
主な実績 / achievements
◆建築工事

工事名称 工事内容 発注者等 施工期 施工地

東北ニプロ製㈱
薬新固形剤棟新築工事

現場打ち基礎杭発生汚泥
改良工事（4,100ｍ3） 東北ニプロ製薬㈱ 平成20年1月 福島県

サーパス鶴見坦一丁目
新築工事

現場打ち基礎杭発生汚泥
改良工事（1,700ｍ3） ㈱穴吹工務店 平成20年6~7月 福島県

エクセラ麗山第二期
建設工事

現場打ち基礎杭発生汚泥
改良工事（480ｍ3） 東急建設㈱ 平成20年8月 福島県

矢吹物流センター
新築工事

現場打ち基礎杭発生汚泥
改良工事（150ｍ3） 河合運輸㈱ 平成20年10月 福島県

極楽湯郡山店新築工事 現場打ち基礎杭発生汚泥
改良工事（400ｍ3） クレハ錦建設㈱ 平成20年11月 福島県

Honda Cars郡山店
新築工事

現場打ち基礎杭発生汚泥
改良工事（400ｍ3） 福島Honda Cars 平成20年12月 福島県

サーパス桑野二丁目
新築工事

現場打ち基礎杭発生汚泥
改良工事（1,680ｍ3） ㈱穴吹工務店 平成21年9月 福島県

統合小学校･湯沢北中学校
校舎・体育館棟改築工事

既製基礎杭打ち発生汚泥
改良工事（計2,800ｍ3） 湯沢市 平成21年12月 秋田県

JOYFIT郡山店新築工事 現場打ち基礎杭発生汚泥
改良工事（120ｍ3） クレハ錦建設㈱ 平成22年5月 福島県

特別養護老人ホーム
「花ごよみ」新築工事

既製基礎杭打ち発生汚泥
改良工事（500ｍ3）

由利本荘市内
社会福祉法人 平成22年8月 秋田県

中央保育園建築工事 既製基礎杭打ち発生汚泥
改良工事（計220ｍ3）

由利本荘市内
社会福祉法人

平成22年10月 秋田県

大潟村小学校中学校
改築工事(体育館棟)

既製基礎杭打ち発生汚泥
改良工事（計130ｍ3） 南秋田郡大潟村 平成22年12月 秋田県

大潟村小学校中学校
改築工事(校舎棟)

既製基礎杭打ち発生汚泥
改良工事（247ｍ3） 南秋田郡大潟村 平成23年7月 秋田県

十和田市民センター
体育場改修工事

既製基礎杭打ち発生汚泥
改良工事（131ｍ3） 鹿角市 平成23年8月 秋田県

雄和中学校増改築工事 既製基礎杭打ち発生汚泥
改良工事（470ｍ3） 秋田市 平成24年4月 秋田県

栃山神小学校体育館
改築工事

現場打ち基礎杭発生汚泥
改良工事（300ｍ3） 郡山市 平成24年7月 福島県

高瀬小学校体育館
改築工事

現場打ち基礎杭発生汚泥
改良工事（150ｍ3） 郡山市 平成24年8月 福島県

岩城・松ヶ崎統合小学校
建築主体工事（2件）

既製基礎杭打ち発生汚泥
改良工事（計2,140ｍ3） 由利本荘市 平成24年12月 秋田県

大曲工業高等学校
第一体育館建築工事

既製基礎杭打ち発生汚泥
改良工事（750ｍ3） 秋田県 平成25年5月 秋田県

秋田銀行本荘東支店
新築工事

既製基礎杭打ち発生汚泥
改良工事（230ｍ3） 秋田銀行 平成25年5月 秋田県

湖東総合病院改築工事 既製基礎杭打ち発生汚泥
改良工事（500ｍ3）

秋田県厚生農業
協同組合連合会 平成25年5月 秋田県
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◆建築工事

工事名称 工事内容 発注者等 施工期 施工地

羽後信用金庫･しんきん
プラザ建築工事

既製基礎杭打ち発生汚泥
改良工事（395ｍ3） 羽後信用金庫 平成25年9月 秋田県

並木町体育館改築工事 現場打ち基礎杭発生汚泥
改良工事（220ｍ3） 須賀川市 平成25年9月 福島県

須賀川第三中学校
屋内運動場工事

現場打ち基礎杭発生汚泥
改良工事（280ｍ3） 須賀川市 平成25年10月 福島県

東由利中学校改築工事 既製基礎杭打ち発生汚泥
改良工事（480ｍ3） 由利本荘市 平成25年11月 秋田県

特別養護老人ホーム
夢うさぎ新築工事

既製基礎杭打ち発生汚泥
改良工事（200ｍ3）

由利本荘市内
社会福祉法人

平成25年11月 秋田県

須賀川市立第三中学校
屋内運動場改築工事

既製基礎杭発生汚泥改良
工事（220ｍ3） 須賀川市 平成25年10月 福島県

須賀川市立第一小学校
校舎改築工事

既製基礎杭発生汚泥改良
工事（1,800ｍ3） 須賀川市 平成25年11月 福島県

秋田工業高等学校
音楽棟建築工事

既製基礎杭打ち発生汚泥
改良工事（400ｍ3） 秋田県 平成25年11月 秋田県

潟上新庁舎建設工事 既製基礎杭打ち発生汚泥
改良工事（1,300ｍ3） 潟上市 平成26年2月 秋田県

秋田工業高等学校
武道場建築工事

既製基礎杭打ち発生汚泥
改良工事（700ｍ3） 秋田県 平成26年3月 秋田県

秋田工業高等学校
体育館棟建築工事

既製基礎杭打ち発生汚泥
改良工事（2,100ｍ3） 秋田県 平成26年3~4月 秋田県

須賀川市立第稲田小学校
屋内運動場改築工事

既製基礎杭発生汚泥改良
工事（300ｍ3） 須賀川市 平成26年8月 福島県

サーパス菜根一丁目
新築工事

現場打ち杭汚泥改良工事
(1,100ｍ3)

郡山市 平成26年8～10月 福島県

須賀川市市役所新庁舎
建設工事

現場打ち杭汚泥改良工事
(3,000ｍ3）

須賀川市
平成26年11月~

平成27年1月
福島県

須賀川市立第二小学校
校舎改築工事

既製基礎杭発生汚泥改良
工事（250ｍ3） 須賀川市

平成26年12月~
平成27年1月

福島県

大曲農業高等学校
校舎棟建築工事

既製基礎杭打ち発生汚泥
改良工事（1,500ｍ3） 秋田県 平成27年3月 秋田県

雄和地域統合小学校
新築等工事

既製基礎杭打ち発生汚泥
改良工事（1,020ｍ3） 秋田市 平成27年3~4月 秋田県

災害公営住宅山寺
新築工事

既製基礎杭打ち発生汚泥
改良工事（230ｍ3） 須賀川市 平成27年4月 福島県

熱回収施設整備事業
建設工事

既製基礎杭打ち発生汚泥
改良工事（2,300ｍ3）

湯沢雄勝広域
市町村圏組合

平成27年6月 秋田県

角館総合病院建設事業
新病院建築工事

柱状改良基礎発生汚泥
改良工事（1,400ｍ3） 仙北市 平成27年6~7月 秋田県

白鷹町武道館建設工事 既製基礎杭打ち発生汚泥
改良工事（800ｍ3） 白鷹町 平成27年7月 山形県
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工事名称 工事内容 発注者等 施工期 施工地

尿前川災害関連緊急
治山工事

鋼管杭発生汚泥改良工事 岩手南部森林管理署 平成18年1月 岩手県

立惣辺山治山工事 地盤改良工事（200ｍ3）
林野庁東北森林管理局
三八上北森林管理署

平成19年10月 青森県

上佐草治山工事 鋼管基礎杭発生汚泥改良
工事（280ｍ3）

林野庁東北森林管理局
岩手南部森林管理署

平成20年8月 岩手県

岩城地区法面工事-1･-2 アンカー掘削発生汚泥改
良 工事（計505ｍ3）

国交省東北地方整備局
秋田河川国道事務所 平成23年 6~10月 秋田県

平成23年度緑地災害復旧
工事（ため池改良）

ため池発生泥土改良工事
（350ｍ3） 大和町 平成24年3月 宮城県

天王前地区
道路改良工事

深層混合処理杭発生汚泥
改良工事（18,000ｍ3）

国交省東北地方整備局
仙台河川国道事務所

平成24年12月~
平成25年3月

宮城県

鹿又地区道路改良工事 深層混合処理杭発生汚泥
改良工事（32,000ｍ3）

国交省東北地方整備局
仙台河川国道事務所 平成25年5~8月 宮城県

西川浄水場発生汚泥
場内処分業務

汚泥処理工事(1,500ｍ3) 西川町
平成25年12~
平成26年2月

山形県

八幡下地区道路改良工事 深層混合処理杭発生汚泥
改良工事（27,000ｍ3）

国交省東北地方整備局
仙台河川国道事務所

平成26年12月~
平成27年3月

宮城県

西川浄水場発生汚泥
場内処分業務

汚泥場内処分業務
(2,000ｍ3) 西川町 平成26年5~6月 山形県

大巻前地区道路改良工事 深層混合処理杭発生汚泥
改良工事（4,500ｍ3)

国交省東北地方整備局
仙台河川国道事務所 平成26年5~6月 宮城県

山下西地区道路改良工事 深層混合処理杭発生汚泥
改良工事（3,500ｍ3)

国交省東北地方整備局
仙台河川国道事務所 平成26年8月 宮城県

新土手前地区
道路改良工事

深層混合処理杭発生汚泥
改良工事（10,500ｍ3)

国交省東北地方整備局
仙台河川国道事務所 平成26年8~9月 宮城県

天王橋下部工復旧工事 リバース杭発生汚泥改良
工事（4,800ｍ3）

国交省東北地方整備局
仙台河川国道事務所 平成27年2~3月 宮城県

◆土木工事

◆建築工事

工事名称 工事内容 発注者等 施工期 施工地

秋田工業高等学校
校舎棟建築工事

既製基礎杭打ち発生汚泥
改良工事（1,980ｍ3） 秋田市 平成27年10月 秋田県

由利本荘地域生活支援総
合センター新築工事

既製基礎杭打ち発生汚泥
改良工事（300ｍ3） 由利本荘市 平成27年10月 秋田県

秋田大学医学部40周年
記念会館他整備事業

既製基礎杭打ち発生汚泥
改良工事（260ｍ3） 国立大学法人秋田大学 平成28年8月 秋田県

(仮)秋田分譲マンション
新築工事

既製基礎杭打ち発生汚泥
改良工事（640ｍ3） 三光不動産㈱ 平成28年9月 秋田県

わかこま保育園
移転新築工事

既製基礎杭打ち発生汚泥
改良工事（220ｍ3） 社会福祉法人 若駒会 平成28年9月 秋田県
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◆災害復興関連

工事名称 工事内容 発注者等 施工期 施工地

津波泥土再資源化工事
（塩竃･利府地区）

津波泥土再生改良/検証
（1,378ｍ3）

国交省東北地方整備局
仙台河川国道事務所 平成23年7月 宮城県

工事名称 工事内容 発注者等 施工期 施工地

八幡下北地区
道路改良工事

深層混合処理杭発生汚泥
改良工事（4,020ｍ3)

国交省東北地方整備局
仙台河川国道事務所 平成27年5~6月 宮城県

大豊小学校線
道路改良工事

リバース杭発生泥水処理
残さ改良処理（205t）

潟上市 平成27年10月 秋田県

大豊小学校線
道路改良工事

リバース杭発生泥水処理
残さ改良処理（200ｍ3）

潟上市 平成28年10月 秋田県

◆土木工事 №4


