
≪平成29年度≫H29.6.1～H30.5.31 （下請工事）

発 注 元 注 文 者 工 事 名 管 径 管 種 延 長 スパン 工 法 土 質 備 考

市川市 京葉ﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ㈲ 市川第1-1処理分区汚水管渠布設工事（2809工区） φ700 HP 169.6 2 アンクルモールミニ 砂質土 夜間作業

新潟市 ㈱佐藤建設 東下第23号　姥ヶ山排水区枝線712-3下水道工事 φ400 鋼管 125.19 6 ＳＨミニ 粘性土

船橋市 京葉ﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ㈲ 藤原地区管渠布設工事（その8） φ300 HP 373.075 2 エースモール 砂質土

船橋市 京葉ﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ㈲ 金杉地区管渠布設工事（その32） φ440 レジン 378.1 6 アンクルモールミニ 砂質土

新潟市 ㈱清水組 東下第39号　丸潟処理分区枝線3026～3031下水道工事  φ200φ400  塩ビ鋼管  48.5515.17  11 エンビライナーSHﾐﾆ 砂質シルト 推進・立坑・薬注・沈設・取付管

新潟市 本間道路㈱ 東下第38号　新津西部第2処理分区（蒲ヶ沢地区）枝線1～5下水道工事 φ200 塩ビ 193.1 4 エンビライナー 粘性土

上越市 ㈱清水組 公汚第28-10-36号　戸野目汚水幹線286他枝線工事 φ200 塩ビ 52.3 1 スピーダー 粘性土 推進・薬注

上越市 久保田建設㈱ 公汚第28-10-37号　稲田汚水幹線258工事 φ400 塩ビ 96 2 アイアンモール 砂質シルト 推進・薬注

新潟市 ㈱草間組 公汚第28-10-40号　稲田汚水幹線129工事 φ250 HP 141.2 3 アイアンモール 砂質シルト 推進・薬注

東洋ｺﾞﾑ工業㈱ ㈱植木組 東洋ｺﾞﾑ工業㈱仙台工場向けｶﾞｽ供給設備建設工事 φ400 HP 29 1 アイアンモール 砂質シルト 推進・薬注

上越市 ㈱草間組 公汚第28-10-35号　戸野目汚水幹線271工事 φ300 レジン 182.8 2 アンクルモールミニ 砂質シルト 推進・薬注

上越市 田中産業㈱ 公汚第28-10-38号　鴨島汚水幹線259工事 φ250 HP 168.85 1 エースモール 粘性土

新潟市 本間道路㈱ 東下第15号　葛塚処理分区枝線1385-1～1395工事 φ200 塩ビ 143.75 8 エンビライナー 粘性土

上越市 田中産業㈱ 公汚第28-10-39号　鴨島汚水幹線259工事 φ250 HP 145 1 エースモール 粘性土

十日町市 ㈱丸山工務所 河改第1号　普通河川宮沢川河川改修（3次）工事 φ2800 HP 42.5 1 ユニコーン 砂礫

上越市 上新開発㈱ 公汚第29-2-10号　中屋敷汚水幹線1904他枝線工事 φ200 塩ビ 110.8 2 パス工法 シルト（礫混じり） 推進・薬注

阿賀野市 ㈱帆苅組 下水第9号　市野山81号管渠工事  φ200φ300  塩ビレジン  107.7584.50  42 アイアンモール  砂砂礫

新発田市 ㈱岩村組 下紫複第1号　紫雲寺藤塚浜処理分区（603他4）管渠工事 φ150 塩ビ 41.7 2 スピーダー 砂質土

上越市 ㈱清水組 公汚第29-10-14号　稲田汚水幹線33他枝線工事 φ250 塩ビ 159.15 3 スピーダー 粘性土 推進・薬注・取付管

上越市 ㈱清水組 公汚第29-10-15号　戸野目汚水幹線42他枝線工事 φ200 塩ビ 67.6 1 スピーダー 粘性土 推進・薬注

上越市 久保田建設㈱ 公汚第29-10-18号　稲田汚水幹線263他枝線工事 φ200 塩ビ 206.5 4 スピーダー 粘性土 推進・薬注

新発田市 ㈱林組 特加複第1号　加治川処理区（3125他5）管渠工事  φ150φ200 塩ビ  48.3031.25  32 ｽﾋﾟｰﾀﾞｰｴﾝﾋﾞﾗｲﾅｰ  粘性土砂質ｼﾙﾄ 立坑・薬注・推進・ＭＨ

上越市 ㈱関建設 公汚第29-9-29号　高田南部汚水幹線113他枝線工事 φ200 塩ビ 44.3 1 エンビライナー 砂質シルト

上越市 ㈱草間組 第0-経3号　水道管入替（第3工区）工事 φ500 鋼管 34 1 アイアンモール シルト質粘土
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上越市 ㈱草間組 公汚第29-10-20号　稲田汚水幹線130-3他工事 φ250 塩ビ 350.9 6 エンビライナー 粘性土

新潟市 ㈱本間建設 東下第4号　岡方第1処理分区枝線11～15下水道工事 φ150 塩ビ 180.95 5 スピーダー 粘性土

上越市 ㈱清水組 公汚桝第29-30号　富岡地内接続桝新設工事 φ250 鋼管 13.6 1 コンパクトモール

阿賀野市 ㈱三浦組 下水第13号　島田本明80-3号管渠工事  φ200φ300  塩ビ鋼管  113.46.0  61 ｴﾝﾋﾞﾗｲﾅｰﾍﾞﾋﾞｰﾓｰﾙ 砂質シルト

新発田市 ㈱岩村組 下紫複第3号　紫雲寺藤塚浜処理分区（800他14）管渠工事 φ300 鋼管 4 2 グッドモール 粘性土 取付管

新潟市 クラウン建設㈱ 東下第10号　長浦第1処理分区枝線171～174下水道工事  φ150φ250  塩ビ鋼管  171.25.46  51  スピーダーベビーモール 粘性土

新潟地域振興局 ㈱本間組 阿賀幹線用水路第56次工事 φ2400 HP 147.55 1 泥濃 砂質土

燕市 ㈱青山組 流下単工第29-4号　公共下水道汚水管（吉田第4処理分区№828他）布設工事 φ200 塩ビ 204 1式 開削工 普通土

上越市 高舘・西田ＪＶ 公汚第29-大-2号　汚水幹線170-2他枝線工事 φ300 HP 251.6 1 エースモール 粘性土 プリズム

村上市 ㈱山木組 公下村第17号　汚水枝2066管渠布設工事 φ250 HP 49.25 1 スリムアーク 砂礫

市川市 京葉ﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ㈲ 市川第2-1処理分区汚水管渠布設工事（支線2903） φ600 HP 22 1 アンクルモールミニ 砂質土

村上市 ㈱内山組 公下村第10号　汚水枝2064・2065管渠布設工事 φ250 HP 171.5 4 スリムアーク 砂礫

船橋市 京葉ﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ㈲ 飯山満幹線管渠布設工事（その6） φ900 HP 244.75 1 ハイブリットモール 砂質土

燕市 ㈱青山組 公下補工第29-2号　公共下水道汚水管（水道町八王寺⑦-№247他）布設工事  φ250φ200  鋼管塩ビ 98 2  ｴﾝﾋﾞﾗｲﾅｰSH253 砂質シルト 薬注､取付管推進

阿賀野市 ㈱坂詰組 下水第25号　笹神笹岡62-1号管渠工事 φ200 塩ビ 240.3 5 エンビライナー シルト質細砂 薬注推進ＭＨ

酒田市 大栄建設㈱ 酒田市流域関連公共下水道管渠布設工事（第1工区）  φ200φ150 塩ビ   62.2556.55156.65 5   ｴﾝﾋﾞﾗｲﾅｰ塩ビ泥水スピーダ  シルトシルト質細砂 立坑推進薬注

新潟市 ㈱笠井組 西下第1号　新潟西第11処理分区枝線73～79下水道工事 φ150 塩ビ 120.9 4 スピーダ シルト粘土

新潟市 永光建設㈱ 東下第21号　新津金屋処理分区（金屋地区）枝線5-2～5-3下水道工事 φ200 塩ビ 114.1 2 エンビライナー シルト質細砂 薬注取付管推進

阿賀野市 ㈱神山企画 下水第26号　笹神笹岡62-2号管渠工事 φ200 塩ビ 156.6 4 エンビライナー 砂質シルト 立坑薬注取付管

新潟市 ㈱笠井組 東下第46号　豊栄葛塚処理分区枝線1488下水道工事 φ150 塩ビ 92.6 2 スピーダ 粘性土 一式

阿賀野市 ㈱光建設 下水第33号　山口南580-2号管渠工事  φ200φ400  塩ビ鋼管  30.313.8  11  スピーダSHミニ シルト､細砂 立坑薬注取付管

新潟市 ㈱ノガミ 西下第10号　五十嵐排水区第1分区枝線408-3～412下水道工事 φ150 塩ビ 50.7 2 スピーダ 中砂

十日町市 ㈲旭産業 川流雪第2号　川西地域第5ゾーン流雪溝導水路整備工事（その2） φ500 鋼管 18.3 1 オーケーモール 砂礫

加茂市 機動建設工業㈱ 公下汚29第20号　第4汚水幹線管渠築造その1工事 φ450 HP 317.15 3 アンクルモール シルト質細砂
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加茂市 機動建設工業㈱ 公下汚29第21号　第4汚水幹線管渠築造その2工事 φ450 HP 215.6 2 エースモール シルト質細砂

新潟市 ㈱ノガミ 東下第47号　長浦第2処理分区幹線40-1～枝線39下水道工事 φ150 塩ビ 109.5 3 スピーダー 粘性土

新潟市 ㈱エステー工事 秋老支29第2号　配水管布設工事 φ450 塩ビ 37 1 スピーダー 砂質シルト

五泉市 山隆リコム㈱ 中部処理分区管渠布設（29-2-5）工事 φ150 塩ビ 9.1 1 スピーダー 粘性土

阿賀野市 ㈱石栗組 下水第29号　島田本明78号管渠工事 φ400 鋼管 5 1 ベビーモール 粘性土

上越地域振興局 ㈱草間組 中江北部第2地区　第29-1次工事 φ200 鋼管 10 1 スピーダ 粘性土

防衛省 ㈱坂詰組 汚水管補修工事 φ200 塩ビ 73.94 2 開削工 入替工事


