
株式会社ハンシン建設 基礎事業本部 実績表（東京官庁土木）H17～23

工事名 発注先／施主 元請名 工事場所 着工年月日 完成年月 工　　法 工　事　概　要

足立区下水道管渠布設障害撤去工事 東京都 東海興業株式会社 東京都足立区 2007/03/01 2007/09 全旋回－障害撤去 Φ3000  L=8.8～11.0  P=36

松浜橋上流下部工事
国土交通省　北陸地方
整備局

株式会社錢高組 新潟県新潟市 2007/02/15 2007/09 リバース Φ1500  L=68.0  P=8

みやぎ水再生センター雨水ポンプ棟工事 東京都下水道局 株式会社大本組 東京都足立区 2007/09/05 2008/03 全旋回 φ1000～φ2000  L=4.5～28.0

松浜橋上流橋下部その２下部工事 官庁雑 株式会社錢高組 新潟県新潟市 2007/12/25 2008/03 リバース φ1500  L=76.4  l=70.0  P=8

町田立体下部工事 国土交通省 ㈱冨士工 東京都町田市 2008/01/22 2008/03 全旋回 φ2000  L=20.2  P=7    ＰＣ杭撤去φ1500  L=17.0  P=4

上湯原地区代替地擁壁工事
関東地方整備局　八ッ場
ダム工事事務所

株式会社冨士工
群馬県吾妻郡長野
原町

2009/06/25 2009/09 全旋回－土砂置換 φ1200  L=16.8  P=56

四ツ木三丁目(綾瀬川)配水本管撤去工事 東京都　下水道局 株式会社不動テトラ 東京都葛飾区 2009/02/10 2009/06 全旋回－障害撤去 φ1500  L=22.9～25.1

新港横戸町線２工区擁壁外築造工事 千葉市 株式会社錢高組
千葉県千葉市稲毛
区

2008/09/16 2008/12 全旋回 φ1200～φ1500  L=12.5～14.5  P=23

南部汚泥処理プラント脱水ケーキ搬送管基礎
その１工事

東京都下水道局 須山建設株式会社 東京都大田区 2008/11/01 2009/03 全旋回・リバース 全旋回 φ2000  L=12.1～15.2  P=11φ1500  リバース  L=68.2～69.4

前川排水施設設置工事 国土交通省 あおみ建設㈱ 茨城県潮来市 2009/01/25 2009/03 リバース φ800  L=43.3～43.4  L=42.0～43.5  P=6

金町浄水場既存施設撤去工事 東京都　下水道局 清水建設株式会社 東京都葛飾区 2009/03/16 2009/06 全旋回 φ2000  L=8.0～15.0  P=63

千葉北地区桜台外宅地整備その他工事 ＵＲ都市再生機構 ㈱森本組 千葉県印西市 2009/02/23 2009/03 全旋回－障害撤去 φ2000  L=22.0  l=10.0～11.0  P=3

綾瀬川水戸橋架替工事に伴う右岸橋台設置工
事

東京都 株式会社森本組 東京都葛飾区 2009/06/15 2009/04 リバース φ1500  L=52.3  l=40.0  P=15

内匠橋護岸障害撤去工事 東京都 前川建設株式会社 東京都足立区 2009/04/17 2009/05 全旋回－障害撤去 φ1500  L=6.0  P=8

頃久保高架橋下部その２工事 国土交通省 新日本工業株式会社 千葉県成田市 2009/09/25 2009/11 全旋回 φ1200  L=21.42 l=19.0  P=24

新木場地区曙橋下部その１他工事 国土交通省 株式会社本間組 東京都江東区 2010/01/07 2010/06 リバース φ1000  L=61.5～63.4  l=59.0～60.5  P=27

補助第２５８号綾瀬川橋梁整備工事 足立区 大日本土木株式会社 東京都足立区 2010/03/06 2010/06 リバース φ1200  L=31.4  l=27.0  P=15

Ｈ２１上湯原地区代替地擁壁工事 国土交通省 株式会社新井組
群馬県吾妻郡長野
原町

2010/04/06 2010/08 全旋回－障害撤去 φ1200  L=8.0～15.7  P=37  マルチグリッパ併用

八ツ場ダム擁壁基礎杭工事 国土交通省 株式会社新井組
群馬県吾妻郡長野
原町

2010/04/27 2010/09 全旋回 φ1000  L=18.1～25.3  l=17.0～21.0  P=20

業平橋ポンプ所施設再構築工事 東京都　下水道局 清水建設株式会社 東京都墨田区 2010/05/19 2010/12 全旋回 φ1000～φ2000  L=2.5～16.5  P=174

南部汚泥処理プラント基礎その２工事 東京都　下水道局 須山建設株式会社 東京都大田区 2010/09/15 2010/12 全旋回－障害撤去 φ2000  L=12.6  P=6

神谷陸橋長寿命化工事（その１） 東京都 立山工業株式会社 東京都北区 2010/12/02 2011/03 ＴＢＨ φ800  L=24.2  l=23.0  P=19

公共つくばエクスプレス沿線整備工事 千葉県 株式会社アオイ 千葉県柏市 2011/01/10 2011/03 リバース φ1000  L=19.3～20.8  l=16.5～18.5  P=34

業平橋ポンプ所再構築工事その２ 東京都　下水道局 清水建設株式会社 東京都墨田区 2011/01/11 2011/02 障害撤去 φ1200  L=18.0  P=10

清平橋撤去工・下部工事 墨田区 前川建設株式会社 東京都墨田区 2011/03/15 2011/05 リバース φ1200  L=34.5  l=33.0  P=8

東部汚泥処理プラント焼却炉基礎建設工事そ
の２

東京都　下水道局
大和小田急建設株式
会社

東京都江東区 2011/03/14 2011/06 全旋回－障害撤去 φ1000～φ1500  L=1.7～6.4  P=84

神谷場所打ち杭支障物調査工事 東京都 立山工業株式会社 東京都北区 2011/04/22 2011/06 ＴＢＨ φ800  L=3.0  P=20


