
 

表 1 実証実験対象工事の概要

No. 実証実験協⼒ 
施⼯業者 

発注者 ⼯期 ⼯事名 ⼯事写真 成果品 
サイズ

1 株式会社 

オジマ⼟⽊

静岡県清⽔

港管理局 

2017/10/11 〜

2018/01/15 

平成 29 年度[第 27-W5501-

01 号]清⽔港新興津ふ頭⽤地

整備事業新興津コンテナヤ

ード載荷盛⼟撤去⼯事 

20.9GB 

2 株式会社 

正治組 

静岡県沼津

⼟⽊事務所 

2016/09/03 〜

2017/06/30 

平成 28 年度[第 28−D7313

−01 号](⼀)静浦港韮⼭停⾞

場線防災・安全交付⾦(県道橋

梁耐震対策)⼯事(⻑塚橋橋脚

補強⼯)

152.6MB 

3 株式会社 

正治組 

静岡県沼津

⼟⽊事務所 

2016/12/29 〜

2017/11/30 

平成 28 年度[第 28−D0201

−01 号](国)136 号社会資本

整備総合交付⾦(国道道路改

築 2 次・広域)⼯事

566.6MB 

4 株式会社 

岩附建設 

静岡県袋井

⼟⽊事務所 

2017/09/29 〜

2018/02/28 

平成29年度[第 29‐K3761‐

01 号]⼆級河川太⽥川河川維

持 修 繕 ⼯ 事 ( 河 床 整 正 ⼯ )

【11‐01】 

1.5GB 

5 ⽂丘建設 

株式会社 

静岡県浜松

⼟⽊事務所 

2017/03/24 〜

2017/08/31 

平成 28 年度[第 28-K2460-01

号]⼀級河川安間川流域治⽔

対策河川事業(防災・安全交付

⾦)⼯事〔築堤⼯〕 

349.1MB 

6 株式会社 

内⽥建設 

静岡県袋井

⼟⽊事務所 

2017/09/20 〜

2018/01/15 

平成 29 年度[第 29-K3078-01

号]⼆級河川原野⾕川河川改

良⼯事（袋詰⽟⽯⼯）【11-01】 

793.1MB 

7 株式会社 

アースシフト

静岡県静岡

⼟⽊事務所 

2017/09/16 〜

2018/02/23 

平成 29 年度[第 29-K2452-

01]⼆級河川巴川（⿇機遊⽔

地）総合治⽔対策特定河川事

業（防災・安全交付⾦）⼯事

（加藤島エリア掘削築堤⼯）

576.4MB 

8 株式会社 

アースシフト

静岡県静岡

⼟⽊事務所 

2016/12/28 〜

2017/03/17 

平成 28 年度[第 28-K2450-01

号]⼆級河川巴川 (⿇機遊⽔

地)総合治⽔対策特定河川事

業(防災・安全交付⾦)⼯事(安

東川エリア掘削⼯) 

311.7MB 



No. 実証実験協⼒ 
施⼯業者 

発注者 ⼯期 ⼯事名 ⼯事写真 成果品 
サイズ

9 株式会社 

特種東海フォ

レスト

静岡県島⽥

⼟⽊事務所 

2017/03/06 〜

2017/11/30 

平成 28 年度[28-D6152-01

号](国)473 号道路改良(地域

連携 2A)地域⾼規格⼯事(本

線道路⼯その 2) 

未登録 8.3GB 

10 鈴与建設 

株式会社 

静岡県清⽔

港管理局 

2017/09/27 〜

2018/03/26 

平成２９年度［第２９−Ｗ５

５０１−０１号］清⽔港新興

津ふ頭⽤地整備事業（清⽔

港）新興津コンテナヤード舗

装⼯事（第１⼯区） 

9.1GB 

11 鈴与建設 

株式会社 

静岡県清⽔

港管理局 

2017/09/27 〜

2018/04/25 

平成２９年度［第２９−Ｗ５

５０１−０１号］清⽔港新興

津ふ頭⽤地整備事業（清⽔

港）新興津コンテナヤード舗

装⼯事（第２⼯区） 

8.5GB 

12 株式会社 

古川組 

静岡県清⽔

港管理局 

2017/07/11 〜

2018/03/26 

平成 29 年度[第 29−W9350

−01 号]清⽔港 県単独維持

浚渫(緊急)航路・泊地浚渫⼯

事

1.7GB 

13 ⽯橋建設⼯業 

株式会社 

群⾺県太⽥

⼟⽊事務所 

2017/02/28 〜

2018/03/16 

補助公共 社会資本総合整

備（防災・安全社会資本整備

交付⾦）H28 堤防浸透対策事

業【分割 2 号】 

1.1GB 

14 岩井建設 

株式会社 

群⾺県富岡

⼟⽊事務所 

2017/11/16 〜

2018/06/29 

補助公共 社会資本総合整

備（広域・新潟⻑野）  ⼀般

県道宇⽥磯部停⾞場線 群

⾺県富岡市妙義町下⾼⽥地

内 

458.6KB 

15 ⼩曽根建設 

株式会社 

群⾺県館林

⼟⽊事務所 

2017/09/26 〜

2018/02/28 

補助公共 社会資本総合整

備（活⼒・重点）分割４号 道

路改良⼯事 

79.5MB 

16 新和建設 

株式会社 

群⾺県 館

林⼟⽊事務

所 

2017/10/13 〜

2018/02/28 

補助公共 社会資本総合整

備（活⼒・重点）分割 7 号 道

路改良⼯事 

334.5MB 


