
1／8 施工　丸善建設株式会社

工 事 名 工 事 場 所 発 注 者

さつきが丘1号橋補修工事（花２６－１） 千葉市 千葉市 平成 27 年度

稲毛６号橋外架替工事（２６－１工区） 千葉市 千葉市 平成 27 年度

富浦町広域農道橋梁上部工工事 富浦町 ㈱サクラダ 平成 19 年度

交通安全施設整備工事（駒込橋） 大網白里町 三枝建設㈱ 平成 17 年度

富士見橋ＢＯ桁架設工事（第２期工事） 東京都 東鉄工業㈱ 平成 15 年度

高浜立体山側床版工事 市川市 前川建設㈱ 平成 15 年度

京葉道路（改築）原木擁壁補強工事 市川市 上條建設㈱ 平成 15 年度

磯茂呂線架設土工.排水施設工.照明工.橋面防水工.舗装工事 千葉市 住友重機械工業㈱ 平成 15 年度

磯茂呂線架設沓座工事 千葉市 日本通運㈱ 平成 15 年度

ＪＲ成田駅構内囲護台跨道橋新設（ハ）工事 成田市 東鉄工業㈱ 平成 15 年度

中川富士見橋ＢＯ桁架設工事 東京都 東鉄工業㈱ 平成 14 年度

館山自動車道　丹生第５高架橋下部工事 富浦町 ㈱北野組 平成 14 年度

橋梁架換工事（渚大橋） 鋸南町 日本鋼管㈱ 平成 14 年度

上大橋上部工工事 小見川町 日本鋼管工事㈱ 平成 14 年度

（高関）ＯＪ２２工区（２）～ＯＪ２３工区（２）街路 東京都 石黒建設㈱ 平成 14 年度

（主）千葉大網線（土気跨線橋）上部工製作架設床版工事 千葉市 ㈱サクラダ 平成 14 年度

（主）千葉大網線（土気跨線橋）床版工事 千葉市 東鉄工業㈱ 平成 14 年度

施工時期

工　事　経　歴　書
■橋梁工事



2／8 施工　丸善建設株式会社

工 事 名 工 事 場 所 発 注 者 施工時期

工　事　経　歴　書
■橋梁工事

矢切高架橋下部（その３）工事 松戸市 工建設㈱ 平成 13 年度

東関東浜田跨線橋橋脚補強工事 千葉市 石井工業㈱ 平成 13 年度

浜野四街道線　大井戸大橋床版工事 千葉市 ㈱ナカノコーポレーション 平成 13 年度

西船橋跨線橋床版工事 船橋市 京成建設㈱ 平成 13 年度

中央区勝どき晴海朝潮運河朝潮歩道橋下部工事 東京都 三幸建設工業㈱ 平成 13 年度

館山自動車道深名第２橋下部工事 富浦町 和泉建設㈱ 平成 13 年度

田尻歩道橋上部工床版工事 市川市 横河工事㈱ 平成 13 年度

高砂橋旧橋撤去工事及び下部工事 東京都 東鉄工業㈱ 平成 13 年度

新港大橋上部工補修工事 千葉市 京葉工管㈱ 平成 13 年度

栗山川大橋上部工床版工事 多古町 川崎重工業㈱ 平成 13 年度

飯倉・八日市場間大堺跨線橋新設工事の内ＰＣ桁架設 八日市場市 東鉄工業㈱ 平成 13 年度

４６８号下郡橋下部工事 木更津市 矢作建設工業㈱ 平成 13 年度

富津館山道路深名橋木の根橋床版工事 富浦町 和泉建設㈱ 平成 12 年度

富津館山道路岡本川橋下部工事 富浦町 芦沢建設㈱ 平成 12 年度

島穴橋上部工工事 市原市 横河工事㈱ 平成 12 年度

今井高架橋補強工事 千葉市 東鉄工業㈱ 平成 12 年度

今井高架下部拡幅工事 千葉市 旭建設㈱ 平成 12 年度
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丹生川橋下部工事 富浦町 ㈱北野組 平成 11 年度

千葉ニュ－タウン法目川３号線橋梁工事 印西市 久米建設㈱ 平成 11 年度

千波大橋上部工工事（床版工事） 水戸市 川田工業㈱ 平成 11 年度

東総台地地区３号橋梁上部工（床版工事） 銚子市 川崎製鉄㈱ 平成 10 年度

成東町木戸川橋上部工工事（床版工事） 成東町 古谷建設㈱ 平成 10 年度

銚子新大橋関連県単道路高架橋上部床版工事 銚子市 宇徳企業㈱ 平成 10 年度

北関東自動車道涸沼前川橋上部工（床版） 茨城県 東鋼橋梁㈱ 平成 10 年度

花見川団地歩道橋改修工事 千葉市 山三建設工業㈱ 平成 9 年度

東金九十九里有料道路新設工事２号橋床版工事 東金市 ㈱竹中土木 平成 9 年度

東金九十九里有料道路新設工事（６－２）号橋床版工事 東金市 古谷建設㈱ 平成 9 年度

勝浦有料道路部原大橋耐震補強工事 勝浦市 東鉄工業㈱ 平成 9 年度

市川妙典歩道橋工事 市川市 川田工業㈱ 平成 9 年度

湾岸市川橋脚耐震性向上工事（３－１）千葉 市川市 東鉄工業㈱ 平成 8 年度

東関東宮野木ＪＣＴＣランプ１号線改良工事 千葉市 鹿島道路㈱ 平成 8 年度

東金九十九里有料道路新設工事（４－２号線）下部工工事 東金市 鉄建建設㈱ 平成 8 年度

東金九十九里有料道路４－２橋梁工事 東金市 戸田建設㈱ 平成 8 年度

東金九十九里有料道路１．２号線架設工事 東金市 東鉄工業㈱ 平成 8 年度
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工　事　経　歴　書
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ザ・ビンテージクラブジャパン１．２号橋架設床版工事 大多喜町 宇徳企業㈱ 平成 8 年度

京葉道路（改築）新海神橋上部工工事 船橋市 宇徳企業㈱ 平成 8 年度

一宮踏切除却工事（橋梁上部工） 一宮町 ㈱地崎工業 平成 8 年度

東金九十九里有料道路３号橋床版工事 東金市 古谷建設興業㈱ 平成 7 年度

銚子東総台他地区１号橋梁工事（床版工事） 銚子市 宇徳企業㈱ 平成 7 年度

千葉東南部地区Ｆ－６橋梁改良工事 千葉市 東鉄工業㈱ 平成 7 年度

千葉東南部地区Ｆ－５橋梁工事 千葉市 東鉄工業㈱ 平成 7 年度

千葉東南部地区Ｆ－５橋梁（西側）工事 千葉市 株木建設㈱ 平成 7 年度

大柏橋上部工工事 市川市 横河工事㈱ 平成 7 年度

一の宮片貝線踏切除却工事（橋梁下部工） 一宮町 ㈱地崎工業 平成 7 年度

鷲巣橋上部工工事（大多喜） 大多喜町 川田工業㈱ 平成 6 年度

千葉東金道路（第二期）酒蔵高架橋Ａ２下部工 東金市 奥村組 平成 6 年度

竹岡Ｅランプ橋床版工事 富津市 三浦建設㈱ 平成 6 年度

新東京国際空港内歩道橋架設床版工事 成田市 横河工事㈱ 平成 6 年度

住宅宅地関連促進工事 八千代市 ㈱巴コーポレーション 平成 6 年度

建勝寺橋上部工（床版工事） 君津市 川田工業㈱ 平成 6 年度

京葉道路（改築）幕張西工事下部工事 千葉市 株木建設㈱ 平成 6 年度
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京葉道路（改築）花輪ＩＣ橋他３橋床版工事 習志野市 川田工業㈱ 平成 6 年度

京葉道路（改築）花輪ＩＣ工事下部工事 船橋市 ハンシン建設㈱ 平成 6 年度

お城橋上部工工事 夷隅町 横河工事㈱ 平成 6 年度

太田橋梁床版工事 千葉市 松尾エンジニアリング㈱ 平成 6 年度

岩根高架橋下部第３工事 木更津市 鉄建建設㈱ 平成 6 年度

京葉道路（改築）谷津橋工事 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 ㈱ハンシン建設 平成 5 年度

土気高本谷橋下部工工事 千葉市 ㈱白石 平成 4 年度

京葉道路（改築）谷津橋工事 習志野市 片山ストラテック㈱ 平成 4 年度

大多喜町行徳橋床版工事 大多喜町 小倉土建㈱ 平成 4 年度

天津小湊線宮下橋床版工事 大多喜町 小倉土建㈱ 平成 4 年度

茂原夷隅郡福原橋床版工事 夷隅郡 ㈱地崎工業 平成 3 年度

新港大橋床版工（その３）工事 市川市 上條建設㈱ 平成 3 年度

新港大橋床版工（その１）工事 市川市 柴田総業㈱ 平成 3 年度

国道４１０号線新伊賀利橋下部工工事 君津市 新興土建㈱ 平成 3 年度

君津天羽線新田倉橋床版工事 君津市 新興土建㈱ 平成 3 年度

君津天羽線清水橋架設床版工事 君津市 横河工事㈱ 平成 3 年度
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一の宮踏切除却上部床版工事 一宮町 ㈱地崎工業 平成 3 年度

富津館山道路保田川橋床版工事 鋸南町 東海建設㈱ 平成 2 年度

土気工業団地内西沢橋床版工事 千葉市 横河工事㈱ 平成 2 年度

国道４１０号線国道橋梁整備工事（新御獄橋床版工事） 丸山町 田中建設㈱ 平成 2 年度

国道１２７号線多田良橋床版工事 富浦町 三浦建設㈱ 平成 2 年度

国道１２７号線昭和橋床版工事 館山市 和泉建設㈱ 平成 2 年度

幕張本郷駅前歩行者デッキ新設床版工事 千葉市 川鉄鉄構工業㈱ 平成 元 年度

東関東自動車道八幡橋他４橋下部工工事 市原市 鈴縫工業 平成 元 年度

千葉市東南部地区Ｃ－４橋梁工事 千葉市 鈴中工業㈱ 平成 元 年度

茂原明治橋上部工事 茂原市 川鉄鉄構工業㈱ 昭和 63 年度

道路改良工事寺崎橋床版工事 佐倉市 川田工業㈱ 昭和 63 年度

千葉臨海鉄道線海浜橋架換工事 千葉市 ㈱銭高組 昭和 63 年度

国道１６号線今井高架橋床版工事 千葉市 石黒建設㈱ 昭和 63 年度

天津小湊線里見橋床版工事 市原市 太陽工業㈱ 昭和 63 年度

平川カントリークラブ橋梁工事 千葉市 川鉄鉄構工業㈱ 昭和 62 年度

国道１６号線長須賀高架橋床版第２工事 木更津市 石井工業㈱ 昭和 62 年度

市原市小折橋床版工事 市原市 ㈱鈴栄組 昭和 62 年度
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茂原市腰当踏切除却工事関連床版工事 茂原市 横河工事㈱ 昭和 61 年度

花見川線４号橋梁床版工事 千葉市 五洋建設㈱ 昭和 61 年度

千葉都市モノレール建設小倉橋床版工事（その３） 千葉市 ㈱銭高組 昭和 61 年度

千葉都市モノレール建設小倉橋床版工事（その２） 千葉市 ㈱奥村組 昭和 61 年度

千葉都市モノレール建設小倉橋床版工事（その１） 千葉市 総建設㈱ 昭和 61 年度

千葉市都市モノレール建設工事 千葉市 川田建設㈱ 昭和 61 年度

千葉市今井踏切切除去工事 千葉市 川鉄鉄構工業㈱ 昭和 61 年度

大多喜町道田代橋床版工事 大多喜町 川鉄鉄構工業㈱ 昭和 61 年度

千葉市都市モノレール建設工事下部工　都賀（９－２工区） 千葉市 ㈱地崎工業 昭和 60 年度

千葉市都市モノレール建設工事（Ｃ９－２工区） 千葉市 ㈱駒井鉄工所 昭和 60 年度

大多喜町君津線庄司橋床版工事 大多喜町 高田機工㈱ 昭和 60 年度

市原地方道橋梁整備工事（高東橋床版工事） 市原市 旭建設㈱ 昭和 60 年度

市原天津小湊線公共橋梁整備工事（大多喜町道桑曾根橋床版工事） 大多喜町 川鉄鉄構工業㈱ 昭和 60 年度

市原天津小湊公線共橋梁整備工事（山之根橋橋梁工事） 市原市 太陽工業㈱ 昭和 60 年度

千葉外房有料道路越智高架橋床版工事 千葉市 高田機工㈱ 昭和 59 年度

市原レイクサイドＣＣ．橋梁工事 市原市 川田建設㈱ 昭和 59 年度

市原地方道待場橋床版工事 市原市 川田建設㈱ 昭和 59 年度
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村上橋上部工床版工事（その９） 八千代市 ㈱地崎工業 昭和 58 年度

村上橋上部工床版工事（その７） 八千代市 ㈱奥村組 昭和 58 年度

千葉市都市モノレール建設工事（支柱第６工区） 千葉市 宇徳企業㈱ 昭和 58 年度

成東酒々井線踏切除却工事（下谷高架橋床版工事） 佐倉市 東豊土木興業㈱ 昭和 57 年度

成田松尾線道路改良工事（山室２号橋床版工） 松尾町 古谷建設興業㈱ 昭和 57 年度

千葉外房有料道路新設工事（誉田高架床版工その２） 千葉市 東鉄工業㈱ 昭和 57 年度

千葉外房有料道路新設工事（誉田高架床版工その１） 千葉市 ㈱奥村組 昭和 57 年度

国道２９７号線橋梁設備工事（石神橋床版工事） 大多喜町 小倉土建㈱ 昭和 57 年度

木戸川河川改良工事（木戸川床版工事） 成東町 大成道路㈱ 昭和 57 年度

松尾蓮沼線単道路改良工事（松尾高架橋床版工事その３） 松尾町 古谷建設興業㈱ 昭和 56 年度

岩富山田台線単橋橋梁架換工事（飯塚橋床版工事） 佐倉市 水島工務店㈱ 昭和 56 年度


	橋梁工事

