
工事経歴書

元　請・発注者 工　　　事　　　名

鹿島建設
北上第三工業水道用水浄水配水設備
（土木）工事

H1.1月 ～ H1.8月

高弥建設 江釣子野球場建設工事 H1.2月 ～ Ｈ2.2月

鹿島建設 三陸高潮対策擁壁工事 Ｈ1.4月 ～ Ｈ1.5月

岩手中部水道企業団
平成元年度岩手中部広域水道用水
供給事業送水管布設工事

Ｈ1.5月 ～ Ｈ1.10月

和賀町 町道岩沢夏油温泉線道路改良工事 Ｈ1.6月 ～ Ｈ1.10月

鹿島建設 むつ小川原港外港東防波堤本体工事 Ｈ1.9月 ～ Ｈ2.1月

鹿島建設 核燃再処理工場等敷地造成工事 Ｈ1.9月 ～ Ｈ2.1月

和賀町 新農構事業農道笹根線改良舗装工事 Ｈ1.9月 ～ Ｈ2.3月

鹿島建設
都南浄化センター増設
（エアーレイション）建設工事

Ｈ1.9月 ～ Ｈ2.6月

鹿島建設 新地火力発電所冷却用水路建設工事 Ｈ1.9月 ～ Ｈ6.5月

北上土地開発公社 和賀町立和賀西小学校用地造成工事 Ｈ1.12月 ～ Ｈ2.5月

鹿島建設 東北高速横断自動車道河東工区工事 Ｈ2.1月 ～ Ｈ2.3月

鹿島建設
都南浄化センター増設（最終沈殿池）
建設工事

Ｈ2.6月 ～ Ｈ2.8月

盛岡市
盛南中央処理分区第三工区汚水管
布設工事

Ｈ2.6月 ～ Ｈ3.1月

和賀町 町道反町北線道路改良工事 Ｈ2.10月 ～ Ｈ3.3月

鹿島建設
都南浄化センター増設（最初沈殿池）
建設工事

Ｈ2.10月 ～ Ｈ4.7月

和賀町 和賀後藤野工業団地造成工事 Ｈ3.3月 ～ Ｈ3.8月
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鹿島建設 新盛岡競馬場第２工区仮排水路工事 Ｈ3.6月 ～ Ｈ5.12月

盛岡市
盛南中央処理分区第四工区汚水管
布設工事

Ｈ3.6月 ～ Ｈ4.2月

鹿島建設
盛南東処理分区第三工区汚水管
建設工事

Ｈ3.9月 ～ Ｈ4.3月

北上市 市道反町宮沢線道路改良工事 Ｈ3.12月 ～ Ｈ4.3月

鹿島建設
北上南部工業団地造成工事
（第２工区）

Ｈ4.3月 ～ Ｈ6.8月

盛岡市
盛南中央処理分区第１工区汚水管
布設工事その１．その２工事

Ｈ4.6月 ～ Ｈ5.3月

北上市 市道反町宮沢線道路改良工事 Ｈ4.9月 ～ Ｈ4.12月

鹿島建設 新庄浄水場汚水処理場建設工事 Ｈ4.10月 ～ Ｈ7.2月

盛岡市 市道川目八木田線道路改良工事 Ｈ4.12月 ～ Ｈ5.12月

鹿島建設 原町火力発電所１号機新設工事 Ｈ5.4月 ～ Ｈ7.8月

鹿島建設
クリーン岩手産業廃棄物処分場建設工
事

Ｈ5.7月 ～ Ｈ7.7月

鹿島建設 青森長島地下駐車場築造工事 Ｈ5.11月 ～ Ｈ9.4月

盛岡市
盛南西処理分区第一工区汚水管布設
その１．その２工事

Ｈ5.12月 ～ Ｈ6.3月

鹿島建設 八戸鉱山貯鉱場カルバート建設工事 Ｈ6.1月 ～ Ｈ6.8月

鹿島建設 むつ小川原港鷹架地区岸壁本体工事 Ｈ6.3月 ～ Ｈ6.8月

盛岡市
盛南西処理分区第二工区汚水管布設
その１．その２工事

Ｈ6.6月 ～ Ｈ7.1月

盛岡市
盛南西処理分区第一工区汚水管その
１．その２工事

Ｈ7.6月 ～ Ｈ8.3月

鹿島建設 秋田大館能代空港本体工事 Ｈ7.7月 ～ Ｈ7.12月

柴　田　工　業　㈱



工事経歴書

東レエンジニア
クリーン岩手産業廃棄物処分施設
ロードヒーテング他工事

Ｈ7.8月 ～ Ｈ8.1月

北上市
公共下水道中野町枝線管渠布設
（その８）　　　工事

Ｈ8.3月 ～ Ｈ8.9月

盛岡市 林道仁右エ門線開設工事 Ｈ8.6月 ～ Ｈ9.3月

恵工業 九戸村九戸浄化センター新築工事 Ｈ8.11月 ～ Ｈ9.8月

鹿島建設 青森浅虫治水ダム本体建設工事 Ｈ9.2月 ～ Ｈ12.5月

鹿島建設 江刺夢のかけ橋建設工事 Ｈ9.4月 ～ Ｈ11.7月

飛鳥建設 むつ小川原港本体工事（その２） Ｈ9.7月 ～ Ｈ10.3月

盛岡市
太田第２地区農業集落排水事業
第６６号工事

Ｈ9.9月 ～ Ｈ10.3月

盛岡市
市道永井釜淵谷地線（仮称）
第二鹿妻橋下部工工事

Ｈ9.10月 ～ Ｈ11.3月

鹿島建設 北上新九年橋橋梁（上部工）工事 Ｈ9.11月 ～ Ｈ10.3月

鹿島建設 摺上浄水場沈殿ろ過池建設工事 Ｈ10.9月 ～ Ｈ12.5月

鹿島建設 長倉大橋基礎工工事 Ｈ10.10月 ～ Ｈ11.10月

鹿島建設 公共下水道摺沢２号幹線建設工事 Ｈ10.11月 ～ Ｈ11.7月

佐賀建設 紫波物流センター新築工事 Ｈ10.12 ～ Ｈ11.3月

鹿島道路
東仙北地下道築造工事
（その１、その２、その３、その５）工事

Ｈ10.12月 ～ Ｈ12.7月

鹿島建設 東通原子力発電所１号機新設工事 Ｈ11.3月 ～ Ｈ15.8月

鹿島建設
八戸港外港地区第二中央防波堤本体
工事

Ｈ11.4月 ～ Ｈ11.11月

鹿島建設 東北幹第四馬渕川ＢＲ他工事 Ｈ11.4月 ～ Ｈ15.3月
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鹿島道路 岩沢地区砂防堰堤工事 Ｈ11.7月 ～ Ｈ12.3月

昭栄建設
一般国道106号5号橋下部工
その２工事

Ｈ11.9月 ～ Ｈ12.3月

盛岡市
新川第一排水区新堰I－３号幹線
管渠設置その１工事

Ｈ11.9月 ～ H12.3月

地域整備公団
盛岡市南向中野東仙北線道路築造
（その１）工事

H12.3月 ～ H12.8月

奥村組
広域農道整備事業軽米九戸地区
第３７号工事

H12.3月 ～ H14.3月

竹中土木 むつ小川原港防波堤本体工事 H12.4月 ～ H12.9月

鹿島建設
日本海沿岸東北自動車道
五城目北工事

H12.5月 ～ H13.3月

鹿島建設
花巻空港ターミナル地域用地造成工事
第一工区（地盤改良）工事

H12.8月 ～ H13.3月

鹿島建設 東北幹沼宮内BR外１新設工事 H12.9月 ～ H13.8月

鹿島・鉄建ＪＶ
東北本線目時・三戸間
三戸大橋新設工事

H13.8月 ～ H16.7月
青森県三戸郡
三戸町

鹿島建設㈱
一関公共下水道
一関3-1号幹線第1工区工事

H13.8月 ～ H14.3月 岩手県一関市

鹿島・佐藤・斉藤ＪＶ
八重田浄化ｾﾝﾀｰ積雪・融雪
処理槽土木建築工事

H13.10月 ～ H14.2月 青森県青森市

鹿島建設㈱
都南浄化ｾﾝﾀｰ
増設最初沈澱池増設工事

H13.11月 ～ H14.8月 岩手県盛岡市

鹿島・竹中・加賀屋組
ＪＶ

手形山配水池築造工事 H13.12月 ～ H15.10月 秋田県秋田市

鹿島建設㈱
秋田中央道路緊急街路整備
ＣＳ90-10工事

H14.3月 ～ H15.3月 秋田県秋田市

大成・奥村・前田ＪＶ
広野火力発電所第5号機
増設復水器冷却用水路他工事

H14.3月 ～ H15.6月 福島県広野町

鹿島建設㈱
一関公共下水道
赤萩幹線第3工区工事

H14.9月 ～ H15.3月 岩手県一関市

鹿島建設㈱
(仮称）花巻市博物館
建築工事進入路他工事

H14.9月 ～ H15.5月 岩手県花巻市
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岩手県流域下水道事務所
北上川上流流域下水道
玉山幹線築造8-2工区(管渠工）工事

H15.2月 ～ H16.1月 岩手県滝沢村

鹿島建設㈱
八戸港外港地区防波堤（中央）
外本体工事

H15.4月 ～ H15.8月 青森県六ヶ所村

鹿島・鉄建ＪＶ
東北本線盛岡駅構内
地下自由通路新設関連工事

H15.4月 ～ H17.10月 岩手県盛岡市

鹿島・高光ＪＶ
都南浄化センター増設反応タンク
土木工事

H15.7月 ～ H16.11月 岩手県盛岡市

鹿島・フジタ・中田・加賀屋
組・加藤・加藤組ＪＶ

秋田中央道路整備工事
Ｔ291-20

H15.7月 ～ H18.3月 秋田県秋田市

盛岡市
盛南中央第一処理分区第2工区
汚水管布設その１、その２及び
新川第二排水区函渠設置工事

H15.8月 ～ H16.3月 岩手県盛岡市

鹿島・平野ＪＶ
一関公共下水道沢内幹線
第1工区ほか工事

H15.9月 ～ H16.3月 岩手県一関市

鹿島建設㈱
108上期盛岡建築雑工事
小岩井乳業工場排水枡改修工事

H16.4月 ～ H16.5月 岩手県岩手郡

鹿島建設㈱ 盛岡ＧＨチャペルほか増築工事 H16.8月 ～ H16.8月 岩手県盛岡市

鹿島建設㈱
稲川町稲川浄化センター
建設工事

H16.9月 ～ H17.3月 秋田県稲川町

鹿島・三井住友・中田ＪＶ
（日本基礎工業）

公共下水道山王北幹線築造工事 H16.9月 ～ H16.5月 秋田県秋田市

大成・前田・奥村・三井住
友・大本・管与・北日本・沢

木ＪＶ

秋田中央道路整備工事
ＳＡ20-10

H16.11月 ～ H17.9月 秋田県秋田市

鹿島建設㈱　技術研究所
岩手県農業用水路試験施工
（尻平川水路復旧）

H16.12月 ～ H16.12月 岩手県北上市

ケミカルグラウト 盛岡ＧＨ法面復旧工事 H17.1月 ～ H17.2月 岩手県盛岡市

岩手車体
岩手車体工業事務所及び
整備工場解体工事

H17.3月 ～ H17.3月 岩手県盛岡市

鹿島建設㈱
関東自動車工業岩手工場
増築工事

H17.3月 ～ H17.6月 岩手県北上市

鹿島・錢高組ＪＶ
東北本線平泉・前沢間
衣川橋梁改築工事

H17.4月 ～ H19.9月 岩手県奥州市

ネッツトヨタ岩手
ネッツトヨタ岩手遠野店
解体工事

H17.6月 ～ H17.6月 岩手県遠野市
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鹿島建設㈱ ＩＧＲ巣子駅新設工事 H17.8月 ～ H17.12月 岩手県滝沢村

盛岡市
付替県道道路改良
（8号橋～10号橋）工事

H17.7月 ～ H18.3月 岩手県盛岡市

鹿島建設㈱
三菱ﾏﾃﾘｱﾙ岩手工場
下水汚泥処理設備ほか工事

H17.10月 ～ H18.3月 岩手県一関市

大成・前田・奥村・三井住
友・大本・管与・北日本・

沢木ＪＶ

秋田中央道路整備工事
ＳＡ20-10

H18.3月 ～ H19.3月 秋田県秋田市

大成建設㈱
新日本石油精製㈱仙台製油所
ﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ精留新設工事

H18.8月 ～ H19.3月 宮城県仙台市

盛岡市
南川第一排水区函渠設置、管設置及び盛
南中央第二処理分区第四工区汚水管布設
その1その2工事

H18.9月 ～ H19.3月 岩手県盛岡市

大成・不動・淺沼・ユニオン
JV

東北新幹線　六戸ﾄﾝﾈﾙ他工事 H19.5月 ～ H20.1月
青森県上北郡
六戸町地内

岩手県
一般国道106号栃沢橋橋脚
補強工事

H19.7月 ～ H20.3月 岩手県　盛岡市

岩手県
一般国道106号栃沢橋の３
橋脚補強工事

H19.7月 ～ H20.3月 岩手県　盛岡市

岩手県
一般県道雫石東八幡平線
玄武地区橋梁床版工事

H19.7月 ～ H20.1月
岩手県岩手郡
雫石町地内

三井住友建設㈱
第単19-1号
津軽浄水池増設工事

H19.8月 ～ H20.11月
青森県黒石市
大字石名坂

鹿島・鉄建JV
東北本線盛岡駅構内地下自由通路新
設関連工事

Ｈ19.10月 ～ Ｈ20.8月 岩手県盛岡市

㈱奥村組　東京支社
首都圏中央連絡自動車道関口高架（下
部工）工事

H19.11月 ～ H20.9月 神奈川県厚木市

鹿島・鉄建・第一・みらいJV
JR新青森駅新設工事　下部基礎工・上
部工工事一式

H20.2月 ～ H22.3月 青森県青森市

三井住友建設㈱
東北自動車道　八幡平橋耐震補強工
事

H20.5月 ～ H20.2月 秋田県鹿角市

鹿島・鉄建・梅林・田中組
JV

北海道新幹線、津軽蓬田トンネル他1
工事

H20.6月 ～ Ｈ26.3月
青森県東津軽郡
蓬田村

鹿島・錢高ＪＶ
東北本線平泉・前沢間
衣川橋梁旧橋梁撤去他工事

Ｈ20.10月 ～ Ｈ21.4月 岩手県奥州市

鹿島・菱和ＪＶ
盛岡市中川原終末処理場
（雨水高速処理施設）建設工事

Ｈ21.3月 ～ Ｈ22.3月 岩手県盛岡市
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鹿島・菱和ＪＶ 三本柳地区河川改修工事その2 Ｈ21.8月 ～ Ｈ22.6月 岩手県盛岡市

岩手県
路網整備地域連携モデル事業
基幹作業道浦子内線開設工事

Ｈ21.11月 ～ Ｈ22.3月 岩手郡葛巻町

鹿島・熊谷JV
東通原子力発電所１号機
本館建屋周辺整備工事

H22.4月 ～ H23.12月 青森県下北郡東通

鹿島建設㈱
東北電力東通原子力1号機
SPT設置工事

H22.6月 ～ H23.7月 青森県下北郡東通

㈱東北開発ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
菜園線新設工事に伴う調査設計工事
の内試掘調査工事(その3)

H22.6月 ～ H22.7月 岩手県盛岡市

鹿妻穴堰土地改良区 幹線用水路法面補修工事 H22.9月 ～ H22.10月 岩手県盛岡市

盛岡広域振興局
一般県道紫波雫石線御所大橋地区
歩道設置工事

H22.10月 ～ H23.3月 岩手県盛岡市

盛岡市
盛岡市立渋民小学校グラウンド整備
工事

H22.10月 ～ H23.3月 岩手県盛岡市

鹿島建設㈱ 東北新幹線災害復旧工事 H23.4月 ～ H23.4月
宮城県黒川郡
大和町

鹿島建設㈱ 菜園線新設工事の内土木工事２工区 H23.5月 ～ H26.12月 岩手県盛岡市

鹿島建設㈱ 東新潟火力発電所第５号機他土木 H23.11月 ～ Ｈ24.10月
新潟県北蒲原郡
聖籠町東港

岩手県
中山間地域総合整備事業
江刈地区第1号工事

Ｈ23.9月 ～ Ｈ24.3月
岩手郡葛巻町
江刈地内

鹿島建設㈱
東北地方太平洋沖地震による
地上施設災害復旧工事

Ｈ24.1月 ～ Ｈ24.10月 岩手県久慈市

岩手県
中山間地域総合整備事業
江刈地区第3号工事

Ｈ24.4月 ～ Ｈ24.6月
岩手郡葛巻町
江刈地内

鹿島建設㈱
東北電力東通原子力発電所
防潮堤他設置工事

Ｈ24.4月 ～ Ｈ25.8月 青森県下北郡東通

鹿島・熊谷JV
東通原子力発電所1号機（安全品質対
策作業）本館建屋周辺整備工事

Ｈ24.7月 ～ Ｈ24.10月 青森県下北郡東通

岩手県
北上川上流流域下水道
舟田ﾌﾚｯｸｽﾌﾟﾗﾝﾄ撤去工事

Ｈ24.9月 ～ Ｈ24.12月
岩手県盛岡市
玉山区

鹿島・奥田ＪＶ 青野木鳴合線橋新設工事 Ｈ24.9月 ～ Ｈ26.3月 宮城県仙台市

柴　田　工　業　㈱



工事経歴書

岩手県 星野地区復旧治山工事 Ｈ25.3月 ～ Ｈ26.2月
岩手県岩手郡
葛巻町

雫石・滝沢環境組合 最終処分場掘起し分別工事 Ｈ25.5月 ～ Ｈ25.9月
岩手県岩手郡
滝沢村

雫石・滝沢環境組合 最終処分場ｳｴｯﾌﾟﾎｰﾙ撤去工事 Ｈ25.5月 ～ Ｈ25.9月
岩手県岩手郡
滝沢村

鹿島・熊谷JV
東通原子力発電所1号機（安全品質対
策作業）本館建屋周辺整備工事

Ｈ25.5月 ～ Ｈ25.12月 青森県下北郡東通

鹿島建設㈱
八戸ＬＮＧターミナル
ガス導管敷設工事

Ｈ25.12月 ～ Ｈ26.3月 青森県八戸市

鹿島建設㈱ みちのくﾄﾝﾈﾙ天井板撤去補修工事 Ｈ26.1月 ～ Ｈ26.3月 岩手県青森市

鹿島・熊谷組ＪＶ
東京電力東通原子力発電所
1号機本館建屋周辺整備工事

H26.4月 ～ H27.8月 青森県下北郡

鹿島・東急ＪＶ 宮古盛岡横断道路新区界ﾄﾝﾈﾙ工事 H26.4月 ～ Ｒ1.8月 岩手県宮古市

鹿島建設㈱
東北電力東通原子力発電所
東通SA施設貯水池工事

H26.6月 ～ H27.11月 青森県下北郡

鹿島建設㈱
東北電力東通原子力発電所
ＳＰＴ基礎及び連続ﾄﾚﾝﾁ工事・
防火水槽点検清掃

H26.7月 ～ H27.12月 青森県下北郡

鹿島建設㈱ 東北電力東通原子力発電所
東通1号格納容器ﾌｨﾙﾀｰ装置ﾋﾟｯﾄ他新設工事

H26.7月 ～ H27.11月 青森県下北郡

鹿島建設㈱
東北電力東通原子力発電所
非常時水源設置工事

H26.7月 ～ Ｈ28.11月 青森県下北郡

鹿島建設㈱ 国道45号唐丹第3ﾄﾝﾈﾙ工事 Ｈ26.10月 ～ Ｈ27.3月 釜石市唐丹町

鹿島・大坂・三陸ＪＶ
二級河川閉伊川筋藤原地区河川災害
復旧水門土木工事

Ｈ27.12月 ～ Ｒ9.3月 岩手県宮古市

(株)奥村組
織笠漁港海岸災害復旧
(23災町第664号)工事(ﾌﾞﾛｯｸ　1，2)

Ｈ27.5月 ～ Ｈ28.6月
岩手県下閉伊郡
山田町地内

(株)奥村組
織笠漁港海岸災害復旧
(23災町第664号)工事(ﾌﾞﾛｯｸ　3，4)

Ｈ28.2月 ～ Ｈ29.2月
岩手県下閉伊郡
山田町地内

(株)奥村組
二級河川大沢川筋大沢川水門土木
工事

Ｈ28.4月 ～ Ｒ1.12月
岩手県下閉伊郡
山田町地内

鹿島・大林組・清水・
福田組・前田建設ＪＶ

東京電力東通原子力発電所
1号機本館基礎掘削工事

H28.6月 ～ Ｈ28.7月 青森県下北郡

柴　田　工　業　㈱



工事経歴書

鹿島・東亜ＪＶ
気仙沼湾横断橋小々汐地区下部工
工事

H28.7月 ～ H31.3月 宮城県気仙沼市

鹿島建設㈱
〈新規制基準対応〉地下ﾀﾝｸ･貯水槽・
緊急時対策所の掘削工事及び関連除
去工事仮設工事

H29.12月 ～ H30.10月 青森県上北郡

柴　田　工　業　㈱


