
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

関西本線春田Bo新設工事 R1.5 ～ R2.5 名古屋市中川区 日本車輌製造（株） 現場溶接工事

平成30年度　名二環新政成1高架橋東 R1.6 ～ R1.10 愛知県海部郡 JFEエンジ二アリング（株） 現場溶接工事

平成30-32年度 高知中央IC第1高架橋上部工事 R1.5 ～ R2.3 高知県高知市 日本車輌製造（株） 現場溶接工事

幸町橋りょう R1.5 ～ R1.11 石川県小松市 ㈱横河ブリッジ 現場溶接工事

新箱石大橋 R1.6 ～ R2.1 岩手県宮古市 高田機工㈱ 現場溶接工事

(修）構造物改良工事2-1 R1.5 ～ 施工中 東京都足立区 JFEエンジ二アリング（株） 支承取替現場溶接工事

302号飛島右岸取付橋鋼上部工事 R1.6 ～ R1.7 愛知県海部郡 日本車輌製造（株） 伸縮装置現場溶接工事

東広島・呉道路阿賀ICランプ橋第2鋼下部工事 R1.10 ～ R1.12 広島県呉市 宇野重工㈱ 橋脚現場溶接工事

高知中央A・Bランプ R1.9 ～ R2.2 高知県高知市 高田機工㈱ 現場溶接工事

JR敦賀舞崎ご線橋工事 H31.3 ～ R3.2 福井県敦賀市 高砂金属工業㈱ 現場溶接工事

相鉄星川Ⅲ期(第5工区） R1.7 ～ R1.8 神奈川県横浜市 ㈱駒井ハルテック 現場溶接工事

上野(修)構造物改良工事26-1-1　B　赤羽橋耐震補強工事 R1.7 ～ R2.4 東京都港区 JFEテクノス㈱ 現場溶接工事

忌部地区鋼製橋脚 R1.7 ～ R2.9 奈良県橿原市
カシハラシ

高田機工㈱ 鋼橋

一般国道25号(五月橋）橋梁上部工工事 R1.7 ～ R1.8 三重県伊賀市 JFEエンジ二アリング（株） 端横梁現場溶接工事

新東名高速道路　溝之尾橋他4橋(鋼上部工)工事 R1.7 ～ R2.9 神奈川県秦野市 川田・駒井ハルテック特定建設工事共同企業体 現場溶接工事

(修)構造物改良工事2-3 R1.8 ～ R2.9 東京都足立区 JFEエンジ二アリング（株） 支承取替現場溶接工事

東海北陸自動車道　西尾張インターチェンジ R1.9 ～ R2.9 愛知県一宮市 JFEエンジ二アリング（株） 合成床版の側鋼板切断及び仕上げ工事

小野市新庁舎建設工事　道路橋工事 R1.7 ～ R1.10 兵庫県小野市 清水工業㈱ 現場溶接工事

H30舞浜交差点横断歩道橋上部工事 R1.10 ～ R2.4 千葉県浦安市 JFEエンジ二アリング（株） 現場溶接工事

海田高架橋第13下部 R1.12 ～ R2.3 広島県安芸郡 高田機工㈱ 現場溶接工事



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

杉名沢第二高架橋 R1.10 ～ R2.4 静岡県御殿場市 ㈱駒井ハルテック 現場溶接工事

東名高速道路（特定更新等）沼津IC～富士IC間床板取替工事（平成28年度） R1.12 ～ R2.1 静岡県沼津市～富士市 ㈱宏和エンジニアリング 疲労き裂補修溶接工

運河橋改築工事(鋼桁架施工）（その3） R2.1 ～ R2.1 愛知県名古屋市中川区 日本車輌製造（株） 鋼橋

平成30年度(債務負担行為工事）道路改築事業 R2.1 ～ R2.2 山形県西置賜郡 JFEエンジ二アリング（株） 上部工検査路支持材取付ピース設置工事

H31 舞浜立体海側耐震補強工事 R2.1 ～ R2.4 千葉県浦安市 MRテクノス㈱ ガウジング工・現場溶接工

温川橋 R1.9 ～ R1.9 群馬県吾妻郡 ㈱ヒロキコーポレーション 現場溶接工事

道路改良事業一般国道301号滝川橋高架橋上部工事 R2.3 ～ R2.3 愛知県豊田市 日本車輌製造（株） 現場溶接工事

H30・31大磯橋梁上部工事 R2.2 ～ R2.4 神奈川県中郡大磯町 飯田鉄工㈱ デッキ及びカバープレート現場溶接

JR北陸線　金沢松任堺川橋 R2.3 ～ R2.9 石川県 高砂金属工業㈱ 現場溶接工事

スリランカ R2.8 ～ R3.3 スリランカ JFEエンジ二アリング（株）

三田34①(地下） R2.3 ～ R2.8 東京都港区 ㈱駒井ハルテック 鉄骨

B19006B　坂本橋架替（上部工）工事 R2.4 ～ R2.4 東京都八王子市 飯田鉄工㈱ 鋼床版架け替え工事

京急線橋梁補修工事　都43号線 R2.3 ～ R2.4 神奈川県 ㈱宏和エンジニアリング 疲労亀裂補修工

みなとみらい歩行者デッキ（仮称I整備工事 R2.4 ～ R2.12 横浜市西区 JFEエンジ二アリング（株） ずれ止めストッパー溶接

新名神高速道路　城陽西高架橋他1強（鋼上 R2.7 ～ R2.11 京都府城陽市 JFEエンジ二アリング（株） 鋼橋

(修)構造物改良工事2-4 R2.6 ～ 施工中 東京都足立区 JFEエンジ二アリング（株） 支承取替現場溶接工事

(修)構造物改良工事2-5 R2.6 ～ 施工中 埼玉県川口市 JFEエンジ二アリング（株） 支承取替現場溶接工事

30PS 柳沢橋梁 R2.11 ～ R2.6 静岡県 中村建設㈱ 中間支点部補強フランジ現場溶接工事

渋谷北自由道路・現場施工 R2.7 ～ 施工中 東京都渋谷区 ㈱駒井ハルテック 橋脚及び支承現場溶接工事

東名高速道路　沼津IC～富士IC間床板取替工事（平成30年度） R2.5 ～ R2.6 静岡県沼津市～富士市 ㈱宏和エンジニアリング 疲労き裂補修溶接工
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工　事　名 施　工　場　所 現 場 工 事 発 注 会 社 工　事　内　容工　期

大正寺川橋　現場溶接工 R2.10 ～ R3.1 滋賀県大津市 高田機工㈱ 支承溶接工事

曲川高架橋 R2.11 ～ 施工中 奈良県橿原市 高田機工㈱ A/Fグラウト止め溶接

R1横環南栄IC・JCT　Hランプ1号橋上部工事 R2.10 ～ R2.11 神奈川県横浜市 日本車輌製造（株） 水抜きアングル材溶接工事

JR北梅田　はるか線 R2.5 ～ R3.1 大阪府大阪市 高砂金属工業㈱ 現場溶接工事

三隅・益田道路古市場第1高架橋鋼上部工事 R2.8 ～ R2.8 島根県浜田市 日本車輌製造（株） 杭頭ベースプレート現場溶接工事

相鉄星川Ⅲ期(5工区） R2.8 ～ 施工中 神奈川県横浜市 ㈱駒井ハルテック 現場溶接工事

気仙沼湾横断橋 R2.8 ～ R2.8 宮城県気仙沼市 ㈱IHIインフラシステム 地覆jointカバーPL他歪取り工

三田34②(地上） R2.8 ～ 施工中 東京都港区 ㈱駒井ハルテック 鉄骨

2020年度 東京湾アクアライン 本線橋梁部 R2.10 ～ R3.1 千葉県木更津氏 JFEテクノス㈱ マンホール・点検扉蝶番溶接工

正江橋築造工（床版工及び橋面工） R2.11 ～ R3.4 愛知県名古屋市中川区 フルタ工業㈱ 現場溶接工事

若栗橋桁補強 R2.10 ～ R2.12 群馬県利根郡 ㈱駒井ハルテック 主桁上フランジ補強材溶接工

令和2年度　主要地方道米沢飯豊線　中津川 R2.10 ～ R2.11 山形県西置賜郡 JFEエンジニアリング㈱ 現場溶接工事

令和元年度 23号蒲郡BP為当高架橋東鋼製下部工事 R2.10 ～ R3.3 愛知県豊川市 宇野重工㈱ 現場継手工事

新々富士川橋1工区 R2.12 ～ R3.3 高田機工㈱ 現場溶接工事

田中橋 R2.11 ～ R2.11 JFEテクノス㈱ 現場溶接工事

東神奈川駅前第一歩道橋補修工事 R2.11 ～ R3.2 神奈川県神奈川区 MRテクノス㈱ 現場溶接工事

（主）韮崎昇仙峡線　橋梁上部工事 R3.1 ～ R3.1 山梨県韮崎市 飯田鉄工㈱ 現場溶接工事

渋谷駅西口歩道橋架替JV　太子堂歩道橋改修工事に伴う R3.1 ～ R3.2 東京都渋谷区 東急建設㈱ 現場溶接工事

令和2年度　1号清水立体八坂高架橋工事 R3.6 ～ 施工中 静岡県静岡市清水区 JFEエンジニアリング㈱ 現場溶接工事

東名高速道路（特定更新等）　沼津IC～富士
IC間床版取替工事

R3.1 ～ R3.3 静岡県沼津市～富士市 ㈱宏和エンジニアリング 疲労き裂補修溶接工



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

川崎港臨港道路東扇島水江町線東扇島アプロ R3.8 ～ 施工中 神奈川県川崎市 JFEエンジニアリング㈱ 現場溶接工事

令和２年度道路施設長寿命化対策事業（補助・橋 R2.11 ～ R3.1 山形県西置賜郡 JFEエンジニアリング㈱ 現場溶接工事

道路改築事業(仮称）万木沢橋　上部工製作架設工事 R2.11 ～ R2.12 群馬県吾妻郡 ㈱ヒロキコーポレーション 現場溶接工事

01柳沢第1第2橋梁　東名高速道路（特定更新
等）沼津IC～富士IC間床版取替工事(平成30

R2.12 ～ R3.1 静岡県沼津市～富士市 中村建設㈱ 支点補強現場溶接

東名阪自動車道（特定更新等）弥富高架橋（下り線） R3.3 ～ 施工中 JFEエンジニアリング㈱

（修）上部工補強工事1-216 R3.7 ～ 施工中 東京都渋谷区 JFEエンジニアリング㈱ 現場溶接工事

常磐自動車道水戸管内標識設置工事 R3.2 ～ R3.3 株ダンテック

阿賀ICランプ橋第2 R3.10 ～ 施工中 広島県呉市 高田機工㈱ 現場溶接工事

吹田JCT～中国池田IC間橋梁更新工事（建設工事 R3.3 ～ 施工中 大阪府吹田市 JFEエンジニアリング㈱ 現場溶接工事

排水工部材加工及び取付工事（緊急工事） R3.4 ～ R3.4 日本道路㈱

東名高速道路(特定更新等）沼津IC～富士IC
間床版取替工事(平成28年度）

R3.3 ～ R3.3 静岡県沼津市～富士市 ㈱宏和エンジニアリング 疲労き裂補修溶接工

道路改良工事（五条大橋上部工） R3.8 ～ 施工中 愛知県丹羽郡 宇野重工㈱ 現場溶接工事

並木橋・架設 R3.5 ～ 施工中 神奈川県海老名市 ㈱駒井ハルテック 現場溶接工事

晴海大橋溶接工事 R3.3 ～ 施工中 東京都江東区 ㈱リュウテクノ 現場溶接工事


