


協立工事株式会社

代 表 取 締 役

資 本 金

創 業

設 立

１，３６６，５３５，７７０円　　　　第３７期　　　　（H２７．６月～H２8．５月）　
１，８６９，８８３，０２８円　　　　第３８期　　　　（H２８．６月～H２９．５月）　
１，３６５，８６７，６１６円　　　　第３９期　　　　（H２９．６月～H３０．５月）　
１，０７９，１３４，５３８円　　　　第４０期　　　　（H３０．６月～R０１．５月）　
　　１４７，５２１，９５２円　　　　第４１期　　　　（Ｒ０１．６月～R０１．７月）　

    自社は､コスト管理能力の強化や新工法の開発に力を注ぎ､品質向上などによる他社との差別化
　　を図っております｡また原価意識の徹底､高付加価値の推進　､長期的展望などによる指針を示し
　　これからは､異業種との連携､周辺業種の取り込み､得意分野の集中化などを視野に入れております｡
　　　 自社の進むべき方向を明確に持ち､積極的に新たな取り組みを進め､少数精鋭をもっとうとした
　　会社運営に努力しております｡

事 業 内 容
一般土木工事､とび､土工工事､舗装工事　　　愛知県知事許可　（特－２９）　第 ２４２５５ 号

産業廃棄物収集運搬　　　　　　　　　　　　　　　許可番号　　第 ２３０００３９５２１号

会 社 概 要

　   　創業以来､自社重機と直営労務者による工事施工を原則として営業しております。
    愛知県での工事を主とし､自社重機６０台近くを所有し､人員は直営で総勢４０人を確保し
　　協力会社と共に､総力を挙げ工事に挑んでおります。
　　　 私共の経営に対する姿勢を御評価して頂き､他社の追随を許さない実績と信頼を築いて
　　参りましたが､今後は重機ｵﾍﾟﾚｰﾀ、特殊作業員の不足による厳しい状態が続くと予測されます｡

所 在 地 　　〒４４６－００４１　　　　愛知県安城市桜町３番１８号

　　中村　義幸

　　５，０００万円

　　昭和４６年

　　昭和５４年



工 事 経 歴 書

注　　文　　者 工　　　事　　　名 都道府県 請負金額 (円) 着工年月 ・ 完成年月

三井住友・日本国土・須藤特定建設工事共同企業体 用地造成事業　豊田・岡崎地区　西工区　整地工事 愛知県 119,620,000 H29.07 ～ R01.07

角文㈱ 矢作川総合第二期農地防災事業　勘八水管橋耐震化対策建設工事 愛知県 31,000,000 H29.11 ～ R01.06

柴田建設㈱ 西三運輸敷地造成工事 愛知県 26,500,000 H30.08 ～ R01.06

大林道路㈱ 下山P/J)中工区　施設建設工事 愛知県 29,309,000 H30.05 ～ R01.05

三栄工業㈱ 市道中根下大切線　道路改良工事 愛知県 23,560,000 H30.10 ～ R01.05

三栄工業㈱ 白沢池流域貯蔵施設整備工事 愛知県 26,460,000 H30.12 ～ R01.05

㈱河村産業所 地盤沈下対策緊急整備工事（水道改築工事その1) 愛知県 19,786,000 H30.11 ～ H31.04

丸洋建設㈱ 平成29年度23号蒲郡BP為当第１橋東下部工事　【写真No.23】 愛知県 40,000,000 H30.05 ～ H31.03

大和ハウス工業㈱ （仮称)ホテルリブマックス豊田新築工事 愛知県 15,668,000 H30.06 ～ H31.03

大和ハウス工業㈱ ポルシェセンター岡崎　新築工事 愛知県 43,793,000 H30.09 ～ H31.03

大林道路㈱ 平成２９年度　道路築造工事（その1) 愛知県 68,896,000 H29.11 ～ H31.02

㈱NIPPO ２０１７－CJグ（施設)-266号　南東側地区エプロン整備工事 愛知県 34,160,000 H30.05 ～ H31.02

大和ハウス工業㈱ ㈱ｼﾞｬﾊﾟﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞｾﾝﾄﾗﾙ安城支店新築工事 愛知県 22,450,000 H30.04 ～ H31.01

日鋪建設㈱ 新名神高速道路　鈴鹿PAスマートインターチェンジ工事　【写真No.22】 三重県 197,300,000 H27.03 ～ H30.12

㈱フジタ 国庫補助事業　道路築造工事　【写真No.22】 愛知県 224,300,000 H27.07 ～ H30.11

(資)石亮組 用地造成事業　整地工事 愛知県 53,100,000 H30.07 ～ H30.11

奥村組土木興業㈱ 中日新聞大府新工事の内造成工事 愛知県 64,600,000 H29.03 ～ H30.10

吉川建設㈱ 名二環かの里３北下部工事 愛知県 16,914,000 H29.12 ～ H30.09

鹿島道路㈱ CRPO半田バイオマス発電所建設土工事 愛知県 45,715,000 H30.03 ～ H30.08

大興建設㈱ 平成29年度302号木場道路建設工事 愛知県 24,057,000 H30.03 ～ H30.08

吉川建設㈱ 東環根尾川１６３橋脚工事 愛知県 23,335,000 H29.10 ～ H30.07
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工 事 経 歴 書

注　　文　　者 工　　　事　　　名 都道府県 請負金額 (円) 着工年月 ・ 完成年月

大和ハウス工業㈱ （仮称)ホテルリブマックス三河安城駅新築工事 愛知県 16,536,000 H30.01 ～ H30.07

石黒建設㈱ 出光興産㈱愛知製油所殿向排水処理設備（5ZW)建設工事 愛知県 63,200,000 H29.03 ～ H30.05

㈱花井組 公共下水道事業 雨水対策設置工事 六間調整池 愛知県 53,705,000 H29.05 ～ H30.05

吉川建設㈱ 豊田北BP扶桑建設工事　【写真No.21】 愛知県 166,030,000 H29.06 ～ H30.04

丸洋建設㈱ 平成28年度 矢作川合歓木町築提工事 愛知県 35,000,000 H29.11 ～ H30.04

朝日工業㈱ 平成29年度　名四国道豊田バイパス整備工事　【写真No.21】 愛知県 29,500,000 H29.09 ～ H30.03

㈱渡邊組 平成29年度302号愛知国道管内道路建設工事 愛知県 51,083,000 H29.09 ～ H30.02

丸洋建設㈱ 平成28年度 名四国道豊田出張所管内整備工事　【写真No.20】 愛知県 38,200,000 H29.11 ～ H30.01

アイサワ工業㈱ 平成26年度　名二環新政成2高架橋下部工事　【写真No.20】 愛知県 150,560,000 H27.03 ～ H29.12

鹿島道路㈱ 日本特殊塗料愛知工場再配置計画工事 愛知県 25,703,000 H29.05 ～ H29.11

㈱川口組 新名神高速道路 四日市ジャンクション工事 三重県 33,867,000 H28.06 ～ H29.09

石黒建設㈱ 平成28年度 302号愛知国道管内道路建設工事 愛知県 98,700,000 H28.10 ～ H29.09

大和ハウス工業㈱ （仮称）しゃぶ葉西尾店新築工事 愛知県 28,815,000 H29.06 ～ H29.09

石黒建設㈱ 平成27年度 名二環小川3高架橋北下部工事 愛知県 32,200,000 H28.09 ～ H29.08

㈱花井組 道路改良工事（交付金）主要地方道瀬戸大府東海線 愛知県 22,300,000 H29.01 ～ H29.08

吉川建設㈱ 平成26年度 153号豊田北BP矢作川右岸下部工事 愛知県 60,465,000 H27.04 ～ H29.07

丸洋建設㈱ 平成28年度 302号富田南オフランプ下部工事 愛知県 21,100,000 H28.12 ～ H29.06

㈱NIPPO （新築）西名古屋火力発電所 愛知県 240,870,000 H27.01 ～ H29.05

吉川建設㈱ 平成27年度　東海環状養老IC西部道路建設工事　【写真No.19】 岐阜県 440,720,000 H28.05 ～ H29.05

吉川建設㈱ 平成27年度　東海環状養老IC東部道路建設工事　【写真No.19】 岐阜県 276,910,000 H28.05 ～ H29.05

日鋪建設㈱ FG徳重レジデンス宅地造成工事 愛知県 51,890,000 H28.08 ～ H29.05

No.2



工 事 経 歴 書

注　　文　　者 工　　　事　　　名 都道府県 請負金額 (円) 着工年月 ・ 完成年月

㈱河村産業所 総合治水対策特定河川工事（交付金・防災安全）五条川 愛知県 30,990,000 H28.10 ～ H29.05

大林道路㈱ （新築）ﾄﾖﾀPI棟新築工事 愛知県 43,520,000 H28.12 ～ H29.05

石黒建設㈱ 中央自動車　ﾋﾟｰﾁﾗｲﾅｰ橋撤去工事 愛知県 27,680,000 H28.07 ～ H29.03

角文㈱ 準用河川草野川改修工事 愛知県 25,390,000 H28.07 ～ H29.03

大和ハウス工業㈱ （仮称）Felna岡崎美合町店 愛知県 34,330,000 H28.10 ～ H29.03

アイサワ工業㈱ 平成27年度名二環梅之郷北2高架橋下部工事 愛知県 101,010,000 H28.01 ～ H29.02

大林道路㈱ 豊田工業大学　新ｷｬﾝﾊﾟｽ建設工事 愛知県 133,130,000 H28.05 ～ H29.02

石黒建設㈱ 平成27年度　302号愛知国道管内道路建設工事　【写真No.17】 愛知県 97,260,000 H27.10 ～ H28.12

吉川建設㈱ 平成26年度155号豊田南BP東新道路建設工事　【写真No.2】 愛知県 47,150,000 H27.06 ～ H28.10

石黒建設㈱ 平成27年度名二環梅之郷南交差点南下部工事 愛知県 40,070,000 H27.12 ～ H28.10

㈱河村産業所 緊急防災対策河川工事（1号工)(完全週休2日制工事）五条川 愛知県 22,300,000 H28.06 ～ H28.10

日鋪建設㈱ 平成27年度　名二環小川３高架橋南下部工事 愛知県 37,770,000 H28.05 ～ H28.09

丸洋建設㈱ 平成27年度23号蒲郡五井地区道路建設工事 愛知県 36,500,000 H28.07 ～ H28.09

石黒建設㈱ 平成26年度　南陽南ｵﾝﾗﾝﾌﾟ南下部工事　【写真No.1】 愛知県 68,430,000 H27.06 ～ H28.06

安井建設㈱ 道路改良工事（交付金）名古屋岡崎線 愛知県 20,600,000 H28.02 ～ H28.06

石黒建設㈱ 東名高速道路　矢作川橋河床洗掘対策工事 愛知県 50,460,000 H27.06 ～ H28.05

㈱河村産業所 総合治水特定河川工事（交付金・全国防災）五条川 愛知県 26,530,000 H27.09 ～ H28.05

大林道路㈱ 東郷町　平成27年度水路築造工事・道路築造工事 愛知県 24,900,000 H28.01 ～ H28.05

大林道路㈱ 豊田工業大学新キャンパス建設工事 愛知県 49,040,000 H27.06 ～ H28.04

丸洋建設㈱ 平成27年度302飛島地区道路建設工事　【写真No.18】 愛知県 29,500,000 H27.10 ～ H28.03

奥村組土木興業㈱ 新東名高速道路　川上工事　【写真No.3】 愛知県 177,100,000 H25.09 ～ H28.02
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工 事 経 歴 書

注　　文　　者 工　　　事　　　名 都道府県 請負金額 (円) 着工年月 ・ 完成年月

朝日工業㈱ 平成26年度名二環新政成１高架橋南下部工事　【写真No.18】 愛知県 34,000,000 H27.05 ～ H28.02

丸洋建設㈱ 平成２６年度名二環梅之郷南３高架橋北下部工事 愛知県 33,920,000 H27.05 ～ H28.02

三栄工業㈱ 竜泉寺鉱山跡地整備工事 愛知県 288,000,000 H22.11 ～ H28.01

大和ハウス工業㈱ （仮称）フェルナ豊田志賀店新築工事 愛知県 51,240,000 H27.06 ～ H27.11

石黒建設㈱ 矢作川流域下水道事業矢作川浄化ｾﾝﾀｰ汚泥処理設備工事 愛知県 28,000,000 H27.07 ～ H27.11

鹿島道路㈱ 三菱自動車工業㈱　岡崎工場 愛知県 19,860,000 H26.12 ～ H27.10

大興建設㈱ 平成26年度302飛島地区道路建設工事 愛知県 23,890,000 H27.02 ～ H27.10

大和ハウス工業㈱ （仮称）スギ薬局冨士松店新築工事 愛知県 24,950,000 H27.07 ～ H27.10

角文㈱ 緊急防災対策河川工事（1号工・2号工） 愛知県 35,890,000 H26.11 ～ H27.08

㈱NIPPO ビバホーム名古屋南店 愛知県 34,690,000 H27.02 ～ H27.07

㈱花井組 街路改良工事（交付金）1号工・2号工 愛知県 43,210,000 H26.05 ～ H27.06

大和ハウス工業㈱ （仮称）フェルナ豊田井上店新築工事 愛知県 24,220,000 H27.03 ～ H27.06

㈱花井組 道路改良工事(交付金)主要地方道東浦名古屋線 愛知県 32,500,000 H26.04 ～ H27.04

石黒建設㈱ 平成26年度名二環大西南２高架橋基礎工事 【写真No.17】 愛知県 24,270,000 H26.08 ～ H27.04

藤本建設㈱ 道路改良工事(1号工)主要地方岡崎足助線 愛知県 25,280,000 H26.03 ～ H27.03

㈱岡崎工業 道路改良工事(交付金)本宿工区築造工その4 愛知県 29,447,000 H26.04 ～ H27.03

朝日工業㈱ 平成25年度155号豊田南BP東新北道路建設工事 【写真No.16】 愛知県 73,000,000 H26.05 ～ H27.03

石黒建設㈱ 平成25年度名二環梅之郷北3高架橋北下部工事 愛知県 43,100,000 H26.05 ～ H27.03

丸洋建設㈱ 平成25年度302飛島地区梅之郷南道路建設工事 愛知県 44,000,000 H26.07 ～ H27.03

朝日工業㈱ 平成26年度23号岡崎BP東部地区道路建設工事 愛知県 23,200,000 H26.0７ ～ H27.03

石黒建設㈱ 平成26年度1号日光川右岸下流道路建設工事 【写真No.16】 愛知県 48,500,000 H26.08 ～ H27.03
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工 事 経 歴 書

注　　文　　者 工　　　事　　　名 都道府県 請負金額 (円) 着工年月 ・ 完成年月

㈱河村産業所 たん水防除事業鷹場地区機場その１工事 愛知県 19,293,000 H26.11 ～ H27.03

鹿島道路㈱ 三菱倉庫飛島配送ｾﾝﾀｰ2期土工事及び外構工事 愛知県 39,200,000 H26.10 ～ H27.02

㈱花井組 たん水防除事業大府五ｹ村川第2期地区機場工その７・その８工事 愛知県 29,060,000 H25.09 ～ H26.12

大和ハウス工業㈱ マクドナルド２４８岡崎岩津店 愛知県 26,650,000 H26.09 ～ H26.12

安井建設 ㈱ (仮称)平針黒石地内宅地造成工事 愛知県 92,160,000 H25.06 ～ H26.11

大和小田急建設㈱ 空見ｽﾗｯｼﾞﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ(仮称)構内整備工事（その2) 愛知県 138,797,000 H25.09 ～ H26.11

大林道路㈱ 緑区左京山造成工事 愛知県 21,300,000 H26.06 ～ H26.11

五洋建設㈱ 平成25年度23号岡崎BP新矢作川橋左岸下部工事 【写真No.4】 愛知県 79,300,000 H25.10 ～ H26.10

大和ハウス工業㈱ (仮称)エルフラット岡崎店新築工事 愛知県 61,350,000 H26.05 ～ H26.10

DS TOKAI㈱ (仮称)バロー岡崎福岡店　新築工事 愛知県 24,900,000 H26.04 ～ H26.09

㈱花井組 街路改良工事(交付金)(3号工) 愛知県 40,600,000 H25.06 ～ H26.06

丸洋建設㈱ 平成24年度岡崎BP安藤川橋下部工事 愛知県 38,980,000 H25.04 ～ H26.05

藤本建設㈱ 橋梁整備工事河川整備促進特別工事合併工事一般国道419号（上原橋） 愛知県 23,940,000 H25.11 ～ H26.05

角文㈱ 総合治水対策特定河川工事（全国防災）（2号工） 愛知県 17,710,000 H26.01 ～ H26.05

㈱松村組 1号日光大橋右岸下部工 愛知県 42,910,000 H24.11 ～ H26.04

大林道路㈱ （仮称）豊田中央研究所新H棟建設工事 愛知県 60,000,000 H25.01 ～ H26.03

角文㈱ 総合治水対策特定河川工事（交付金・全国防災）（4号工） 愛知県 18,300,000 H25.04 ～ H26.03

石黒建設㈱ 平成24年度名二環梅之郷北高架橋北下部工事 【写真No.5】 愛知県 34,890,000 H25.05 ～ H26.03

朝日工業㈱ 平成25年度２３号岡崎BP藤井高架橋東下部工事 【写真No.15】 愛知県 38,540,000 H25.07 ～ H26.03

丸洋建設㈱ 平成25年度矢作川米津築堤護岸工事 愛知県 43,000,000 H25.07 ～ H26.03

日建総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ サンヒル上之山造成工事 愛知県 45,830,000 H25.08 ～ H26.03
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工 事 経 歴 書

注　　文　　者 工　　　事　　　名 都道府県 請負金額 (円) 着工年月 ・ 完成年月

岡崎・松尾・倉橋経常建設共同企業体 道路改良工事（交付金）樫山工区構造物その6 愛知県 53,820,000 H25.09 ～ H26.03

㈱河村産業所 たん水防除事業宝南地区排水機場その２工事 愛知県 20,240,000 H25.10 ～ H26.03

大林道路㈱ 平成25年度155号豊田南BP美山舗装工事 愛知県 17,460,000 H25.11 ～ H26.03

㈱花井組 JAあいち中央本店新築工事 愛知県 61,740,000 H25.12 ～ H26.03

㈱河村産業所 鍋田ふ頭進入道路高架部下部築造工事（その６） 愛知県 18,400,000 H25.09 ～ H26.02

角文㈱ 総合治水対策河川工事（全国防災）（2号工） 愛知県 30,020,000 H25.09 ～ H25.11

藤本建設㈱ 豊橋広域調整池（その２）工事 愛知県 87,350,000 H24.06 ～ H25.10

安井建設 ㈱ 桶狭間北西部第1次工事道路・暗渠・調整池築造および整地工事 愛知県 116,770,000 H22.11 ～ H25.09

朝日工業㈱ 道路改良工事（交付金）樫山工区構造物その１ 愛知県 67,830,000 H25.01 ～ H25.09

大林道路㈱ Tｽﾃｰｼﾞ浄水新築工事 愛知県 18,860,000 H25.04 ～ H25.09

大林道路㈱ （仮称）ﾄﾖﾀ本社PT棟建設工事 愛知県 21,200,000 H24.06 ～ H25.08

岡崎・松尾・倉橋経常建設共同企業体 道路改良事業一般国道473号道路築造工事その2 愛知県 109,690,000 H24.11 ～ H25.08

大林道路㈱ 北部浄水場新1号配水池築造工事 愛知県 21,410,000 H24.10 ～ H25.07

㈱花井組 たん水防除事業大府五ケ村川2期地区工その６工事 愛知県 13,000,000 H25.01 ～ H25.07

日鋪建設㈱ （仮称）常滑飛香台宅地造成工事 愛知県 16,830,000 H25.03 ～ H25.07

角文㈱ 総合治水対策河川工事（交付金・全国防災）（１号工） 愛知県 33,430,000 H25.01 ～ H25.0６

大和ハウス工業㈱ 医療法人博報会ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅新築工事 愛知県 19,910,000 H25.01 ～ H25.0６

石黒建設㈱ 平成24年度153号諸輪橋橋梁補強工事 愛知県 56,200,000 H24.11 ～ H25.04

朝日工業㈱ 平成24年度23号蒲郡BP蒲郡ICﾗﾝﾌﾟ下部工事 【写真No.6】 愛知県 33,700,000 H24.11 ～ H25.03

㈱河村産業所 鍋田ふ頭進入道路高架部下部築造工事（その5） 愛知県 16,700,000 H24.11 ～ H25.03

㈱河村産業所 総合治水対策特定河川工事（交付金・全国防災）（３・４・６号工） 愛知県 21,300,000 H24.12 ～ H25.03
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工 事 経 歴 書

注　　文　　者 工　　　事　　　名 都道府県 請負金額 (円) 着工年月 ・ 完成年月

丸洋建設㈱ 平成24年度矢作川下流部堤防整備工事 愛知県 27,700,000 H24.11 ～ H25.02

大林道路㈱ 安祥福祉センター建設工事 愛知県 18,900,000 H24.01 ～ H25.01

鹿島道路㈱ おおぶ文化交流の杜新築工事 愛知県 55,800,000 H24.06 ～ H25.01

吉川建設㈱ 平成23年度23号蒲郡BP清田道路建設工事　 【写真No.7】 愛知県 270,000,000 H24.02 ～ H24.12

TSUCHIYA㈱ 平成23年度23号蒲郡BP蒲郡西IC道路建設工事　【写真No.15】 愛知県 121,400,000 H24.03 ～ H24.12

丸洋建設 ㈱ 平成23年度23号豊橋BP為当地区道路建設工事 愛知県 102,000,000 H24.04 ～ H24.11

角文㈱ 橋梁整備工事（交付金）総合治水対策特定河川工事（交付金）合併工事（４号工） 愛知県 19,400,000 H24.02 ～ H24.10

大和ハウス工業㈱ （仮称）知立市ショートステイ新築工事 愛知県 16,200,000 H24.04 ～ H24.09

サンエイ㈱ 豊臣機工額田工場造成工事 愛知県 20,700,000 H24.11 ～ H24.08

大林道路㈱ Ｔステージ新築工事 愛知県 26,700,000 H23.10 ～ H24.05

㈱ 河村産業所 道路改良工事中小河川工事合併工事（その8） 愛知県 16,600,000 H23.10 ～ H24.05

サンエイ ㈱ 市道2-277号線他道路新設改良工事 愛知県 17,650,000 H23.12 ～ H24.05

㈱エイディーグリーン 大高町宅地造成工事 愛知県 46,800,000 H24.01 ～ H24.05

松井建設 ㈱ 久寶寺伽監新築（土工事） 愛知県 27,300,000 H23.08 ～ H24.04

㈱花井組 道路改良工事　市道1016号線 愛知県 16,380,000 H23.09 ～ H24.04

丸洋建設 ㈱ 平成２２年度１５５号豊田南BP柿本南道路建設工事　 【写真No.8】 愛知県 65,000,000 H23.04 ～ H24.03

大和ハウス工業 ㈱ 菱輝技術ｾﾝﾀｰ㈱第2工場新築工事 愛知県 14,800,000 H23.10 ～ H24.03

㈱ 河村産業所 緊急農地防災事業本町舟入地区機場工その1工事 愛知県 98,010,000 H23.11 ～ H24.03

㈱花井組 たん水防除事業大府五ヶ村川2期地区機場工その3工事 愛知県 20,700,000 H23.11 ～ H24.03

㈱花井組 内陸用地造成事業大府木の山地区整地工事　【写真No.14】 愛知県 89,800,000 H22.12 ～ H24.02

藤本建設 ㈱ 岡崎西蔵前住宅用地開発事業の内土地造成工事　【写真No.14】 愛知県 39,800,000 H23.05 ～ H24.01
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工 事 経 歴 書

注　　文　　者 工　　　事　　　名 都道府県 請負金額 (円) 着工年月 ・ 完成年月

大和ハウス工業 ㈱ （仮称）ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ岡崎井田南店・HODAKA新築工事 愛知県 19,400,000 H23.07 ～ H24.01

藤本建設 ㈱ （社）ﾅｺﾞﾔﾊｳｼﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰ豊田会場新設工事 愛知県 15,200,000 H23.10 ～ H23.12

㈱ 河村産業所 道路改良工事地盤沈下対策河川工事合併工事（その6） 愛知県 25,400,000 H22.11 ～ H23.10

㈱ 花井組 三河幹線幸田-藤川間埋設工事 愛知県 18,200,000 H22.06 ～ H23.08

三栄工業 ㈱ 市道乙部舞木線道路新設工事（その2） 愛知県 23,700,000 H23.05 ～ H23.08

日鋪建設 ㈱ 三菱自動車㈱蒲郡ﾓｰﾀｰﾌﾟｰﾙ整備工事 愛知県 44,900,000 H23.04 ～ H23.07

㈱竹中土木 大府木の山調整池 愛知県 27,500,000 H23.02 ～ H23.05

吉川建設 ㈱ 三遠南信別所道路建設　【写真No.13】 静岡県 413,000,000 H21.06 ～ H23.04

三井住建道路㈱ 中京大学図書館新棟新築工事 愛知県 24,200,000 H22.07 ～ H23.04

日鋪建設㈱ 23号蒲郡BP芦谷東道路建設工事 愛知県 67,250,000 H22.06 ～ H23.03

石黒建設㈱ 平成22年度155号豊田南BP柿本道路建設工事　【写真No.12】 愛知県 49,000,000 H22.09 ～ H23.03

大林道路㈱ ダイコー化学工業㈱東郷新工場造成工事 愛知県 30,200,000 H22.09 ～ H23.02

大和ハウス工業㈱ 日本マクドナルド247塩浜店新築工事 愛知県 17,600,000 H22.10 ～ H23.02

大和ハウス工業㈱ 日本マクドナルド㈱1号線安城店新築工事 愛知県 15,700,000 H22.08 ～ H23.01

㈱オカシズ 平成21年度1号一色大橋道路建設工事　【写真No.9】 愛知県 40,100,000 H21.11 ～ H22.12

大和ハウス工業㈱ カメリアガーデン幸田2 愛知県 73,100,000 H22.03 ～ H22.12

㈱花井組 橋梁整備事業一般国道366号森岡跨線橋建設工事（補強土壁工）その1.2.3 愛知県 77,400,000 H22.01 ～ H22.11

㈱花井組 たん水防除事業大府五ヶ村川2期地区機場工その1工事 愛知県 48,500,000 H21.12 ～ H22.10

㈱花井組 道路改良工事市道明成深廻間（北） 愛知県 19,600,000 H21.08 ～ H22.06

㈱河村産業所 道路改良工事（統合）地盤沈下対策河川工事合併工事（その4） 愛知県 35,100,000 H21.11 ～ H22.06

日鋪建設㈱ 常滑地区20－ＣＤ工区整地工事 愛知県 153,000,000 H21.05 ～ H22.04
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工 事 経 歴 書

注　　文　　者 工　　　事　　　名 都道府県 請負金額 (円) 着工年月 ・ 完成年月

石黒建設㈱ 平成２０年度 302号島田道路建設工事 愛知県 23,933,300 H21.07 ～ H22.04

三井住建道路㈱ 中京大学名古屋　仮設駐車場工事 愛知県 37,216,000 H21.07 ～ H22.04

大和小田急建設㈱ 柿田公園線南進道路整備事業　道路築造工事　【写真No.13】 愛知県 134,400,000 H20.09 ～ H22.03

角文㈱ 総合治水対策特定河川（1号工）工事 愛知県 18,375,000 H21.01 ～ H22.03

サンエイ㈱ 平成21年度23号岡崎BP藤井道路建設工事　【写真No.12】 愛知県 61,000,000 H21.11 ～ H22.03

㈱花井組 ＪＡあいち知多大府沿道サービス施設「アグリコミュニティ・プラザ」整備事業造成工事 愛知県 32,990,000 H21.08 ～ H22.01

㈱花井組 織機長草工場南敷地開発に伴う造成 愛知県 35,300,000 H20.01 ～ H21.12

㈱花井組 交差点改良工事　ウド交差点工事 愛知県 15,656,000 H20.09 ～ H21.11

三幸建設工業㈱ 新矢作川用水地区鹿乗幹線水路寺領チェック工事 愛知県 21,389,000 H20.10 ～ H21.10

大和小田急建設㈱ 平成１９年度２３号蒲郡ＢＰ蒲郡西ＩＣ下部工事 愛知県 35,200,000 H20.03 ～ H21.08

石黒建設㈱ 平成２０年度 矢田川三階橋橋台工工事　【写真No.11】 愛知県 31,400,000 H20.11 ～ H21.07

朝日工業㈱ 東公園調整池及び管理道路整備工事 愛知県 20,700,000 H20.12 ～ H21.07

ヤハギ道路㈱ ナイス三好造成の内土工擁壁工他 愛知県 39,290,000 H20.11 ～ H21.06

大和ハウス工業㈱ 日新総合建材　愛知工場工事 愛知県 20,706,000 H21.03 ～ H21.06

大林道路㈱ ㈱ユーネットランス三好物流センター新築造成工事 愛知県 22,850,000 H20.07 ～ H21.04

大林道路㈱ 道路改良工事（南工区）都市計画道路竹生線 愛知県 27,950,000 H20.08 ～ H21.04

吉川建設㈱ 三遠南信大島道路建設工事　【写真No.11】 愛知県 292,000,000 H19.10 ～ H21.03

㈱エイディーグリーン グリーンプラス岡崎緑丘造成工事 愛知県 18,000,000 H21.01 ～ H21.03

三井住建道路㈱ Ｔステージ岡崎羽根町新築工事 愛知県 34,100,000 H19.06 ～ H21.02

植村建設工業㈱ 安祥閣駐車場　調整池整備工事 愛知県 103,850,000 H19.09 ～ H21.01

アイシン開発㈱ 平針黒石地区造成工事 愛知県 18,500,000 H20.08 ～ H21.01
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日鋪建設㈱ 平成１９年度 ２３号岡崎ＢＰ幸田休憩施設設備工事 愛知県 173,000,000 H20.05 ～ H20.12

石黒建設㈱ ㈱日硝ハイウェー弥富配送センター開発造成工事 愛知県 27,500,000 H20.06 ～ H20.12

大和小田急建設㈱ 東南精機東浦造成 愛知県 80,860,000 H20.01 ～ H20.09

藤本建設㈱ エイデイ明知造成の内土工事・擁壁工事排水工事他 愛知県 21,060,000 H20.05 ～ H20.08

㈱花井組 大府深廻間特定土地区画整理業 愛知県 81,460,000 H19.10 ～ H20.07

大和ハウス工業㈱ 日本ベローズ工業㈱幸田工場新築工事 愛知県 99,740,000 H20.01 ～ H20.06

角文建設㈱ 境川流域下水道事業敷地造成工事 愛知県 79,230,000 H19.06 ～ H20.04

三栄工業㈱ 豊田市営東山住宅駐車場整備工事 愛知県 26,500,000 H19.12 ～ H20.03

大和小田急建設㈱ 平成１８年度 ２３号知立ＢＰ井池高架橋下部工事　【写真No.10】 愛知県 114,180,000 H19.04 ～ H19.12

大林道路㈱ ふれ愛の街クラタ新築工事のうち外構工事 愛知県 64,500,000 H19.06 ～ H19.12

㈱花井組 ＪＡあいち経済連パールライス安城工場造成・外構工事 愛知県 51,470,000 H19.06 ～ H19.07

㈱花井組 ＪＡあいち経済連パールライス安城工場造成・外構工事 愛知県 50,132,000 H18.02 ～ H19.04

㈱河村産業所 平成１８年度 庄内川宝神高潮堤工事　【写真No.10】 愛知県 16,800,000 H19.01 ～ H19.03

石黒建設㈱ 平成１８年度 ２３号岡崎ＢＰ幸田道路建設工事 愛知県 32,380,000 H18.11 ～ H19.02

吉川建設㈱ 小坂井町宅地造成開発事業工事 愛知県 68,250,000 H18.08 ～ H19.01

藤城建設㈱ 平成１７年度 ２３号ＢＰ岡の山休憩施設整備工事 愛知県 55,990,000 H18.04 ～ H18.09

吉川建設㈱ 知多岡田地先宅地造成工事 愛知県 84,000,000 H17.11 ～ H18.06

㈱花井組 大府深廻間特定土地区画整理事業 追加工事 愛知県 146,840,000 H16.06 ～ H18.03

角文建設㈱ 第二東名高速道路名古屋豊明工事 愛知県 61,100,000 H16.08 ～ H17.07
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三井住建道路㈱・㈱渡辺組JV 第二東名高速道路豊田東舗装工事 愛知県 39,690,000 H16.07 ～ H17.03

角文建設㈱ 道路改良工（１号工） 愛知県 73,790,000 H16.08 ～ H17.03

アイサワ工業㈱ 東海環状矢並古瀬間地区改良工事 愛知県 323,400,000 H14.10 ～ Ｈ16.08

角文建設㈱ 第二東名高速道路名古屋南インターチェンジＥﾗﾝﾌﾟ橋（下部工）工事 愛知県 51,940,000 H15.06 ～ Ｈ16.04

㈱河村産業所 平成１４年度 八田川味美護岸工事 愛知県 34,970,000 H15.08 ～ H16.04

アイサワ工業㈱ 平成１５年新矢作川用水地区碧南幹線水路縄手工区その２工事 愛知県 60,020,000 H15.11 ～ H16.04
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工事施工写真　Ｎo.1

平成26年度南陽南ｵﾝﾗﾝﾌﾟ南下部工事　79点



工事施工写真　Ｎo.2

平成26年度155号豊田南BP東新道路建設工事　81点



工事施工写真　Ｎo.3

新東名高速道路　川上工事 92点



平成25年度23号岡崎BP新矢作川橋左岸下部工事　81点

工事施工写真　Ｎo.4



工事施工写真　Ｎo.5

平成24年度名二環梅之郷北高架橋北下部工事　81点



工事施工写真　Ｎo.6

平成24年度23号蒲郡BP蒲郡ICﾗﾝﾌﾟ下部工事　81点



工事施工写真　Ｎo.7

蒲郡BP清田道路建設工事　82点



工事施工写真　Ｎo.8

平成22年度155号豊田南BP柿本南道路建設工事　　81点



工事施工写真　Ｎo.9

平成21年度一号一色大橋道路建設工事　　83点



工事施工写真　Ｎo.10

 庄内川宝神高潮堤工事　79点 23号知立ＢＰ井池高架橋下部工事　82点



工事施工写真　Ｎo.11

三遠南信大島地区道路建設工事　82点 矢田川三階橋橋台工工事　81点



工事施工写真　Ｎo.12

23号岡崎BP藤井道路建設工事　76点 155号豊田南ＢＰ柿本道路建設工事　81点



三遠南信別所道路建設工事　81点 柿田公園線南進道路整備事業　道路築造工事

工事施工写真　Ｎo.13



工事施工写真　Ｎo.14

岡崎西蔵前住宅用地開発事業の内土地造成工事 内陸用地造成事業大府木の山地区整地工事



工事施工写真　Ｎo.15

23号蒲郡BP蒲郡西ICランプ下部工事　78点 平成25年度23号岡崎BP藤井高架橋東下部工事　80点



平成25年度155号豊田南BP東新北道路建設工事　80点

工事施工写真　Ｎo.16

平成26年度1号日光川右岸下流道路建設工事　81点



平成26年度名二環大西南２高架橋基礎工事　79点

工事施工写真　Ｎo.17

平成27年度302号愛知国道管内道路建設工事　76点



工事施工写真　Ｎo.18

平成27年度302飛島地区道路建設工事　77点 平成26年度名二環新政成１高架橋南下部工事　78点



工事施工写真　Ｎo.19

平成27年度　東海環状養老IC東部道路建設工事　79点 平成27年度　東海環状養老IC西部道路建設工事　81点



工事施工写真　Ｎo.20

平成28年度 名四国道豊田出張所管内整備工事　78点 平成26年度　名二環新政成2高架橋下部工事　81点



工事施工写真　Ｎo.21

豊田北BP扶桑建設工事　79点 平成29年度　名四国道豊田バイパス整備工事　79点



工事施工写真　Ｎo.22

国庫補助事業　道路築造工事 新名神高速道路　鈴鹿PAスマートインターチェンジ工事



工事施工写真　Ｎo.23

平成29年度23号蒲郡BP為当第1橋東下部工事



保有重機一覧表

　　　　名　　　　称 機　　　　　　種 台　　数

バックホー１．４ ３３６ 1.4 ㎥ 2台

バックホー０.８ ３２０ 0.8 ㎥ 2台

バックホー０.８ ３２０（ｸﾚｰﾝ仕様） 0.8 ㎥ 3台

バックホー０.８ HD８２０（ｸﾚｰﾝ仕様） 0.8 ㎥ 8台

バックホー０.７ PC２００（クレーン仕様） 0.7 ㎥ 5台

バックホー０.４５ HD512 0.45 ㎥ 2台

バックホー０.４５ ３１２ 0.45 ㎥ 3台

バックホー０.４５ ３２１（ｸﾚｰﾝ仕様） 0.45 ㎥ 2台

バックホー０.２ Vio55 0.2 ㎥ 5台

バックホー０.２ ３０５ 0.2 ㎥ 1台

バックホー０.１ Vio27 0.1 ㎥ 2台

バックホー０.１ ＰＣ２０ 0.1 ㎥ 3台

テレスコクラム ＰＣ３００（ﾃﾚｽｺ） 1.2 ㎥ 1台

ショベル合計 39台
ブルドーザー Ｄ８５Ａ-２１ ２８　ｔ 1台

ブルドーザー Ｄ６５P ２０　ｔ　(湿地用) 1台

ブルドーザー D５G １０　ｔ 1台

ブルドーザー Ｄ４１Ｐ １０　ｔ　(湿地用) 1台

ブルドーザー Ｄ３１EX 1台

ブルドーザー Ｄ２１Ａ ３　ｔ 5台

ブルドーザー合計 10台
破　砕　機 ＢＲ３８０ＪＧ（ガラパゴス） 1台

タイヤローラー TS２００ １０  ｔ 1台

震度ローラー MG-6 １ｔ 1台

タイヤショベル ＷＡ４０ ０．５　ｍ3 4台

コンバインドローラー TW５０２-１ ４ｔ 1台

その他重機合計 8台
ダンプ・トラック ２ｔＤ 4台

ダンプ・トラック ３ｔＤ 6台

ダンプ・トラック ４ｔＤ 1台

ダンプ・トラック １０ｔＤ 7台

ダンプ・トラック合計 18台

能　　力




