８年２月 φ＝３．０～４．５ｍ

～ Ｌ＝９．５～２３．０ｍ

平成８年８月 ｎ＝１２本

平成８年７月 φ＝３．０～５．０ｍ

～ Ｌ＝８．５～２２．０ｍ

平成９年８月 ｎ＝１８本

徳島自動車道 日本道路公団 三井建設・浅沼組ＪＶ φ＝２．５ｍ

美馬西工事 四国支社 (ｴﾑﾜｲ技研) Ｌ＝１１．０ｍ

ｎ＝２本

上信越自動車道 日本道路公団 三井建設・名工建設ＪＶ φ＝２．５ｍ

上越南インターチェンジ工事 新潟建設局 (ｴﾑﾜｲ技研) Ｌ＝１１．０ｍ

ｎ＝４本

平成９年３月 葛野川幹線 φ＝２．５～３．５ｍ

～ （１工区） Ｌ＝７．０～２２．５ｍ

平成１０年２月 ｎ＝１８本

平成９年３月 葛野川幹線 φ＝２．５～３．５ｍ

～ （２工区） Ｌ＝９．５～１６．５ｍ

平成９年５月 ｎ＝６本

平成８年１２月 葛野川幹線 φ＝２．５～３．５ｍ

～ （３工区） Ｌ＝８．０～１６．５ｍ

平成９年７月 ｎ＝１１本

平成９年５月 φ＝３．０ｍ

～ Ｌ＝９．５～１３．５ｍ

平成９年６月 ｎ＝4本

平成９年９月 φ＝３．５～４．５ｍ

～ Ｌ＝１６．５～２６．５ｍ

平成９年１１月 ｎ＝８本

平成９年１０月 φ＝２．５ｍ

～ Ｌ＝９．５～１３．５ｍ

平成９年１２月 ｎ＝4本

中央自動車道(改築) 日本道路公団 太平工業 φ＝５．０ｍ

鶴川大橋 東京第二建設局 Ｌ＝１０．０～２０．０ｍ

(村山工業) ｎ＝１４本

京都縦貫道 三井建設・玉井建設ＪＶ φ＝３．０～３．５ｍ

喜多－今福工区 （都建設） Ｌ＝９．０～１５．０ｍ

ｎ＝４本

東海北陸自動車道 日本道路公団 熊谷組・三井建設ＪＶ φ＝２．５ｍ

三尾河トンネル工事 中部支社 (高山基礎工業) Ｌ＝６．５～９．５ｍ

ｎ＝５本

φ＝３．０～４．０ｍ

Ｌ＝７．７ｍ

ｎ＝４本

遠心力吹付け工法実績表
令和2年3月現在

送電鉄塔基礎

2 南いわき幹線新設工事
（２工区） 東京電力(株)

1 南いわき幹線新設工事
（１工区）

山加電業･フジクラ

東京電力(株)
関電工･日本工営･大興電

気工業･ユアテック

送電鉄塔基礎

送電鉄塔基礎

送電鉄塔基礎

送電鉄塔基礎

送電鉄塔基礎

送電鉄塔基礎

3 南いわき幹線新設工事
（３工区） 東京電力(株)
岳南建設･弘電社･大東電

業

4 南いわき幹線新設工事
（４工区） 東京電力(株)
東光電気工事･古河電気

工業･高田電設

送電鉄塔基礎

5 南いわき幹線新設工事
（５工区） 東京電力(株)
千歳電気工業･愛工社･日

立電線

6 南いわき幹線新設工事
（６工区） 東京電力(株)
サンテック･大高電設･東電

工業

8 平成８年５月 橋梁基礎

7 南いわき幹線新設工事
（８工区） 東京電力(株)
佐藤建設工業･共和建設･

開発電気

9 平成８年７月 橋梁基礎

10 東京電力(株)
岳南建設･弘電社･大東電

業･湘南送電工事
送電鉄塔基礎

12 東京電力(株)
佐藤建設工業･共和建設･

大高電設
送電鉄塔基礎

11 東京電力(株) 関電工･ヒメノ･日本工営 送電鉄塔基礎

送電鉄塔基礎

13 西群馬幹線No220鉄塔建替工事 東京電力(株)
佐藤建設工業･共和建設･

大高電設

14 北栃木幹線東群馬変電所引き込み工事 東京電力(株) 佐藤建設工業

16 平成１０年１月 橋梁基礎

15 新所沢線新飯能変電所引き込み工事 東京電力(株) 関電工 送電鉄塔基礎

東京電力(株)
東光電気工事･大高電設･

古河電気工業
送電鉄塔基礎

17 平成１０年７月 京都府道路公社 橋梁基礎

18 平成１０年７月 橋梁基礎

19 平成１１年２月 東逗子変電所無線鉄塔新設工事
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茨城県 φ＝３．０ｍ

高萩土木事務所 Ｌ＝８．０ｍ

(村山工業) ｎ＝３本

平成１１年９月 第二東名高速道路 日本道路公団 三井建設 φ＝３．０ｍ

～ 伊佐布１号高架橋（下部工）工事 静岡建設局 Ｌ＝５．５～２０．５ｍ

平成１２年４月 清水工事事務所 (三協技建) ｎ＝３２本

平成１１年１０月 日本海沿岸東北自動車道 日本道路公団 成田・塚本ＪＶ φ＝２．５ｍ

～ 鯉川工事 東北支社 Ｌ＝１２．５～１３．５ｍ

平成１１年１２月 （佐吉産業） ｎ＝４本

平成１１年１２月 山崎組 φ＝３．０ｍ

～ Ｌ＝14.5ｍ

平成１２年１月 （佐吉産業） ｎ＝４本

平成１２年１月 日本海沿岸東北自動車道 日本道路公団 井上・大森ＪＶ φ＝２．５ｍ

～ 琴丘南工事 東北支社 Ｌ＝６．0～８．0ｍ

平成１２年２月 （佐吉産業） ｎ＝4本

平成１２年２月 鴻池・ﾍﾞｸﾃﾙＪＶ φ＝２．５～３.0ｍ

～ Ｌ＝８．0～11.0ｍ

平成１２年１０月 （丸十工業） ｎ＝２２本

平成１２年１月 真柄・岩田ＪＶ φ＝２．５ｍ

～ Ｌ＝２．５～５．５ｍ

平成１２年９月 （村山工業） ｎ＝５本

平成１２年５月 四国横断自動車道 日本道路公団 愛媛・松本ＪＶ φ＝２．５ｍ

～ 桜川（下部工）工事 四国支社 Ｌ＝５．５ｍ

平成１２年６月 （新日本ｸﾞﾗｳﾄ） ｎ＝4本

平成１２年５月 建設省東北地建 小澤組 φ＝3.0ｍ

～ 三陸国道工事事務所 Ｌ＝２．５～６．５ｍ

平成１２年８月 （佐吉工業） ｎ＝4本

平成１２年８月 建設省 甲斐ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ φ＝3.0ｍ

～ 関東地建 Ｌ＝４．５～８．５ｍ

平成１２年９月 甲府工事事務所 （フジテック） ｎ＝９本

平成１２年９月 日本道路公団 生田組 φ＝２．５～３．５ｍ

～ 四国支社 Ｌ＝４．５～１０．５ｍ

平成１３年３月 （新日本グラウト） ｎ＝１０本

平成１２年９月 日本道路公団 東急建設 φ＝４．０ｍ

～ 静岡建設局 （村山工業） Ｌ＝９．５ｍ

平成１２年１２月 ｎ＝２本

平成１２年１０月 日本道路公団 鉄建建設(株)白石 φ=３.０～３．５ｍ

～ 四国支社 （新日本技建） Ｌ＝２.１～６．３ｍ

平成１4年３月 ｎ＝１６本

平成１３年１月 建設省中国地建 フジタ φ＝５．０ｍ

～ 広島国道工事事務所 （三井建設） Ｌ＝130.0ｍ

平成１３年２月 ｎ＝　１本

平成１３年２月 日本道路公団 森組・ハンシン建設ＪＶ φ＝２．５～３．５ｍ

～ 四国支社 （北陵工業） Ｌ＝９．０～１３．０ｍ

平成１４年３月 ｎ＝1８本

平成１３年３月 四国横断自動車道 日本道路公団 前田建設・日特建設ＪＶ φ＝２．５～４.０ｍ

～ 長谷工事 四国支社 （北陵工業） Ｌ＝１０．０～11.5ｍ

平成１４年３月 ｎ＝　３２本

平成１３年４月
奥村土木興業・松尾建設Ｊ

Ｖ
φ＝２．５ｍ

～ （北陵工業） Ｌ＝２.０～３.０ｍ

平成１４年３月 ｎ＝　４本

平成１３年４月 村本・須山ＪＶ φ＝２.０ｍ

～ （村山工業） Ｌ＝３．５ｍ

平成１４年３月 ｎ＝　４本

平成１３年６月 三井・勝村ＪＶ φ＝３．５ｍ

～ （村山工業） Ｌ＝６．０～９．９ｍ

平成１３年１０月 ｎ＝　６本

20 平成１１年１月 日立・笠間線工事 橋梁基礎

23 国道１０６号改築５号橋下部工
その１工事 岩手県土木部 橋梁基礎

21 橋梁基礎

22 橋梁基礎

24 橋梁基礎

25 四日市ＪＣＴ工事 日本道路公団 橋梁基礎

27 橋梁基礎

28 甲子１・２号橋下部工工事 橋梁基礎

26 常磐自動車道　小山田工事 日本道路公団 橋梁基礎

29 切久保防災（その３）工事 洞門基礎

30
高知自動車道(四車線化)

池中橋下部工工事
橋梁基礎

31 中之郷高架橋下部工 橋梁基礎

32 高知自動車道細野トンネル工事 橋梁基礎

33 休山改良換気縦坑工事 換気立坑

34 松山自動車道（四車線化）川内トンネル工事 橋梁基礎

37 第二東名高速・朝比奈川橋 日本道路公団 橋梁基礎

35 橋梁基礎

36 高知自動車道（四車線化）刈屋工事 日本道路公団 橋梁基礎

38 第二東名高速・山切２号橋 日本道路公団 橋梁基礎
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平成１３年８月 木下建設 φ＝２.５～３．０ｍ

～ (村山工業) L=４．０～９．５ｍ

平成１３年９月 ｎ=　６本

平成１３年１０月 日本道路公団 丸磯・竹内ＪＶ φ＝２．５ｍ

～ 四国支社 （北陵工業） Ｌ＝８．５ｍ

平成１４年３月 ｎ＝２本

平成１３年１０月 日本道路公団 田邊・鍋島ＪＶ φ＝２．５ｍ

～ 四国支社 （北陵工業） Ｌ＝８．４ｍ

平成１４年３月 ｎ＝４本

平成１３年１２月 国土交通省 ㈱望月組土木 φ＝３．０～３．５ｍ

～ 関東地方整備局 （坂本建運） L=９.０～12.0ｍ

平成１４年３月 甲府工事事務所 ｎ＝　８本

平成１４年１月 錢高組 φ＝３．０ｍ

～ （大黒工業） Ｌ＝１２ｍ

平成１４年３月 ｎ=　２本

平成１４年５月 国道１４５号取付道路 （株）池原工業 φ＝３．０ｍ

～ １号橋深礎工事 （小宮山土木） Ｌ＝１１．０ｍ

平成１４年９月 ｎ=　４本

平成１４年５月
三井建設・日本国土開発Ｊ

Ｖ
φ＝３．５ｍ

～ （ﾃｨｰﾈｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ） Ｌ＝6.0～9.5ｍ

平成１４年９月 ｎ=　４本

平成１４年６月 西田興産（株） φ＝２．５ｍ

～ （ﾃｨｰﾈｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ） Ｌ＝2.5～4.0ｍ

平成１４年７月 ｎ=　４本

平成１４年４月 高知自動車道 鉄建・白石ＪＶ φ＝2.5～3.0ｍ

～ 細野トンネル工事 （ﾃｨｰﾈｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ） Ｌ＝2.5～11.0ｍ

平成１４年９月 ｎ=　６本

平成１４年６月 （株）轟組 φ＝２．５ｍ

～ （北陵工業） Ｌ＝7.0～11.0ｍ

平成１４年７月 ｎ=　４本

平成１４年５月 四国横断自動車道 丸磯・竹内ＪＶ φ＝２．５ｍ

～ 黒木工事 （北陵工業） Ｌ＝１０．５ｍ

平成１４年５月 ｎ=　２本

平成１４年６月 橋整第１９号２（国） 愛媛県 （株）小泉組 φ＝３．０ｍ

～ ３７９号 伊予土木事務所 （北陵工業） Ｌ＝6.5～7.5ｍ

平成１４年６月 （千里口第二橋） ｎ=　２本

平成１４年４月 四国横断自動車道 前田建設工業・ φ＝3.0～4.0ｍ

～ 長谷工事 日特建設ＪＶ Ｌ＝9.0～12.0ｍ

平成１４年９月 （北陵工業） ｎ=　１４本

平成１４年６月 奥村土木興業・ φ＝２．５ｍ

～ 松尾建設ＪＶ Ｌ＝5.0～11.5ｍ

平成１４年９月 （北陵工業） ｎ=　１２本

平成１４年６月 高知自動車道 田邊・鍋島ＪＶ φ＝２．５ｍ

～ （四車線化） （北陵工業） Ｌ＝5.0～7.5ｍ

平成１４年９月 中谷第四橋下部工事 ｎ=　２本

平成１４年７月 高知自動車道 西条・藤田・川之江ＪＶ φ＝３．５ｍ

～ （四車線化） （北陵工業） Ｌ＝13.0ｍ

平成１４年９月 野竹橋下部工事 ｎ=　２本

平成１４年８月 三井・勝村ＪＶ φ＝２．５ｍ

～ （村山工業） Ｌ＝5.0～6.0ｍ

平成１４年９月 ｎ=　８本

平成１４年７月 千葉県 十文字土木 φ＝２．０ｍ

～ 鴨川土木事務所 （大栄） Ｌ＝１１．２ｍ

平成１４年９月 ｎ=　６本

平成１４年８月 甲斐コーポレーション φ＝３．０ｍ

～ （フジテック） Ｌ＝８．５ｍ

ｎ=　２本

49

48

39 平成12年度三遠南信伊豆木改良工事
国土交通省

中部地方整備局
飯田国道工事事務所

橋梁基礎

40 四国横断自動車道黒木工事 橋梁基礎

高知自動車道（四車線化）中谷第4工事 橋梁基礎41

42 切久保防災（その6）工事 洞門基礎

43 丹波綾部道路八田川橋
国土交通省

近畿地方建設局
福知山工事事務所

橋梁基礎

松山自動車道大洲南インター工事 日本道路公団 橋梁基礎

日本道路公団 橋梁基礎

群馬県土木部 橋梁基礎

東海環状自動車道・潮見トンネル南工事 日本道路公団 橋梁基礎

高知自動車道（四車線化）刈屋工事 日本道路公団 橋梁基礎

四国横断自動車道北只高架橋下部工 日本道路公団 橋梁基礎

日本道路公団 橋梁基礎

日本道路公団 橋梁基礎

日本道路公団 橋梁基礎

橋梁基礎

日本道路公団 橋梁基礎

切久保防災その８工事 国土交通省 洞門基礎

第二東名山切２号高架橋 日本道路公団 橋梁基礎

緊急地方道路整備工事（擁壁工） 洞門基礎

44

45

46

47

50

57

56

55

54

53

52

51
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№ 実施時期 工事件名 発注者 元請業者 用途 規模

遠心力吹付け工法実績表
令和2年3月現在

平成１４年６月 岩手県 藤村工務店 φ＝３．５ｍ

～ 県土整備部 （佐吉産業） Ｌ＝７．５ｍ

ｎ=　４本

平成１４年９月 国土交通省 昭和建設（株） φ＝３．５ｍ

～ 関東地方整備局 （坂本建運） Ｌ＝7.5～10.0ｍ

平成１４年１１月 甲府工事事務所 ｎ=　５本

平成１４年１２月 石岡建設（株） φ＝２．５ｍ

～ （北陵工業） Ｌ＝8.5～10.0ｍ

平成１５年２月 ｎ=　６本

平成１４年１０月 奥村土木・松尾 φ＝２．５ｍ

～ ＪＶ Ｌ＝12.5～13.5ｍ

平成１４年１０月 （北陵工業） ｎ=　２本

平成１４年１０月 国土交通省 さくら経常ＪＶ φ＝３．０ｍ

～ 中部地方整備局 （小宮山土木） Ｌ＝７．８ｍ

平成１４年１１月 飯田国道事務所 ｎ=　２本

平成１５年３月 脇建設（株） φ＝３．０ｍ

～ （ﾃｨｰﾈｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ） Ｌ＝6.0～6.5ｍ

平成１５年３月 ｎ=　２本

平成１４年１０月 国土交通省 名工建設（株） φ＝３．０ｍ

～ 中部地方整備局 （角籐） Ｌ＝8.5～11.5ｍ

平成１５年３月 飯田国道事務所 ｎ=　６本

平成１４年３月 国土交通省 吉川建設（株） φ＝３．０ｍ

～ 中部地方整備局 （木下工務所） Ｌ＝6.5～9.0ｍ

平成１５年３月 飯田国道事務所 ｎ=　４本

平成１５年６月 （株）山富士産業 φ＝５．０ｍ

～ （小宮山土木） Ｌ＝5.5ｍ

平成１５年９月 ｎ=　１本

平成１５年６月 （株）研屋 φ＝５．０ｍ

～ （小宮山土木） Ｌ＝9.0～11.0ｍ

平成１５年９月 ｎ=　2本

平成１５年９月 水出興業（株） φ＝２．０ｍ

～ （小宮山土木） Ｌ＝6.0～7.5ｍ

平成１５年９月 ｎ=　2本

平成１５年８月 四国土建 φ＝2.5ｍ

～ （ﾃｨｰﾈｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ） Ｌ＝6.0～13.5ｍ

平成１５年９月 ｎ=　４本

平成１５年５月 （株）伊予ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ建設 φ＝2.5ｍ

～ （北陵工業） Ｌ＝5.0～7.0ｍ

平成１５年５月 ｎ=　2本

平成１５年８月 四国土建 φ＝2.5ｍ

～ （ﾃｨｰﾈｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ） Ｌ＝6.0～13.5ｍ

平成１５年９月 ｎ=　４本

平成１５年５月 四国土建 φ＝2.5ｍ

～ （ﾃｨｰﾈｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ） Ｌ＝6.0～13.5ｍ

平成１５年５月 ｎ=　４本

平成１５年７月 西武建設（株） φ＝4.0ｍ

～ （佐吉産業） Ｌ＝15.0～19.5ｍ

平成１５年１０月 ｎ=　2本

平成１５年４月 吉川建設（株） φ＝3.0ｍ

～ （木下工務所） Ｌ＝12.0ｍ

平成１５年９月 ｎ=　2本

平成１５年10月 青木建設（株） φ＝2.5ｍ

～ （北陵工業） Ｌ＝22.0ｍ

平成１５年12月 ｎ=　４本

平成１５年10月 四国土建（株） φ＝2.5ｍ

～ （晃和） Ｌ＝４.0～17.0ｍ

平成１６年２月 ｎ=　１４本

76

一般国道１０６号付替４号橋下部工工事 橋梁基礎

高知自動車道（四車線化）刈谷工事 日本道路公団 橋梁基礎

三遠南信自動車道10号橋下部工事 橋梁基礎

切久保防災（その７）工事 洞門基礎

松山自動車道
内子パーキングエリア工事

日本道路公団 洞門基礎

平成１３年度三遠南信城山下部工事 橋梁基礎

河川総合開発右岸林道分割22号
（２号橋下部工）工事

群馬県倉渕ダム
建設工事事務所

橋梁基礎

川之江大豊線道路改築工事 愛媛県 橋梁基礎

平成１３年度三遠南信城山下部工事 橋梁基礎

河川総合開発右岸林道分割21号
（２号橋下部工）工事

群馬県倉渕ダム
建設工事事務所

橋梁基礎

道路改築事業取付道路１号橋
（Ａ２橋台）工事
群馬県八ツ場ダム

水源地域対策事務所
橋梁基礎

高知自動車道（四車線化）中谷工事 日本道路公団 橋梁基礎

橋整１９号の６（国）379号道路改築工事
愛媛県

伊予土木事務所
橋梁基礎

高知自動車道（四車線化）中谷工事 日本道路公団 橋梁基礎

高知自動車道（四車線化）中谷工事 日本道路公団 橋梁基礎

高知県
須崎土木工事事務所

甲子二線橋下部工工事
国土交通省

東北地方整備局
三陸国道工事事務所

橋梁基礎

平成１３年度三遠南信久米下部工工事
国土交通省

中部地方整備局
飯田国道事務所

橋梁基礎

橋梁基礎

高知県立川中谷工事 日本道路公団 橋梁基礎

国道４９４号（桑田山１号橋下部工）
道路改築工事

74

72

71

70

69

73

75

64

63

68

67

66

65

62

61

60

59

58
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№ 実施時期 工事件名 発注者 元請業者 用途 規模

遠心力吹付け工法実績表
令和2年3月現在

平成１５年10月 四国土建（株） φ＝3.0ｍ

～ （晃和） Ｌ＝10.5ｍ

平成１６年２月 ｎ=　2本

平成１５年１１月 ｱｲｻﾜ・北野ＪＶ φ＝2.5ｍ

～ （佐吉産業） Ｌ＝15.0～17.0ｍ

平成１６年３月 ｎ=　８本

平成１５年１０月 天野工業 φ＝2.5ｍ

～ （村山工業） Ｌ＝59.5～61.5ｍ

平成１５年１１月 ｎ=　13本

平成１６年３月 久野工業 φ＝2.5ｍ

～ （村山工業） Ｌ＝71.2ｍ

平成１６年４月 ｎ=　６本

平成１４年３月 上村建材店土木工業（株） φ＝３．０ｍ

～ （大黒工業） Ｌ＝8.5～10.5ｍ

平成１５年３月 ｎ=　２本

平成１５年１０月 升川建設（株） φ＝2.5ｍ

～ （大栄） Ｌ＝5.0～6.0ｍ

平成１５年１２月 ｎ=　４本

平成１５年９月 宮城建設（株） φ＝2.5ｍ

～ （豊川建設） Ｌ＝8.0～10.5ｍ

平成１５年１１月 ｎ=　２本

平成１６年３月 （株）石名坂 φ＝2.5ｍ

～ （豊川建設） Ｌ＝5.0～6.0ｍ

平成１６年３月 ｎ=　４本

平成１６年４月 地崎ＪＶ φ＝3.0ｍ

～ （㈱佐吉産業 Ｌ＝10.0～18.5ｍ

平成１６年８月 ｎ=　３本

平成１６年７月 ㈱山本組 φ＝3.0ｍ

～ （㈱佐吉産業） Ｌ＝13.0～14.0ｍ

平成１６年１０月 ｎ=　４本

平成１６年７月 東亜建設ＪＶ φ＝2.5ｍ

～ （㈱佐吉産業） Ｌ＝15.0ｍ

平成１６年９月 ｎ=　４本

平成１６年７月 日本国土開発㈱ φ＝3.5ｍ

～ （㈱佐吉産業） Ｌ＝12.5ｍ

平成１６年１０月 ｎ=　２本

平成１６年７月 ㈱久本組 φ＝2.5ｍ

～ （㈱久本組） Ｌ＝4.5～6.5ｍ

平成１６年８月 ｎ=　８本

平成１６年５月 ㈱恵工業 φ＝2.5ｍ

～ （㈱豊川建設） Ｌ＝4.0～6.0ｍ

平成１６年７月 ｎ=　４本

平成１６年３月 ㈱熊谷組 φ＝2.0ｍ

～ （㈱坂本建運） Ｌ＝9.5ｍ

平成１６年５月 ｎ=　６本

平成１６年５月 北陵工業㈱ φ＝3.0ｍ

～ （北陵工業㈱） Ｌ＝11.5ｍ

平成１６年５月 ｎ=　１本

平成１６年８月 φ＝2.5ｍ

～ Ｌ＝8.0ｍ

平成１６年８月 （北陵工業㈱） ｎ=　２本

平成１６年５月 三井住友建設㈱ φ＝2.5ｍ

～ （北陵工業㈱) Ｌ＝5.0～11.5ｍ

平成１６年５月 ｎ=　４本

平成１６年５月 ㈱さとうベネック φ＝2.5ｍ

～ （㈱原田建設） Ｌ＝12.5～13.5ｍ

平成１６年６月 ｎ=　２本

橋梁基礎

橋梁基礎

橋梁基礎

橋梁基礎

橋梁基礎

奥村組土木興業㈱､松尾
建設㈱ＪV 橋梁基礎

橋梁基礎

橋梁基礎

橋脚基礎

橋梁基礎

橋梁基礎

日本道路公団 橋梁基礎

日本海東北自動車道芦川工事 日本道路公団 橋梁基礎

橋梁基礎

橋梁基礎

洞門基礎

千葉県鴨川市 千葉県 擁壁基礎

橋梁基礎

秋田道組川工事 日本道路公団 橋梁基礎

79

78

国土交通省
東北地方整備局

三陸国道工事事務所

付替県道道路改良（６号７号）橋工事 岩手県土整備

緊急地方道路整備事業
2-3-1号奈良名張線

奈良県

普代高架橋下部工工事

高知県立川中谷工事

綱ﾉ上防災工事 山梨県

日本海沿岸東北自動車道
芦川ﾄﾝﾈﾙ工事

日本道路公団
東北支社秋田工事事務

所

森吉山ﾀﾞﾑ横断橋(Ｐ３)工事
国土交通省

森吉山ﾀﾞﾑ工事事務所

築川ﾀﾞﾑ付替国道10号橋下部工工事 岩手県県土整備

広域営農団地農道整備第1511号工事
福島県

県南農林事務所

市川大門・下部身延線橋架下部工事 山梨県

道改国第9－63号
(桑田山1号橋下部工)工事

高知県須崎土木事務所

名塩道路尼子谷１号橋下部工事
国土交通省

近畿地方整備局
阪神国道事務所

付替県道道路改良(５号～６号)工事 岩手県土整備

高知自動車道(四車線化)刈屋工事
日本道路公団

四国支社

77

90

89

88

87

86

85

84

高知自動車道(四車線化)
一の瀬ﾄﾝﾈﾙ工事

日本道路公団
四国支社

大分387号温見野橋
国土交通省

九州地方整備局

83

95

92

82

81

80

94

93

91
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№ 実施時期 工事件名 発注者 元請業者 用途 規模

遠心力吹付け工法実績表
令和2年3月現在

平成１６年８月 高知自動車道　　　　　
豚座建設､山本建設経常

JV
φ＝2.5ｍ

～ 川奥工事 （㈱晃和） Ｌ＝5.5ｍ

平成１６年９月 ｎ=　２本

平成１６年９月 穴澤建設㈱ φ＝3.5ｍ

～ （㈱豊川建設） Ｌ＝15.0ｍ

平成１６年１０月 ｎ=　２本

平成１６年１０月
大森､沢木､西村経常建設Ｊ

Ｖ
φ＝2.5ｍ

～ （㈱豊川建設） Ｌ＝9.0～10.0ｍ

平成１６年１２月 ｎ=　４本

平成１６年１０月 　小田急建設㈱ φ＝3.0ｍ

～ （㈱佐吉産業） Ｌ＝11.5ｍ

平成１７年１月 ｎ=　２本

平成１６年１１月 熊谷建設工業㈱ φ＝2.5ｍ

～ （㈱佐吉産業） Ｌ＝8.5～10.0ｍ

平成１７年２月 ｎ=　４本

平成１６年１０月 高知自動車道　　　　　　
豚座建設､山本建設経常Ｊ

Ｖ
φ2.5ｍ

～ 川奥工事 （㈱晃和） Ｌ＝5.5～11.5ｍ

平成１７年３月 ｎ=　６本

平成１６年８月 φ＝2.5ｍ

～ （㈱原田建設） Ｌ＝7.0～8.5ｍ

平成１６年１０月 ｎ=　４本

平成１６年１０月 東亜建設工業㈱ φ＝3.5ｍ

～ （北新建設㈱） Ｌ＝11.5～12.0ｍ

平成１７年２月 ｎ=　４本

平成１６年１０月 φ＝6.0ｍ

～ Ｌ＝16.0ｍ

平成１６年１１月 （大村建設㈱） ｎ=　１本

平成１７年２月 常磐自動車道　　　　　　　　　　　 　山木工業 φ＝2.5ｍ

～ 上真野川橋(下部工)工事 （㈱大栄） Ｌ＝4.5～6.0ｍ

平成１７年３月 ｎ=　２本

平成１６年１月 森・今西経常JV φ＝2.5～5.0ｍ

～ （三井住友建設㈱） Ｌ＝6.0～14.5ｍ

平成１６年６月 ｎ=　5本

平成１６年９月 国土交通省 村本建設㈱ φ＝3.5ｍ

～ 近畿地方整備局 （村山工業㈱） Ｌ＝10.0ｍ

平成１６年９月 ｎ＝2本

平成１６年１０月 国土交通省 三井住友建設㈱ φ＝2.5ｍ

～ 近畿地方整備局 （㈱ササイ） Ｌ＝7.0～7.5ｍ

平成１６年１０月 ｎ＝2本

平成１７年２月 簗川ﾀﾞﾑ付替国道 ㈱山善 φ＝3.5ｍ

～ 14号橋下部工工事 （㈱佐吉産業） Ｌ＝5.0～10.0ｍ

平成１７年５月 ｎ＝6本

平成１７年４月 国道279号橋梁整備 青森県 熊谷建設工業㈱ φ＝3.0ｍ

～ (二枚橋一号橋) むつ県土整備部 （㈱佐吉産業） Ｌ＝6.0ｍ

平成１７年６月 ｎ＝2本

平成１６年１０月 国土交通省 ㈱深松組 φ＝3.0ｍ

～ 仙台河川工事 （㈱佐吉産業） Ｌ＝6.0～9.0ｍ

平成１７年７月 事務所 ｎ＝10本

平成１７年７月 緊急地方道路 栃木県 ㈱栗山山本建設 φ＝2.5ｍ

～ 整備工事 日光土木事務所 （三協技建㈱） Ｌ＝11.0ｍ

平成１７年８月 ｎ＝2本

平成１７年４月 山陰自動車道 日本道路公団
今井産業､大畑建設経常Ｊ

Ｖ
φ＝2.5ｍ

～ 武部橋(下部工)工事 中国支社 (北陵工業㈱) Ｌ＝8.0～10.0ｍ

平成１７年６月 ｎ＝4本

平成１７年５月 高知自動車道(四車線化) 日本道路公団 三井住友･ φ＝2.5ｍ

～ 立川トンネル工事 四国支社 飛島ＪＶ Ｌ＝9.0～13.0ｍ

平成１７年９月 (北陵工業㈱) ｎ＝6本

99

橋梁基礎

㈱辻組・㈱石井組共同企
業体

橋梁基礎

橋梁基礎

橋梁基礎

橋梁基礎

日本道路公団
四国支社

国道改築西沢橋工事 福島県土木 橋梁基礎

国道279号橋梁整備（二枚橋一号橋） 青森県むつ県土整備 橋梁基礎

日本道路公団　四国支社 橋梁基礎

駒形一号橋下部工工事
国土交通省

東北地方整備局
橋梁基礎

日本海沿岸東北自動車道土谷工事
日本道路公団

東北支社

佐賀497号横田川橋
国土交通省

九州地方整備局
橋梁基礎

姥懐橋下部工工事
国土交通省

東北地方整備局
橋梁基礎

100

98

97

96

日本道路公団 橋梁基礎

十津川道路小原現道付替橋梁下部
工事

（一般国道１６８号）

国土交通省
近畿地方整備局

橋梁基礎

網走端野線住吉橋新設工事２工区 網走土木現業所 橋梁基礎

岩手県土整備部 橋梁基礎

橋梁基礎

成沢橋下部工工事 橋梁基礎

橋本道路吉原高架橋 橋梁基礎

那智勝浦道路
清水谷高架橋(P4～A２)工事

橋梁基礎

102

101

113

110

114

112

111

109

108

107

106

105

104

103
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№ 実施時期 工事件名 発注者 元請業者 用途 規模

遠心力吹付け工法実績表
令和2年3月現在

平成１７年９月 ㈱高岡建設 φ＝5.0ｍ

～ (北陵工業㈱) Ｌ＝11.0ｍ

平成１７年９月 ｎ＝1本

平成１７年４月 常磐自動車道 日本道路公団 山本工業㈱ φ＝2.5ｍ

～ 上真野川橋(下部工) 東北支社 （㈱大栄） Ｌ＝4.0～10.0ｍ

平成１７年６月 工事 ｎ＝8本

平成１７年７月 国土交通省 ㈱佐々木組 φ＝5.0ｍ

～ 小樽開発建設部 （大村建設㈱） Ｌ＝11.0ｍ

平成１７年８月 ｎ＝1本

平成１７年７月 北海道横断自動車道 日本道路公団 清水・株木ＪＶ φ＝3.0ｍ

～ 穂別トンネル東工事 北海道支社 （大村建設㈱） Ｌ＝10.0ｍ

平成１７年９月 ｎ＝2本

平成１７年４月 高知自動車道 日本道路公団
豚座建設・山本建設経常Ｊ

Ｖ
φ＝2.5ｍ

～ 川奥工事 四国支社 （㈱晃和） Ｌ＝4.5～5.0ｍ

平成１７年４月 ｎ＝2本

平成１７年７月 国土交通省 佐伯建設工業㈱ φ＝2.5～3.0ｍ

～ 東北地方整備局 （㈱豊川建設） Ｌ＝8.5～9.5ｍ

平成１７年８月 ｎ＝4本

平成１７年２月 東九州自動車道 日本道路公団 ㈱植村組 φ＝2.5ｍ

～ 城ｹ迫谷橋 九州支社 （㈱原田建設） Ｌ＝10.0～20.5ｍ

平成１７年４月 ｎ＝8本

平成１７年６月 志戸坂峠道路 国土交通省 こうげ建設㈱ φ＝2.0ｍ

～ 智頭高架橋第2 中国地方整備局 （㈱原田建設） Ｌ＝6.5ｍ

平成１７年７月 ｎ＝8本

平成１７年７月 東九州自動車道 日本道路公団 ㈱佐伯建設 φ＝2.5ｍ

～ 茶屋場工事 九州支社 （木田重機興業(有)） Ｌ＝15.0～18.0ｍ

平成１７年９月 ｎ＝4本

平成１７年１０月 道路改築事業（国道） 久住土建㈱ φ＝2.0ｍ

～ 雁ヶ沢取付3号橋 （㈱小宮山土木） Ｌ＝6.5～8.5ｍ

平成１７年１０月 下部工事 ｎ＝2本

平成１７年１２月 道路改築事業（国道） 水出興業㈱ φ＝2.0ｍ

～ 本線雁ヶ沢橋梁 （㈱小宮山土木） Ｌ＝5.5～10.0ｍ

平成１８年１月 下部工事 ｎ＝2本

平成１６年９月 日本海沿岸道 日本道路公団 ノバックＪＶ φ＝2.5～3.0ｍ

～ つなぎ沢橋 秋田工事事務所 （㈱佐吉産業） Ｌ＝4.5～11.5ｍ

平成１７年１０月 ｎ＝8本

平成１７年９月 野沢柴崎線橋梁 福島県西会津町 ㈱海老名建設 φ＝2.5ｍ

～ 下部工 地域整備課 （㈱佐吉産業） Ｌ＝5.5～6.5ｍ

平成１７年１０月 ｎ＝4本

平成１７年１１月 工事用道路3号橋 国土交通省 ㈱南建設 φ＝3.5ｍ

～ 下部工 津軽ダム工事 （㈱佐吉産業） Ｌ＝5.5ｍ

平成１７年１１月 事務所 ｎ＝2本

平成１８年１月 簗川ダム付替国道 岩手県 ㈱内澤建設 φ＝3.0ｍ

～ 10号橋（Ａ2） 県土整備部 （㈱佐吉産業） Ｌ＝5.5～9.5ｍ

平成１８年３月 ｎ＝3本

平成１８年１月 簗川ダム付替国道 岩手県 ㈱山善 φ＝3.5ｍ

～ 8～9号橋（Ａ1） 県土整備部 （㈱佐吉産業） Ｌ＝7.0ｍ

平成１８年３月 ｎ＝3本

平成１７年１０月 丹波綾部道路橋上 前田建設工業㈱ φ＝2.5ｍ

～ トンネル工事 （村山工業㈱） Ｌ＝9.0ｍ

平成１７年１１月 ｎ＝4本

平成１７年１０月 旭川紋別自動車道 旭川開発 ㈱生駒組 φ＝6.0ｍ

～ 上川町上滝橋 建設部 （大村建設㈱） Ｌ＝17.0ｍ

平成１７年１１月 下部工事 ｎ＝1本

平成１８年１月 四国横断自動車道 井原工業㈱ φ＝2.5ｍ

～ 大河内橋（下部工） （㈱晃和） Ｌ＝6.5～15.5ｍ

平成１８年３月 工事 ｎ＝4本

橋梁基礎

橋梁基礎

一般国道229号神恵内村
弁財澗大橋下部外一連工事

橋梁基礎

橋梁基礎

橋梁基礎

国道494号(横山谷橋)道路改築工事 愛媛県 橋梁基礎

橋梁基礎

04仙台高架橋下部工 橋梁基礎

橋梁基礎

橋梁基礎

橋梁基礎

群馬県 橋梁基礎

群馬県 橋梁基礎

橋梁基礎

国土交通省 橋梁基礎

橋梁基礎

橋梁基礎

橋梁基礎

日本道路公団 橋梁基礎

119

120

117

116

115

118

131

130

129

128

127

126

125

124

123

122

121

133

132
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№ 実施時期 工事件名 発注者 元請業者 用途 規模

遠心力吹付け工法実績表
令和2年3月現在

平成１７年９月 大分387号 ㈱末宗組 φ＝2.5ｍ

～ 温見野地区改良外一連 （㈱原田建設） Ｌ＝13.0～15.0ｍ

平成１７年１０月 ｎ＝2本

平成１７年１１月 付替市道尾原線 九州地方建設局 ㈱後藤組 φ＝2.5ｍ

～ 1号橋下部工(P2・ 大分川ダム工事 （木田重機興業㈲） Ｌ＝7.5～10.0ｍ

平成１７年１２月 A2)工事 事務所 ｎ＝2本

平成１７年１１月 日本海沿岸東北自動車道新遠部川橋 日本道路公団 八重樫・小坂経常建設ＪＶ φ＝2.5ｍ

～ 下部工工事 東北支社 （㈱豊川建設） Ｌ＝5.3～5.5ｍ

平成１７年１１月 ｎ＝2本

平成18年3月 国道473号 持塚基礎 φ＝3.0ｍ

～ 2号橋A1 (村山工業) L=15.0m

平成18年5月 ｎ＝2本

平成18年3月 足立建設 φ＝2.0ｍ

～ (村山工業) L=10.0m

平成18年5月 ｎ＝8本

平成18年4月 久野工業 φ＝2.0ｍ

～ (村山工業) Ｌ＝11.5、12.5ｍ

平成18年4月 ｎ＝2本

平成18年6月 日本海沿岸自動車道 東日本高速道路 太平工業 φ＝2.5ｍ

～ 大川目沢橋 東北支社 (村山工業) Ｌ＝4.0、7.0ｍ

平成18年7月 ｎ＝8本

平成18年7月 首都圏中央自動車道 国土交通省 東邦建設 φ＝2.5ｍ

～ Ａ1 関東地域整備局 (村山工業) Ｌ＝12.0ｍ

平成18年7月 ｎ＝2本

平成18年5月 Ｈ17三遠南信 国土交通省 大旺建設㈱ φ＝2.5ｍ

～ ３号橋下部工 中部地方整備局 (木下工務所) Ｌ＝10.0ｍ

平成18年6月 飯田国道事務所 ｎ＝2本

平成18年5月 東九州自動車道 西日本高速道路 鹿島・太平ＪＶ φ＝2.5ｍ

～ 床木トンネル工事 九州支社 (木田重機興業) Ｌ＝13.5ｍ

平成18年5月 下り　やよい橋Ａ1 ｎ＝2本

平成18年4月 東九州自動車道 西日本高速道路 富士ピーエス・ φ＝2.5ｍ

～ 丸山橋橋梁工事(Ａ1橋台) 九州支社 熊谷ＪＶ Ｌ＝7.5、8.5ｍ

平成18年6月 (木田重機興業) ｎ＝4本

平成18年5月 大南・野津線 大分県 柴田建設㈱ φ＝2.5ｍ

～ ６号橋Ａ2橋台 振興局 (木田重機興業) Ｌ＝13.0ｍ

平成18年7月 ｎ＝2本

平成18年6月 簗川ダム国道付替 岩手県 佐藤建設工業㈱ φ＝3.5ｍ

～ 3号橋（P3,P4） 県土整備部 (佐吉産業) Ｌ＝11.5ｍ

平成18年8月 ｎ＝4本

平成18年7月 北海道横断自動車道 東日本高速道路 白崎建設㈱ φ＝3.0ｍ

～ 里音別川橋東(下部工)工事 北海道支社 (大村建設) Ｌ＝7.5ｍ

平成18年9月 ｎ＝4本

平成18年8月 十和建設㈱ φ＝2.5ｍ

～ (大栄) Ｌ＝4.0、4.5ｍ

平成18年8月 ｎ＝2本

平成18年8月 日本海沿岸東北自動車道 東日本高速道路 八重樫・小坂JV φ＝3.0ｍ

～ 新遠部川橋下部工事 東北支社 (豊川建設) Ｌ＝10.0ｍ

平成18年9月 ｎ＝2本

平成18年9月 四国横断自動車道 西日本高速道路 ﾐﾀﾆ建設工業㈱ φ＝2.5ｍ

～ 本田工事 四国支社 (北陵工業) Ｌ＝5.0ｍ

平成18年9月 ｎ＝4本

平成18年8月 国道289号 国土交通省 三和建設JV φ＝3.5ｍ

～ 8号橋梁下部工事 北陸地方整備局 (佐吉産業) Ｌ＝9.0､12.0ｍ

平成18年10月 長岡国道事務所 ｎ＝2本

平成18年10月 国道289号 国土交通省 日特建設㈱ φ＝3.0ｍ

～ 9号ｽﾉｰｼｪｯﾄ下部工事 北陸地方整備局 (佐吉産業) Ｌ＝5.5､7.0､15.0ｍ

平成18年11月 長岡国道事務所 ｎ＝3本

橋梁基礎

橋梁基礎

静岡県 橋梁基礎

国土交通省 橋梁基礎

新野増橋 東京都 橋梁基礎

坂元ループ橋 千葉県 橋梁基礎

橋梁基礎

141 橋梁基礎

橋梁基礎142

140

橋梁基礎

一般県道鶴岡村上線道路改良工事 山形県 橋梁基礎

橋梁基礎

橋梁基礎

橋梁基礎

橋梁基礎

橋梁基礎

橋梁基礎

橋梁基礎

擁壁基礎

149

148

147

146

137

136

135

134

144

143

139

138

152

151

150

145
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№ 実施時期 工事件名 発注者 元請業者 用途 規模

遠心力吹付け工法実績表
令和2年3月現在

平成18年10月 国道338号橋梁整備 青森県 野村建設㈱ φ＝2.5ｍ

～ 白糠5号橋 むつ県土整備部 (佐吉産業) Ｌ＝5.0ｍ

平成18年11月 ｎ＝2本

平成18年9月 佐賀202号 国土交通省 ㈱山儀建設 φ＝2.5ｍ

～ 北波多1号橋下部工 九州地方整備局 (原田建設) Ｌ＝6.0ｍ

平成18年10月 ｎ＝2本

平成18年10月 平成17年度 国土交通省 小田急建設㈱ φ＝3.0ｍ

～ 須川橋改築工事 関東地方整備局 (小宮山土木) Ｌ＝8.5～17.5ｍ

平成18年12月 八ﾂ場ダム工事事務所 ｎ＝7本

平成18年10月 十和建設㈱ φ＝3.0ｍ

～ (大栄) Ｌ＝3.5～4.0ｍ

平成18年11月 ｎ＝2本

平成18年10月 四国横断自動車道 西日本高速道路 ﾐﾀﾆ建設工業㈱ φ＝2.5ｍ

～ 本田工事 四国支社 (北陵工業) Ｌ＝6.0ｍ

平成18年11月 ｎ＝4本

平成18年11月 岡山自動車道 西日本高速道路 福田建設㈱ φ＝2.5ｍ

～ 賀陽工事 中国支社 (北陵工業) Ｌ＝11.0ｍ

平成18年12月 ｎ＝2本

平成19年3月 国道439号道路改築 高知県 ㈱晃立 φ＝3.0ｍ

～ (大植3号橋)下部工 越知土木事務所 (北陵工業) Ｌ＝6.5ｍ

平成19年3月 工事 ｎ＝2本

平成18年10月 (国)379号 泉建設㈱ φ＝2.5ｍ

～ 道路改良工事 （晃和） Ｌ＝4.5ｍ

平成18年10月 橋整第19号の2 ｎ＝2本

平成18年11月 四国横断自動車道 西日本高速道路 ㈱生田組 φ＝3.0ｍ

～ 久礼橋(下部工)西工事 四国支社 （晃和） Ｌ＝13.0ｍ

平成19年1月 ｎ＝8本

平成19年2月 富谷地区 国土交通省 熱海建設興業㈱ φ＝4.0ｍ

～ 道路改良工事(A2) 東北地方整備局 (豊川建設) Ｌ＝12.5､16.5m

平成19年2月 ｎ＝2本

平成19年4月 日本海東北自動車道 北野・大森JV φ＝3.0ｍ

～ 三瀬トンネル工事 （大栄） L=10.5、11.0ｍ

平成19年5月 n＝2本

平成19年5月 四国横断自動車道 入交建設㈱ φ＝2.5ｍ

～ 川崎トンネル工事 （晃和） L=10.5、11.5ｍ

平成19年5月 n＝4本

平成19年5月 北海道横断自動車道 奥村･株木･経常 φ＝2.5ｍ

～ 鍛高トンネル工事 JV L=22.5ｍ

平成19年6月 （大村建設） n＝3本

平成19年6月 深川留萌道十二線川 堀松建設工業 φ＝2.5ｍ

～ 橋下部工事 （大村建設） Ｌ＝40.0ｍ

平成19年7月 ｎ＝4本

平成19年6月 北海道横断自動車道 西部・伊藤組・経常JV φ＝2.5ｍ

～ トマム西工事 （大村建設） Ｌ＝25.0ｍ

平成19年7月 ｎ＝4本

平成19年6月 国土交通省 ㈱佐賀組 φ＝2.5ｍ

～ 岩手河川事務所 （佐吉産業） Ｌ＝8.0ｍ

平成19年7月 ｎ＝2本

平成18年12月 日本道路公団 ㈱冨士工 φ＝2.5ｍ

～ いわき工事事務所 （佐吉産業） Ｌ＝7.0､14.0、13.0ｍ

平成19年8月 ｎ＝8本

平成19年7月 四国横断自動車道 フジタ・みらいJV φ＝2.5ｍ

～ 久礼坂トンネル工事 （北陵工業） Ｌ＝9.5ｍ

平成19年8月 ｎ＝2本

平成19年7月 国土交通省 ㈱マルゴ φ＝3.5ｍ

～ 東北地方整備局 （大栄） Ｌ＝7.5ｍ

平成19年8月 ｎ＝2本

一般県道鶴岡村上線道路改良工事 山形県 橋梁基礎

橋梁基礎

橋梁基礎

橋梁基礎

愛媛県 橋梁基礎

橋梁基礎

橋梁基礎

橋梁基礎

西日本高速道路㈱
四国支社

橋梁基礎

東日本高速道路㈱ 橋梁基礎

橋梁基礎

橋梁基礎

日本道路公団 橋梁基礎

169 磐越自動車道夏井工事 橋梁基礎

留萌開発建設部 橋梁基礎

東日本高速道路㈱ 橋梁基礎

西日本高速道路㈱
四国支社

橋梁基礎

堅苫沢地区橋台工事 橋梁基礎

釜石自動車道小友川橋 橋梁基礎

170

171

168

155

154

153

161

160

159

158

157

156

162

167

166

165

164

163
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№ 実施時期 工事件名 発注者 元請業者 用途 規模

遠心力吹付け工法実績表
令和2年3月現在

平成19年6月 国道289号2、3号 国土交通省 ㈱曙建設 φ＝3.5ｍ

～ 橋梁下部工 北陸地方整備局 （佐吉産業） Ｌ＝8.0、10.5ｍ

平成19年9月 長岡工事事務所 ｎ＝2本

平成19年6月 国道338号橋梁整備 青森県 菊末産業㈱ φ＝2.5ｍ

～ 白糖5号橋 むつ県土木整備局 （佐吉産業） Ｌ＝5.5、7.0ｍ

平成19年9月 ｎ＝2本

平成19年9月 地方道路交付金工事（道路改良）その8 ㈱山本組 φ＝3.0ｍ

～ A1橋台 （高山基礎） Ｌ＝18.0、16.0ｍ

平成19年9月 ｎ＝2本

平成19年8月 国土交通省 小澤工業㈱ φ＝2.5ｍ

～ 東北地整　福島 （豊川建設） Ｌ＝11.0、10.0ｍ

平成19年9月 河川国道事務所 ｎ＝4本

平成19年7月 国土交通省 ㈱第一土木 φ＝2.0、2.5ｍ

～ 近畿地方整備局 （原田建設） Ｌ＝13.0、12.0ｍ

平成19年9月 ｎ＝4本

平成19年8月 松尾建設 φ＝2.5ｍ

～ （カンズコーポレーション） Ｌ＝10.0、13.5ｍ

平成19年9月 ｎ＝5本

平成19年10月 φ＝3.0ｍ

～ Ｌ＝5.0ｍ、7.5ｍ

平成19年12月 ｎ＝6本

平成19年10月 地方道路交付金工事 ㈱山本組 φ＝3.0ｍ

～ （道路改良）その8 （高山基礎工業） Ｌ＝18.0ｍ、16.0ｍ

平成19年10月 （Ａ1橋台） ｎ＝2本

平成19年11月 地方道路交付金工事 若丹建設㈱ φ＝3.0ｍ

～ （道路改良）その8 （高山基礎工業） Ｌ＝16.0ｍ

平成19年12月 （Ａ2橋台） ｎ＝2本

平成19年11月 国土交通省 ㈱小澤組 φ＝3.5ｍ

～ 三陸国道事務所 （佐吉産業） Ｌ＝7.5ｍ、10.5ｍ

平成20年1月 ｎ＝2本

平成19年11月 簗川ダム付替国道 岩手県 ㈱山崎組 φ＝2.5ｍ

～ 3号橋下部工-2工事 県土整備部 （佐吉産業） Ｌ＝12.0ｍ

平成19年12月 ｎ＝3本

平成19年11月 国土交通省 ㈱橋本 φ＝2.5ｍ

～ 仙台河川工事事務所 （佐吉産業） Ｌ＝4.5ｍ、5.5ｍ

平成19年12月 ｎ＝4本

平成19年11月 ふるさと林道大霊山線 福島県 佐藤工業㈱ φ＝3.5ｍ

～ 第1904号工事 県北農林事務所 （佐吉産業） Ｌ＝9.5ｍ、12.0ｍ

平成19年12月 ｎ＝2本

平成19年11月 常磐自動車道 国土総合建設ＪＶ φ＝3.0ｍ

～ 野上工事 （佐吉産業） Ｌ＝10.5ｍ、12.5ｍ

平成19年12月 いわき工事事務所 ｎ＝4本

平成19年12月 国土交通省 洋伸建設㈱ φ＝2.5ｍ

～ 中国地方整備局 （北陵工業） Ｌ＝5.0ｍ

平成20年1月 ｎ＝2本

平成20年1月 国土交通省 錦建設㈱ φ＝3.0ｍ

～ 中国地方整備局 （原田建設） Ｌ＝12.0ｍ、8.5ｍ

平成20年1月 ｎ＝2本

平成20年2月 五島建設(株) φ＝3.0ｍ

～ (北陵工業) Ｌ＝10.0ｍ

平成20年2月 ｎ＝2本

平成20年2月 広成建設(株) φ＝2.5ｍ

～ (北陵工業) Ｌ＝10.0ｍ

平成20年3月 ｎ＝4本

平成20年3月 (有)小川工務店 φ＝3.0ｍ

～ (北陵工業) Ｌ＝9.5ｍ

平成20年4月 ｎ＝2本

橋梁基礎

丹波綾部道路才原Dランプ橋下部工 橋梁基礎

橋梁基礎

橋梁基礎

福井県 橋梁基礎

橋梁基礎

福井県 橋梁基礎

南西―新滝第三工区の2 東京都 橋梁基礎

Ｒ145本線橋Ｐ3 群馬県 カンズコーポレーション 橋梁基礎

橋梁基礎

橋梁基礎

東広島・呉道路、二級峡第二橋下部工事 橋梁基礎

東日本高速道路㈱
東北支社

橋梁基礎

橋梁基礎

只越橋下部工工事

鵜住居第一高架橋下部工工事

橋梁基礎

尾道・松江自動車道山手第二改良

福井県

新杉ノ沢橋橋台工事

橋梁基礎

愛媛県　今治地方局
離橋整第70号の2(一)岩城弓削線

道路改築工事

189 東広島・呉道路阿賀高架橋下部工事　　　
国土交通省

中国地方整備局
橋梁基礎

橋梁基礎

190
離橋整第70号の2(一)岩城弓削線

道路改築工事
愛媛県　今治地方局 橋梁基礎

188

187

186

185

178

177

184

183

182

181

172

176

175

174

173

180

179
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№ 実施時期 工事件名 発注者 元請業者 用途 規模

遠心力吹付け工法実績表
令和2年3月現在

平成20年4月 (株)佐々木組 φ＝2.5ｍ

～ (北陵工業) Ｌ＝8.0ｍ

平成20年5月 ｎ＝4本

平成20年4月 いしかわ広域交流 北川建設(株) φ＝4.5ｍ

～ 幹線軸道路整備工事 (小宮山土木) Ｌ＝9.5ｍ

平成20年6月 ｎ＝2本

平成20年5月 佐藤工業(株) φ＝3.0ｍ

～ (佐吉産業) Ｌ＝7.5ｍ

平成20年6月 ｎ＝2本

平成20年5月 北海道横断自動車道 前田建設工業(株) φ＝2.5ｍ

～ 久留喜工事 (大村建設) Ｌ＝27.0ｍ

平成20年7月 ｎ＝2本

平成20年7月 (株)大歳組 φ＝2.5ｍ

～ (北陵工業) Ｌ＝13.5ｍ

平成20年9月 ｎ＝2本

平成20年7月 国道279号橋梁整備 青森県 熊谷建設工業(株) φ＝3.5ｍ

～ (二枚橋２号橋) むつ県土整備部 (佐吉産業) Ｌ＝16.0ｍ、18.0ｍ

平成20年11月 Ｐ３橋脚 ｎ＝4本

平成20年8月 北海道横断自動車道 沢田建設(株) φ＝2.5ｍ

～ 白糠町 フモト (大村建設) Ｌ＝15.5ｍ

平成20年9月 改良工事 ｎ＝2本

平成20年8月 付替県道11号橋 斉藤建設(株) φ＝3.0ｍ

～ 下部工事 (小宮山土木) Ｌ＝8.5ｍ

平成21年1月 ｎ＝2本

平成20年9月 佐藤工業(株) φ＝2.5ｍ

～ (佐吉産業) Ｌ＝11.0ｍ

平成20年9月 ｎ＝2本

平成20年9月 東九州道(鹿屋～大隅) 山佐産業株) φ＝3.0ｍ

～ 炭床橋 (原田建設) Ｌ＝14.0m、17.0m

平成20年11月 ｎ＝2本

平成20年10月 尾道・松江自動車道 山陽建設株) φ＝2.5ｍ

～ 小童第3改良工事 (北陵工業) Ｌ＝6.0ｍ

平成20年10月 ｎ＝2本

平成20年10月 北海道横断自動車道 阿寒共立土建(株) φ＝3.0ｍ

～ 白糠町 タンネナイ (大村建設) Ｌ＝15.0ｍ

平成20年11月 改良工事 ｎ＝1本

平成20年11月 浜田・三隅道路 今井産業株) φ＝3.0ｍ

～ 内田高架橋下部第2工事 (北陵工業) Ｌ＝8.0ｍ

平成20年12月 ｎ＝2本

平成20年11月 NEXCO東日本 鹿島ＪＶ φ＝2.5ｍ

～ 相馬工事事務所 　(佐吉産業) Ｌ＝9.5ｍ～16.0ｍ

平成21年2月 ｎ＝6本

平成20年12月 平成19年度 紀勢線 中部地方整備局 φ＝2.5ｍ

～ オマワキ川橋下部工事 紀勢国道事務所 Ｌ＝7.5m～8.5m

平成21年１月  (上村組) ｎ＝2本

平成20年12月 関場建設(株) φ＝3.0ｍ

～ (佐吉産業) Ｌ＝13.5ｍ

平成21年１月 ｎ＝4本

平成20年12月 (株)沢木組 φ＝3.0ｍ

～ (佐吉産業) Ｌ＝10.0ｍ

平成21年1月 ｎ＝4本

平成20年12月 南大山5期農免農道 (有)今井組 φ＝2.5ｍ

～ 2号橋 A2橋台工事　　　 (原田建設) Ｌ＝4.0ｍ

平成20年12月 ｎ＝2本

平成20年12月 東九州道(大隅～末吉) (株)植村組 φ＝2.5ｍ

～ 狩谷川橋下部工　　　 (原田建設) Ｌ＝8.5m～15.0m

平成21年1月 ｎ＝4本

191 岡山自動車道中之谷工事
西日本高速道路

中国支社
橋梁基礎

国土交通省
中国地方整備局

橋梁基礎

192
石川県

県央土木総合事務所
橋梁基礎

193 飯坂地区躯体工事
国土交通省

福島河川国道事務所
橋梁基礎

196 橋梁基礎

197 釧路開発建設部 橋梁基礎

194 東日本高速道路(株) 橋梁基礎

195 東広島・呉道路小滝川橋下部工事　　　

橋梁基礎

201
国土交通省

中国地方整備局
橋梁基礎

国土交通省 橋梁基礎

199 杉ノ平地区道路改良
国土交通省

福島河川国道事務所
橋梁基礎

202 釧路開発建設部 橋梁基礎

203
国土交通省

中国地方整備局
橋梁基礎

橋梁基礎

前川・紀南・
東和経常建設共同企業体

橋梁基礎204 常磐道　石神工事

200 国土交通省

198

橋梁基礎

205 橋梁基礎

物倉橋下部工工事
国土交通省

福島河川国道事務所

橋梁基礎

209 国土交通省 橋梁基礎

208

207 秋田御所野雄和線　　　 秋田県　建設交通部

206

緑資源公団
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№ 実施時期 工事件名 発注者 元請業者 用途 規模

遠心力吹付け工法実績表
令和2年3月現在

平成20年12月 久堀組 φ＝2.5ｍ

～ (カンズコーポレーション) Ｌ＝7.3ｍ

平成  年  月 ｎ＝2本

平成21年1月 (株)日新土建工業 φ＝2.5ｍ

～ (佐吉産業) Ｌ＝9.5ｍ

平成21年2月 ｎ＝2本

平成21年3月 (株)熊谷組 φ＝2.5ｍ

～ (北陵工業) Ｌ＝7.0ｍ

平成21年3月 ｎ＝2本

平成21年5月 大日本土木(株) φ＝2.5ｍ

～ (佐吉産業) Ｌ＝6.5ｍ

平成21年6月 ｎ＝2本

平成21年6月 関東建設工業(株) φ＝2.0ｍ

～ (小宮山土木) Ｌ＝5.0ｍ

平成21年6月 ｎ＝6本

平成21年6月 付替市道 河内線    河内橋下部工 後藤建設(株) φ＝3.0ｍ

～ (P4・A2)工事    　　　 (木田重機興業) Ｌ＝4.5m～6.5m

平成21年7月 ｎ＝2本

平成21年6月 京極地下発電所 大成建設㈱ φ＝2.5ｍ

～ 新築工事 (大村建設) Ｌ＝22.0m

平成21年7月 (換気立工吹き付け)    　　　 ｎ＝1本

平成21年6月 平成19年度 紀勢線 あおみ建設(株) φ＝2.5ｍ

～ 加田高架橋下部工事 (上村組) Ｌ＝9.0m

平成21年7月 ｎ＝2本

平成21年6月 平成20年度 物倉橋 関場建設(株) φ＝4.0ｍ

～ 下部工工事      　　　 (佐吉産業) Ｌ＝11.0m

平成21年9月 ｎ＝2本

平成21年6月 東亜建設工業㈱ φ＝2.5ｍ～3.0m

～ (原田建設) Ｌ＝5.5m～9.5m

平成21年9月 ｎ＝6本

平成21年7月 (有)カワケン φ＝2.0ｍ

～ (北陵工業) Ｌ＝3.5m

平成21年7月 ｎ＝2本

平成21年7月 熊本3号女島橋　　　　 (株)技建日本 φ＝2.5ｍ

～ 下部工(A2)外工事       　　　 (原田建設) Ｌ＝7.5m～9.0ｍ

平成21年8月 ｎ＝2本

平成21年7月 (株)村山土建 φ＝2.0ｍ

～ (小宮山土木) Ｌ＝8.0m

平成21年8月 ｎ＝3本

平成21年7月 平成20年度 紀勢線 ㈱森組 φ＝2.5ｍ

～ オマワキ川橋下部工事　　　　　 　　　 (上村組) Ｌ＝8.0m～9.5m

平成21年8月 ｎ＝2本

平成21年7月 北海道横断自動車道 村井建設工業㈱ φ＝2.5ｍ

～ 白糠町 縫別川橋下部工事　     　　　 (大村建設) Ｌ＝25.5m

平成21年9月 釧路開発建設部 ｎ＝2本

平成21年7月 平成20年度 紀勢線 吉川建設㈱ φ＝2.5ｍ

～ 古里高架橋下部工事 (上村組) Ｌ＝4.5m～9.0ｍ

平成21年10月 ｎ＝4本

平成21年7月 日本土木工業(株) φ＝2.5ｍ

～ (上村組) Ｌ＝6.0ｍ～9.0m

平成21年10月 ｎ＝6本

平成21年8月 関西土木(株) φ＝2.5ｍ

～ (北陵工業) Ｌ＝11.5ｍ～15.0m

平成21年9月 ｎ＝4本

平成21年7月 北海道横断自動車道 白崎建設工業㈱ φ＝2.0ｍ～2.5m

～ 白糠町 クショナイ川橋下部工事　     　　　 (大村建設) Ｌ＝22.0ｍ～47.5m

平成21年9月 釧路開発建設部 ｎ＝6本

211 長老沢地区道路改良　　　
国土交通省

福島河川国道事務所
橋梁基礎

210 国道425号　　　 和歌山県　日高振興局 橋梁基礎

212
四国横断自動車道

鳴門ジャンクション工事
日本道路公団　四国支社

徳島工事事務所

214
3・4・15磯部原市線

簗瀬大橋(仮称)A2橋台
基礎改良工事

安中市 橋梁基礎

橋梁基礎

213 付替県道8号トンネル工事　　　
国土交通省

湯西川ダム工事事務所
橋梁基礎

215 国土交通省 橋梁基礎

216 北海道電力 橋梁基礎

217
国土交通省

中部地方整備局
橋梁基礎

218
国土交通省

磐城国道事務所
橋梁基礎

220
南大山5基幹農道
2号橋A1橋台工事

日野総合事務所
県土整備局

橋梁基礎

219
丹波綾部道路才原
高架橋下部工工事

国土交通省 橋梁基礎

221 国土交通省 橋梁基礎

222 国道253号八箇地区道路その2工事       　　　
国土交通省

北陸地方整備局
橋梁基礎

223
国土交通省

中部地方整備局
橋梁基礎

224 橋梁基礎

国土交通省
北海道開発局

225
国土交通省

中部地方整備局
橋梁基礎

226
平成20年度熊野尾鷲道路

新鹿道路建設工事
国土交通省

中部地方整備局
橋梁基礎

227 平成20－21年度大坂谷川下部工事
四国地方整備局
土佐国道事務所

228

橋梁基礎

橋梁基礎

国土交通省
北海道開発局



13 ページ

№ 実施時期 工事件名 発注者 元請業者 用途 規模

遠心力吹付け工法実績表
令和2年3月現在

平成21年8月 能越道　佐々波川橋 日本海建設㈱ φ＝3.5ｍ

～ 下部工事　　　　       　　　 (カンズコーポレーション) Ｌ＝7.0ｍ

平成21年8月 ｎ＝2本

平成21年9月 佐賀497号千々賀 ㈱山儀建設 φ＝2.5ｍ

～ 2号橋下部工事　　　       　　　 (原田建設) Ｌ＝5.0ｍ～5.5m

平成21年10月 ｎ＝2本

平成21年9月 国土交通省 不動テトラJV φ＝2.5ｍ

～ 湯西川ﾀﾞﾑ工事 （佐吉産業） Ｌ＝5.0ｍ～6.0ｍ

平成22年12月 事務所 ｎ＝8本

平成21年10月 平成20年度 紀勢線 ㈱東組 φ＝2.5ｍ

～ 尾鷲高架橋下部工事 (上村組) Ｌ＝6.0m～7.0ｍ

平成21年10月 ｎ＝2本

平成21年11月 NEXCO東日本 鹿島ＪＶ φ＝2.5ｍ

～ 相馬工事事務所 (佐吉産業) Ｌ＝9.5m～16.0m

平成22年2月 ｎ＝6本

平成21年10月 ㈱熊谷組 φ＝4.5ｍ

～ （北陸工業） Ｌ＝9.0ｍ

平成21年10月 ｎ＝1本

平成21年10月 ㈱本城根組 φ＝2.5ｍ

～ (カンズコーポレーション) Ｌ＝7.5m～9.5m

平成21年11月 ｎ＝4本

平成21年11月 付替県道３号 国土交通省 青木あすなろ建設㈱ φ＝3.0ｍ

～ トンネル工事 湯西川ﾀﾞﾑ工事 （佐吉産業） Ｌ＝13.5ｍ

平成21年12月 事務所 ｎ＝2本

平成21年12月 第二東名高速道路 NEXCO中日本 オリエンタル白石㈱ φ＝3.0ｍ

～ 上城高架橋工事 沼津工事事務所 （佐吉産業） Ｌ＝17.0m～20.5m

平成22年2月 ｎ＝3本

平成22年1月 能越道黒崎第二高架橋 和田内潜建㈱ φ＝2.5ｍ

～ 下部その２工事 (カンズコーポレーション) Ｌ＝4.0ｍ

平成22年2月 ｎ＝2本

平成22年1月 付替県道15号橋 国土交通省 河本工業㈱ φ＝2.0ｍ

～ 下部工事 湯西川ﾀﾞﾑ工事 （佐吉産業） Ｌ＝4.5ｍ

平成22年3月 事務所 ｎ＝2本

平成22年2月 国土交通省 ㈱渡辺組 φ＝2.5m～3.5m

～ 上荒川下部工工事 東北地方整備局 （佐吉産業） Ｌ＝5.0m～11.5m

平成22年4月 磐城国道事務所 ｎ＝6本

平成22年2月 ㈱深松組 φ＝3.0m

～ 川内旗立線橋梁下部工工事 仙台建設局 （佐吉産業） Ｌ＝22.0m

平成22年5月 ｎ＝3本

平成22年2月 国土交通省 ㈱小澤組 φ＝3.0m

～ 鳴沢川橋下部工工事 東北地方整備局 （佐吉産業） Ｌ＝6.0m～10.0m

平成22年6月 岩手河川国道事務所 ｎ＝4本

平成22年2月 一般国道342号線 ㈱小澤組 φ＝2.5m

～ 祭畤大橋災害復旧工事 岩手県県土整備部 （佐吉産業） Ｌ＝6.5m～13.0m

平成22年6月 ｎ＝6本

平成22年2月 国土交通省 ㈱小澤組 φ＝2.5m

～ 中沢川橋下部工工事 東北地方整備局 （佐吉産業） Ｌ＝9.0m

平成22年10月 岩手河川国道事務所 ｎ＝6本

平成22年3月 能越道黒崎第二高架橋 明翫組 φ＝2.5ｍ

～ 下部その１工事 (カンズコーポレーション) Ｌ＝7.0ｍ

平成22年3月 ｎ＝2本

平成22年5月 国土交通省 クレハ錦建設㈱ φ＝2.5m～3.5m

～ 五郎内橋下部工工事 東北地方整備局 （佐吉産業） Ｌ＝7.5m～8.5m

平成22年9月 磐城国道事務所 ｎ＝4本

平成22年5月 国土交通省 樋下建設㈱ φ＝2.5m

～ 水海高架橋下部工工事 東北地方整備局 （佐吉産業） Ｌ＝6.5m

平成22年12月 三陸国道事務所 ｎ＝2本

241

242

246

橋梁基礎

247

橋梁基礎

橋梁基礎

付替県道打越地区橋梁工事       　　　 橋梁基礎

230 国土交通省

常磐道　石神工事 橋梁基礎

229
国土交通省

北陸地方整備局
橋梁基礎

231

橋梁基礎

橋梁基礎

234
四国横断自動車道

鳴門ジャンクション工事
日本道路公団　四国支社

徳島工事事務所
橋梁基礎

233

232
国土交通省

中部地方整備局
橋梁基礎

橋梁基礎

239 橋梁基礎

236 橋梁基礎

237 橋梁基礎

橋梁基礎

橋梁基礎

235
和田山八鹿道路畑川

橋下部改良下りＡ１工事
兵庫県

橋梁基礎

238 石川県

石川県

橋梁基礎

240

243

244

245

橋梁基礎
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№ 実施時期 工事件名 発注者 元請業者 用途 規模

遠心力吹付け工法実績表
令和2年3月現在

平成22年6月 平成21年度　熊野尾鷲道路 国土交通省 﨑･海邊JV φ＝2.5m

～ 新里川橋下部工事 中部地方整備局 （上村組） Ｌ＝5.5m

平成22年6月 ｎ＝2本

平成22年6月 平成21-22年度 国土交通省 井上建設㈱ φ＝2.5m～3.0m

～ 州津改良（その3）工事 四国地方整備局 （北陵工業） Ｌ＝4.5m～6.0m

平成22年12月 徳島河川国道事務所 ｎ＝4本

平成22年7月 国補国道改築工事（仮称） 田岡建設㈱ φ＝2.0m

～ 大久保橋A1橋台 茨城県土木部 （高山基礎工業） Ｌ＝5.5m

平成22年7月 ｎ＝3本

平成22年7月 東広島･呉道路 国土交通省 梅林建設㈱ φ＝2.5m

～ 二級狭第四橋下部工事 中国地方整備局 （北陵工業） Ｌ＝7.0m

平成22年8月 広島国道事務所 ｎ＝2本

平成22年7月 国土交通省 板谷建設㈱ φ＝2.5m

～ 深沢下部工工事 東北地方整備局 （佐吉産業） Ｌ＝3.0m～4.5m

平成22年9月 岩手河川国道事務所 ｎ＝4本

平成22年7月 平成21年度　熊野尾鷲道路 国土交通省 ㈱セルフ舎建設 φ＝2.5m

～ 古川高架橋下部工事 中部地方整備局 （上村組） Ｌ＝6.5m～11.5m

平成22年11月 ｎ＝10本

平成22年8月 国補国道改築工事（仮称） 益三建設㈱ φ＝2.5m

～ 大久保橋A2橋台 茨城県土木部 （高山基礎工業） Ｌ＝8.0m

平成22年9月 ｎ＝3本

平成22年8月 近畿自動車道　紀勢線 国土交通省 ㈱丸山組 φ＝2.5m

～ 長井谷高架橋下部工事 近畿地方整備局 （北陵工業） Ｌ＝5.5m～6.5m

平成22年9月 紀南河川国道事務所 ｎ＝4本

平成22年8月 北海道横断自動車道 国土交通省 白崎建設㈱ φ＝2.5m

～ 白糠町ヤスイ川橋下部工事 北海道開発局 （大村建設） Ｌ＝11.0m

平成22年10月 釧路開発建設部 ｎ＝4本

平成22年8月 国土交通省 ㈱タカヤ φ＝3.0m

～ 吉浜高架橋下部工工事 東北地方整備局 （佐吉産業） Ｌ＝14.5m

平成23年1月 三陸国道事務所 ｎ＝2本

平成22年9月 東北中央自動車道 国土交通省 小林土木 φ＝3.0m

～ 中野地区下部工工事 東北地方整備局 (カンズコーポレーション) Ｌ＝7.0m

平成22年10月 ｎ＝2本

平成22年9月 香川県 綾上建設㈱ φ＝2.0m～2.5m

～ 県道綾川府中線道路整備工事 中讃土木事務所 （北陵工業） Ｌ＝6.5m～8.0m

平成22年11月 ｎ＝2本

平成22年10月 尾道･松江自動車道 国土交通省 ㈱大歳組 φ＝3.0m

～ 火室第6改良工事 中国地方整備局 （北陵工業） Ｌ＝9.5m

平成22年11月 三次河川国道事務所 ｎ＝2本

平成22年10月 三遠南信龍江椚平工事 吉川建設㈱ φ＝2.5m

～ 飯田国道工事事務所 （木下工務所） Ｌ＝7.5m

平成22年11月 ｎ＝2本

平成22年10月 国土交通省 佐藤工業㈱ φ＝2.5m

～ 長老沢地区橋梁下部工工事 東北地方整備局 （佐吉産業） Ｌ＝8.0m

平成22年12月 福島河川国道事務所 ｎ＝2本

平成22年10月 国土交通省 佐藤工業㈱ φ＝3.0m

～ 長老沢地区工事用道路工事 東北地方整備局 （佐吉産業） Ｌ＝6.5m～7.0m

平成22年12月 福島河川国道事務所 ｎ＝2本

平成22年11月 尾道･松江自動車道 国土交通省 大成建設㈱ φ＝3.0m

～ 麻志トンネル工事 中国地方整備局 （北陵工業） Ｌ＝6.0m

平成22年12月 三次河川国道事務所 ｎ＝4本

平成22年11月 尾道･松江自動車道 国土交通省 ㈱不動テトラ φ＝2.5m

～ 甲奴IC第2改良工事 中国地方整備局 （北陵工業） Ｌ＝9.0m

平成22年12月 福山河川国道事務所 ｎ＝2本

平成22年12月 第二東名高速道路 三井住友建設㈱ φ＝2.8m

～ 郡界川橋工事 NEXCO中日本 （高山基礎工業） Ｌ＝7.5m～10.5m

平成23年4月 ｎ＝8本

橋梁基礎

橋梁基礎

橋梁基礎

橋梁基礎

橋梁基礎

橋梁基礎

橋梁基礎

橋梁基礎

橋梁基礎

橋梁基礎

橋梁基礎254

255

橋梁基礎

248

250

257

258

256

262

264

263

橋梁基礎

253

252

橋梁基礎249

橋梁基礎

橋梁基礎

261

260

橋梁基礎

251

259

橋梁基礎

265

266 橋梁基礎
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№ 実施時期 工事件名 発注者 元請業者 用途 規模

遠心力吹付け工法実績表
令和2年3月現在

平成23年1月 平成22年度 長野県 北沢建設㈱ φ＝2.5m

～ 社会資本整備交付金工事 飯田建設事務所 （木下工務所） Ｌ＝9.0m

平成23年2月 ｎ＝2本

平成23年1月 天竜公園阿智線 長野県 北沢建設㈱ φ＝2.5m

～ 伍和2工区 飯田建設事務所 （木下工務所） Ｌ＝9.0m

平成23年2月 ｎ＝2本

平成23年1月 平成21年度 国土交通省 ㈱セルフ舎建設 φ＝2.5m～3.0m

～ 紀勢線尾鷲高架橋下部工事 中部地方整備局 （上村組） Ｌ＝7.0m～10.5m

平成23年3月 ｎ＝5本

平成23年2月 京都第二外環状道路 国土交通省 三井住友建設㈱ φ＝2.5m

～ 西山トンネル奥海印寺工区工事 近畿地方整備局 （北陵工業） Ｌ＝6.0m～10.0m

平成23年3月 京都国道事務所 ｎ＝4本

平成23年2月 平成20年度　紀勢線 国土交通省 前田建設工業㈱ φ＝2.5m

～ 古里第3･加田トンネル工事 中部地方整備局 （上村組） Ｌ＝11.0m

平成23年3月 ｎ＝2本

平成23年2月 平成22年度　 国土交通省 西･村田JV φ＝3.0m

～ 紀勢線蛙又川橋下部工事 中部地方整備局 （上村組） Ｌ＝11.0m～12.0m

平成23年3月 ｎ＝2本

平成23年5月 北海道横断自動車道 国土交通省 宮坂建設工業㈱ φ＝2.5m

～ 釧路市ヤツナミ橋下部外一連工事 北海道開発局 （大村建設） Ｌ＝8.0m～11.5m

平成23年7月 釧路開発建設部 ｎ＝4本

平成23年6月 丹波綾部道路 国土交通省 青松建設㈱ φ＝3.0m

～ 曽根川橋橋台工事 近畿地方整備局 （カンズコーポレーション） Ｌ＝5.5m

平成23年6月 福知山河川国道事務所 ｎ＝2本

平成23年6月 朴沢地区下部工工事 国土交通省 佐藤工業㈱ φ＝3.0m

～ 東北地方整備局 （佐吉産業） Ｌ＝4.5m～7.5m

平成23年8月 福島河川国道事務所 ｎ＝8本

平成23年6月 尾道・松江自動車道 国土交通省 ㈱福田組 φ＝3.5m

～ 横畠トンネル工事 中国地方整備局 （北陵工業） Ｌ＝12.5m

平成23年9月 三次河川国道事務所 ｎ＝1本

平成23年6月 平成22－23年度 国土交通省 ㈱北岡組 φ＝2.5m

～ 大谷橋改良工事 四国地方整備局 （北陵工業） Ｌ＝6.0m

平成23年11月 徳島河川国道事務所 ｎ＝1本

平成23年6月 吉浜高架橋下部工第4工事 国土交通省 ㈱小澤組 φ＝3.5m

～ 東北地方整備局 （佐吉産業） Ｌ＝19.0m

平成23年12月 三陸国道事務所 ｎ＝2本

平成23年7月 平成22年度 国土交通省 若築建設㈱ φ＝2.5m

～ 260号棚橋川右岸橋梁下部工事 中部地方整備局 （上村組） Ｌ＝8.5m

平成23年8月 ｎ＝1本

平成23年8月 平成19年度　熊野尾鷲道路 国土交通省 鹿島建設㈱ φ＝2.5m

～ 逢神曽根トンネル工事 中部地方整備局 （上村組） Ｌ＝5.0m

平成23年8月 ｎ＝2本

平成23年8月 北海道横断自動車道 国土交通省 宮脇土建･佐藤建設工業JV φ＝2.5m

～ 釧路市音別川橋下部連工事 北海道開発局 （大村建設） Ｌ＝6.0m～8.0m

平成23年9月 釧路開発建設部 ｎ＝2本

平成23年8月 平成22年度 国土交通省 宮本建設㈱ φ＝2.5m

～ 2650号棚橋川左岸橋梁下部工事 中部地方整備局 （上村組） Ｌ＝12.0m

平成23年9月 ｎ＝2本

平成23年9月 葭沢地区下部工工事 国土交通省 小林土木㈱ φ＝2.5m～3.0m

～ 東北地方整備局 （佐吉産業） Ｌ＝6.5m～12.5m

平成23年12月 福島河川国道事務所 ｎ＝6本

平成23年9月 山上地区橋梁下部工工事 国土交通省 庄司建設工業㈱ φ＝3.5m～4.0m

～ 東北地方整備局 （佐吉産業） Ｌ＝14.5m～19.5m

平成24年1月 磐城国道事務所 ｎ＝4本

平成23年9月 平成23年度 国土交通省 ㈱上村組 φ＝3.5m

～ 260号棚橋地区橋梁下部工事 中部地方整備局 （上村組） Ｌ＝6.0m～7.5m

平成24年3月 紀勢国道事務所 ｎ＝4本

285 橋梁基礎

279

280

281

275

283

橋梁基礎

橋梁基礎

橋梁基礎

橋梁基礎

橋梁基礎

橋梁基礎

橋梁基礎

橋梁基礎

橋梁基礎

橋梁基礎

橋梁基礎

271

270

269

267

橋梁基礎

268

橋梁基礎

橋梁基礎

278 橋梁基礎

273

272

274

276

277

橋梁基礎

橋梁基礎284

282

橋梁基礎
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№ 実施時期 工事件名 発注者 元請業者 用途 規模

遠心力吹付け工法実績表
令和2年3月現在

平成23年10月 津軽ﾀﾞﾑ県道付替川原平 国土交通省 ㈱南建設 φ＝2.5m

～ 上流地区改良工事 東北地方整備局 （佐吉産業） Ｌ＝9.0m

平成23年12月 津軽ﾀﾞﾑ工事事務所 ｎ＝2本

平成23年10月 三遠南信龍江椚平工事 長野県 木下建設㈱ φ＝3.0m

～ 飯田建設事務所 （木下工務所） Ｌ＝22.0m

平成23年12月 ｎ＝3本

平成23年10月 H23　260号棚橋地区橋梁下部工事 国土交通省 稲葉･上村JV φ＝3.0m

～ 中部地方整備局 (上村組) Ｌ＝6.0m～7.5m

平成24年2月 ｎ＝4本

平成23年11月 東九州道(佐伯～蒲江) 国土交通省 谷川建設工業㈱ φ＝3.0m

～ 佐伯トンネル工事用道路第2工区 九州地方整備局 （木田重機興業） Ｌ＝6.5m

平成23年12月 外工事 佐伯河川国道事務所 ｎ＝2本

平成23年12月 一般国道44号線 国土交通省 葵建設㈱ φ＝2.5m

～ 釧路町ｵﾋﾞﾗｼｹ改良工事 北海道開発局 （大村建設） Ｌ＝13.5m～14.5m

平成24年3月 釧路開発建設部 ｎ＝2本

平成24年1月 常磐自動車道　坂元工事 NEXCO東日本 大成建設㈱ φ＝2.5m

～ 東北支社 （佐吉産業） Ｌ＝12.5m

平成24年2月 ｎ＝4本

平成24年1月 東九州道(鹿屋～曽於) 国土交通省 ㈱植村組 φ＝3.05m

～ 大谷川橋下部工事(A1)外工事 九州地方整備局 （原田建設） Ｌ＝32.0m

平成24年3月 大隅河川国道事務所 ｎ＝2本

平成24年4月 中部横断自動車道　上野橋下部工事 国土交通省 東亜建設工業㈱ φ＝2.0m

～ 関東地方整備局 （小宮山土木） Ｌ＝9.5m

平成24年6月 長野国道事務所 ｎ＝6本

平成24年6月 冠山峠道路第1号橋下部その他工事 国土交通省 ㈱佐々木土建 φ＝3.0m

～ 近畿地方整備局 （小宮山土木） Ｌ＝8.5m

平成24年7月 ｎ＝2本

平成24年6月 仙台松島(Ⅳ)橋梁下部工 宮城県道路公社 遠藤興業㈱ φ＝2.5m

～ （桜渡戸大橋）工事 （佐吉産業） Ｌ＝7.5m

平成24年7月 ｎ＝2本

平成24年7月 水海高架橋下部工第2工事 東北地方整備局 ㈱小沢組 φ＝2.55m

～ 南三陸国道事務所 （佐吉産業） Ｌ＝8.0m

平成24年8月 ｎ＝2本

平成24年7月 笹原大橋下部工工事 東北地方整備局 寺下建設㈱ φ＝3.0m

～ 青森河川国道事務所 （佐吉産業） Ｌ＝13.0m

平成24年8月 ｎ＝2本

平成24年8月 入谷地区構造物工事 東北地方整備局 ㈱瀬崎組 φ＝2.5m～3.0m

～ 仙台河川国道事務所 （佐吉産業） Ｌ＝5.0m～11.5m

平成24年9月 ｎ＝4本

平成24年8月 登米地区下部工工事 大旺新洋㈱ φ＝2.5m

～ 東北地方整備局 （佐吉産業） Ｌ＝7.5m～8.0m

平成24年9月 仙台河川国道事務所 ｎ＝4本

平成24年9月 沢尻橋下部工工事 丸か建設㈱ φ＝2.5m

～ 東北地方整備局 （佐吉産業） Ｌ＝10.0m～13.5m

平成24年11月 仙台河川国道事務所 ｎ＝4本

平成24年9月 付替道路古道地区道路改良工事 ANAI㈱ φ＝3.5m

～ 九州地方整備局 （木田重機興業） Ｌ＝5.5m～11.0m

平成24年11月 大分川ﾀﾞﾑ工事事務所 ｎ＝3本

平成24年10月 北海道横断自動車道 国土交通省 阿寒共立土建㈱ φ＝2.5m

～ 釧路市ﾔﾂﾅﾐ改良工事 北海道開発局 （大村建設） Ｌ＝6.5m

平成24年11月 釧路開発建設部 ｎ＝4本

平成24年10月 行合道地区下部工工事 東信建設㈱ φ＝3.5m

～ 東北地方整備局 （佐吉産業） Ｌ＝8.5m～9.5m

平成24年11月 福島河川国道事務所 ｎ＝4本

平成24年10月 平成23年度 国土交通省 ㈱上村組 φ＝3.0m

～ 260号棚橋第一橋下部工事 中部地方整備局 （上村組） Ｌ＝8.5m

平成24年11月 紀勢国道事務所 ｎ＝2本
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№ 実施時期 工事件名 発注者 元請業者 用途 規模

遠心力吹付け工法実績表
令和2年3月現在

平成24年11月 平成23･24年度 国土交通省 ㈱北岡組 φ＝5.0m

～ 大谷橋下部工事 四国地方整備局 （北陵工業） Ｌ＝8.5m～9.6m

平成24年11月 徳島河川国道事務所 ｎ＝1本

平成24年12月 北海道横断自動車道 国土交通省 萩原建設工業㈱ φ＝3.0m

～ 釧路市軽満改良外一連工事 北海道開発局 （大村建設） Ｌ＝16.5m

平成25年1月 釧路開発建設部 ｎ＝2本

平成24年12月 中部横断自動車道　 国土交通省 西武建設㈱ φ＝3.5m

～ 大石川橋下部他改良工事 関東地方整備局 （小宮山土木） Ｌ＝12.0m

平成25年2月 長野国道事務所 ｎ＝2本

平成24年12月 市道北部環状線 岩手県 三好建設㈱ φ＝3.5m

～ 1号橋橋梁下部工（P2,A2）工事 県土整備部 （佐吉産業） Ｌ＝14.0m

平成25年2月 ｎ＝2本

平成24年12月 平成24年度　中山第2橋下部工 大永建設㈱ φ＝3.0m

～ (A1～A2)工事 沖縄総合事務局 （木田重機興業） Ｌ＝12.5m～14.0m

平成25年3月 南部国道事務所 ｎ＝4本

平成25年1月 県道林･長野原線 国土交通省 吉澤建設㈱ φ＝2.5m

～ 白砂川橋橋脚外工事 関東地方整備局 （佐吉産業） Ｌ＝6.0m

平成25年1月 八ﾂ場ダム工事事務所 ｎ＝1本

平成25年1月 栗子地区構造物設置工事 小林土木㈱ φ＝2.5m

～ 東北地方整備局 （佐吉産業） Ｌ＝6.5m～8.0m

平成25年2月 福島河川国道事務所 ｎ＝2本

平成25年1月 丹波綾部道路 国土交通省 ㈱河野建設 φ＝3.5m

～ 広野高架橋他橋台橋脚工事 近畿地方整備局 （原田建設） Ｌ＝9.5m

平成25年2月 福知山河川国道事務所 ｎ＝2本

平成25年1月 近畿自動車道 国土交通省 ㈱浅川組 φ＝3.0m

～ 紀勢線荒光高架橋A1橋台工事 近畿地方整備局 （上村組） Ｌ＝25.0m～25.5m

平成25年3月 紀南河川国道事務所 ｎ＝2本

平成25年2月 第二阪和国道 国土交通省 壺山建設㈱ φ＝3.5m

～ 大谷東地区改良他工事 近畿地方整備局 （北陵工業） Ｌ＝11.0m

平成25年2月 浪速国道事務所 ｎ＝3本

平成25年2月 平成24年度　中部横断自動車道 国土交通省 西武建設㈱ φ＝2.5m

～ 富沢IC改良工事 （小宮山土木） Ｌ＝6.5m

平成25年3月 甲府河川国道事務所 ｎ＝2本

平成25年3月 一般国道405号　切光 新潟県 武江組 φ＝2.5m

～ 上越地域振興局 （カンズコーポレーション） Ｌ＝8.5m～9.5m

平成25年3月 ｎ＝4本

平成25年3月 宇津目地区道路改良工事 昭栄建設㈱ φ＝3.5m

～ 東北地方整備局 （佐吉産業） Ｌ＝7.5m

平成25年4月 三陸国道事務所 ｎ＝4本

平成25年4月 四十八坂地区道路改良工事 ㈱小澤組 φ＝2.5m

～ 東北地方整備局 （佐吉産業） Ｌ＝10.0m～11.0m

平成25年5月 南三陸国道事務所 ｎ＝4本

平成25年4月 H24社会資本総合整備 群馬県 ㈱加藤組 φ＝2.0m

～ 神流川橋下部工分割2号 藤岡土木事務所 （小宮山土木） Ｌ＝3.0m～6.0m

平成25年6月 (A1橋台)工事 ｎ＝4本

平成25年4月 北海道横断自動車道 東日本高速道路㈱ ドーピー建設工業㈱ φ＝2.5m

～ ﾓﾁﾔ沢橋（下部工）工事 北海道支社 北海道支店 Ｌ＝13.5m

平成25年7月 （大村建設） ｎ＝2本

平成25年5月 中部横断自動車道 国土交通省 東亜建設工業㈱ φ＝2.0m

～ 上野橋下部工事 関東地方整備局 （小宮山土木） Ｌ＝5.5m

平成25年8月 長野国道事務所 ｎ＝2本

平成25年6月 H24社会資本総合整備 群馬県 黒澤建設㈱ φ＝2.7m

～ 神流川橋下部工分割2号 藤岡土木事務所 （小宮山土木） Ｌ＝13.7m

平成25年7月 (A2橋台)工事 ｎ＝4本

平成25年7月 玉川大橋下部工工事 宮城建設㈱ φ＝3.0m

～ 東北地方整備局 （佐吉産業） Ｌ＝13.0m

平成25年9月 三陸国道事務所 ｎ＝4本
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№ 実施時期 工事件名 発注者 元請業者 用途 規模

遠心力吹付け工法実績表
令和2年3月現在

平成25年7月 布川御代田地区橋梁下部工工事 佐藤工業㈱ φ＝2.5m～3.0m

～ 東北地方整備局 （佐吉産業） Ｌ＝7.0m～14.5m

平成26年1月 福島河川国道事務所 ｎ＝8本

平成25年8月 中部横断自動車道 国土交通省 りんかい日産建設㈱ φ＝2.8m

～ 北沢橋下部工事 関東地方整備局 （小宮山土木） Ｌ＝13.8m

平成25年9月 長野国道事務所 ｎ＝5本

平成25年8月 H24佐久間道路 国土交通省 ㈱中村組 φ＝2.5m

～ 川合2号橋下部工事 中部地方整備局 （髙山基礎工業） Ｌ＝5.0m～7.0m

平成25年11月 ｎ＝7本

平成25年8月 H24佐久間道路 国土交通省 ㈱中村組 φ＝2.5m

～ 川合2号橋下部工事 中部地方整備局 （髙山基礎工業） Ｌ＝5.0m

平成25年11月 ｎ＝1本

平成25年9月 近畿自動車道紀勢線 国土交通省 西武建設㈱ φ＝3.0m

～ 石経地区下部工事 近畿地方整備局 （原田建設） Ｌ＝12.5m

平成25年9月 紀南河川国道事務所 ｎ＝2本

平成25年9月 熊屋敷地区橋梁下部工工事 国土交通省 ㈱日新土建 φ＝2.5m

～ 東北地方整備局 （佐吉産業） Ｌ＝7.5m

平成25年10月 福島河川国道事務所 ｎ＝2本

平成25年9月 平成24年度県営農道整備事業 長野県 川中島建設㈱ φ＝2.5m～3.5m

～ 上水内北部2期地区 長野地方事務所 （小宮山土木） Ｌ＝9.5m～11.5m

平成25年11月 三念沢橋梁左岸橋台工事 ｎ＝4本

平成25年10月 函館江差自動車道 国土交通省 ㈱田中組 φ＝2.5m

～ 木古内町大坪沢川橋下部他 北海道開発局 （大村建設） Ｌ＝9.0m

平成25年10月 一連工事 函館開発建設部 ｎ＝2本

平成25年10月 一般国道40号中川町 国土交通省 大江建設㈱ φ＝2.5m

～ 琴平2号橋橋台工事 北海道開発局 （大村建設） Ｌ＝6.5m～8.5m

平成25年11月 函館開発建設部 ｎ＝4本

平成25年10月 第二阪和国道 国土交通省 ㈱旭工建 φ＝3.0m

～ 大谷地区改良他工事 近畿地方整備局 （北陵工業） Ｌ＝9.5m

平成25年11月 浪速国道事務所 ｎ＝3本

平成25年10月 高松自動車道 西日本高速道路㈱ ㈱真部組 φ＝2.5m

～ 大谷川橋（下部工）工事 四国支社 （北陵工業） Ｌ＝11.0m

平成26年2月 高松工事事務所 ｎ＝2本

平成25年10月 平成24-25年度 国土交通省 植田興業㈱ φ＝2.5m

～ 伊達野地区高架橋下部工事 四国地方整備局 （北陵工業） Ｌ＝22.0m

平成26年3月 土佐国道事務所 ｎ＝6本

平成25年11月 中山第2橋下部工（P1）工事 内閣府 ㈲山口建設 φ＝3.0m

～ 沖縄総合事務局 （木田重機興業） Ｌ＝22.0m～22.5m

平成26年1月 南部国道事務所 ｎ＝2本

平成25年11月 西楢這橋下部工工事 国土交通省 ㈱森本組 φ＝4.0m

～ 東北地方整備局 （佐吉産業） Ｌ＝7.5m～10.0m

平成25年12月 磐城国道事務所 ｎ＝2本

平成25年12月 楮根川橋 国土交通省 早野組 φ＝2.5m

～ （ｶﾝｽﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ） Ｌ＝10.0m

平成25年12月 ｎ＝2本

平成25年12月 三遠南信　24号橋下部工事 国土交通省 木下建設㈱ φ＝2.5m

～ 中部地方整備局 （木下工務所） Ｌ＝11.5m

平成25年12月 飯田国道工事事務所 ｎ＝1本

平成25年12月 平成25年度　県営農道整備事業 長野県 ㈱北條組 φ＝2.5m～3.5m

～ 上水内北部2期地区 長野地方事務所 （小宮山土木） Ｌ＝10.0m～11.5m

平成26年2月 三念沢橋梁右岸橋台工事 ｎ＝4本

平成25年12月 道路改築事業（国道・連携） 群馬県 瑞穂建設㈱ φ＝3.0m

～ その1大輪川A1橋梁下部工事 渋皮土木事務所 （小宮山土木） Ｌ＝15.0m～18.0m

平成26年3月 ｎ＝4本

平成25年12月 道路改築事業（国道・連携） 群馬県 北部土建工業㈱ φ＝3.0m

～ その1大輪川A2橋梁下部工事 渋皮土木事務所 （小宮山土木） Ｌ＝20.5m～23.5m

平成26年3月 ｎ＝4本
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№ 実施時期 工事件名 発注者 元請業者 用途 規模

遠心力吹付け工法実績表
令和2年3月現在

平成25年12月 月舘高架橋下部工工事 国土交通省 佐藤工業㈱ φ＝2.5m

～ 東北地方整備局 （佐吉産業） Ｌ＝11.0m

平成26年3月 福島河川国道事務所 ｎ＝4本

平成26年1月 紀北西道路岩出IC 国土交通省 三友工業㈱ φ＝2.0m

～ Dﾗﾝﾌﾟ橋下部工事 近畿地方整備局 （上村組） Ｌ＝4.5m

平成26年1月 和歌山河川国道事務所 ｎ＝4本

平成26年2月 丹波綾部道路 国土交通省 公成建設㈱ φ＝3.0m

～ 前谷川橋下部工事 近畿地方整備局 （上村組） Ｌ＝10.0m

平成26年2月 福知山河川国道事務所 ｎ＝2本

平成26年2月 夏井高架橋下部工第3工事 国土交通省 村本建設㈱ φ＝2.5m

～ 東北地方整備局 （佐吉産業） Ｌ＝10.0m

平成26年4月 三陸国道事務所 ｎ＝6本

平成26年1月 近畿自動車道 国土交通省 ㈱夏山組 φ＝2.5m

～ 紀勢線長井谷橋下部工事 近畿地方整備局 （上村組） Ｌ＝6.5m

平成26年3月 紀南河川国道事務所 ｎ＝2本

平成26年1月 奥瀞道路竹筒第一・第二橋 国土交通省 ㈱夏山組 φ＝2.5m

～ 下部工事 近畿地方整備局 （上村組） Ｌ＝4.5m

平成26年3月 紀南河川国道事務所 ｎ＝4本

平成26年1月 平成25年度 国土交通省 入交建設㈱ φ＝2.0m～2.5m

～ 伊達野高架橋下部工事 四国地方整備局 （北陵工業） Ｌ＝9.0m～22.0m

平成26年3月 土佐国道事務所 ｎ＝13本

平成26年2月 平成25年度　県営農道整備事業 長野県 ㈱須加尾建設 φ＝5.0m

～ 上水内北部2期地区 長野地方事務所 （小宮山土木） Ｌ＝7.0m

平成26年3月 宇佐美沢橋梁橋脚工事 ｎ＝1本

平成26年2月 丹波綾部道路 国土交通省 三井住友建設㈱ φ＝2.5m

～ 大簾高架橋上下部工事 近畿地方整備局 （上村組） Ｌ＝4.5m

平成26年3月 福知山河川国道事務所 ｎ＝2本

平成26年3月 近畿自動車道　紀勢線 国土交通省 ㈱丸山組 φ＝2.5m

～ 荒光地区改良工事 近畿地方整備局 （北陵工業） Ｌ＝6.0m～8.0m

平成26年3月 紀南河川国道事務所 ｎ＝2本

平成26年3月 大沢地区橋梁下部工工事 国土交通省 ㈱エム･テック φ＝2.5m

～ 東北地方整備局 （佐吉産業） Ｌ＝4.0m～19.5m

平成26年11月 南三陸国道事務所 ｎ＝8本

平成26年4月 富士川橋 国土交通省 ㈱大林組 φ＝2.5m

～ (カンズコーポレーション) Ｌ＝9m～15m

平成26年6月 ｎ＝8本

平成26年4月 平成24年度　金武BP1号橋下部工工事 内閣府 牧港建設㈱ φ＝2.0m

～ 沖縄総合事務局 （木田重機興業） Ｌ＝11.0m

平成26年7月 北部国道事務所 ｎ＝4本

平成26年5月 布川地区橋梁下部工工事 国土交通省 ㈱日新土建 φ＝3.5m

～ 東北地方整備局 （佐吉産業） Ｌ＝14.0m

平成26年7月 福島河川国道事務所 ｎ＝2本

平成26年5月 宝直地区道路改良工事 国土交通省 村本建設㈱ φ＝2.5m

～ 東北地方整備局 （佐吉産業） Ｌ＝6.83m～10.5m

平成26年11月 福島河川国道事務所 ｎ＝8本

平成26年6月 高松自動車道 西日本高速道路㈱ ㈱真部組 φ＝2.5m

～ 大谷川橋（下部工）工事 四国支社 （北陵工業） Ｌ＝7.0m～9.0m

平成26年7月 高松工事事務所 ｎ＝4本

平成26年6月 第二阪和国道 国土交通省 戸田建設㈱ φ＝3.0m

～ 大谷西地区改良他工事 近畿地方整備局 （北陵工業） Ｌ＝10.0m～11.0m

平成26年8月 浪速国道事務所 ｎ＝4本

平成26年6月 大沢高架橋下部工工事 国土交通省 ㈱森本組 φ＝2.5m

～ 東北地方整備局 （佐吉産業） Ｌ＝9.5m～10.0m

平成26年8月 南三陸国道事務所 ｎ＝4本

平成26年7月 国道163号(北大河原橋) 京都府 ㈱西島工務店 φ＝3.0m

～ 地方道路交付金工事その1 （上村組） Ｌ＝5.5m～8.0m

平成26年7月 ｎ＝2本
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№ 実施時期 工事件名 発注者 元請業者 用途 規模

遠心力吹付け工法実績表
令和2年3月現在

平成26年7月 新名神高速道路 切畑ﾄﾝﾈﾙ工事 西日本高速道路㈱ 前田･東洋･西武建設JV φ＝2.5m～3.0m

～ 関西支社 （北陵工業） Ｌ＝6.0m～9.5m

平成26年8月 兵庫工事事務所 ｎ＝6本

平成26年7月 新名神高速道路 切畑ﾄﾝﾈﾙ工事 西日本高速道路㈱ 前田･東洋･西武建設JV φ＝2.5m

～ 関西支社 （北陵工業） Ｌ＝6.5m～8.5m

平成26年8月 兵庫工事事務所 ｎ＝2本

平成26年7月 宇津目高架橋橋梁下部工工事 国土交通省 村本建設㈱ φ＝3.5m

～ 東北地方整備局 （佐吉産業） Ｌ＝9.0m～11.5m

平成26年9月 三陸国道事務所 ｎ＝2本

平成26年7月 三遠道路1号橋東下部工事 国土交通省 鈴中工業㈱ φ＝2.0m

～ 中部地方整備局 （上村組） Ｌ＝5.5m

平成26年9月 浜松河川国道事務所 ｎ＝12本

平成26年7月 近畿自動車道 国土交通省 鹿島建設㈱ φ＝2.5m～3.0m

～ 紀勢線西津浦ﾄﾝﾈﾙ工事 近畿地方整備局 （上村組） Ｌ＝3.5m～7.0m

平成26年9月 紀南河川国道事務所 ｎ＝4本

平成26年7月 奥瀞道路大洞橋下部工事 国土交通省 奥村組土木興業㈱ φ＝2.5m

～ 近畿地方整備局 （上村組） Ｌ＝4.0m～5.5m

平成26年9月 紀南河川国道事務所 ｎ＝6本

平成26年8月 国道163号(北大河原橋) 京都府 杉山組･杉山建設JV φ＝4.5m

～ 地方道路交付金工事その2 （上村組） Ｌ＝5.5m～7.0m

平成26年9月 ｎ＝2本

平成26年8月 土讃線朝倉･枝川間 四国旅客鉄道㈱ 四国開発建設㈱ φ＝2.0m

～ 枝川こ線橋下部工新設工事 （北陵工業） Ｌ＝5.5m～9.0m

平成26年10月 ｎ＝12本

平成26年8月 大沢第2橋下部工工事 国土交通省 ㈱エム･テック φ＝2.5m

～ 東北地方整備局 （佐吉産業） Ｌ＝4.0m～19.5m

平成26年11月 南三陸国道事務所 ｎ＝8本

平成26年8月 上長部地区道路改良工事 国土交通省 ㈱佐藤組 φ＝2.5m

～ 東北地方整備局 （佐吉産業） Ｌ＝6.0m～10.0m

平成26年10月 南三陸国道事務所 ｎ＝4本

平成26年8月 神崎地区橋梁下部工工事 国土交通省 ㈱淺沼組 φ＝2.5m

～ 東北地方整備局 （佐吉産業） Ｌ＝4.5m～7.5m

平成26年10月 南三陸国道事務所 ｎ＝4本

平成26年9月 奥瀞道路竹筒ﾄﾝﾈﾙ工事 国土交通省 西松建設㈱ φ＝2.5m

～ 近畿地方整備局 （上村組） Ｌ＝4.0m～5.5m

平成26年9月 紀南河川国道事務所 ｎ＝4本

平成26年10月 広前巡地区道路改良工事 国土交通省 佐藤工業㈱ φ＝3.0m

～ 東北地方整備局 （佐吉産業） Ｌ＝7.5m～13.5m

平成27年5月 福島河川国道事務所 ｎ＝4本

平成26年10月 国道４５号線摂待道路工事 国土交通省 大成建設JV φ＝2.5m

～ 東北地方建設局 （佐吉産業） Ｌ＝6.0m～11.0m

平成28年12月 三陸国道事務所 ｎ＝8本

平成26年11月 月山地区道路改良工事 国土交通省 ㈱明和土木 φ＝2.5m

～ 東北地方整備局 （佐吉産業） Ｌ＝6.5m～10.5m

平成26年12月 南三陸国道事務所 ｎ＝4本

平成26年11月 西海広2期第92号工事 青森県 ㈱藤田建設工業所 φ＝2.0m

～ 西北地域県民局 （佐吉産業） Ｌ＝12.5m～14.5m

平成27年2月 地域農林水産部 ｎ＝4本

平成26年11月 国道45号有家川橋下部工工事 国土交通省 三井住友建設㈱ φ＝3.0m

～ 東北地方整備局 （佐吉産業） Ｌ＝14.0m～23.0m

平成27年9月 三陸国道事務所 ｎ＝4本

平成26年12月 和歌山岬道路 国土交通省 益田工業㈲ φ＝3.0m

～ 平井橋下部工事 近畿地方整備局 （北陵工業） Ｌ＝7.0m～9.0m

平成26年12月 浪速国道事務所 ｎ＝2本

平成26年12月 市道北部環状線 岩手県 三好建設㈱ φ＝3.0m

～ 山口の6地区道路改良工事 県土整備部 （佐吉産業） Ｌ＝4.0m～11.0m

平成27年1月 ｎ＝2本
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№ 実施時期 工事件名 発注者 元請業者 用途 規模

遠心力吹付け工法実績表
令和2年3月現在

平成26年12月 久島橋整第1号の7　 愛媛県 一若建設㈱ φ＝2.5m

～ 久島大橋建設工事 南予地方局建設部 （北陵工業） Ｌ＝9.5m～11.0m

平成27年1月 ｎ＝4本

平成26年12月 道交国（改築）第109-006-12号 高知県 ㈱田邊建設 φ＝3.0m

～ 須崎土木事務所 （北陵工業） Ｌ＝10.0m～11.0m

平成27年1月 ｎ＝4本

平成26年12月 楢這地区構造物工事 国土交通省 ㈱森組 φ＝3.0m

～ 東北地方整備局 （佐吉産業） Ｌ＝3.5m～8.5m

平成27年2月 磐城国道事務所 ｎ＝4本

平成27年1月 函館新外環状道路 国土交通省 ㈱森川組 φ＝2.5m

～ 函館市東山改良工事 北海道開発局 （大村建設） Ｌ＝12.0m

平成27年2月 函館開発建設部 ｎ＝2本

平成27年1月 平成26年度　恩納南 内閣府 ㈱丸政工務店 φ＝2.5m

～ BP3号橋下部工(下りKA1･KP1)工事 沖縄総合事務局 （木田重機興業） Ｌ＝6.0m

平成27年2月 北部国道事務所 ｎ＝4本

平成27年2月 新名神高速道路 切畑ﾄﾝﾈﾙ工事 西日本高速道路㈱ 前田･東洋･西武建設JV φ＝2.5m

～ 関西支社 （北陵工業） Ｌ＝4.0m～4.5m

平成27年2月 兵庫工事事務所 ｎ＝4本

平成27年2月 広域営農団地農道整備第1511号工事 福島県 常磐開発㈱ φ＝3.0m

～ 2601工事いわき地区 いわき農林事務所 （佐吉産業） Ｌ＝11.5m

平成27年3月 ｎ＝2本

平成27年2月 国道283号釜石道路工事 国土交通省 ㈱大林組 φ＝2.5m

～ 東北地方整備局 （佐吉産業） Ｌ＝6.0m～8.5ｍ

平成27年7月 南三陸国道事務所 ｎ＝12本

平成27年4月 九島橋第1号の8 愛媛県 一若建設㈱ φ＝2.0m

～ 九島大橋建設工事 南予地方局建設部 （北陵工業） Ｌ＝2.5ｍ～4.0ｍ

平成27年4月 ｎ＝4本

平成27年4月 新名神高速道路 西日本高速道路㈱ 前田･東洋･西部建設JV φ＝2.5m

～ 切畑ﾄﾝﾈﾙ工事 関西支社 （北陵工業） Ｌ＝11.5m～14.5ｍ

平成27年4月 兵庫工事事務所 ｎ＝2本

平成27年4月 県道割子切石線 山梨県 望月建設 φ＝2.0m

～ 中富IC下田原5工区 （ｶﾝｽﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ） Ｌ＝6.5m

平成27年5月 ｎ＝4本

平成27年4月 国道45号歌津本吉地区道路改良工事 国土交通省 ㈱フジタ φ＝2.5m

～ 東北地方建設局 （佐吉産業） Ｌ＝6.0m～12.5m

平成28年12月 仙台河川国道事務所 ｎ＝16本

平成27年6月 国道45号陸前高田道路工事 国土交通省 飛島建設㈱ φ＝2.5m

～ 東北地方整備局 （佐吉産業） Ｌ＝3.5m

平成27年6月 南三陸国道事務所 ｎ＝4本

平成27年6月 平成26年度　42号南浦道路建設工事 国土交通省 宮本建設㈱ φ＝2.0m

～ 中部地方整備局 （上村組） Ｌ＝5.0m～7.0m

平成27年6月 紀勢国道事務所 ｎ＝6本

平成27年6月 平成26年度　42号小原地区整備工事 国土交通省 ㈱森組 φ＝2.5m

～ 中部地方整備局 （上村組） Ｌ＝4.0m～7.0m

平成27年6月 紀勢国道事務所 ｎ＝4本

平成27年6月 函館新外環状道路 国土交通省 戸沼岩崎建設㈱ φ＝2.5m

～ 函館市東山大橋 北海道開発局 （大村建設） Ｌ＝10.5m～12.0m

平成28年1月 函館開発建設部 ｎ＝6本

平成27年6月 国道45号唐桑地区ﾄﾝﾈﾙ工事 国土交通省 三井住友建設JV φ＝3.0m

～ 東北地方建設局 （佐吉産業） Ｌ＝4.0m

平成29年2月 仙台河川国道事務所 ｎ＝8本

平成27年8月 平成26-27年度 国土交通省 豚座建設㈱ φ＝2.0m

～ 和田改良外工事 四国地方整備局 （北陵工業） Ｌ＝3.5m

平成27年8月 中村河川国道事務所 ｎ＝4本

平成27年8月 第二阪和国道 国土交通省 大勝建設㈱ φ＝4.5m

～ 深日ﾗﾝﾌﾟ南地区改良他工事 近畿地方整備局 （上村組） Ｌ＝7.0m

平成27年9月 浪速国道事務所 ｎ＝2本
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№ 実施時期 工事件名 発注者 元請業者 用途 規模

遠心力吹付け工法実績表
令和2年3月現在

平成27年8月 小金沢地区道路改良工事 国土交通省 ㈱武山興業 φ＝2.5m

～ 東北地方整備局 （佐吉産業） Ｌ＝3.5m～4.5m

平成27年11月 仙台河川国道事務所 ｎ＝4本

平成27年8月 北海道横断自動車道 国土交通省 ㈱丸田組 φ＝2.5m

～ 割子府町常盤沢川橋下部工事 北海道開発局 （大村建設） Ｌ＝6.0m～9.5m

平成27年11月 網走開発建設部 ｎ＝8本

平成27年9月 上信越自動車道 東日本高速道路㈱ ㈱守谷商会 φ＝2.5m

～ 儀明川橋（下部工）工事 （小宮山土木） Ｌ＝6.0m～11.5m

平成27年11月 ｎ＝4本

平成27年10月 H26中部横断樋ノ上改良工事 国土交通省 ㈱ﾋﾟｰｴｽ三菱 φ＝2.5m

～ 関東地方整備局 （小宮山土木） Ｌ＝6.5m～8.5m

平成27年12月 甲府河川国道事務所 ｎ＝4本

平成27年10月 (主)花巻大曲線小倉山8号 岩手県県土整備部 ㈱佐藤組 φ＝2.5m

～ 橋梁下部工工事 県南地域振興局 （佐吉産業） Ｌ＝3.0m～7.0m

平成28年4月 ｎ＝8本

平成27年11月 鳥取西道路 国土交通省 中一建設㈱ φ＝2.5m

～ 東桂見高架橋下部外工事 中国地方整備局 （北陵工業） Ｌ＝11.0m～14.0m

平成27年12月 鳥取河川国道事務所 ｎ＝4本

平成27年11月 平成26年度恩納南BP 内閣府 ㈱万田建設 φ＝2.0m

～ 2号橋下部工(下り)A1･A2工事 沖縄総合事務局 （木田重機興業） Ｌ＝6.0m～9.0m

平成27年12月 北部国道事務所 ｎ＝8本

平成27年11月 平成27年度読売道路 内閣府 大永建設㈱ φ＝2.0m

～ 3号橋下部工(A1～P3)工事 沖縄総合事務局 （木田重機興業） Ｌ＝4.0m

平成27年12月 北部国道事務所 ｎ＝4本

平成27年11月 下田原9工区 山梨県 松井組工友㈱ φ＝2.0m

～ （カンズコーポレーション） Ｌ＝7.9m

平成27年12月 ｎ＝4本

平成27年12月 平成27年度 国土交通省 ㈱セルフ舎建設 φ＝2.5m

～ 42号小原野橋橋台工事 中部地方整備局 （上村組） Ｌ＝7.5mm

平成28年1月 紀勢国道事務所 ｎ＝4本

平成27年12月 八鹿日高道路青山川橋上下部工事 国土交通省 西松建設㈱ φ＝2.5m

～ 近畿地方整備局 （上村組） Ｌ＝4.5m

平成28年2月 豊岡河川国道事務所 ｎ＝4本

平成27年12月 平成27年度　西溜池橋下部工事 国土交通省 平山建設㈱ φ＝2.0m

～ 四国地方整備局 （北陵工業） Ｌ＝10.5m～13.5m

平成28年2月 徳島河川国道事務所 ｎ＝4本

平成28年1月 町道佐渡鷹取線　 高知県 岩井建設㈱ φ＝2.0m

～ 社会資本整備交付金工事 須崎土木事務所 （北陵工業） Ｌ＝6.0m

平成28年2月 ｎ＝4本

平成28年1月 高松自動車道大坂ﾄﾝﾈﾙ北工事 西日本高速道路㈱ 鹿島建設㈱ φ＝2.5m

～ 四国支社 （北陵工業） Ｌ＝10.0m

平成28年3月 高松工事事務所 ｎ＝3本

平成28年1月 H27防災･安全交付金(道路)工事 長野県 ㈱小宮山土木 φ＝2.0m

～ 宇山ﾊﾞｲﾊﾟｽ1工区 佐久建設事務所 （小宮山土木） Ｌ＝9.5m

平成28年3月 ｎ＝4本

平成28年2月 中部横断角打ﾄﾝﾈﾙ工事 国土交通省 飛島建設㈱ φ＝2.5m

～ 関東地方整備局 （髙山基礎工業） Ｌ＝5.0m

平成28年3月 甲府河川国道事務所 ｎ＝2本

平成28年2月 中部横断自動車道 国土交通省 ㈱大林組 φ＝2.5m

～ 楮根ﾄﾝﾈﾙ工事 （ｶﾝｽﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ） Ｌ＝5.5m～9.0m

平成28年5月 ｎ＝4本

平成26年6月 国道45号吉浜釜石道路工事 国土交通省 大林JV φ＝3.0m

～ 東北地方整備局 （佐吉産業） Ｌ＝15.0m～17.5

平成28年3月 南三陸国道事務所 ｎ＝8本

平成28年3月 町道佐渡鷹取線 高知県 杉本土建㈱ φ＝2.0m

～ 社会資本整備総合交付金整備工事 須崎土木事務所 （北陵工業） Ｌ＝4.5m

平成28年4月 ｎ＝4本
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令和2年3月現在

平成28年4月 八鹿日高道路青山川橋上下部工事 国土交通省 ㈱ﾋﾟｰｴｽ三菱 φ＝2.5m

～ 近畿地方整備局 （北陵工業） Ｌ＝4.0m

平成28年5月 豊岡河川国道事務所 ｎ＝4本

平成28年4月 中部横断自動車道 国土交通省 ㈱岡谷組 φ＝2.0m

～ 尾垂橋下部工事 長野国道事務所 （小宮山土木） Ｌ＝5.5m～7.0m

平成28年5月 ｎ＝4本

平成28年5月 平成27-28年度 国土交通省 協業組合ﾃｽｸ φ＝2.5m

～ 押ノ川改良外工事 四国地方整備局 （北陵工業） Ｌ＝11.0m～12.0m

平成28年6月 中村河川国道事務所 ｎ＝4本

平成28年5月 函館新外環状道路 函館開発建設部 ㈱工藤組 φ＝2.5m

～ 函館市東山大橋下部工事 （大村建設） Ｌ＝10.5m

平成28年8月 ｎ＝4本

平成28年5月 羽黒山橋(仮称)橋梁下部工事 山形県庄内総合支庁 ㈱佐藤組 φ＝2.5m

～ （P2･A2） 建設部 （佐吉産業） Ｌ＝17.0m～19.5m

平成28年9月 ｎ＝10本

平成28年6月 中部横断自動車道 国土交通省 早野組 φ＝2.5m

～ 向之沢下部工事 （ｶﾝｽﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ） Ｌ＝6.0m

平成28年7月 ｎ＝2本

平成28年7月 平成27年度　国道371号 和歌山県西牟婁郡 ㈱丸山組 φ＝2.0m

～ (仮称:宮ノ谷5号橋下部工) 振興局建設部 （上村組） Ｌ＝5.0m～8.0m

平成28年8月 道路改良工事 ｎ＝4本

平成28年8月 平成27年度　42号小日向 国土交通省 日本土木工業㈱ φ＝2.5m

～ 谷川橋下部(A1橋台)工事 中部地方整備局 （上村組） Ｌ＝10.5m

平成28年9月 紀勢国道事務所 ｎ＝4本

平成28年8月 長門俵山道路 国土交通省 ｼﾏﾀﾞ㈱ φ＝2.5m

～ 赤ノ谷橋PC上部工事 中国地方整備局 （北陵工業） Ｌ＝4.5m～7.0m

平成28年9月 山口河川国道事務所 ｎ＝4本

平成28年10月 国道106号磯鶏地区道路工事 国土交通省 大成建設㈱ φ＝2.5m

～ 東北地方建設局 （佐吉産業） Ｌ＝4.5m～7.0m

平成28年11月 三陸国道事務所 ｎ＝4本

平成28年10月 日高自動車道　新冠町大狩部橋下部工事 室蘭開発建設部 ｹｲｾｲﾏｻｷ建設㈱ φ＝2.5m

～ （大村建設） Ｌ＝11.0m～17.0m

平成28年12月 ｎ＝4本

平成28年10月 大沢地区道路改良工事 国土交通省 泰昌建設㈱ φ＝3.0m

～ 東北地方建設局 （佐吉産業） Ｌ＝7.5m

平成28年12月 仙台河川国道事務所 ｎ＝4本

平成28年10月 川尻川橋下部工工事 国土交通省 宮城建設㈱ φ＝2.5m

～ 東北地方建設局 （佐吉産業） Ｌ＝4.5m～8.5m

平成28年12月 三陸国道事務所 ｎ＝8本

平成28年11月 高松自動車道　白鳥引田工事 西日本高速道路㈱ ㈱ﾌｼﾞﾀ φ＝2.5m

～ 四国支社 （北陵工業） Ｌ＝5.0m～7.0m

平成28年12月 高松工事事務所 ｎ＝4本

平成28年11月 中部横断自動車道 国土交通省 五洋建設㈱ φ＝3.5m

～ 長戸地区改良（その2）工事 関東地方整備局 （小宮山土木） Ｌ＝12.0m

平成29年1月 甲府河川国道事務所 ｎ＝2本

平成28年11月 国道106号腹帯地区道路工事 国土交通省 大豊建設JV φ＝2.5m

～ 東北地方建設局 （佐吉産業） Ｌ＝12.5m～19.0m

平成29年2月 三陸国道事務所 ｎ＝4本

平成28年12月 下田原22工区 山梨県 望月建設 φ＝2.0m

～ （ｶﾝｽﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ） Ｌ＝5.0m

平成29年1月 ｎ＝4本

平成28年12月 大分川ﾀﾞﾑ建設2期工事 国土交通省 鹿島･竹中土木･三井住友JV φ＝2.5m

～ 九州地方整備局 （木田重機興業） Ｌ＝8.5m

平成29年2月 ｎ＝2本

平成29年1月 国道45号田老地区道路工事 国土交通省 ㈱ﾌｼﾞﾀ φ＝3.5m

～ 東北地方建設局 （佐吉産業） Ｌ＝5.5m～7.0m

平成29年2月 三陸国道事務所 ｎ＝4本
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令和2年3月現在

平成29年2月 定内北地区道路改良工事 国土交通省 ㈱テラ φ＝2.5m

～ 東北地方建設局 （佐吉産業） Ｌ＝5.0m～6.0m

平成29年3月 三陸国道事務所 ｎ＝4本

平成29年3月 町道不動越4号線橋梁下部工 高知県高岡郡 有限会社谷脇組 φ＝3.0m

～ （Ａ1橋台）整備工事 中土佐町 （北陵工業） Ｌ＝7.5～9.0m

平成29年4月 ｎ＝2本

平成29年3月 平成28-29年度 四国地方整備局 協業組合テスク φ＝2.0m

～ 和田高架橋下部工事 中村河川国道事務所 （北陵工業） Ｌ＝4.0～7.5m

平成29年5月 ｎ＝2本

平成29年5月 町道不動越4号線橋梁下部工 高知県高岡郡 有限会社谷脇組 φ＝2.5m

～ （Ａ2橋台）整備工事 中土佐町 （北陵工業） Ｌ＝7.5～9.5m

平成29年5月 ｎ＝3本

平成29年5月 一般国道400号下塩原第一橋梁 栃木県 谷黒組 φ＝2.5m

～ （仮称）下部工建設工事その2 （ｶﾝｽﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ) Ｌ＝8.5m

平成29年7月 ｎ＝4本

平成29年6月 長門俵山道路 中国地方整備局 ｼﾏﾀﾞ㈱ φ＝2.5m

～ 柿木原第1橋下部工事 山口河川国道事務所 （北陵工業） Ｌ＝11.0～20.0m

平成29年7月 ｎ＝4本

平成29年6月 函館新外環状道路 函館開発建設部 株式会社松本組 φ＝3.0m

～ 函館市滝沢改良工事 （大村建設） Ｌ＝9.0m

平成29年9月 ｎ＝4本

平成29年7月 長門俵山道路 中国地方整備局 協和建設工業株式会社 φ＝2.5m

～ 柿木原地区第5改良工事 山口河川国道事務所 （北陵工業） Ｌ＝8.0～17.0m

平成29年8月 ｎ＝4本

平成29年7月 日高豊岡南道路 近畿地方整備局 株本建設工業株式会社 φ＝3.5m

～ 水上橋下部他工事 豊岡河川国道事務所 （北陵工業） Ｌ＝15.0～16.5m

平成29年8月 ｎ＝2本

平成29年7月 下米田地区道路改良工事 東北地方整備局 りんかい日産建設㈱ φ＝2.5m

～ 三陸国道事務所 （佐吉産業） Ｌ＝9.0～12.0m

平成29年9月 ｎ＝4本

平成28年8月 日高富岡南道路 近畿地方整備局 株本建設工業株式会社 φ＝2.5m

～ 水上橋下部他工事 富岡河川国道事務所 （北陵工業） Ｌ＝7.5～9.5m

平成29年8月 ｎ＝2本

平成29年9月 登坂車線設置工事 愛知県 カネハチ建設株式会社 φ＝2.0m

～ （防災・安全）（3号工） （髙山基礎工業） Ｌ＝4.0m

平成29年10月 ｎ＝8本

平成29年6月 函館新外環状道路 函館開発建設部 戸沼岩崎建設株式会社 φ＝3.5m

～ 函館市湯の沢改良工事 （大村建設） Ｌ＝20.5m

平成30年1月 ｎ＝7本

平成29年8月 柏木平地区道路改良工事 東北地方整備局 村本建設㈱ φ＝3.0m

～ 三陸国道事務所 （佐吉産業） Ｌ＝6.0～8.0m

平成29年12月 ｎ＝4本

平成29年10月 日高富岡南道路水上トンネル工事 国土交通省 鹿島建設株式会社 φ＝2.5m

～ 近畿地方整備局 （上村組） Ｌ＝4.0～5.0m

平成29年11月 豊岡河川国道事務所 ｎ＝2本

平成29年10月 柏木平南地区道路改良工事 東北地方整備局 昭栄建設株式会社 φ＝2.5m

～ 三陸国道事務所 （佐吉産業） Ｌ＝7.0～9.0m

平成29年12月 ｎ＝4本

平成29年10月 道路橋りょう整備（再複）工事 福島県いわき建設事務所 堀江・加地和JV φ＝2.0m

～ （道路改良） （佐吉産業） Ｌ＝4.5～5.5m

平成30年3月 ｎ＝8本

平成29年12月 鹿糠浜地区道路改良工事 東北地方建設局 松尾建設株式会社 φ＝2.5m

～ 三陸国道事務所 （佐吉産業） Ｌ＝7.5～11.0m

平成30年2月 ｎ＝4本

平成29年12月 東九州道（大崎～鹿屋） 国土交通省 山佐産産業株式会社 φ＝2.5m

～ 第一串良川橋下部工（A1）工事 九州地方整備局 （木田重機興業） Ｌ＝19.5m

平成30年3月 大隅河川国道事務所 ｎ＝4本
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平成30年1月 道路橋りょう整備（再複）工事 福島県県中建設事務所 昭和建設工業株式会社 φ＝2.5m

～ （橋梁下部） （佐吉産業） Ｌ＝7.0～9.0m

平成30年3月 ｎ＝4本

平成年月 日高豊岡南道路弥布川橋下部工事 国土交通省 株式会社ノバック φ＝3.0m

～ 近畿地方整備局 （上村組） Ｌ＝8.0m

平成年月 豊岡河川国道事務所 ｎ＝2本

平成30年2月 国道101号道路改良工事 青森県西北地域 株式会社石沢組 φ＝2.0m

～ （仮1号橋・A2） 県民局整備部 （佐吉産業） Ｌ＝9.5m

平成30年3月 ｎ＝4本

平成29年10月 渡波稲井線道路新設工事 石巻市復興事業部 株式会社鴻池組JV φ＝2.5m

～ 基盤整備課 （佐吉産業） Ｌ＝5.0～9.0m

平成30年9月 ｎ＝8本

平成30年5月 平成29年度　設楽ダム設楽根羽線 国土交通省 岡田建設株式会社 φ＝2.5m

～ 1号橋下部工事 中部地方整備局 （上村組） Ｌ＝6.5m、5.5ｍ

平成30年5月 設楽ダム工事事業所 ｎ＝2本

平成30年6月 沖縄科学技術大学院大学8号 沖縄県 有限会社照喜名建設 φ＝2.0m

～ 橋梁下部工その他工事 （木田重機興業）
Ｌ＝5m L=7.5～11.5
ｍ

平成30年9月 ｎ＝8本

平成30年6月 函館新外環状道路函館市湯の沢川橋 函館開発建設部 株式会社工藤組 φ＝3.5m

～ 下部工事 （大村建設） Ｌ＝20.5m

平成30年9月 ｎ＝3本

平成30年7月 日高自動車道新冠町 室蘭開発建設部 ケイセイマサキ φ＝2.0m

～ 大狩部橋橋台設置工事 建設株式会社 Ｌ＝62.0m

平成30年9月 （大村建設） ｎ＝4本

平成30年7月 国道45号新思惟大橋下部工工事 東北地方整備局 戸田建設株式会社 φ＝2.5m

～ 三陸国道事務所 （佐吉産業） Ｌ＝5.0m

平成30年8月 ｎ＝4本

平成30年5月 国道45号小々汐地区下部工工事 東北地方整備局 鹿島建設JV φ＝3.0m

～ 仙台河川国道事務所 （佐吉産業） Ｌ＝16.5m

平成30年10月 ｎ＝6本

平成30年7月 国道106号茂市地区道路工事 東北地方整備局 戸田建設JV φ＝2.0m

～ 三陸国道事務所 （佐吉産業） Ｌ＝13m

平成30年12月 ｎ＝6本

平成30年7月 道路橋りょう整備（再複）工事 福島県県中建設事務所 昭和建設工業株式会社 φ＝2.5m

～ （トンネル） （佐吉産業） Ｌ＝12.0m

平成30年12月 ｎ＝4本

平成30年8月 茨木摂津線（大岩線）道路改良工事 大阪府茨木土木事務所 大起工業株式会社 φ＝3.0m

～ （その7）に係る深礎工事 （小宮山土木） Ｌ＝15m～20ｍ

平成30年11月 ｎ＝4本

平成30年9月 安芸バイパス清谷高架橋第3下部工事 中国地方整備局 宮川興業株式会社 φ＝2.5m

～ 広島国道事務所 （北陵工業） Ｌ＝13.0・16.0m

平成30年11月 ｎ＝4本

平成30年10月 常磐自動車道大久北工事 NEXCO 株式会社竹中土木 φ＝3.0m

～ 東日本高速道路㈱ （佐吉産業） Ｌ＝10.0～15.0m

平成31年2月 ｎ＝4本

平成30年10月 新好間橋下部工工事 東北地方整備局 株式会社渡辺組 φ＝2.5m

～ 磐城国道事務所 （佐吉産業） Ｌ＝8.0～9.0m

平成30年12月 ｎ＝4本

平成30年10月 一般国道5号仁木町余市川橋 小樽開発建設部 株式会社櫻組 φ＝3.0m

～ A2橋台工事 （大村建設） Ｌ＝11～16m

平成30年12月 ｎ＝4本

平成30年11月 日高豊岡南道路 近畿地方整備局 前田建設工業株式会社 φ＝3.0m

～ 山本高架橋上下部工事 豊丘河川国道事務所 （北陵工業） Ｌ＝7.0・13.0m

平成30年11月 ｎ＝2本

平成30年11月 国道45号平井賀大橋下部工工事 東北地方整備局 大豊建設株式会社 φ＝2.5m

～ 三陸国道事務所 （佐吉産業） Ｌ＝5.0～8.0m

平成31年1月 ｎ＝6本
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№ 実施時期 工事件名 発注者 元請業者 用途 規模

遠心力吹付け工法実績表
令和2年3月現在

平成30年12月 国道45号萩牛北地区道路工事 東北地方整備局 西松建設株式会社 φ＝2.5m

～ 三陸国道事務所 （佐吉産業） Ｌ＝10.0～12.0m

平成31年3月 ｎ＝4本

平成31年1月 湯渡戸橋下部工工事 東北地方整備局 熱海建設株式会社 φ＝2.5m

～ 仙台河川国道事務所 （佐吉産業） Ｌ＝6.5～9.5m

平成31年3月 ｎ＝6本

平成31年3月 新宮紀宝道路紀宝ランプ橋下部工事 国土交通省 株式会社海邊組 φ＝2.0m

～ 近畿地方整備局 （上村組） Ｌ＝5.0m

平成31年6月 紀南河川国道事務所 ｎ＝12本

平成31年2月 栗目木沢橋下部工工事 東北地方整備局 株式会社沢木組 φ＝2.5m

～ 秋田国道事務所 （佐吉産業） Ｌ＝7.0m

平成31年4月 ｎ＝8本

平成30年2月 常磐自動車道広野工事 NEXCO 株式会社大林組 φ＝2.5～3.0m

～ 東日本高速道路㈱ （佐吉産業） Ｌ＝8.5～18.0m

令和1年9月 ｎ＝3本

平成31年3月 南玉川地区道路改良工事 東北地方整備局 株式会社新井組 φ＝2.5m

～ 三陸国道事務所 （佐吉産業） Ｌ＝21.0m

令和1年8月 ｎ＝6本

平成31年4月 道路橋りょう整備（再複）工事 福島県いわき建設事務所 クレハ錦JV φ＝2.0m

～ （橋梁下部）（仮4号線） （佐吉産業） Ｌ＝4.5m

令和1年6月 ｎ＝6本

平成31年2月 幾春別川総合開発事業の内 札幌開発建設部
西･植村建常建設共同企

業体
φ＝2.0m

～ 緋桂橋下部外工事 （大村建設） Ｌ＝5・12m

令和1年11月 ｎ＝8本

令和1年5月 日高豊岡南道路 近畿地方整備局 合資会社　中村組 φ＝3.0m

～ 竹貫川橋下部工事 豊岡河川国道事務所 （北陵工業） Ｌ＝7.0・8.5m

令和1年6月 ｎ＝本

令和1年9月 平成30年度　中部縦貫下切高架橋 国土交通省 株式会社　高橋組 φ＝2.0m

～ A1下部工事 中部地方整備局 （上村組） Ｌ＝6.5m

施工中 高山国道事務所 ｎ＝4本

平成30年6月 常磐自動車道北迫工事 NEXCO 三井住友建設㈱ φ＝2.5m

～ 東日本高速道路㈱ （佐吉産業） Ｌ＝5.0～8.0m

令和2年1月 ｎ＝16本

平成30年7月 国道45号気仙沼地区道路工事 東北地方整備局 三井住友建設㈱ φ＝2.5～3.0m

～ 仙台河川国道事務所 （佐吉産業） Ｌ＝5.0～8.0m

令和2年1月 ｎ＝26本

平成30年10月 国道45号大峠山地区道路工事 東北地方整備局 戸田建設㈱ φ＝2.5m

～ 三陸国道事務所 （佐吉産業） Ｌ＝15.5・18.0m

令和1年12月 ｎ＝8本

令和1年8月 国道45号宿戸八木地区道路改良工事 東北地方整備局 戸田建設㈱ φ＝2.0m

～ 三陸国道事務所 （佐吉産業） Ｌ＝11.0～12.0m

令和1年11月 ｎ＝6本

令和1年9月 平成29～31年度立花大橋上部工事 四国地方整備局 日本ﾌｧﾌﾞﾃｯｸ㈱ φ＝2.0m

～ 土佐国道事務所 （北陵工業） Ｌ＝6.0m

令和1年10月 ｎ＝4本

令和1年11月 国道493号（北川道路）道路改築 高知県 ㈲礒部組 φ＝2.5m

～ （柏木1号橋下部工）工事 安芸土木事務所 （北陵工業） Ｌ＝13.5～16.0m

令和1年12月 ｎ＝4本

令和1年12月 平成30年度三遠道路1号橋下部工事 国土交通省 東洋建設㈱ φ＝2.0m

～ 中部地方整備局 （上村組） Ｌ＝7.0～9.0m

施工中 紀南河川国道事務所 ｎ＝15本

令和1年8月 電第1-1川内佐井線道路改良工事 青森県下北地域 ㈱柴田組 φ＝2.0m

～ 県民局地域整備部 （佐吉産業） Ｌ＝4.0～60.m

令和2年1月 ｎ＝12本

令和2年1月 新宮紀宝道路紀宝IC下部工事 国土交通省 日本土木工業㈱ φ＝2.5m

～ 中部地方整備局 （上村組） Ｌ＝9.5～10.0m

施工中 紀南河川国道事務所 ｎ＝5本
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№ 実施時期 工事件名 発注者 元請業者 用途 規模

遠心力吹付け工法実績表
令和2年3月現在

令和2年2月 一般県道白滝宮宿線 山形県村山総合支庁 伊藤建設㈱ φ＝2.0m

～ 橋梁下部工工事 建設部 （上村組） Ｌ＝4.5～5.0m

令和2年3月 ｎ＝4本
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