
1／8 施工　丸善建設株式会社

■土木工事

工 事 名 工 事 場 所 発 注 者

平成25年度鹿渡南部区画整理に伴う地下貯留施設等工事 四街道市 四街道市鹿渡南部土地区画整理組合 平成 26 年度

千葉市営住宅宮野木第１団地第二期建替事業屋外整備工事 千葉市 千葉市 平成 26 年度

千葉市営住宅桜木団地解体工事 千葉市 千葉市 平成 26 年度

平成24年度鹿渡南部区画整理に伴う汚水処理場解体工事 四街道市 四街道市鹿渡南部土地区画整理組合 平成 25 年度

平成24年度鹿渡南部区画整理に伴う地下貯留施設等工事 四街道市 四街道市鹿渡南部土地区画整理組合 平成 25 年度

浜田川横水路護岸補修工事（その６） 千葉市 千葉県企業庁 平成 25 年度

浜田川横水路護岸補修工事（その１１） 千葉市 千葉県企業庁 平成 25 年度

浜田川横水路護岸補修工事（その５） 千葉市 千葉県企業庁 平成 25 年度

佐倉市立馬渡保育園園庭外構等工事 佐倉市 ㈲小倉工務店 平成 24 年度

千葉港港湾環境整備及びみなと振興交付金合併工事（ブロック製作工） 千葉市 千葉県 平成 24 年度

急傾斜地崩壊防止工事（貝塚町２４－１工区） 千葉市 千葉県 平成 24 年度

幕張新都心豊砂地区豊砂公園等整備工事（防火水槽設置） 千葉市 千葉県企業庁 平成 24 年度

西口再開発事業に伴う仮設タクシー乗場整備工事 千葉市 千葉市 平成 23 年度

千葉港５号線（問屋町地区）電線共同溝整備工事（２３－１工区） 千葉市 千葉市 平成 23 年度

南部浄化センターＣ系管廊建設工事その２ 千葉市 千葉市 平成 23 年度

千葉市立花園中学校改築外構工事 千葉市 千葉市 平成 22 年度

中央浄化センター最初沈殿池防食工事 千葉市 千葉市 平成 22 年度

工　事　経　歴　書

施工時期
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工　事　経　歴　書

施工時期

排水施設新設工事（高田排水路東部支線２２－２工区） 千葉市 千葉市都市整備公社 平成 22 年度

千葉港みなと振興交付金工事 千葉市 千葉県 平成 22 年度

新港横戸町線２工区擁壁外築造工事 千葉市 千葉市 平成 21 年度

幕張県営住宅駐車場整備工事 千葉市 千葉県 平成 21 年度

房総導水路施設等維持補修工事 東金市 （独）水資源機構 平成 21 年度

草野水のみち改良工事 千葉市 千葉市 平成 21 年度

大和田機場除塵設備改築工事 八千代市 （独）水資源機構 平成 20 年度

8-1号調整水槽周辺整備工事 八街市 三木土木㈱ 平成 20 年度

新京成北習志野駅駅舎改築工事 船橋市 博興建設㈱ 平成 20 年度

大和田機場上流護岸改修外工事 八千代市 （独）水資源機構 平成 20 年度

千葉～鹿島ラインＡ工区・八街９工区 八街市 有村建設㈱ 平成 20 年度

小室駅改良工事舗装工事 船橋市 東栄建設㈱ 平成 19 年度

千葉港１号線電線共同溝整備工事 千葉市 千葉市 平成 19 年度

急傾斜地崩壊防止工事（坂月町） 千葉市 ㈱白川土建 平成 19 年度

排水施設新設工事（宇那谷調整池19-1工区） 千葉市 千葉市 平成 19 年度

床上浸水対策緊急工事（作田川　その２４） 大網白里町 三枝建設㈱ 平成 18 年度

峯岡山（１７）法面整備土木工事（その２） 南房総市 防衛施設庁 平成 18 年度
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工　事　経　歴　書

施工時期

船橋南電線共同溝工事 千葉市 東豊土木工業㈱ 平成 18 年度

高根給水場場内整備工事 千葉市 千葉市 平成 18 年度

準用河川生実川河道築造工事 千葉市 ㈱清水土木 平成 18 年度

寺崎地区道路他築造工事 佐倉市 河北建設㈱ 平成 17 年度

オリエンタル化成土壌修復工事 茂原市 ㈱間組 平成 17 年度

市川シールド補修工事 市川市 ㈱間組 平成 17 年度

床上浸水対策緊急工事（作田川） 大網白里町 三枝建設㈱ 平成 17 年度

寺崎地区（２工区）排水道路その他工事 佐倉市 ㈱中山組 平成 17 年度

大和田機場取付水路改築工事 八千代市 （独）水資源機構 平成 16 年度

新日本建設㈱跡地駐車場整備工事 千葉市 日本道路㈱ 平成 16 年度

千葉塩業㈱東千葉駐車場舗装工事 千葉市 ＮＳＫ㈱ 平成 16 年度

千葉市立幸町第二小学校外１校庭整備工事 千葉市 千葉市都市整備公社 平成 16 年度

千葉県立幕張総合高等学校門扉等整備工事 千葉市 千葉県立幕張総合高等学校 平成 16 年度

佐倉浄水場ｹｰｷﾎｯﾊﾟｰ床板修繕工事 佐倉市 千葉県企業庁 平成 16 年度

大網清名幸谷築堤工事 大網白里町 三枝建設㈱ 平成 16 年度

野々井汚水処理場基礎工事 茨城県 中村鉄工所㈱ 平成 15 年度

住宅宅地関連公共施設整備促進工事（一号堰下部工） 大網白里町 三枝建設㈱ 平成 15 年度
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工　事　経　歴　書

施工時期

印旛機場受変電設備基礎工事 栄　町 水資源開発公団 平成 15 年度

基幹・環境整備（共同溝等）千葉大医学部 千葉市 京成建設㈱ 平成 15 年度

千葉市立磯辺第二中学校校庭整備工事 千葉市 千葉市都市整備公社 平成 15 年度

５１号線環境整備その２工事 千葉市 総電建㈱ 平成 15 年度

新港横戸町線土留工事（黒砂連壁築造） 千葉市 ㈱間組 平成 15 年度

宮崎シールド工事 千葉市 日本道路㈱ 平成 15 年度

新小岩・金町間溜め桝設置工事 東京都 東鉄工業㈱ 平成 15 年度

Ｈ１５船着場周辺整備工事 市川市 芦澤建設㈱ 平成 15 年度

ＪＲ千葉駅北口池尻地下道出入口部改良工事 千葉市 ㈱トーコー千葉 平成 14 年度

新三井製糖㈱千葉工場増改築工事 市原市 日本道路㈱ 平成 14 年度

千葉市立磯辺第一小学校校庭整備工事 千葉市 千葉市都市整備公社 平成 14 年度

千葉市立高洲第四小学校校庭整備工事 千葉市 ㈱小梛組 平成 13 年度

千葉市美浜区港局鉄塔建設工事 千葉市 ㈱間組 平成 13 年度

千葉市花見川区畑町局鉄塔建設工事 千葉市 ㈱間組 平成 13 年度

千葉市立高浜第三小学校校庭整備工事 千葉市 千葉市都市整備公社 平成 13 年度

ＪＲ成田駅構内囲護台跨道橋新設工事 成田市 東鉄工業㈱ 平成 13 年度

千葉市南部汚水処理場雨水処理架台基礎工事 千葉市 タカオ産業㈱ 平成 13 年度
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高浜立体山側擁壁工事 市川市 芦沢建設㈱ 平成 13 年度

酒々井ＰＡ別棟造成工事 八街市 石黒建設㈱ 平成 13 年度

銚子八木局鉄塔工事 銚子市 ㈱間組 平成 12 年度

銚子三崎局鉄塔工事 銚子市 ㈱間組 平成 12 年度

富津青堀間大堀ＢＶ新設その２工事 富津市 東鉄工業㈱ 平成 12 年度

鴨川太田学基地局鉄塔工事 鴨川市 ㈱間組 平成 12 年度

中央浄化センター第一系統汚泥濃縮槽２．３号防食工事 千葉市 池田建設工業㈱ 平成 12 年度

千葉市立高洲第四小学校校庭整備工事 千葉市 ㈱小梛組 平成 12 年度

銚子台町新設鉄塔無線基地局 銚子市 ㈱間組 平成 12 年度

岩根地区他環境整備工事 木更津市 総電建㈱ 平成 11 年度

千葉市立磯辺第二小学校校庭整備工事 千葉市 泰伸建設㈱ 平成 11 年度

第２千葉幹線ＨＰＫ６００ガス管新設工事・推進立坑工事・ガス管新設工事・推進立坑工事 市原市 東洋建設㈱ 平成 10 年度

下志津無線基地局電気通信設備新設工事 佐倉市 ㈱間組 平成 10 年度

千葉土気緑の森工業団地仮設道路撤去及び法面整備工事仮設道路撤去及び法面整備工事 千葉市 千葉県開発公社 平成 10 年度

千葉市立幸町第三小学校校庭整備工事 千葉市 ㈱政正工務所 平成 10 年度

県単港湾維持工事（川鉄寒川水路掘削） 千葉市 千葉県 平成 10 年度

千葉市都川都市河川改修旭橋護岸工事 千葉市 総電建㈱ 平成 10 年度
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更科無線基地局電気通信設備工事 千葉市 ㈱間組 平成 10 年度

千葉市新港中央浄化センター改修工事 千葉市 池田建設工業㈱ 平成 10 年度

ＪＲ内房線馬込トンネル法面災害復旧工事 君津市 交通建設㈱ 平成 9 年度

養老川災害復旧工事 市原市 東洋建設㈱ 平成 9 年度

市原海保無線基地局電気通信設備新設工事 市原市 ㈱間組 平成 9 年度

木更津大久保無線基地局電気通信設備新設工事 木更津市 ㈱間組 平成 9 年度

ＪＲ内房線浜金谷災害復旧（その２）工事 富津市 東鉄工業㈱ 平成 9 年度

東金九十九里有料道路新設工事１．２号線足場解体工事 東金市 東鉄工業㈱ 平成 9 年度

神向寺跨線橋足場工事 鹿島市 東鉄工業㈱ 平成 9 年度

富永歯科医院外構工事 千葉市 富永歯科 平成 9 年度

千葉市幸第三保育所所庭整備工事 千葉市 千葉市 平成 9 年度

配水管布設工事（第１工区） 東金市 三総建設㈱ 平成 9 年度

ＮＴＴドコモ　大栄局鉄塔建設工事 大栄町 大明電気㈱ 平成 9 年度

ＮＴＴドコモ　旭局鉄塔建設工事 旭市 大明電気㈱ 平成 9 年度

作田川河川災害復旧工事（仮第１２２号） 山武町 大松建設㈱ 平成 8 年度

作田川河川災害復旧工事（仮第１２３号） 山武町 古谷建設㈱ 平成 8 年度

京葉道路千葉西ＴＢ重量計造成工事 千葉市 総電建㈱ 平成 8 年度
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千葉ＴＤＰ基地基礎工事 印西市 ㈱間組 平成 8 年度

幸町公園便所外構工事 千葉市 千葉市 平成 8 年度

大網駅第３高架橋修繕工事 大網白里町 東鉄工業㈱ 平成 8 年度

奈良輪橋歩道橋撤去工事 袖ヶ浦市 宇徳企業㈱ 平成 8 年度

千葉東金道路（第Ⅱ期）酒蔵ボックスカルバート築造工事 東金市 奥村　羽沢　ＪＶ 平成 7 年度

ＣＲＰ佐倉ゴルフ倶楽部複合開発事業 佐倉市 大成建設㈱ 平成 7 年度

千葉東南部地区６－３９外１０街区整備工事 千葉市 東鉄工業㈱ 平成 7 年度

京葉道路（改築）花輪ＩＣ橋他３橋 船橋市 川田工業㈱ 平成 6 年度

甚平衛大橋補強工事 成田市 川田工業㈱ 平成 6 年度

モノレール支柱工架設工事 千葉市 川田工業㈱ 平成 6 年度

京葉道路（改築）谷津橋遮音壁基礎工事 習志野市 片山ストラテック㈱ 平成 5 年度

京葉道路（改築）花輪ＩＣ下部工事 船橋市 阪神土木工業㈱ 平成 4 年度

土気工業団地汚水場幹線仮設道路工事 千葉市 三井不動産建設㈱ 平成 4 年度

取香橋高欄設置工事 成田市 高田機工㈱ 平成 4 年度

東橋増桁架設工事 夷隅町 ショーボンド建設㈱ 平成 4 年度

国道１６号甲子橋補強工事 木更津市 ショーボンド建設㈱ 平成 4 年度

浦安Ｆ地区高潮護岸工事 浦安市 上條建設㈱ 平成 4 年度
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流山有料道路新設工事 流山市 ㈱片山鉄工所 平成 3 年度

県スポーツセンター受水槽基礎工事 千葉市 オリエンタル建設㈱ 平成 2 年度

夷隅川河川災害復旧工事（６０災河第３８３号） 大多喜町 小倉土建㈱ 昭和 61 年度

市原潤井戸浄水場土木工事 市原市 旭建設㈱ 昭和 60 年度

東関東自動車道宮野木地区法面防災工事 千葉市 司建設㈱ 昭和 59 年度

千葉東金道路大宮地区法面補強工事（その２） 千葉市 旭建設㈱ 昭和 59 年度

京葉道路武石地区法面防災工事 千葉市 多田建設㈱ 昭和 58 年度
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