
橋　梁　溶　接　工　事　経　歴　書

工　事　名 施　工　場　所 現 場 工 事 発 注 会 社 工　事　内　容工　期

第二東名高速道路 浜北高架橋 H21.2 ～ H21.8 静岡県浜松市 片山ストラテック（株） 主桁・前断面

幸橋バルコニー H21.2 ～ H21.2 福井県福井市 日本通運（株） 鋼床版

ベトナム溶接指導 H21.2 ～ H21.10 ベトナム 三井造船（株） 斜張橋(技術指導)

高速3号線Ⅱ期鋼上部工（出島ランプ） H21.4 ～ H21.4 広島県広島市 工建・川田ＪＶ 沓

箱根湯元駅前歩道橋 H21.4 ～ H21.4 神奈川県足柄下郡 （株）中部 歩道橋

生浜ヤード H21.4 ～ H22.3 千葉県千葉市 JFEエンジ二アリング（株） 鋼床版

茨城ＪＣＴ H21.5 ～ H21.6 茨城県東茨城郡 （株）ハルテック 橋脚

第二京阪道讃良地区 H21.5 ～ H21.10 大阪府寝屋川市 東京鐵骨・ハルテックJV 主桁溶接・沓

蛍橋上部工 H21.6 ～ H21.6 徳島県吉野川市 （株）ハルテック 鋼床版

銚子大橋 H21.6 ～ H21.8 茨城県神栖市 サクラダ・日橋ＪＶ 鋼床版

海老名ＪＣＴ　Ｄランプ橋 H21.6 ～ H22.3 神奈川県海老名市 （株）サクラダ 開断面

県道高速名古屋　新宝線　大江工区上部工事 H21.6 ～ H22.12 神奈川県名古屋市 三菱・ＪＦＥＪＶ 脚・鋼床版

臨海道路本牧出口ランプ整備工事(上部架設工その1) H21.7 ～ 21.11.28 神奈川県横浜市 三菱重工鉄構エンジニアリング（株） 脚・鋼床版

高洲・明海４号橋梁工事(上部工) H21.7 ～ H21.10 千葉県浦安市 松尾・サクラダＪＶ 脚・鋼床版

臨海用地造成事業　歩道橋設置工事 H21.8 ～ H21.9 愛知県常滑市 日本車輌製造（株） 脚・鋼床版

伊豆縦貫谷田高架橋鋼上部工事 H21.9 ～ H22.4 静岡県三島市 JFEエンジ二アリング（株） 脚・鋼床版

羽田再拡張Ｄ滑走路建設工事 H21.9 ～ H22.1 東京都江東区 大林・五洋・西松・三菱重工ＪＶ 脚・鋼床版

県道高速名古屋新宝線　港明上部工事 H21.9 ～ H22.11 愛知県名古屋市 IHI・日車・名村JV 脚・鋼床版

新幹線107Ｋ490付近谷田Ｂｏ H21.9 ～ H22.5 静岡県三島市 日本車輌製造（株） 鋼床版

第二東名高速道路　生平橋他2橋ＰＣ上部工 H21.9 ～ H23.11 愛知県岡崎市 (株)ﾋﾟ-ｴｽ三菱 ジャケット



橋　梁　溶　接　工　事　経　歴　書

工　事　名 施　工　場　所 現 場 工 事 発 注 会 社 工　事　内　容工　期

日沿道神林高架橋上部その3工事 H21.10 ～ H21.10 新潟県村上市 JFEエンジ二アリング（株） 主桁・前断面

圏央道東高架橋上部その2工事 H21.10 ～ H21.12 茨城県稲敷市 佐藤鉄工（株） 主桁・前断面

市道戸塚第519号線道路建設工事 H21.11 ～ H22.8 神奈川県横浜市 片山ストラテック（株） 鋼床版

四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区道路 H21.11 ～ H21.12 三重県四日市市 JFEエンジ二アリング（株） 鋼床版

甲府駅北口ﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯｷ築造 H21.11 ～ H21.11 山梨県中央市 （株）中部 鋼床版

大山崎Ｂｏ（Ⅱ期）新設　 H21.12 ～ H22.7 京都府乙訓郡 日本車輌製造（株） 主桁

駟馳山バイパス湯山高架橋鋼上部工事 H21.12 ～ H21.12 鳥取県鳥取市 JFEエンジ二アリング（株） ボックス桁

岡山西バイパス　北長瀬歩道橋 H21.12 ～ H22.1 岡山県岡山市 （株）ハルテック 歩道橋

平成２０年度　葵国道債第１号　（国）３６２号　安西橋上部工 H22.1 ～ H23.2 静岡県静岡市 JFEエンジ二アリング（株） ボックス桁

辻堂神台一丁目地区　遠藤線横断デッキ築造 H22.1 ～ H22.3 神奈川県藤沢市 片山ストラテック（株） 鋼床版

大山崎ジャンクション　(鋼上部工)工事 H22.1 ～ H23.11 京都府乙訓郡 片山ストラテック（株） 主桁

越谷レイクタウン地区E橋梁上部工 H22.2 ～ H22.9 埼玉県越谷市 JFEエンジ二アリング（株） リバーブリッヂ

御堂筋線上ホーム桁架設 H22.2 ～ H22.8 大阪府大阪市 日本車輌製造（株） 主桁

伊王島大橋(和歌山工場) H22.3 ～ H22.7 和歌山県日高郡 （株）ハルテック 鋼床版全断面

新幹線164K933付近ほか東静岡南北幹線Bo新設 H22.3 ～ H23.7 静岡県静岡市 日本車輌製造（株） アーチ橋溶接　、鋼床版

伏木富山港(新湊地区)道路(東西線) H22.4 ～ H23.7 富山県射水市 日立･川田ＪＶ 鋼床版

伏木富山港(新湊地区)道路(東西線) H22.4 ～ H23.6 富山県射水市 JFEエンジ二アリング（株） 鋼床版

福室地区橋梁上部工工事 H22.6 ～ H23.2 宮城県仙台市 （株）東京鐵骨橋梁 ブラケット

山脇大谷線道路工事(下４号橋上部工) H22.7 ～ H22.7 静岡県静岡市 ドーピー建設工業 沓

302号植田横断歩道橋上部 H22.7 ～ H23.1 愛知県名古屋市 片山ストラテック（株） 歩道橋現場



橋　梁　溶　接　工　事　経　歴　書

工　事　名 施　工　場　所 現 場 工 事 発 注 会 社 工　事　内　容工　期

大井環七立体（海側）上部（その1） H22.9 ～ H22.12 東京都品川区 JFEエンジ二アリング（株） 鋼床版

都市計画道路3,4,18号八方橋上部工 H22.10 ～ H22.10 千葉県市原市 （株）サクラダ 鋼床版

中井富士見橋内回り上部工事（その２） H22.10 ～ H23.2 東京都新宿区 （株）駒井ハルテック 鋼床版

平成20年度(国)1号函南
カンナミ

高架橋
コウカキョウ

H22.10 ～ H22.12 静岡県田方郡 （株）サクラダ 橋脚

地方道路交付金工事　HF23-N1 (大曲橋) H22.11 ～ H24.3 秋田県大仙市 日立造船（株） 拡幅部横桁

越谷レイクタウン地区D橋梁上部工 H22.12 ～ H22.12 埼玉県越谷市 JFEエンジ二アリング（株） リバーブリッヂ

大屋川橋上部工 H22.12 ～ H23.3 兵庫県養父市 （株）駒井ハルテック 鋼単純ニールセンローゼ

市道北八朔北部第379号線道路整備工事 H23.1 ～ H23.4 神奈川県横浜市 三菱重工鉄構エンジニアリング（株） 鋼床版

北十間人道橋上部工事 H23.1 ～ H23.2 東京都墨田区 （株）サクラダ 鋼床版

蒲田地区歩道橋上部工事 H23.1 ～ H23.2 東京都大田区 JFEエンジ二アリング（株） 歩道橋現場

第二東名高速道路　新戸川橋工事 H23.2 ～ H25.4 愛知県新城市 （株）ピーエス三菱 波形ウェブ主桁

幸魂大橋左岸耐震補強工事　P13橋脚支承工事 H23.2 ～ H23.2 埼玉県戸田市 三菱重工鉄構エンジニアリング（株） 溶接・ガウジング

東名高速道路(改装)社家第一高架橋(鋼上部工)工事 H23.2 ～ H24.7 神奈川県海老名市 JFEエンジ二アリング（株） 開断面

立体横断施設上部工事（22北南-西東京3-2-6） H23.2 ～ H23.6 東京都西東京市 （株）サクラダ 歩道橋

国道16号町田立体歩道橋上部工事 H23.2 ～ H23.10 東京都町田市 （株）東京鐵骨橋梁 歩道橋

東海道本線佐脇Bo新設 H23.3 ～ H24.4 愛知県豊川市 日本車輌製造（株） 鋼床版

床上浸水対策特別緊急工事（下羽角） H23.3 ～ H23.4 愛知県西尾市 日本車輌製造（株） 鋼床版

首都圏中央連絡自動車道　小西南高架橋(鋼上部工)工事 H23.3 ～ H23.4 千葉県山武郡 （株）東京鐵骨橋梁 鈑桁

東関東自動車道　酒々井インターチェインジCランプ橋 H23.4 ～ H24.3 千葉県印旛郡 三菱重工鉄構エンジニアリング（株） 鈑桁

東海環状大谷川高架橋鋼上部工事 H23.4 ～ H24.3 岐阜県大垣市 JFEエンジ二アリング（株） 鋼床版



橋　梁　溶　接　工　事　経　歴　書

工　事　名 施　工　場　所 現 場 工 事 発 注 会 社 工　事　内　容工　期

首都圏中央自動車道　門沢橋高架橋他3橋(鋼上部工)工事 H23.4 ～ H26.1 神奈川県海老名郡 JFEエンジ二アリング（株） 鋼床版

中央環状線大井ジャンクション鋼けた製作・架設工事（その2） H23.4 ～ H24.1 東京都品川区 佐藤鉄工（株） 鋼床版

紀勢線馬瀬高架橋鋼上部工事 H23.5 ～ H24.12 三重県北牟婁郡 宮地建設（株） 鋼床版

あゆみ橋延伸整備（上部工）工事 H23.6 ～ H24.3 神奈川県海老名郡 東骨・高田JV 横桁

舞鶴若狭自動車道　気山高架橋（鋼上部工）工事 H23.6 ～ H24.5 福井県三方上中郡 （株）駒井ハルテック 横桁

環状第6号線　富ケ谷歩道橋 H23.6 ～ H24.3 東京都渋谷区 （株）駒井ハルテック 歩道橋

地方特定道路設備及び広域河川改修合併工事（栗山橋上部工その2） H23.6 ～ H23.7 千葉県山武郡 （株）サクラダ 鋼床版

第二東名高速道路　桜井寺橋（鋼上部工）工事 H23.7 ～ H24.8 愛知県岡崎市 JFEエンジ二アリング（株） 鈑桁

キリンビール㈱仙台工場　地震損傷補修工事 H23.7 ～ H23.8 宮城県仙台市 植田建設工業（株） 地震損傷補修

東京外環自動車道　三郷ジャンクションBランプ（鋼上部工）工事 H23.8 ～ H24.11 埼玉県三郷市 三菱重工鉄構エンジニアリング（株） 丸脚

大和御所道路六条高架橋鋼上部工事 H23.9 ～ H24.10 奈良県大和郡山市 JFEエンジ二アリング（株） 沓溶接

扇島大橋耐震補強上部工工事 H23.10 ～ H24.8 神奈川県川崎市 JFEエンジ二アリング（株） 耐震補強

新幹線336Ｋ670付近六番町Ｂｏ新設工事 H23.10 ～ H23.11 愛知県名古屋市 日本車輌製造（株） 橋脚

国道313号（倉吉道路）橋梁上部工事（5工区）（国府川渡河橋A1～P3)（補助改良） H23.10 ～ H24.2 鳥取県倉吉市 JFEエンジ二アリング（株） 主桁

首都圏中央連絡自動車道路　下依知高架橋（鋼上部工）工事 H23.11 ～ H24.4 神奈川県厚木 JFEエンジ二アリング（株） 主桁・前断面

都市計画道路腰越大船線　大船立体新設（上部工）工事 H23.11 ～ H24.12 神奈川県鎌倉市 三菱重工鉄構エンジニアリング（株） 鋼床版デッキ

国道3号　馬出横断歩道橋上部工　工事 H23.12 ～ H23.12 福岡県福岡市 （株）駒井ハルテック 歩道橋

新一付橋鋼けた・架設工事 H23.12 ～ H23.12 東京都西多摩郡 日立造船（株） 横梁

ニュータウン中央線橋梁架設工事 H24.1 ～ H24.1 千葉県成田市 （株）駒井ハルテック 鋼床版

（二）洲本川水系洲本川　新加茂橋上部工工事 H24.1 ～ H24.2 兵庫県洲本市 JFEエンジ二アリング（株） 鋼床版



橋　梁　溶　接　工　事　経　歴　書

工　事　名 施　工　場　所 現 場 工 事 発 注 会 社 工　事　内　容工　期

福良港　浮桟橋連絡橋製作工事 H24.1 ～ H24.2 和歌山県日高郡 （株）駒井ハルテック 桟橋

飯田線宮下川Boほか1橋新設工事 H24.2 ～ H25.1 愛知県新城市 日本車輌製造（株） 主桁

平成20年度　23号豊橋BP下佐脇跨線橋鋼上部工事 H24.2 ～ H24.2 愛知県宝飯郡 JFEエンジ二アリング（株） 鋼床版

キリンビール㈱取手工場　耐震補強工事 H24.3 ～ H24.9 茨城県取手市 植田建設工業（株） 耐震補強

一般県道　鳥羽阿児線（的矢湾大橋） H24.3 ～ H26.7 三重県志摩市 JFEエンジ二アリング（株） 耐震補強

23号豊橋BP豊川橋鋼上部工事 H24.4 ～ H25.1 愛知県豊橋市 JFEエンジ二アリング（株） 鋼床版

平成23年度　関越自動車道　新町田橋（鋼上部工）工事 H24.5 ～ H24.6 埼玉県坂戸市 （株）駒井ハルテック 主桁

東九州自動車道　長峡川橋（鋼上部工）工事 H24.5 ～ H24.12 福岡県行橋市 （株）サクラダ 鈑桁

伊良部大橋橋梁整備第5期工事 H24.6 ～ H24.8 沖縄県宮古島市 JFEエンジ二アリング（株） 沓

鎌田川 東花輪川樋門ゲート製作据付工事 H24.6 ～ H24.10 山梨県中央市 飯田鉄工（株） 水門

(高負）YK41工区(2)・YK42工区(1-1)上部・橋脚工事 H24.6 ～ H29.1 神奈川県横浜市 ＪＦＥ・横河ＪＶ 橋脚

釜石港湾口地区湾口防波堤（災害復旧）付帯施設整備工事（その2） H24.7 ～ H24.7 和歌山県日高郡 （株）駒井ハルテック 桟橋

新幹線336Ｋ670付近六番町Ｂｏ新設工事 H24.7 ～ H24.11 愛知県名古屋市 日本車輌製造（株） 鋼床版

石狩川頭首工右岸管理橋建設工事 H24.7 ～ H24.11 北海道樺戸郡 JFEエンジ二アリング（株） 鋼床版

圏央道大和田第2橋上部他工事 H24.7 ～ H24.9 千葉県市川市 日本車輌製造（株） 主桁

YK13工区(1)上部工事 H24.8 ～ H26.3 神奈川県横浜市 IHI・駒井ハルテックＪＶ 横張り・鋼床版

新家・和泉砂川間第一新家川橋りょう改築工事 H24.8 ～ H24.11 大阪府和泉市 日本車輌製造（株） 主桁

水橋田伏高架橋防音壁支柱補修工事 H24.9 ～ H25.4 富山県富山市 トピー実業（株） 補修

韮崎南アルプス中央浅原橋5工区橋梁工事 H24.9 ～ H25.2 山梨県中央市 飯田鉄工・横河ブリッジ・楢崎製作所JV 鈑桁

第二東名高速道路　宮下川高架橋他2橋（鋼上部工）工事 H24.10 ～ H25.9 愛知県新城市 JFEエンジ二アリング（株） 鈑桁



橋　梁　溶　接　工　事　経　歴　書

工　事　名 施　工　場　所 現 場 工 事 発 注 会 社 工　事　内　容工　期

357号若松交差点歩道橋上部工事 H24.10 ～ H25.3 千葉県船橋市 JFEエンジ二アリング（株） 歩道橋

将門橋Ａ橋（仮称）鋼けた製作・架設工事 H24.10 ～ H24.12 東京都西多摩郡 三菱重工鉄構エンジニアリング（株） 主桁

東京港中央防波堤外側地区岸壁（-16ｍ）築造工事（その2） H24.11 ～ H25.3 東京都大田区 東亜・みらい・不動テトラＪＶ ジャケット

八海橋マウラージョイント補修工事 H24.11 ～ H24.11 新潟県南魚沼市 日本鋳造（（株）） 補修

上尾駅東口ペデストリアンデッキ H24.12 ～ H24.12 埼玉県上尾市 （株）駒井ハルテック 歩道橋

朝日車両基地路盤新設ほか（秋山西緩衝工製作・設置） H24.12 ～ H25.1 山梨県大月市 日本車輌製造（株） 耐震補強

(国)482号鶴岡道路　鶴岡橋上部工事 H25.1 ～ H25.1 兵庫県豊岡市 清水工業（株） 主桁溶接

東海道本線佐脇Bo新設Ⅱ H25.1 ～ H25.11 愛知県豊川市 日本車輌製造（株） 鋼床版

前橋笠懸道路歩道橋上部工事 H25.2 ～ H25.3 群馬県みどり市 （株）駒井ハルテック 歩道橋

都大橋長寿命化工事 H25.2 ～ H25.5 東京都大田区 丸和工業 耐震補強

平成24年度　23号相川高架橋鋼製下部工事　 H25.2 ～ H25.5 三重県津市 （株）トーヨーテクニカ 橋脚

YK12工区（1）上部工事 H25.3 ～ H26.6 神奈川県横浜市 ＪＦＥ・横河YKＪＶ 橋脚

（二）千種川水系佐用川 冠橋上部工事（本位田その４） H25.4 ～ H25.4 兵庫県佐用郡 清水工業（株） 鈑桁

身延線黒沢Ｂｏ新設 H25.4 ～ H25.6 山梨県西八代郡 日本車輌製造（株） 鈑桁

東九州自動車道 小波瀬川橋(鋼上部工)工事 H25.6 ～ H25.9 福岡県京都郡 （株）東京鐵骨橋梁 鈑桁

湘南モノレール隅角部補強 H25.7 ～ H27.10 神奈川県鎌倉市 （株）駒井ハルテック 耐震補強

八王子駅北口マルベリーブリッジ延伸工事 H25.7 ～ H25.9 東京都八王子市 片山ストラテック（株） 歩道橋

イオンモール幕張新都心連絡通路 H25.8 ～ H25.8 千葉県千葉市 （株）駒井ハルテック 歩道橋

平成24年度1号寺尾地区ランプ橋　鋼上部 H25.8 ～ H25.9 静岡県静岡市 片山ストラテック（株） 主桁

平成24年度　1号寺尾地区ランプ橋鋼上 H25.8 ～ H25.9 静岡県静岡市 片山ストラテック（株） 歩道橋



橋　梁　溶　接　工　事　経　歴　書

工　事　名 施　工　場　所 現 場 工 事 発 注 会 社 工　事　内　容工　期

社会資本総合交付金工事（仮称印旛捷水路橋上部工その5） H25.8 ～ H25.12 千葉県印旛郡 （株）駒井ハルテック 横張り

蓬莱橋横断歩道橋桁製作及び架設工事(24汐留-5) H25.9 ～ H26.3 東京都港区 日本車輌製造（株） 歩道橋

YK11工区(2)上部・橋脚工事 H25.11 ～ H28.2 神奈川県横浜市 ＪＦＥ・横河ＪＶ 橋脚

首都圏中央連絡自動車道　桶川第3高架橋（鋼上部工）工事 H25.12 ～ H26.12 埼玉県久喜市 ＪＦＥ・横河ＪＶ 開断面

津波避難タワー設置工事（F工区） H25.12 ～ H26.1 静岡県榛原郡 日本車輌製造（株） 橋脚

東京外環道高谷ジャンクション橋南（鋼上部工）工事 H25.11 ～ H29.5 千葉県市川市 駒井ハルテック・高田機工ＪＶ 鋼床版・橋脚

身延線　富士川橋Bo H25.12 ～ H26.4 山梨県西八代郡 日本車輌製造（株） 鈑桁

津波避難タワー設置工事（J工区） H26.1 ～ H26.2 静岡県榛原郡 日本車輌製造（株） 橋脚

海老名自由通路整備（駅間部）工事 H26.1 ～ H27.7 神奈川県海老名市 （株）駒井ハルテック ｱﾝｶｰﾌﾚｰﾑ、橋脚、桁等の製作架設

津波避難タワー設置工事（Ｇ工区） H26.1 ～ H26.2 静岡県榛原郡 北川工業　㈱ 橋脚

（修）上部工補強工事１－１０５　 H26.2 ～ H30.3 東京都渋谷区 JFEエンジ二アリング（株） 耐震補強

上一色中橋架替工事（その4） H26.2 ～ H26.4 東京都江戸川区 ㈱エムワンウェルディング 鋼床版

YK43工区(F(2)連結道路）上部・橋脚工事 H26.2 ～ H28.7 神奈川県横浜市 JFEエンジ二アリング（株） 鋼床版・橋脚

首都圏中央連絡自動車道　境高架橋（鋼上部工）工事 H26.3 ～ H26.10 茨城県猿島郡 JFEエンジ二アリング（株） 鈑桁

平成25年度宝風橋耐震補強工事 H26.4 ～ H26.5 秋田県 仙北市 ＭＲテクノス㈱ 耐震補強

中部横断富士川橋上部工事 H26.5 ～ H27.10 山梨県南巨摩郡 JFEエンジ二アリング（株） 沓溶接

(改)堀切小菅JCT間改良上部・橋脚工事 H26.5 ～ H30.4 東京都葛飾区 JFEエンジ二アリング（株） 耐震補強

横浜港臨港道路南本牧ふ頭本牧線（Ⅲ-2工区）高架橋下部工事 H26.5 ～ H27.3 神奈川県横浜市 東洋・駒井ハルテック異工種ＪＶ 橋脚

橋りょう整備事業一般国道419号高浜立体上部工事 H26.6 ～ H27.11 愛知県半田市 日車・瀧上ＪＶ 鋼床版

（南本牧）MC-3号バースクレーン製作据付工事 H26.7 ～ H26.10 三重県津市 JFEエンジ二アリング（株） クレーン



橋　梁　溶　接　工　事　経　歴　書

工　事　名 施　工　場　所 現 場 工 事 発 注 会 社 工　事　内　容工　期

湾岸道路本牧地区6号橋上部工事 H26.7 ～ H27.10 神奈川県横浜市 ＪＦＥ・ＩＨＩＪＶ 鋼床版

熱田構内御田Ｂｏ新設 H26.7 ～ H27.1 愛知県名古屋市 日本車輌製造（株） 歩道橋

第二東名高速道路　宮下川高架橋他2橋（鋼上部工）工事 H26.8 ～ H26.10 愛知県新城市 JFEエンジ二アリング（株） 鈑桁

新名神高速道路 余野川橋他１橋（鋼上部工）工 事 H26.8 ～ H28.9 大阪府箕面市 ㈱ＩＨＩインフラシステム 全断面

京葉道路　鬼高パーキングエリア橋（（鋼上部工）工事 H26.9 ～ H28.8 千葉県市川市 JFEエンジ二アリング（株） 歩道橋・全断面

板橋熊野町ＪＣＴ間改良工事 H26.12 ～ H29.2 東京都板橋区 大林・ＪＦＥ・横河ＪＶ 耐震補強

東海道本線山崎川Ｂ改築ほか H26.12 ～ H27.2 愛知県名古屋市 宮地エンジニアリング㈱ 耐震補強

横浜港臨港道路南本牧ふ頭本牧線（Ⅲ-1工区）上部工 H26.12 ～ H28.2 神奈川県横浜市 ＪＦＥ・ＩＨＩＪＶ 鋼床版

関門自動車道　関門橋下関側径間補剛桁補修工事 H26.12 ～ H29.1 山口県下関市 JFEエンジ二アリング（株） 耐震補強

平成25年度　名二環小川1高架橋鋼橋脚工事 H26.12 ～ H27.2 愛知県常滑市名古屋市 佐藤鉄工㈱ 橋脚

横浜港臨港道路南本牧ふ頭本牧線（Ⅵ工区）橋梁工事 H27.1 ～ H27.8 神奈川県横浜市 川田・日立ＪＶ 鋼床版

身延線山田川Boほか1新設 H27.1 ～ H27.10 山梨県西八代郡 日本車輌製造（株） 鈑桁

中部横断自動車道福士川第二他1橋（鋼上部工）工事 H27.1 ～ H27.10 山梨県南巨摩郡 日本車輌製造（株） 主桁

平成26年度名二環大西交差点南鋼橋脚工事 H27.2 ～ H27.7 愛知県名古屋市 日本車輌製造（株） 橋脚

新名神高速道路　塩川橋他1橋工事 H27.2 ～ H29.3 兵庫県川西市 （株）ピーエス三菱 波形ウエーブ

三階橋ランプ築造工事（鋼桁製作架設工） H27.2 ～ H27.2 愛知県名古屋市 JFEエンジ二アリング（株） 鋼床版

国道449号新本部大橋橋梁設備工事 H27.4 ～ H27.10 沖縄県国頭郡 ＪＦＥ・國場組ＪＶ 鋼床版

湾岸道路本牧地区1号橋上部工事 H27.4 ～ H28.3 神奈川県横浜市 （株）駒井ハルテック 鋼床版

（主）藤枝市黒俣線防災・安全交付金工事 H27.4 ～ H27.4 静岡県藤岡市 飯田鉄工（株） 側道橋架設

横浜港臨港道路南本牧ふ頭本牧線（本牧出口ランプ）整備工事 H27.4 ～ H27.10 神奈川県横浜市 北日本機械（株） 橋脚



橋　梁　溶　接　工　事　経　歴　書

工　事　名 施　工　場　所 現 場 工 事 発 注 会 社 工　事　内　容工　期

中部横断自動車道　吉原高架橋（鋼上部工）工事 H27.5 ～ H28.1 静岡県静岡市 JFEエンジ二アリング（株） 鈑桁

馬場換気所本線ｼｰﾙﾄﾞｾｸﾞﾒﾝﾄ開口部補強材製 H27.6 ～ H27.11 神奈川県横浜市 JFEエンジ二アリング（株） 構造物

水島玉島臨港道路(玉島側)橋梁上部工事 H27.6 ～ H28.5 岡山県倉敷市 JFEエンジ二アリング（株） 支承

本牧出口ランプ整備工事（その2） H27.6 ～ H27.7 神奈川県横浜市 JFEエンジ二アリング（株） 鋼床版

七滝高架橋　支承取替工 H27.7 ～ H28.2 静岡県賀茂郡 JFEエンジ二アリング（株） 支承取替

高速7号小松川線災害応急復旧工事 H27.7 ～ H27.9 東京都江戸川区 JFEエンジ二アリング（株） 災害復旧

東海道線埋込桁架設工事 H27.7 ～ H28.7 大阪府吹田市 （株）駒井ハルテック 主桁

紀勢本線上川第二Bo（Ⅰ期）新設工事 H27.8 ～ H27.8 三重県 宮地エンジニアリング㈱ 鋼床版

名取中央高架橋(河川部）上部工工事 H27.8 ～ H27.9 宮城県名取市 JFEエンジ二アリング（株） 鋼床版

紀勢線　馬瀬高架橋鋼上部工事 H27.9 ～ H27.12 三重県北牟婁郡 JFEエンジ二アリング（株） 鋼床版

新名神高速道路　池底高架橋他2橋（鋼上部工）工事 H27.9 ～ H27.11 三重県三重郡 （株）東京鉃骨橋梁 主桁

山手青梅街道架道橋橋脚耐震補強その他工事 H27.11 ～ H27.12 東京都新宿区 （株）駒井ハルテック 耐震補強

横浜西口駅ビル開発工事 H27.12 ～ H28.3 神奈川県横浜市 （株）駒井ハルテック 駅舎鉄骨

佐伯橋線（佐伯橋）耐震補強工事（第三工区） H27.12 ～ H28.3 山梨県都留市 ㈱中  部 耐震補強

観音橋上部工事 H27.12 ～ H27.12 東京都あきる野市 飯田鉄工（株） 鋼床版

社会資本整備総合交付金工事((仮称)妙典橋上部工その3) H27.12 ～ H28.3 千葉県市川市 高田機工㈱ 鋼床版・主桁

Ｈ２６年度　東海環状牧田川橋外回り鋼上部工事 H28.2 ～ H28.7 岐阜県養老郡 佐藤鉄工㈱ 鋼床版・橋脚

環状第２号線及び補助第３１５号線交差部分における歩行者
デッキ整備工事（鋼製橋脚・鋼けたほか）

H28.2 ～ H28.8 東京都 JFEエンジ二アリング（株） 鋼床版・橋脚

Ｈ２７勝山橋補修他工事 H28.2 ～ H28.3 千葉県安房郡 瀧上工業㈱ 支承

開国橋拡幅工事 H28.3 ～ H28.4 山梨県甲斐市 飯田鉄工（株） 鋼床版



橋　梁　溶　接　工　事　経　歴　書

工　事　名 施　工　場　所 現 場 工 事 発 注 会 社 工　事　内　容工　期

Ｈ２６千住新橋（下り）耐震補強工事 H28.3 ～ H28.3 東京都足立区 ＭＲテクノス㈱ 支承

国道１４０号(新山梨環状道路東部区間１期)蛭沢川橋
(仮称)橋梁下部工事その５(一部債務)

H28.3 ～ H29.1 山梨県甲府市 飯田鉄工㈱ 橋脚

上信越自動車道　太田切川橋（鋼上部工）工事 H28.3 ～ H28.5 新潟県妙高市 JFEエンジ二アリング（株） 主桁

名古屋西ＪＣＴ　Ｃランプ橋他４橋（鋼上部工）工事 H28.4 ～ R2.8 愛知県名古屋市 ＪＦＥ・ＩＨＩ・横河JV 鋼床版・橋脚

新東名高速道路　厚木第一高架橋（鋼上部工）工事 H28.5 ～ H28.12 神奈川県厚木市 JFEエンジ二アリング（株） 鈑桁

外環自動車道三郷第二インターチェンジ橋（鋼上部
工）工事

H28.6 ～ H29.8 埼玉県三郷市 JFEエンジ二アリング（株） 歩道橋

横浜環状北西線　青葉地区上部・橋脚 H28.6 ～ H31.4 神奈川県横浜市 JFEエンジ二アリング（株） 橋脚

土浦駅西口ペデストリアンデッキ整備工事 H28.6 ～ H28.8 茨城県土浦市 （株）駒井ハルテック 歩道橋

渋谷駅東口歩道橋架け替え工事 H28.7 ～ H31.2 東京都渋谷区 JFEエンジ二アリング（株） 歩道橋

名古屋第二環状自動車道名古屋西JCT　Fランプ橋 H28.7 ～ H30.1 愛知県名古屋市 日本車輌製造（株） 橋脚

天ヶ瀬ダム放流設備流入部建設工事 H28.7 ～ H28.12 京都府宇治市 大成建設株式会社 円環支保工 せん断プレート

大島架橋本体工事 H28.8 ～ H29.9 宮城県仙台市 JFEエンジ二アリング（株） 鋼床版アーチリブ

 (修)構造物改良工事１－２０９ （国道246号デッキ） H28.9 ～ H28.9 東京都渋谷区 JFEエンジ二アリング（株） 脚補強・支承取替

北上川下流釜谷水門ゲート設備新設工事 H28.9 ～ H28.9 宮城県石巻市 （株）中部 水門ゲート

金城ふ頭地区歩行者デッキ新築工事 H28.10 ～ H28.11 愛知県名古屋市 日本車輌製造（株） 鋼床版及び柱

横浜国際港都建設道路
金沢シーサイドライン建設工（その3）

H28.10 ～ H29.11 神奈川県横浜市 JFEエ・北日本機械建設ＪＶ 橋脚

北上川下流釜谷水門ゲート設備新設工事　 H28.10 ～ H28.11 宮城県石巻市 飯田鉄工（株） 扉体

名取中央高架橋上部工（床版工）工事 H28.10 ～ H29.2 宮城県名取市 （株）駒井ハルテック 柱

金城ふ頭地区歩行者用デッキ整備工事 H28.11 ～ H28.12 愛知県名古屋市 日本車輌製造（株） 鋼床版及び柱

鶴屋橋架替工事（その6）上部工架設 H28.11 ～ H29.2 神奈川県川崎市 北日本機械㈱ 沓



橋　梁　溶　接　工　事　経　歴　書

工　事　名 施　工　場　所 現 場 工 事 発 注 会 社 工　事　内　容工　期

平成28年度横断歩道橋新設工事 H28.11 ～ H29.1 愛知県長久手市 日本車輌製造（株） 鋼床版

中島橋（歩道）緊急対応工事 H28.12 ～ H29.1 三重県鈴鹿市 JFEエンジ二アリング（株） 柱取付

平成27年度　東海環状宇賀川橋南鋼下部工事 H29.1 ～ H29.2 三重県いなべ市 日本車輌製造（株） 橋脚

館山自動車道　湊川橋（鋼上部工）工事 H29.1 ～ H30.10 千葉県富津市 （株）駒井ハルテック ボックス桁

笹川大善寺線橋梁（上部工）整備工事（Ａライン架設）
 H29.1 ～ H29.5 福島県郡山市 JFEエンジ二アリング（株） 鋼床版

身延線富士川第一Ｂｏ新設 H29.1 ～ H29.2 山梨県南巨摩郡 日本車輌製造（株） 鍛冶工事

柳川地区　柳川水路（第4工区）水路工事 H29.2 ～ H29.2 山梨県南巨摩郡 飯田鉄工㈱ 主桁
平成27年度四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区道路
（霞4号幹線）橋梁（P22～P26）上部工事

H29.2 ～ H29.2 三重県四日市市 JFEエンジ二アリング（株） 鋼床版

川崎駅西口堀川町C地区連絡ﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯｷ H29.3 ～ H29.12 神奈川県川崎市 JFEエンジ二アリング（株） 鋼床版

名二環春田4交差点南鋼橋脚工事 H29.4 ～ H29.7 愛知県溶名古屋市 日本車輌製造（株） 柱基部

新東名高速道路　高森第一高架橋（鋼上部工）工事 H29.4 ～ H30.3 神奈川県伊勢原市 （株）駒井ハルテック 狭小箱桁

小国川ダム H29.5 ～ H31.3 山形県最上郡 飯田鉄工㈱ 水門

西谷1号人道橋 H29.6 ～ H29.9 神奈川県横浜市 （株）駒井ハルテック 橋脚

太田パーキングエリアランプ橋（鋼上部工事）工事 H29.6 ～ H29.7 群馬県太田市 日本車輌製造（株） 狭小箱桁

九州新幹線（西九州）、餅ノ浜川橋りょう（合成けた） H29.7 ～ H29.10 長崎県大村市 日本ファブテック㈱ 主桁溶接

新東名高速道路　歌川橋他1橋（鋼上部工）工事
 H29.8 ～ H30.7 神奈川県伊勢原市 JFEエンジ二アリング（株） 狭小箱桁

岸辺駅北口デッキ製作架設 H29.8 ～ H30.10 大阪府大阪市 飛島・関根・エフワイ土木ＪＶ 鋼床版

梅の郷北5高架橋 H29.9 ～ H29.10 愛知県海部郡 日本ファブテック㈱ 主桁

相鉄星川5工区 H29.9 ～ H29.9 神奈川県横浜市 大林・戸田・ＮＢ・不動テトラ・若築ＪＶ ブラケット

（仮称）渋谷区宇田川町計画 H29.9 ～ H30.9 東京都渋谷区 （株）駒井ハルテック 鉄骨



橋　梁　溶　接　工　事　経　歴　書

工　事　名 施　工　場　所 現 場 工 事 発 注 会 社 工　事　内　容工　期

蔵王川橋支承（黒沢高架橋） H29.9 ～ H30.5 山形県 高田機工㈱ 支承

新東名高速道路　向畑高架橋（鋼上部工）工事 H29.10 ～ H30.10 神奈川県伊勢原市 高田機工・瀧上ＪＶ 箱桁

東広島バイパス海田高架橋第2鋼下部工事 H29.11 ～ H29.12 広島県安芸郡 清水工業(株） 鋼製橋脚

松崎地区 H29.11 ～ H30.2 宮城県気仙沼市 高田機工㈱ 鋼床版

浦添西原線1号橋整備工事（本線橋上り線上部工 H29.11 ～ H30.4 沖縄県浦添市 JFE・國場組特定建設工事ＪＶ 主桁

鹿折・南気仙沼地区次期整備区域一次整地他工事 H29.12 ～ H30.6 宮城県気仙沼市 日本ファブテック㈱ 鋼床版

内海橋橋梁災害復旧(上部工)工事 H29.12 ～ H30.9 宮城県石巻市 JFEエンジ二アリング（株） 鋼床版

京都線・千里線淡路駅周辺連続立体交差工事 H29.12 ～ H30.3 大阪府大阪市 西松・佐藤・鉄建ＪＶ 鋼製橋脚

平成29年度　霞4号幹線橋梁（P9～13）上部工 H29.12 ～ H30.1 三重県四日市市 JFEエンジ二アリング（株） 鋼床版

東京国際空港Ａ滑走路保安施設用地基礎及び上部等工事 H30.1 ～ H30.12 東京都大田区 大成・東洋・ＪＦＥ異工種ＪＶ 鋼管杭

町道田内清崎線（鮎美橋）上部工事 H30.1 ～ H30.1 愛知県新城市 日本車輌製造（株） 桁切断

平成28年度昭和水門扉体据付工 H30.1 ～ H30.1 静岡県袋井市 飯田鉄工㈱ 水門

島川原発電所　西浦堰堤ゲート改良 H30.1 ～ H31.2 長野県小諸市 飯田鉄工㈱ 水門

（仮称）丸の内1-3計画 H30.1 ～ R2.3 東京都千代田区 （株）駒井ハルテック 鉄骨

波木井発電所更新工事（土木工事） H30.2 ～ H30.3 山梨県南巨摩郡 飯田鉄工㈱ 堰堤砂門・側面補強板

上信越自動車道　太田切川橋（鋼上部工）工事 H30.4 ～ H30.6 新潟県妙高市 JFEエンジ二アリング（株） 主桁

東海道線支線南２地区路盤新設他工事 H30.4 ～ H30.10 大阪府大阪市 大成建設・大鉄工業ＪＶ 鋼製橋脚

国道140号(新山梨環状道路東部区間1期)
蛭沢川橋(仮称) 橋梁上部工製作・架設工事

H30.4 ～ H30.4 山梨県甲府市 横河・飯田・楢崎JV 鋼床版

302号南陽南オンランプ北鋼上部工事 H30.5 ～ H30.6 愛知県名古屋市 宇野重工㈱ 箱桁

平成28年度 名二環西蟹田4高架橋鋼上部工事 H30.5 ～ H30.10 愛知県名古屋市 JFEエンジ二アリング（株） 鈑桁



橋　梁　溶　接　工　事　経　歴　書

工　事　名 施　工　場　所 現 場 工 事 発 注 会 社 工　事　内　容工　期

(改)堀切小菅JCT間改良上部・橋脚工事 H30.5 ～ H31.1 東京都葛飾区 JFEエンジ二アリング（株） 耐震補強

平成29年度　名二環新政成2高架橋鋼上部 H30.6 ～ R1.10 愛知県海部郡 JFEエンジ二アリング（株） 主桁

平成29年度　302号南陽北オンランプ鋼上部工事 H30.6 ～ H30.8 愛知県名古屋市 JFEエンジ二アリング（株） 箱桁

名二環梅之郷南3高架橋東鋼上部工事 H30.6 ～ H30.10 愛知県海部郡 日本車輌製造（株） 箱桁

正江橋築造工事 H30.7 ～ H30.8 愛知県名古屋市 JFEエンジ二アリング（株） 歩道橋

東中山跨線人道橋（中山第１跨線人道橋） H30.7 ～ H30.8 千葉県船橋市 （株）奥村組 人道橋

吾妻線長野原草津口構内Bo（人）新設 H30.8 ～ R1.5 群馬県長野原町 瑞穂建設㈱ 人道橋

一般国道40号天塩町天塩大橋Ａ橋上部工事 H30.8 ～ H31.4 北海道天塩郡 ㈱道央技建 鋼橋

熊本3号須屋高架橋上部工（Ａ1～Ｐ1）工事 H30.9 ～ H30.11 熊本県熊本市 宇野重工㈱ 鋼床版

新国立競技場歩行者デッキ2号 H30.10 ～ H31.1 東京都新宿区 JFEエンジ二アリング（株） 歩道橋

国道45号 気仙沼湾横断橋朝日地区上部工工事 H30.10 ～ R2.9 宮城県気仙沼市  JFE・IHI・日ファブJV 鋼橋

舞浜立体山側上部工事 H30.10 ～ H31.4 千葉県浦安市 JFEエンジ二アリング（株） 支承

 北陸幹山室Bi製作架設 H30.10 ～ H30.11 福井県あわら市 東京フラッグ㈱ 鉄道橋

一般国道437号大島大橋橋りょう復旧工事 H30.10 ～ H31.4 山口県柳井市 JFEエンジ二アリング（株） 改修

春田北地区高架橋 H30.10 ～ R2.10 愛知県名古屋市 高田機工㈱ 鋼橋

舞浜立体耐震補強その2工事 H30.11 ～ H31.1 千葉県浦安市 ＭＲテクノス㈱ 支承

高橋上部工事 H30.11 ～ H31.4 愛知県豊田市 日車・高田ＪＶ 鋼床版

印南川橋他２橋 H30.12 ～ H30.12 和歌山県日高郡 高田機工㈱ 鋼橋

高知中央IC第3下部 H30.12 ～ H31.1 高知県高知市 高田機工㈱ 鋼製橋脚

平成29年度昭和水門2号扉体製作据付工 H31.1 ～ H31.1 静岡県袋井市 飯田鉄工㈱ 水門



橋　梁　溶　接　工　事　経　歴　書

工　事　名 施　工　場　所 現 場 工 事 発 注 会 社 工　事　内　容工　期

H30舞浜立体耐震補強その3 H31.2 ～ H31.2 千葉県浦安市 ＭＲテクノス㈱ 支承

国道45号歌津大橋上部工工事 H31.1 ～ R2.2 宮城県本吉郡 JFEエンジ二アリング（株） 鋼床版

八代川橋 H31.1 ～ H31.1 兵庫県豊岡市 高田機工㈱ 支承

一般国道397号　(仮称）新小谷木橋上部工 H30.12 ～ R2.2 岩手県奥州市 JFEエンジ二アリング（株） 鋼橋

平成30年度　名二環春田3高架橋鋼上部工 H31.2 ～ R1.12 愛知県名古屋市 JFEエンジ二アリング（株） 鋼橋

平成30年度　名二環木場2高架橋東鋼上部 H31.3 ～ R1.8 愛知県海部郡 JFEエンジ二アリング（株） 鋼橋

渋谷駅西口歩道橋架替JVに伴う現場溶接工 H30.12 ～ R2.4 東京都渋谷区 東急建設株 歩道橋現場溶接

平成30年度　名二環服部5高架橋鋼上部工事 H31.2 ～ R1.11 名古屋市中川区 日本車輌製造（株） 現場溶接工事

H31 一般県道富士吉田西桂線　笹子橋上部工製作架設工事（一部債 H31.4 ～ H31.4 山梨県富士吉田市 飯田鉄工㈱ 鋼床版現場溶接

平成29年度　(債務負担行為工事）道路改築事 H31.2 ～ H31.3 山形県天童市 JFEエンジ二アリング（株） 伸縮装置現場溶接工事

虎ノ門10ビルデッキ H31.3 ～ H31.4 東京都港区 （株）駒井ハルテック 現場溶接工事

渋谷ストリームB工事 H31.2 ～ H31.3 東京都渋谷区 東急リニューアル㈱ エキスパッション補修工事


