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

西名阪自動車道郡山北工事 西日本高速道路（株） 戸田建設株式会社 奈良県大和郡山市 2012/05/01 2013/09 全旋回 φ1200　L=29.5～34.1 P=58

おおさか東線鴫野地区高架橋新設他工事 ＪＲ西日本 清水建設株式会社
大阪府大阪市城東
区

2011/06/22 2014/03 アース φ1000～1800　L=21.0～32.9　P=132 

東灘３工区場所打杭工事 阪神電気鉄道株式会社 清水建設株式会社
兵庫県神戸市東灘
区

2011/05/16 2013/09 全旋回/BG φ1000～1800　L=13.5～25.0  P=95  /BG:φ1000～1300 L=12.0～25.0  P=52

東灘５工区場所打ち杭工事 阪神電気鉄道株式会社 大成建設株式会社
兵庫県神戸市東灘
区

2011/07/22 2013/03 全旋回 φ1000～1500　L=13.3～21.6  P=140

新名神佐保川側道橋下部工事
西日本高速道路株式会
社

株式会社大林組 大阪府茨木市 2012/03/10 2012/05 ＢＧ φ1000  L=6.8/4.0  P=5

山電明石１工区下部工事 山陽電気鉄道株式会社 大成建設株式会社 兵庫県明石市 2011/11/27 2012/05 全旋回 φ1000～2000　L=17.7～28.4　P=36

須磨区行幸町新築工事 日商エステム
株式会社長谷工コーポ
レーション

兵庫県神戸市 2012/10/15 2013/03 アース拡底 (φ1300～1500)-(2000～3300)  L=19.5  P=33

南海高石４工区基礎杭工事 南海電気鉄道 株式会社大林組 大阪府高石市 2012/02/01 2012/07 全旋回 φ1200/φ1500/φ1800/φ2300  L=26.7～35.5 P=52

守口ＪＣＴ基礎杭工事
西日本高速道路株式会
社

大成建設株式会社 大阪府守口市 2012/02/22 2012/05 全旋回 φ1000　L=25.5～26.4　P=20

南海高石５工区下部工事 南海電気鉄道
前田建設工業株式会
社

大阪府高石市 2012/02/01 2012/09 アース SJ併用φ1.0～1.5　L=19.5～27.5  P=51

奈良市右京５丁目新築工事 近鉄不動産(株)
株式会社長谷工コーポ
レーション

奈良県奈良市 2012/02/20 2012/07 アース拡底 (φ1000～1800)-(φ1200～2000)  L=12.0～22.0 P=58

天理停車場線基礎杭工事 天理市
世紀東急工業株式会
社

奈良県天理市 2012/03/10 2012/04 全旋回 φ1000  Ｌ=13.9～14.0  P=12

横大路小倉線1工区鉄塔工事 関西電力株式会社 株式会社きんでん
京都府京都市伏見
区

2012/02/28 2012/04 全旋回 φ1200  Ｌ=15.0～17.0  P=8

南海高石２工区下部工事 南海電気鉄道 大成建設株式会社 大阪府高石市 2012/02/29 2012/09 全旋回 φ1200～1800　L=17.2～29.7　P=84

IDEC大阪本社杭抜き工事 民間 鹿島建設株式会社
大阪府大阪市西淀
川区

2012/03/27 2012/05 障害撤去 既製杭撤去工  φ500（削孔径φ700）Ｌ=26.5  ｌ=24.0m  P=9

右京区西院寿町計画新築工事 京阪電鉄不動産(株)
株式会社長谷工コーポ
レーション

京都府京都市 2012/04/26 2012/07 アース拡底 (1000～1400)～(1200～1900)  L=15.2～15.5  P=38

おおさか東線西吹田駅高架工事
西日本旅客鉄道株式会
社

鉄建建設株式会社 大阪府吹田市 2012/05/01 2013/03 リバース φ1300/φ1500  Ｌ=20.3～25.8  P=68

百済駅人工地盤基礎杭工事
西日本旅客鉄道株式会
社

太平工業株式会社
大阪府大阪市住吉
区

2012/04/20 2012/09 リバース φ2200/φ2500  Ｌ=22.5～23.2  P=18

阪神深江P1基礎杭他工事 阪神電気鉄道株式会社 鹿島建設株式会社
兵庫県神戸市東灘
区

2012/05/07 2012/06 全旋回 鋼矢板圧入 L=7.5m  夜作業10枚、昼作業57枚先行削孔工SKTφ600 L=7.0m

プレミスト西宮北口新築工事
大和ハウス工業株式会
社

鹿島建設株式会社 兵庫県西宮市 2012/05/07 2012/08 全旋回 φ2.0～1.2　L=14.0 P=54

東灘2工区鋼矢板打設(その4)工事 阪神電気鉄道株式会社 株式会社奥村組
兵庫県神戸市東灘
区

2012/04/16 2012/05 その他 鋼矢板引抜打設  ＳＰⅢ型　L=7.5  引抜：170枚打設：166枚

吹田山田川障害物撤去工事
鉄道建設・運輸施設整
備支援機構

東洋建設株式会社 大阪府吹田市 2012/05/24 2012/07 ＢＧ-障害物撤去 φ1000  Ｌ=5.6   P=8

加古川中央JCT(その２)下部工事
近畿地方整備局　姫路
河川国道事務所

株式会社奥村組 兵庫県加古川市 2012/06/07 2012/07 リバース(TBH) φ2000  Ｌ=17.0  P=2

吹田山田川鋼矢板打設工事
鉄道建設・運輸施設整
備支援機構

東洋建設株式会社 大阪府吹田市 2012/06/23 2012/12 その他 鋼矢板打設引抜(ｸﾗｯｼｭﾊﾟｲﾗ～)  Ⅲ型鋼矢板Ｌ=9.5m  打設：119+19枚　計138枚

近鉄曽我川橋梁補強工事 近鉄電気鉄道 株式会社大林組 奈良県大和高田市 2012/11/01 2013/02 リバース(TBH) φ900 L=15.5  P=6

横大路小倉線1工区鉄塔工事(その２) 関西電力株式会社 株式会社きんでん
京都府京都市伏見
区

2012/07/25 2012/12 全旋回 φ1200/φ1300  L=13.5～14.0  P=12

新新ダイビル障害撤去工事 ﾀﾞｲﾋﾞﾙ株式会社 株式会社大林組 大阪府大阪市北区 2012/08/17 2013/03 全旋回-障害撤去 φ2000  Ｌ=17.8  P=134

美浜発電所防潮壁設置工事 関西電力株式会社
前田建設工業株式会
社

福井県三方郡美浜
町

2012/08/21 2013/07 全旋回 φ1000　L=10.0～23.4　P=98 (鋼管杭建込φ600)

近鉄東花園下部工事 近畿日本鉄道株式会社 清水建設株式会社 大阪府東大阪市 2012/09/20 2012/12 リバース(TBH) φ1300　L=27.0～29.6　P=8

東灘３工区鋼矢板引抜工事（B60） 阪神電気鉄道株式会社 清水建設株式会社
兵庫県神戸市東灘
区

2012/09/20 2012/09 土留 ＳＰⅢ型　L=6.0m　P=30枚

川西中央町住宅新築工事 阪急不動産株式会社 東急建設株式会社 兵庫県川西市 2012/10/10 2012/11 アース拡底 φ2000-3400　L=13.5～23.5　P=12

加古川中央JCT(その3)下部工事
近畿地方整備局　姫路
河川国道事務所

株式会社奥村組 兵庫県加古川市 2012/09/18 2012/11 全旋回 φ1500  Ｌ=15.0   P=3

近鉄若江岩田基礎杭工事 近畿日本鉄道株式会社 株式会社大林組 大阪府東大阪市 2012/09/18 2012/12 リバース(TBH) ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ杭φ550 L=7.0  P=72  /TBH φ1200　L=16.. P=6

高島線新№197鉄塔基礎杭工事 関西電力株式会社
㈱かんでんエンジニア
リング

京都府城陽市 2012/11/05 2012/12 アース φ1200  Ｌ=15.0  P=4

ﾌﾟﾚｻﾝｽ御幸通新築工事
プレサンスコーポレー
ション

株式会社明和工務店
兵庫県神戸市中央
区

2012/11/10 2012/12 アース拡底 φ1400-2500  L=21.5　P=11

株式会社ハンシン建設　基礎事業本部　大阪　実績表　(平成24,25年度）



工事名 発注者／施主 元請名 工事場所 着工年月日 完成年月 工　　法 工　事　概　要
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おおさか東線放出基礎工事 西日本鉄道株式会社 株式会社大林組
大阪府大阪市城東
区

2012/10/17 2013/01 リバース(TBH) φ1300 L=30.3  P=4

東灘４工区3BL矢板引抜工事 阪神電気鉄道株式会社 中央工業株式会社
兵庫県神戸市東灘
区

2012/11/05 2012/12 土留 SP～Ⅲ型 L=7.5m 299枚  矢板引抜工（昼作業）矢板重量 134.6ｔ

西名阪自動車道郡山北横田橋工事
西日本高速道路株式会
社

戸田建設株式会社 奈良県大和郡山市 2012/10/25 2013/03 全旋回 φ1200  Ｌ=26.4～27.4  P=46

川面下水処理場滞水池設置工事 吹田市 ㈱紙谷工務店 大阪府吹田市 2013/01/15 2013/08 土留 ＳmＷ（ＥＣＯ～mＷ）  L=36.0　A=3175.2m2

大庭浄水場 沈殿池更新工事 大阪広域水道企業団 株式会社錢高組 大阪府守口市 2012/12/01 2013/06 全旋回 φ1200  Ｌ=21.2～22.2  P=300

東灘５工区ＳＰ打抜工事 阪神電気鉄道株式会社 大成建設株式会社
兵庫県神戸市東灘
区

2013/01/10 2013/04 土留 打　先行削孔　φ500　L=8.0　P=35打　SPⅢ型　L=8.0　P=64

東岸和田高架工事　駅工区
西日本旅客鉄道株式会
社

清水建設株式会社 大阪府岸和田市 2013/02/01 2013/06 全旋回 φ1200～1300　L=14.9～16.4　P=42

東灘2工区鋼矢板打設(その5)工事 阪神電気鉄道株式会社 株式会社奥村組
兵庫県神戸市東灘
区

2013/01/10 2013/06 その他 先行削孔+鋼矢板引抜打設＜B37、B40A、B40B＞

JR東岸和田作才工区基礎工事
西日本旅客鉄道株式会
社

鹿島建設株式会社 大阪府岸和田市 2013/02/07 2013/05 全旋回 φ1000～1200  L=12.5～15.5  P=58

篠原シールド矢板引抜工事 神戸市　水道局
ハマサキ建設工業株
式会社

兵庫県神戸市灘区 2013/01/10 2013/02 土留 鋼矢板5L型L=17m*46枚  　　　　　L=9.8m*5枚ｻﾝﾚﾝﾄﾊﾟｲﾗ引抜  H250.H350 L=8.5～13.5m 54本

武田道修町障害撤去工事 武田薬品工業株式会社 株式会社大林組
大阪府大阪市中央
区

2013/01/21 2013/02 ベノト(ｽｲﾝｸﾞｼﾞｬｯｷ) φ1000　L=6.0 P=3

ライフ堺店計画障害撤去工
株式会社ライフコーポ
レーション

ケミカルグラウト株式会
社

大阪府堺市堺区 2013/01/25 2013/03 全旋回-障害撤去 φ1500 L=7.5  P=220

東灘３工区鋼矢板工事（B41･43･44） 阪神電気鉄道株式会社 清水建設株式会社
兵庫県神戸市東灘
区

2013/03/10 2013/06 土留 ＳＰⅢ型　6.0～6.5m打設　86枚　先行削孔　40本  引抜　175枚

阪神鳴尾１工区改良杭工事 阪神電気鉄道株式会社 株式会社鴻池組 兵庫県西宮市 2013/03/11 2013/06 ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ杭 φ600　L=6.5～7.5  P=105

阪神鳴尾高架3工区改良杭工事 阪神電気鉄道株式会社 株式会社錢高組 兵庫県西宮市 2013/02/25 2013/07 ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ杭 φ600  L=7.0 P=660

鳴尾3工区場所打杭工事 阪神電気鉄道株式会社 株式会社錢高組 兵庫県西宮市 2012/03/15 2013/08 アース φ1200/φ1300  Ｌ=19.1～20.5  P=60

阪神鳴尾高架１工区下部工事 阪神電気鉄道㈱ ㈱鴻池組 兵庫県西宮市 2013/04/02 2013/07 アース φ1000～1500　L=17.3～18.5  P=100

東灘2工区鋼矢板打設(その6)工事 阪神電気鉄道株式会社 株式会社奥村組
兵庫県神戸市東灘
区

2013/04/01 2014/01 その他 先行削孔+鋼矢板打設引抜  <B29～B39B>先行削孔:φ600 L=6.5～7.0m

近鉄曽我川防護桁基礎工事 近畿日本鉄道株式会社 株式会社大林組 奈良県大和高田市 2013/04/08 2013/05 ＢＨ ＜ｽｶｯﾄ＞  φ500・φ550　L=8.0～15.5m300H：8.0～15.5m  P=11  ＜ＢＨ＞

吹田墓地造成鋼矢板工事
鉄道建設・運輸施設整
備支援機構

東洋建設株式会社 大阪府吹田市 2013/04/18 2013/05 その他 鋼矢板打設(ｸﾗｯｼｭﾊﾟｲﾗ～)  SPⅢ型圧入長=9.5m　54枚  圧入長=6.0m　13枚

おおさか東線 神崎川橋りょう鋼管切断工事 西日本鉄道株式会社 株式会社錢高組 大阪府吹田市 2013/04/25 2013/06 その他 鋼管切断相伴(TU～Kｲﾝｻｲﾄﾞ～P型)  φ1000鋼管切断撤去9.2m/本  P=67本

東灘５工区鋼矢板打設工事 阪神電気鉄道株式会社 大成建設株式会社
兵庫県神戸市東灘
区

2013/05/01 2013/06 土留 鋼矢板Ⅲ型L=7.0～8.5m　P=174枚先行削孔φ550　L=6.5～8.0m

東灘５工区親杭工事 阪神電気鉄道株式会社 大成建設株式会社
兵庫県神戸市東灘
区

2013/04/22 2013/06 土留 SKT　φ550　L=8m　P=24本（内4本継施工）

おおさか東線東海道こ線工事
西日本旅客鉄道株式会
社

日本基礎技術株式会
社

大阪府吹田市 2013/06/01 2013/09 その他 鉄筋加工 25.9ｔ（12本分）フック加工 160箇所  フレア溶接D25 24.4m

東灘2工区基礎杭工事(その2) 阪神電気鉄道株式会社 株式会社奥村組
兵庫県神戸市東灘
区

2013/05/20 2013/07 全旋回 φ1800  Ｌ=17.1～19.6  P=10

おおさか東線都島地区路盤新設他工事
西日本旅客鉄道株式会
社

株式会社鴻池組
大阪府大阪市都島
区

2013/08/20 2013/10 全旋回 φ1000～1300  L=24.7～25.2　P=10

南海高石４工区基礎杭工事(その２) 南海電気鉄道株式会社 株式会社大林組 大阪府高石市 2013/06/20 2013/07 全旋回 φ1500  Ｌ=32.1～34.6  P=4

2013年土木工事(P146基礎杭) 阪急電鉄株式会社 鹿島建設株式会社
大阪府大阪市東淀
川区

2013/07/04 2013/10 リバース(TBH) φ2400  L=24.0  P=2

高浜原発免震棟土砂置換工事 関西電力株式会社 株式会社竹中工務店
福井県大飯郡高浜
町

2013/05/27 2013/09 全旋回-障害撤去 φ1500  L=15.5～18.5  P=54

東灘５工区仮設工事 阪神電気鉄道株式会社 大成建設株式会社
兵庫県神戸市東灘
区

2013/07/01 2014/03 土留 SKT親杭φ650　L=5.5～8.0　P=12SP引抜　L=6.5　P=52

おおさか東線野江地区基礎杭工事
西日本旅客鉄道株式会
社

株式会社奥村組
大阪府大阪市城東
区

2013/09/01 2013/12 アース φ1200  Ｌ=25.3～25.5  P=25

おおさか東線放出基礎工事(その２)
西日本旅客鉄道株式会
社

株式会社大林組
大阪府大阪市城東
区

2013/08/01 2014/03 ＴＢＨ φ1200  Ｌ=20.0～26.0  P=48

吹田墓地造成鋼矢板引抜工事
鉄道建設・運輸施設整
備支援機構

東洋建設株式会社 大阪府吹田市 2013/08/01 2013/11 その他 鋼矢板引抜  SP～Ⅲ型  Ｌ=6.0m  14枚Ｌ=9.5m  26枚  計 40枚

東灘３工区鋼矢板引抜工事(B46～B60) 阪神電気鉄道株式会社 清水建設株式会社
兵庫県神戸市東灘
区

2013/09/10 2013/12 土留 鋼矢板引抜　L=5.5～7.0　P=843

ＪＲ白島駅基礎杭工事
西日本旅客鉄道株式会
社

鉄建建設株式会社 広島県広島市中区 2013/09/25 2014/03
リバース(TBH)/
全旋回

φ1500/φ1800/φ2000  Ｌ=22.5～24.5  P=8

新名神高速道路箕面IC工事
西日本高速道路株式会
社

戸田建設株式会社 大阪府箕面市 2014/01/08 2014/03 全旋回 φ1500  Ｌ=12.5  P=8
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府営上町２期住宅新築工事 大阪府 日特建設株式会社
大阪府大阪市中央
区

2014/01/10 2014/02 アース拡底 (φ1500～1900)-φ2300  L＝21.5  P=17

京阪石山坂本線 Ｈ鋼打設工事 京阪電気鉄道株式会社 株式会社大林組 滋賀県大津市 2013/12/20 2014/02 ＢＨ φ600 ＢＨ杭 L=5.5m 11本φ600 ｽｶｯﾄ杭 L=5.5m 13本

第6阿武川橋りょう下部工事
西日本旅客鉄道株式会
社

鉄建建設株式会社 山口県山口市 2014/01/08 2014/02 全旋回 φ1200/φ1500  Ｌ=15.1～25.4  P=12

JRTT吹田既存PC杭撤去 JRTT 東洋建設株式会社 大阪府吹田市 2014/01/27 2014/03 障害撤去 既存杭撤去  φ250  Ｌ=5.0m  P=120本

新加古川伊丹線№18鉄塔工事 関西電力株式会社 株式会社きんでん 兵庫県小野市 2014/02/13 2014/03 全旋回 φ1500  Ｌ=14.0  P=1
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