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№ 工 事 名 称 発注者名 施工場所 期間自年月 期間至年月 使用実績 備考

H-19- 1 沖縄科学技術大学院大学（仮称）造成工事 その他 沖縄県 平成19年6月 平成20年3月 10

H-19- 2 第二東名αシステム賃貸 中日本高速道路(株) 静岡県 平成19年7月 平成19年7月 1

H-19- 3 αシステム舗装適用試験業務 その他 広島県 平成19年10月 平成20年1月 1

H-19- 4 関西国際空港２期空港島埋立工事 関西国際空港(株) 大阪府 平成20年2月 平成20年3月 4

H-19- 5 関西国際空港２期空港島埋立工事 関西国際空港(株) 大阪府 平成20年3月 平成20年3月 1
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№ 工 事 名 称 発注者名 施工場所 期間自年月 期間至年月 使用実績 備考

H-20- 1 永平寺大野道路大月地区改良工事 国土交通省 福井県 平成20年4月 平成20年12月 9

H-20- 2
羽田国際空港Ｄ滑走路再拡張工事　盛土試験施工工事のうち
αシステム設置調整業務

国土交通省 千葉県 平成20年10月 平成20年11月 2

H-20- 3 αシステムの道路舗装への適用試験業務 その他 大阪府 平成20年8月 平成20年12月 1

H-20- 4 和田山八鹿道路上谷トンネル工事 国土交通省 兵庫県 平成20年9月 平成21年3月 7

H-20- 5 αシステムの道路舗装への適用試験 その他 大阪府 平成20年12月 平成21年2月 1

H-20- 6
徳島空港滑走路新設工事のうち平板載荷試験業務
＜α使用＞

防衛省 徳島県 平成20年11月 平成20年11月 1

H-20- 7
徳島飛行場場周道路新設等工事（その３）のうち
調査業務他＜α使用＞

防衛省 徳島県 平成21年2月 平成21年3月 1

H-20- 8
（仮称）関西国際空港２期空港島埋立工事（揚土その７）
のうちαシステム賃貸業務

関西国際空港(株) 大阪府 平成20年6月 平成20年6月 4

H-20- 9 関西空港道路駐車場工事のうちαシステム賃貸業務 関西国際空港(株) 大阪府 平成20年6月 平成20年9月 1

H-20- 10
（仮称）関西国際空港２期空港島埋立工事（造成その９）
のうちαシステム賃貸業務－１

関西国際空港(株) 大阪府 平成20年8月 平成20年9月 4

H-20- 11
２期空港島埋立工事（造成その１０）のうちαシステム
賃貸業務

関西国際空港(株) 大阪府 平成20年4月 平成20年10月 12

H-20- 12
（仮称）関西国際空港２期空港島埋立工事（造成その９）
のうちαシステム賃貸業務－２

関西国際空港(株) 大阪府 平成20年10月 平成20年10月 2

H-20- 13
（仮称）関西国際空港２期空港島埋立工事（造成その１１）
のうちαシステム賃貸業務

関西国際空港(株) 大阪府 平成20年9月 平成20年12月 10

H-20- 14
（仮称）関西国際空港２期空港島埋立工事（造成その１１）
のうちαシステム賃貸業務（その２）

関西国際空港(株) 大阪府 平成21年1月 平成21年3月 5

H-20- 15 （仮称）兵庫県内ダム工事試験施工＜α使用＞※試験施工 国土交通省 兵庫県 平成21年2月 平成21年2月 1
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№ 工 事 名 称 発注者名 施工場所 期間自年月 期間至年月 使用実績 備考

H-21- 1 和田山八鹿道路上谷トンネル工事 国土交通省 兵庫県 平成21年4月 平成22年3月 12

H-21- 2 北陸新幹線　魚津上中島トンネル他工事
独)鉄道建設･
運輸施設整備支援機構

富山県 平成21年4月 平成21年9月 6

H-21- 3
神戸港ポートアイランド（第２期）地区岸壁（ー１６ｍ）
舗装等工事

神戸市 兵庫県 平成21年5月 平成21年9月 3

H-21- 4 豊岡一日市工事 国土交通省 兵庫県 平成21年5月 平成21年11月 4

H-21- 5 東京国際空港Ｄ滑走路建設他工事のうち、護岸・埋立Ⅳ工区 国土交通省 東京都 平成21年5月 平成22年3月 61 6台

H-21- 6 東京国際空港Ｄ滑走路建設他工事のうち、護岸・埋立Ⅲ工区 国土交通省 東京都 平成21年6月 平成22年2月 37 3-5台

H-21- 7 山梨リニア実験線御坂トンネル（西）特定建設工事 東海旅客鉄道(株) 山梨県 平成21年8月 平成22年1月 3

H-21- 8 京極発電所新設工事 北海道電力(株) 北海道 平成21年9月 平成21年9月 1

H-21- 9 大林道路㈱埼玉営業所試験施工その他 その他 埼玉県 平成21年9月 平成21年9月 1

H-21- 10 新田原（２０）滑走路等整備土木工事 防衛省 宮崎県 平成21年9月 平成21年12月 4

H-21- 11 舞鶴若狭自動車道美浜IC工事 中日本高速道路(株) 福井県 平成21年10月 平成21年11月 2

H-21- 12 能越自動車道竹中工区 国土交通省 石川県 平成21年12月 平成22年3月 4

H-21- 13 山梨リニア実験線境川残土処分場、盛土管理業務 東海旅客鉄道(株) 山梨県 平成21年12月 平成22年3月 2

H-21- 14 荒砥沢ダム災害復旧（その２）工事 宮城県 宮城県 平成22年1月 平成22年3月 3
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No. 工事名称 企業者名 施工場所 期間自年月 期間至年月 使用実績 備考

H-22- 1 東京国際空港Ｄ滑走路建設他工事のうち､護岸･埋立Ⅳ工区 国土交通省 東京都 平成22年4月 平成22年6月 3

H-22- 2 北陸新幹線魚津上中島トンネル他工事
独)鉄道建設･
運輸施設整備支援機構

富山県 平成22年4月 平成22年4月 1

H-22- 3 御坂トンネル西JV工事 東海旅客鉄道(株) 山梨県 平成22年4月 平成22年4月 1

H-22- 4 舞鶴若狭自動車道美浜IC工事 中日本高速道路(株) 福井県 平成22年4月 平成22年6月 3

H-22- 5 能越自動車道竹中工区 国土交通省 福井県 平成22年4月 平成22年6月 3

H-22- 6 関西国際空港2期空港島護岸築造工事(その14) 関西国際空港(株) 大阪府 平成22年4月 平成22年5月 2

H-22- 7 山梨リニア実験線御坂トンネル(西)特定建設工事 東海旅客鉄道(株) 山梨県 平成22年5月 平成23年3月 11

H-22- 8 豊岡一日市工事 国土交通省 兵庫県 平成22年9月 平成22年9月 1

H-22- 9 京極発電所新設工事 北海道電力(株) 北海道 平成22年9月 平成22年12月 4

H-22- 10 中京競馬場馬場改造その他工事
名古屋競馬(株)、
日本中央競馬会

愛知県 平成22年10月 平成23年3月 6

H-22- 11 荒砥沢ダム災害復旧(その３)工事 宮城県 宮城県 平成22年11月 平成23年1月 6

H-22- 12 第二東名高速道路本宮山トンネル工事 中日本高速道路(株) 愛知県 平成22年12月 平成23年3月 4

H-22- 13 関西国際空港2期空港島護岸築造工事(その14) 関西国際空港(株) 大阪府 平成22年12月 平成23年3月 4

H-22- 14 仙台河川国道道貫地区改良工事 国土交通省 宮城県 平成23年1月 平成23年3月 3

H-22- 15 四国横断自動車道北島工事 西日本高速道路(株) 徳島県 平成23年3月 平成23年3月 1

H-22- 16 東名高速道路岡崎地区舗装改良工事 中日本高速道路(株) 愛知県 平成23年3月 平成23年3月 1
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No. 工事名称 企業者名 施工場所 期間自年月 期間至年月 使用実績 備考

H-23- 1 山梨リニア御坂トンネル工事 東海旅客鉄道(株) 山梨県 平成23年4月 平成24年8月 6

H-23- 2 第二東名高速道路本宮山トンネル工事 中日本高速道路(株) 愛知県 平成23年4月 平成24年3月 12

H-23- 3 四国横断自動車道北島工事 西日本高速道路(株) 徳島県 平成23年4月 平成24年3月 17

H-23- 4 第二東名高速道路稲城トンネル工事 中日本高速道路(株) 愛知県 平成23年4月 平成24年3月 12

H-23－5 廃棄物地盤評価試験 西日本高速道路(株) 広島県 平成23年4月 平成23年9月 1

H-23- 6 東名高速道路岡崎地区舗装改良工事 中日本高速道路(株) 愛知県 平成23年4月 平成23年9月 5

H-23－ 7 仙台河川国道道貫地区改良工事 国土交通省 宮城県 平成23年5月 平成23年5月 1

H-23- 8 京極発電所新設工事 北海道電力(株) 北海道 平成23年5月 平成23年10月 8

H-23- 9 北陸新幹線､白山成町高架橋他工事
独)鉄道建設･
運輸施設整備支援機構

石川県 平成23年5月 平成23年9月 5

H-23- 10 第二東名設楽PA工事 中日本高速道路(株) 愛知県 平成23年6月 平成24年3月 10

H-23- 11 紀北東道路笠田改良工事 国土交通省 和歌山県 平成23年8月 平成24年3月 5

H-23- 12 東九州自動車道中津トンネル工事 西日本高速道路(株) 大分県 平成23年9月 平成24年3月 12

H-23- 13 関空LCCエプロン舗装等工事 関西国際空港(株) 大阪府 平成23年10月 平成24年3月 6

H-23- 14 新潟港岸壁(西)(1号)上部工事 国土交通省 新潟県 平成23年10月 平成24年1月 2

H-23- 15 αシステム評価試験工事(能越道) 国土交通省 富山県 平成23年11月 平成23年12月 2

H-23- 16 荒砥沢ダム災害復旧(その3)工事 宮城県 宮城県 平成23年11月 平成23年12月 2

H-23- 17 一般国道422号道路改良工事 国土交通省 三重県 平成23年12月 平成24年3月 4

H-23- 18 第二東名豊川下部工工事 中日本高速道路㈱ 愛知県 平成24年1月 平成24年3月 3

H-23- 19 平成23年度伊江農水事業FP工事 内閣府沖縄総合事務局 沖縄県 平成24年1月 平成24年1月 1

H-23- 20 関ケ原開閉所新設の内土地造成工事 中部電力(株) 岐阜県 平成24年3月 平成24年3月 1
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No. 工事名称 企業者名 施工場所 期間自年月 期間至年月 使用実績 備考

H-24- 1 第二東名高速道路　稲木トンネル他１トンネル工事 中日本高速道路(株) 愛知県 平成24年4月 平成25年3月 12

H-24- 2 第二東名高速道路本宮山トンネル工事 中日本高速道路(株) 愛知県 平成24年4月 平成25年1月 10

H-24- 3 東九州自動車道中津トンネル工事 西日本高速道路(株) 大分県 平成24年4月 平成25年3月 20

H-24- 4 四国横断自動車道北島工事 西日本高速道路(株) 徳島県 平成24年4月 平成24年11月 8

H-24- 5 関空LCCエプロン舗装工事 関西国際空港(株) 大阪府 平成24年6月 平成24年6月 1

H-24- 6 北陸新幹線､白山成町高架橋他工事
独)鉄道建設･
運輸施設整備支援機構

石川県 平成24年4月 平成24年9月 6

H-24- 7 関ケ原開閉所新設の内土地造成工事 中部電力(株) 岐阜県 平成24年4月 平成24年8月 5

H-24- 8 第二東名設楽PA工事 中日本高速道路(株) 愛知県 平成24年4月 平成25年3月 12

H-24- 9 一般国道422号道路改良工事 国土交通省 三重県 平成24年4月 平成24年9月 6

H-24- 10 大豊公庄乗越工事 国土交通省 京都府 平成24年4月 平成24年8月 4

H-24- 11 道央注水工馬追調整建設工事 農林水産省 北海道 平成24年5月 平成24年10月 6

H-24- 12 京極発電所新設工事 北海道電力(株) 北海道 平成24年5月 平成24年10月 12

H-24- 13 清水港新興津岸壁上部及び舗装工事 国土交通省 静岡県 平成24年5月 平成25年1月 9

H-24- 14 LCCアクセス道路舗装等工事(その２) 関西国際空港(株) 大阪府 平成24年5月 平成24年9月 5

H-24- 15 仙台地区αシステム測定業務 その他 宮城県 平成24年6月 平成24年6月 1

H-24- 16 北九州港(響灘東地区)道路(南工区)工事 国土交通省 愛知県 平成24年6月 平成24年8月 3

H-24- 17 木古内駅高架JV工事
独)鉄道建設･
運輸施設整備支援機構

北海道 平成24年7月 平成24年10月 4

H-24- 18 一般国道４２３号（止々呂美吉川線）道路改良工事 国土交通省 大阪府 平成24年7月 平成25年3月 9

H-24- 19 第二東名新城工事 中日本高速道路(株) 愛知県 平成24年7月 平成25年3月 9

H-24- 20 新名神猪名川工事 西日本高速道路(株) 兵庫県 平成24年7月 平成25年3月 9

H-24- 21 吉田堤防工事 農林水産省 福島県 平成24年7月 平成25年2月 8
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No. 工事名称 企業者名 施工場所 期間自年月 期間至年月 使用実績 備考

H-24- 22 第二東名東上トンネル工事 中日本高速道路(株) 愛知県 平成24年9月 平成25年1月 5

H-24- 23 島根原電造成工事 中国電力(株) 島根県 平成24年8月 平成25年3月 7

H-24- 24 第二東名設楽原工事 中日本高速道路(株) 愛知県 平成24年11月 平成25年3月 5

H-24- 25 志高中流築堤工事 国土交通省 京都府 平成24年11月 平成25年3月 5

H-24- 26 長野県および埼玉県αシステム測定業務 その他
長野県
埼玉県

平成24年12月 平成25年3月 5

H-24- 27 落鹿トンネル工事 西日本高速道路(株) 宮崎県 平成25年3月 平成25年3月 1
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No. 工事名称 企業者名 施工場所 期間自年月 期間至年月 使用実績 備考

H-25- 1 第二東名高速道路　稲木トンネル他1トンネル工事 中日本高速道路(株) 愛知県 平成25年4月 平成26年3月 12

H-25- 2 一般国道423号(止々呂美吉川線)道路改良工事 国土交通省 大阪府 平成25年4月 平成26年3月 19

H-25- 3 新名神野登西工事 西日本高速道路(株) 三重県 平成25年4月 平成26年3月 12

H-25- 4 東九州自動車道中津トンネル 西日本高速道路(株) 大分県 平成25年4月 平成25年6月 3

H-25- 5 関西国際空港第2期南側貨物地区エプロン増設工事 関西国際空港(株) 大阪府 平成25年4月 平成25年6月 3

H-25- 6 第二東名設楽PA工事 中日本高速道路(株) 愛知県 平成25年4月 平成25年8月 5

H-25- 7 第二東名新城工事 中日本高速道路(株) 愛知県 平成25年4月 平成26年3月 12

H-25- 8 新名神猪名川工事 西日本高速道路(株) 兵庫県 平成25年4月 平成26年3月 21  H25.7から2台

H-25- 9 島根原電造成工事 中国電力(株) 島根県 平成25年4月 平成25年4月 1

H-25- 10 落鹿トンネル工事 西日本高速道路(株) 宮崎県 平成25年4月 平成25年6月 3

H-25- 11 第二東名設楽原工事 中日本高速道路(株) 愛知県 平成25年4月 平成25年11月 8

H-25- 12 小田原管内舗装補修工事(平成24年度) 東日本高速道路(株) 神奈川県 平成25年5月 平成25年5月 1

H-25- 13 道央注水工馬追調整工建設工事 農林水産省 北海道 平成25年6月 平成25年6月 1

H-25- 14 平成25年度能越道氷見第15トンネル建設工事 国土交通省 富山県 平成25年8月 平成25年9月 2

H-25- 15 原子力機構敦賀造成工事
独)日本原子力
研究開発機構

福井県 平成25年11月 平成26年3月 5

H-25- 16 新東名雁峰トンネル工事 中日本高速道路(株) 愛知県 平成26年1月 平成26年2月 2

H-25- 17 新名神猪名川西工事 西日本高速道路(株) 大阪府 平成26年2月 平成26年3月 2

H-25- 18 東九州自動車道赤尾第一トンネル 西日本高速道路(株) 大分県 平成26年2月 平成26年3月 2

H-25- 19 切畑トンネル工事 西日本高速道路(株) 兵庫県 平成26年3月 平成26年3月 1
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No. 工事名称 企業者名 施工場所 期間自年月 期間至年月 使用実績 備考

H-26- 1 新名神　猪名川西工事 西日本高速道路(株) 大阪府 平成26年4月 平成26年8月 5

H-26- 2 第二東名高速道路　稲木トンネル他１トンネル工事 中日本高速道路(株) 愛知県 平成26年4月 平成26年11月 8

H-26- 3 新名神　野登西工事 西日本高速道路(株) 三重県 平成26年4月 平成27年3月 12

H-26- 4 一般国道423号（止々呂美吉川線）道路改良工事 大阪府 大阪府 平成26年4月 平成27年3月 12

H-26- 5 一般国道423号（止々呂美吉川線）道路改良工事 大阪府 大阪府 平成26年4月 平成27年3月 12

H-26- 6 第二東名新城工事 中日本高速道路(株) 愛知県 平成26年4月 平成26年7月 4

H-26- 7 新名神猪名川工事 西日本高速道路(株) 兵庫県 平成26年4月 平成27年3月 24

H-26- 8 新名神　四日市東工事 中日本高速道路(株) 三重県 平成26年10月 平成27年3月 6

H-26- 9 切畑トンネル工事 西日本高速道路(株) 兵庫県 平成26年11月 平成27年3月 5

H-26- 10 関西国際空港第２期ターミナル(T3)地区エプロン等舗装工事 関西国際空港(株) 大阪府 平成26年12月 平成27年3月 4

H-26- 11 大槌復興ＣＭＲ工事 大槌町 岩手県 平成26年12月 平成27年3月 4

H-26- 12 大槌復興ＣＭＲ工事 大槌町 岩手県 平成27年1月 平成27年3月 3

H-26- 13 大槌復興ＣＭＲ工事 大槌町 岩手県 平成27年3月 平成27年3月 1

H-26- 14 御所トンネル建設工事
国土交通省
北陸地方整備局

石川県 平成26年11月 平成27年1月 3

H-26- 15 折立川堤防工事 宮城県 宮城県 平成26年12月 平成27年3月 4

H-26- 16 草加市桶管工事 草加市 埼玉県 平成27年2月 平成27年3月 2
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No. 工事名称 企業者名 施工場所 期間自年月 期間至年月 使用実績 備考

H-27- 1 新名神高速道路　猪名川工事 西日本高速道路(株) 兵庫県 平成27年4月 平成28年3月 17
H27.4～H27.8　2台
H27.9～H28.3　1台

H-27- 2 切畑トンネル工事 西日本高速道路(株) 兵庫県 平成27年4月 平成28年3月 12

H-27- 3 大槌復興ＣＭＲ工事 大槌町 岩手県 平成27年4月 平成28年3月 36 3台

H-27- 4 新名神高速道路　野登工事 中日本高速道路(株) 三重県 平成27年4月 平成27年5月 2

H-27- 5 新名神高速道路　四日市工事 中日本高速道路(株) 三重県 平成27年4月 平成27年5月 2

H-27- 6 新名神高速道路　茨木北インターチェンジ工事 西日本高速道路(株) 大阪府 平成27年4月 平成27年9月 8

H-27- 7 関西国際空港２期新ターミナル（Ｔ３）地区エプロン等舗装工事 関西国際空港(株) 大阪府 平成27年4月 平成27年6月 3

H-27- 8 折立川堤防工事 宮城県 宮城県 平成27年4月 平成27年8月 5

H-27- 9 新名神高速道路　野登東工事 中日本高速道路(株) 三重県 平成27年5月 平成28年3月 11

H-27- 10 東北中央道　三吉山トンネル工事 東日本高速道路(株) 山形県 平成27年5月 平成28年3月 11

H-27- 11 道場トンネル工事 西日本高速道路(株) 兵庫県 平成27年5月 平成27年6月 2

H-27- 12 浅川ダム工事 長野県 長野県 平成27年6月 平成27年9月 4

H-27- 13 大曲浜（浜市工区）林地荒廃防止施設災害復旧工事 宮城県 宮城県 平成27年6月 平成28年3月 10

H-27- 14 東京国際空港Ｂ滑走路北側エプロン用地造成等工事 国土交通省 東京都 平成27年10月 平成28年3月 6

H-27- 15 大槌復興ＣＭＲ工事 大槌町 岩手県 平成27年11月 平成28年2月 4

H-27- 16 安威川ダム建設工事 大阪府 大阪府 平成27年12月 平成28年3月 4

H-27- 17 木津川基幹環境整備工事 (国)京都大学 京都府 平成28年1月 平成28年3月 3

H-27- 18 小山M地区造成工事 その他 栃木県 平成28年2月 平成28年3月 2

142

平 成 27 年 度　　 α シ ス テ ム 採 用 実 績
（台・月）

合　計

αシステム研究会



No. 工事名称 企業者名 施工場所 期間自年月 期間至年月 使用実績 備考

H-28-1 新名神高速道路　野登東工事 中日本高速道路(株) 三重県 平成28年4月 平成28年6月 3

H-28-2 東北中央道　三吉山トンネル工事 東日本高速道路(株) 山形県 平成28年4月 平成29年3月 12

H-28-3 安威川ダム建設工事 大阪府 大阪府 平成28年4月 平成29年3月 12

H-28-4 小山M地区造成工事 その他 栃木県 平成28年4月 平成29年3月 12

H-28-5 東北中央道　赤湯工事 東日本高速道路(株) 山形県 平成28年4月 平成28年9月 6

H-28-6 新名神高速道路　猪名川工事 西日本高速道路(株) 兵庫県 平成28年4月 平成29年3月 12

H-28-7 新名神高速道路　切畑トンネル工事 西日本高速道路(株) 兵庫県 平成28年4月 平成29年3月 12

H-28-8 大槌復興ＣＭＲ工事 大槌町 岩手県 平成28年4月 平成29年3月 25 3台

H-28-9 大曲浜（浜市工区）林地荒廃防止施設災害復旧工事 宮城県 宮城県 平成28年4月 平成28年10月 5

H-28-10 岩国飛行場低層住宅工事 防衛省 山口県 平成28年5月 平成28年7月 3

H-28-11 とうま農地防災事業 当麻ダム洪水吐建設工事 国土交通省 北海道 平成28年6月 平成28年7月 2

H-28-12 東京国際空港Ｂ滑走路北側　エプロン他舗装等工事 国土交通省 東京都 平成28年7月 平成28年10月 4

H-28-13 和歌山岬道路下孝子地区道路改良他工事 国土交通省 大阪府 平成28年9月 平成29年3月 9 2台

H-28-14 次期廃棄物埋立場埋立地整備工事 金沢市 石川県 平成28年9月 平成29年3月 7

H-28-15 仙台湾南部海岸深沼南工区井戸浦地区堤防復旧工事 宮城県 宮城県 平成28年9月 平成28年10月 2

H-28-16 折立川堤防工事 宮城県 宮城県 平成28年10月 平成29年3月 6

H-28-17 南貞山運河河川災害復旧工事 宮城県 宮城県 平成28年10月 平成28年11月 2

H-28-18 東京中部間連系変換所新設の内敷地造成工事 中部電力(株) 岐阜県 平成28年11月 平成28年11月 1

H-28-19 東北大学法面等災害復旧工事 (国)東北大学 宮城県 平成28年12月 平成28年12月 1

H-28-20 東北中央自動車道　霊山道路改良工事 国土交通省 福島県 平成29年1月 平成29年3月 3

H-28-21 大蘇ダム浸透抑制対策建設工事 農林水産省 熊本県 平成29年3月 平成29年3月 1
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H-29-1 東北中央道　三吉山トンネル工事 東日本高速道路(株) 山形県 平成29年4月 平成30年2月 11

H-29-2 安威川ダム建設工事 大阪府 大阪府 平成29年4月 平成30年3月 12

H-29-3 小山M地区造成工事 その他 栃木県 平成29年4月 平成29年7月 4

H-29-4 新名神高速道路　猪名川工事 西日本高速道路(株) 兵庫県 平成29年4月 平成29年10月 7

H-29-5 大槌復興ＣＭＲ工事 大槌町 岩手県 平成29年4月 平成29年5月 2

H-29-6 次期廃棄物埋立場埋立地整備工事 金沢市 石川県 平成29年4月 平成30年3月 12

H-29-7 折立川堤防工事 宮城県 宮城県 平成29年4月 平成30年3月 12

H-29-8 東北中央自動車道　霊山道路改良工事
国土交通省
　東北地方整備局

福島県 平成29年4月 平成29年10月 7

H-29-9 東京中部間連系変換所新設の内敷地造成工事 中部電力(株) 岐阜県 平成29年5月 平成29年9月 10 2台

H-29-10 東海北陸自動車道　軽岡トンネル他１トンネル工事 中日本高速道路(株) 岐阜県 平成29年7月 平成29年7月 1

H-29-11 新丸山ダム転流工事
国土交通省
　中部地方整備局

岐阜県 平成29年7月 平成30年3月 9

H-29-12 鵜川ダム本体建設工事 新潟県 新潟県 平成29年8月 平成29年11月 2
Ｈ29.9～
Ｈ29.10　休止

H-29-13 関越自動車道　荒川橋工事 東日本高速道路(株) 埼玉県 平成29年10月 平成29年10月 1

H-29-14 気仙沼朝日造成工事 気仙沼市 宮城県 平成29年12月 平成30年1月 2

H-29-15 道路休憩施設舗装他工事
国土交通省
　関東地方整備局

千葉県 平成30年1月 平成30年2月 2

H-29-16 浜松市沿岸域津波対策施設等整備事業工事 静岡県 静岡県 平成30年2月 平成30年3月 2
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H-30-1 安威川ダム建設工事 大阪府 大阪府 平成30年4月 平成31年3月 12

H-30-2 折立川堤防工事 宮城県 宮城県 平成30年4月 平成31年3月 12

H-30-3 次期廃棄物埋立場埋立地整備工事 金沢市 石川県 平成30年4月 平成30年10月 7

H-30-4 新丸山ダム転流工事
国土交通省
　中部地方整備局

岐阜県 平成30年4月 平成30年6月 3

H-30-5 浜松市沿岸域津波対策施設等整備事業工事 静岡県 静岡県 平成30年4月 平成30年8月 5

H-30-6 岡崎地区東工区整地工事その２ 愛知県 愛知県 平成30年4月 平成31年3月 15 1月～2台

H-30-7 双葉町中間貯蔵施設 環境省 福島県 平成30年10月 平成30年11月 2

H-30-8 NEXCO共同研究　加速度応答法の転圧試験 ＮＥＸＣＯ 埼玉県 平成30年4月 平成30年4月 2 2台

H-30-9 淀川築堤工事
国土交通省
　近畿地方整備局

大阪府 平成31年1月 平成31年3月 3

H-30-10 兵庫小野産業団地造成工事 兵庫県 兵庫県 平成31年2月 平成31年3月 2

H-30-11 平成30年度福岡空港滑走路増設国際線エプロン新設他工事（第2次） 福岡県 福岡県 平成31年2月 平成31年3月 2

H-30-12 浜松市沿岸域津波対策施設等整備事業工事 静岡県 静岡県 平成31年3月 平成31年3月 1
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