
発注元 得意先 工事名 場所 開始 〜 終了

南⼭東部⼟地区画整理組合 大成建設㈱ 南⼭東⼟地区画整理事業第3期債務負担工事 東京都 2017.01 〜

南⼭東部⼟地区画整理組合 大成建設㈱ 南⼭東⼟地区画整理事業第2期債務負担工事 東京都 2014.02 〜 2018.02

イオンリテール㈱ ⿅島建設㈱ （仮称）東員スーパーセンター開発工事 三重県 2013.09 〜 2013.11

ブラザー不動産㈱ ⻄松建設㈱ 名古屋市緑区鳴丘三丁目造成工事 愛知県 2010.12 〜 2011.06

都市再生機構 ⼾⽥・株⽊JV 飯能大河原地区第2期工事 埼玉県 2010.07 〜 2010.09

名古屋競馬㈱ 大成建設㈱ 中京競馬場馬場改造その他工事 愛知県 2010.06 〜 2011.06

南⼭東部⼟地区画整理組合 大成建設㈱ 南⼭東⼟地区画整理事業第1期債務負担工事 東京都 2010.03 〜 2014.03

常磐興産㈱ 大成・常磐開発JV スパリゾートハワイアンズﾞ駐⾞場造成および整備工事 福島県 2009.12 〜 2010.07

廿日市市 ㈱大林組 廿日市駅北⼟地区画整理事業造成工事（その3） 広島県 2009.01 〜 2011.03

南⼭東部⼟地区画整理組合 大成建設㈱ 南⼭東⼟地区画整理事業第1期B工区準備工事 東京都 2009.01 〜 2010.08

㈱モビリティーランド 日鋪建設㈱ 鈴⿅サーキット観客席設置工事 三重県 2008.09 〜 2009.06

都市再生機構 徳倉建設㈱ 常滑地区20-BC工区整地他工事 愛知県 2008.08 〜 2009.04

王⼦不動産㈱ ⼾⽥建設㈱ 王⼦不動産桑名大⼭⽥造成工事 三重県 2008.07 〜 2011.08

都市再生機構 ⼾⽥・株⽊JV 飯能大河原地区平成19年度整地他工事 埼玉県 2008.06 〜 2010.03

鷲宮南部開発㈱ ⼾⽥道路㈱ 鷲宮南部開発⼟地造成工事 埼玉県 2007.01 〜 2010.03

パークタウン泉開発㈱ 前⽥建設工業㈱ パークタウン泉宅地造成他工事 ⻑崎県 2006.02 〜 2009.03

㈱バロー ㈱大林組 バロー桑名東ショッピングセンター新築工事 三重県 2005.07 〜 2005.12

都市再生機構 大成・飛島JV 国文都市地区G1、3工区整地工事 大阪府 2005.06 〜 2006.09

都市基盤整備公団 清水・アイサワJV 常滑地区16-B、C工区他整地工事 愛知県 2005.02 〜 2005.12

都市基盤整備公団 中部⼟⽊㈱ 播磨地区16-A、C工区他整地他工事 三重県 2004.01 〜 2005.06

都市再生機構 北陸開発㈱ 流⼭新市街地地区都計道3・3・28号線アンダーパス東側他工事 千葉県 2004.09 〜 2005.09

名取市関下⼟地区画整理組合 ⻄松建設㈱ 名取市関下⼟地区画整理事業 宮城県 2004.08 〜 2005.07

イオン㈱ ⼾⽥道路㈱ イオン苫小牧ショッピングセンター新築工事 北海道 2004.07 〜 2005.04

岐阜県 ⿅島・市川・杉⼭・⻘協JV 各務原テクノプラザ2期開発工事 岐阜県 2004.05 〜 2005.02

㈱エムシーコーポレーション 三井住友建設㈱ （仮称）プレールオーシャンビレッジ津造成工事 三重県 2003.11 〜 2005.03

都市基盤整備公団 ⿅島建設㈱ 常滑地区15-A、Ｃ工区他整地工事 愛知県 2003.11 〜 2004.11

都市基盤整備公団 ㈱新井組 常滑地区15-B工区他整地工事 愛知県 2003.11 〜 2004.09

都市基盤整備公団 大成建設㈱ 北九州学研地区本城払川線整地排水その他工事 福岡県 2003.01 〜 2004.05

(財)2005年日本国際博覧会協会 ⿅島建設㈱ 2005年日本国際博覧会⻘少年公園地区会場造成工事（Ⅱ工区） 愛知県 2003.02 〜 2003.12

(財)2005年日本国際博覧会協会 ㈱熊谷組 2005年日本国際博覧会⻘少年公園地区会場造成工事（Ⅰ工区） 愛知県 2003.01 〜 2004.03

都市基盤整備公団 ㈱大本組 播磨⼟地区画整理事業14-AC工区整地工事 三重県 2002.01 〜 2003.07

地域振興整備公団 渋谷建設㈱ ⼭形整地（14－1）工事 ⼭形県 2002.08 〜 2003.08

岩切駅東⼟地区画整理組合 ⼾⽥・みらい・安藤JV 仙台市岩切駅東⼟地区画整理事業造成工事（1工区） 宮城県 2002.04 〜 2004.12

泉⻄部⼟地区画整理組合 大成・フジタJV いわき市泉⻄部⼟地区画整理工事 福島県 2001.01 〜 2004.03

東亜地所㈱ 前⽥･清水JV （仮称）新祇園宅地造成工事 広島県 2001.01 〜 2009.03

都市基盤整備公団 ㈱オーク建設 飯能南台第二地区1-2-2工区整地工事 埼玉県 2000.01 〜 2000.09

⼭⼝県住宅供給公社 清水･⼾⽥･洋林･井森･勝井JV 愛宕⼭地域開発事業造成工事 ⼭⼝県 1999.08 〜 2007.12

都市基盤整備公団 前⽥建設工業㈱ 国文都市地区⻄A1工区丘陵線整地工事（その2） 大阪府 1999.06 〜 2000.03

中部台地⼟地区画整理組合 ㈱フジタ 美濃加茂市中部台地⼟地区画整理事業 岐阜県 1999.01 〜 2001.01

菱進・松尾商事・⻄日本菱重 松尾・⻄日本菱重JV （仮）⽊鉢ニュータウン造成工事 ⻑崎県 1998.11 〜 2002.06

府中市⼟地開発公社 ⼾⽥・地崎・佐々⽥JV 府中市元町団地（第2工区）造成工事 広島県 1998.08 〜 2000.03

福岡地所㈱ フジタ・佐伯JV 大分パークサイドシティ造成（1期）工事 大分県 1998.06 〜 2001.01

桜の⾥パークタウン開発㈱ 前⽥建設工業㈱ 桜の⾥パークタウン宅地造成工事 ⻑崎県 1998.03 〜 2000.02

⻄広島開発㈱ ㈱フジタ ⻄広島開発プロジェクト東街区造成工事 広島県 1995.07 〜 2010.01

発注元 得意先 工事名 場所 開始 〜 終了

愛知県企業庁 三井住友・日本国⼟・須藤JV 内陸⽤地造成事業豊⽥・岡崎地区⻄工区整地工事 愛知県 2017.09 〜

水谷建設株式会社 造成工事

住宅⽤地、商業⽤地 

工業⽤地



発注元 得意先 工事名 場所 開始 〜 終了

福島県企業局 フジタ・堀江工業JV いわき四倉中核工業団地第2期区域造成工事 福島県 2016.08 〜 2018.03

住友商事㈱ ⻄松・⽮作・大林・⿅島JV ⻲⼭・関テクノヒルズ第5期造成工事 三重県 2016.06 〜 2018.02

㈱東芝 大成建設㈱ ㈱東芝四日市工場新棟⽤敷地造成工事 三重県 2016.06 〜 2018.04

九州防衛局 株⽊建設㈱ ⿃栖（25）燃料施設整備⼟⽊工事 佐賀県 2014.05 〜 2016.03

愛知県企業庁 三井住友・日本国⼟・須藤JV 内陸⽤地造成事業豊⽥・岡崎地区中工区整地工事 愛知県 2013.11 〜 2017.08

愛知県企業庁 大興・吉⽥・水谷ＪＶ 内陸⽤地造成事業稲沢三宅地区整地工事その1 愛知県 2010.12 〜 2013.03

多度⼒尾⼟地区画整理組合 前⽥建設工業㈱ 桑名市多度⼒尾⼟地区画整理事業造成工事 三重県 2010.04 〜 2014.03

ピップフジモト㈱ ㈱熊谷組 ピップフジモト㈱新中部物流センター新築工事 三重県 2009.07 〜 2009.12

八千代工業㈱ ⻄松建設㈱ 八千代工業㈱第2ステップ開発造成工事（2-1工区） 三重県 2009.06 〜 2010.09

トヨタ紡織㈱ 清水建設㈱ トヨタ紡織㈱猿投工場駐⾞場工事 愛知県 2008.12 〜 2009.09

員弁⼟地開発公社 三輪・⻄出JV 平成20年度平古工業団地造成工事のうち⼟工事 三重県 2008.11 〜 2009.12

㈱東芝 大成建設㈱ ㈱東芝四日市新工場敷地造成工事 三重県 2008.11 〜 2010.05

東御市⼟地開発公社 ㈱新津組 平成20年度鞍掛工業団地造成工事 ⻑野県 2008.11 〜 2009.03

大分県⼟地開発公社 ⼾⽥建設㈱ 内陸工業⽤地（日⽥市三ノ宮地区）造成工事⼟工事 大分県 2008.05 〜 2009.03

愛知県 名工・花井・東浦⼟建JV 内陸⽤地造成事業東浦⽯浜地区整地工事 愛知県 2008.02 〜 2009.09

東京製鐵㈱ ⻄松建設㈱ 東京製鐵㈱⽥原工場製品倉庫酸洗工場他基礎建物工事 愛知県 2008.02 〜 2009.11

広島県 ㈱鴻治組 千代⽥工業・流通団地造成工事 広島県 2007.12 〜 2008.05

富士⼭開発㈱ ⽯井組・平和JV 富士⼭フロント工業団地造成工事 静岡県 2007.01 〜 2009.06

富士通㈱ 大成建設㈱ 富士通㈱須坂工場環境工事STEP1〜4 ⻑野県 2007.06 〜 2010.01

静岡県 間･⼭本JV 平成18年度新富士裾野工業団地造成事業基盤造成工事 静岡県 2007.05 〜 2009.05

三井倉庫㈱ 三井住友・東レJV （仮称）三井倉庫㈱⻄春倉庫新築工事液状化対策 三重県 2005.08 〜 2005.11

トヨタ⾃動⾞㈱ 大成建設㈱ トヨタ士別試験場ダイナミックスパッド建設工事 北海道 2005.06 〜 2005.11

地域振興整備公団 ⿅島建設㈱ いわき四倉中核工業団地整地（その4）工事 福島県 2002.12 〜 2004.03

住友商事㈱ ㈱ミルックス ⻲⼭・関テクノヒルズ造成工事 三重県 2002.05 〜 2003.05

三重県⼟地開発公社 ⿅島・⼟生組JV ニューファクトリーひさい工業団地造成（第2工区）工事 三重県 2001.09 〜 2002.05

茨城県開発公社 飛島・銭⾼・鈴縫・昭和・増⼦JV 日本⾃動⾞研究所造成事業第2工区工事 茨城県 2001.05 〜 2004.01

㈱デンソー 清水建設㈱ ㈱デンソー大安2期造成工事 三重県 2000.03 〜 2001.04

㈱共⽴ ⿅島・清水・大林JV 共⽴リフレッシュパーク造成工事 広島県 1999.09 〜 2001.03

地域振興整備公団 ㈱鴻池組 ⻘森中核工業団地整地工事（その4） ⻘森県 1999.09 〜 2000.12

愛知県企業庁 清水・松村・中日JV 春日井明知地区内陸⽤地造成事業整地工事 愛知県 1999.01 〜 1999.11

㈱デンソー ⼾⽥・大成・三井JV デンソー網⾛テストコース建設工事1〜4期 北海道 1998.12 〜 2002.11

津市 フジタ・太陽興業JV 中勢北部サイエンスシティー第1期事業その2 三重県 1998.11 〜 1999.01

岐阜県⼟地開発公社 間・市川JV 関テクノハイランド開発事業（第1工区）造成工事 岐阜県 1998.09 〜 2000.04

白河地方⼟地開発公社 東亜・大成JV ⻑久保工場⽤地取得造成事業敷地造成工事 福島県 1998.09 〜 2000.03

東邦ガス㈱ フドウ技研㈱ 東邦ガス㈱知多緑浜工場地盤改良工事（その3） 愛知県 1998.03 〜 2001.06

㈱フジタ ㈱フジタ 上野原リサーチ＆テクノパーク造成工事 ⼭梨県 1997.09 〜 2000.01

発注元 得意先 工事名 場所 開始 〜 終了

宇都宮市 ⿅島・クボタ他JV/㈱野澤實業 宇都宮市新最終処分場（仮称）第2エコパーク建設工事 栃⽊県 2018.02 〜 2018.12

桑名市 ⼾⽥建設㈱ 桑名市総合医療センター建築工事 三重県 2016.02 〜 2016.09

鈴⿅市 大豊・⻄⼝JV 平野送水場更新（⼟⽊）工事 三重県 2014.07 〜 2015.12

稲城・府中墓苑組合 大成・川上建設JV （仮称）稲城・府中墓苑敷地造成工事 東京都 2013.07 〜 2013.12

日本下水道事業団 ⻘⽊あすなろ・中村JV 四日市市日永浄化センター第4系統建設工事その6 三重県 2013.04 〜 2015.12

㈱ホンダロジスティクス ㈱新美工務店 ホンダ完成⾞駐⾞場整備工事 三重県 2012.01 〜 2012.01

広島市 ㈱河崎組 筒瀬グリーンバンク広場（仮称）造成工事（筒瀬地区1工区） 広島県 2012.06 〜 2013.08

静岡県／公南建設㈱ 瀧重機⼟⽊㈱ 平成23年度畑地帯総合整備（担い⼿育成）⽮部地区区画整理1工事 静岡県 2011.12 〜 2013.02

学校法⼈綾⽻育英会 ㈱桑原組 （仮称）綾⽻⾼等学校下⼾⼭グランド整備事業造成工事（その1） 滋賀県 2010.11 〜 2011.03

愛知県 前⽥・中部⼟⽊・三栄ＪＶ 境川流域下水道事業水処理施設築造工事（その7） 愛知県 2010.11 〜 2012.07

桑名市 ㈱ナカノフドー建設 （仮称）桑名市火葬場建設（建築）工事 三重県 2009.01 〜 2010.05

松阪市 丸⻲産業㈱ 平成20年度松阪市総合運動公園建設工事 三重県 2008.11 〜 2009.03

静岡県 ㈱大⽯組 平成20年度畑地帯総合整備（担い⼿育成）茂畑地区区画整理1,2工事 静岡県 2008.08 〜 2009.11

宇美町・志免町衛生組合 ⼾⽥建設㈱ 宇美町・志免町衛生組合リサイクルセンター建設工事 福岡県 2008.06 〜 2009.09

広島カンツリー倶楽部 ㈱⻄ノ池建設 広島カンツリー八本松コース練習場改修工事 広島県 2007.12 〜 2008.06

⾦沢大学 大成建設㈱ ⾦沢大学角間II団地基幹整備（構内道路1号線ボックスカルバート等）工事 ⽯川県 2007.03 〜 2008.03

日本下水道事業団 日本⼟建･霞JV ⻑島浄化センター建設工事 三重県 2007.01 〜 2009.03

環境施設・教育施設・ゴルフ場・その他
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胆江広域水道企業団 前⽥･小野義JV （仮称）胆江広域浄水場浄水池建築工事 岩⼿県 2005.05 〜 2007.11

栗⼭町 ⼾⽥・⻫藤・寺島他1社JV 栗⼭町⼀般廃棄最終物処分場工事 北海道 2004.12 〜 2005.12

⻑泉町 ㈱淺沼組 ⻑泉町⼀般廃棄物最終処分場 静岡県 2004.12 〜 2005.09

広島県 ⻄松・肥海JV 可部⾼校全面移転整備・寺⼭公園整備⼟地造成工事 広島県 2004.11 〜 2006.02

大王町 ㈱大林組 大王町⼀般廃棄物最終処分場整備適正閉鎖及び施設⼟⽊ 三重県 2004.01 〜 2006.02

豊⽥市 間・太啓JV 豊⽥市加茂清掃センター新不燃物処分場建設造成⼟⽊工事 愛知県 2003.11 〜 2006.03

ルベシュベピーエフアイ 大成・伊藤組・松谷JV 留辺蘂町他二町⼀般廃棄物最終処理場整備及び運営事業 北海道 2002.09 〜 2003.06

桑名広域清掃事業組合 ⿅島建設㈱ し尿・汚泥再生処理施設建設工事 三重県 2002.08 〜 2005.02

上越市開発公社 ⿅島・前⽥・加賀⽥・⾼舘JV 谷浜地区都市公園整備事業敷地造成その2工事 新潟県 2002.07 〜 2004.01

宇宙開発事業団 種⼦島建設㈱ 種⼦島宇宙センター第2衛星フェアリング組⽴棟⽤地整地工事 ⿅児島県 2001.07 〜 2001.12

鳳来町役場 徳倉・小笠原JV 鳳来町多目的広場整備工事 愛知県 2001.03 〜 2002.12

桑名カントリー倶楽部 ⿅島建設㈱ 桑名カントリー倶楽部改造工事 三重県 2001.02 〜 2002.07

桑名広域清掃事業組合 前⽥・杉⼭JV 桑名広域資源循環型ごみ処理場造成工事 三重県 2000.06 〜 2002.03

豊川宝飯清掃組合 熊谷・岡⽥JV 豊川市清掃工場敷地拡張造成工事 愛知県 2000.05 〜 2001.01

桑名カントリー倶楽部 ⿅島建設㈱ 桑名カントリー倶楽部基幹排水路工事 三重県 2000.05 〜 2000.11

菱空リゾート開発㈱ 飛島建設㈱ （仮）早来ゴルフクラブ造成1期工事 北海道 1999.03 〜 1999.09

ミズノリゾート新潟㈱ 飛島建設㈱ マーブ紫雲寺公園ゴルフ倶楽部造成1期工事 新潟県 1998.12 〜 2001.07


