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施工延長（ｍ） 施工面積（ｍ2） 鋼管杭打設（ｍ）

平成 30 年度 国道16号線

遮音壁工 橋梁部 625 2,500

国道16号線

遮音壁工 橋梁部 537 2,250

国道16号線

遮音壁工 土工部 207 508 189

遮音壁工 擁壁部 80 320

首都高速道路

遮音壁工 橋梁部 206 412

落下物防止柵 橋梁部 50 100

国道16号線

遮音壁工 土工部 258 1,686

国道16号線

遮音壁工 土工部 639 1,600 93

遮音壁工 擁壁部 320 1,768

2,922 11,144 282

平成 29 年度 東京外環自動車道

遮音壁工 土工部 515 2,804 560

遮音壁工 橋梁部 2,359 10,477

東京外環自動車道

遮音壁工 土工部 1,156 8,200 1,294

遮音壁工 橋梁部 271 1,882

国道298号線

遮音壁工 土工部 260 1,370 140

遮音壁工 擁壁部 530 2,650

国道16号線

遮音壁工 橋梁部 593 2,368

国道16号線

遮音壁工 土工部 498 390

米沢南陽自動車道

防雪柵工 土工部 600 600

首都高速道路　神奈川7号　横浜北線

遮音壁工 擁壁部 530 2,650

7,312 32,401 2,984

平成 28 年度 新名神高速道路

遮音壁工 土工部 2,038 9,305 1,960

新名神高速道路

遮音壁工 土工部 1,369 4,937 1,330

横浜環状北線

遮音壁工 橋梁部 1,806 6,915

国道298号線

遮音壁工 土工部 214 1,497 362

擁壁部 218 1,526

国道298号線

遮音壁工 土工部 334 2,227 349

5,979 26,407 4,001

平成 27 年度 首都高速道路　神奈川7号　横浜北線

裏面吸音板工 10,995

首都高速道路　神奈川7号　横浜北線

裏面吸音板工 13,377

遮音壁工 橋梁部 1,425 9,113

落下物防止柵 橋梁部 396 1,088

1,821 34,573

平成 26 年度 首都圏中央連絡自動車道

遮音壁工 橋梁部 11,479 20,970

首都圏中央連絡自動車道

遮音壁工 橋梁部 5,571 12,670

17,050 33,640

YK42・43工区　上部・橋脚工事　遮音壁工

田尻高谷遮音壁その2工事

田尻高谷遮音壁その5工事

YK42・43工区　上部・橋脚工事　裏面吸音板工

第22期

交差部新設工事3

久喜・幸手地区遮音壁設置工事

第21期

桶川東地区遮音壁設置工事

※　現場完了年度にて計上

猪名川西地区遮音壁工事

第24期 京葉ジャンクション北遮音壁工事

矢切堀之内遮音壁工事その5

国道16号町田立体遮音壁設置工事

国道16号昭島市松原地区改良舗装（その1）工事

防雪柵工事

岸谷生麦線トンネル・子安大公園復旧他工事

猪名川東地区遮音壁工事

第23期

稲荷木遮音壁設置工事

工　事　経　歴　書
株式会社　　光　建

国道16号町田立体遮音壁設置（その2）工事

第25期

国道16号町田立体遮音壁設置（その3）工事

瑞穂町二本木電線共同溝（その1）他工事　遮音壁工　

高速1号羽田線（東品川浅橋・鮫洲埋立部）更新工事　八潮連結路

Ｈ30　国道16号環境対策（その2）工事　遮音壁工

国道16号昭島市松原地区遮音壁設置他工事
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工　事　経　歴　書
株式会社　　光　建

平成 26 年度 西名阪自動車道 大和郡山ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ南遮音壁設置工事 首都高速道路 中央環状線品川線ｼｰﾙﾄﾞﾄﾝﾈﾙ（北行)工事

横浜環状北線 生麦ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ　裏面吸音板他設置工事 首都高速道路 中央環状線品川線ｼｰﾙﾄﾞﾄﾝﾈﾙ（南行)工事

平成 25 年度 新名神高速道路 高槻ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ工事　（遮音壁工） 横浜国道事務所 湾岸道路根岸遮音壁他設置（その2）工事

中央自動車道 伊北～中津川間遮音壁工事（H24年度） 横浜国道事務所 湾岸道路根岸遮音壁他設置（その3）工事

首都圏中央連絡自動車道 相模原IC地区遮音壁設置工事 横浜国道事務所 湾岸道路根岸遮音壁他設置（その9）工事

横浜国道事務所 湾岸道路根岸遮音壁他設置（その1）工事 横浜国道事務所 湾岸道路根岸遮音壁他設置（その10）工事

平成 24 年度 京葉道路 穴川東工事　（遮音壁工） 国土交通省　名古屋工事事務所 平成23年度　1号一色大橋道路建設工事　（遮音壁工）

首都圏中央連絡自動車道 海老名IC～厚木PA間遮音壁工事 第二神明道路 管内遮音壁更新工事

東京外環自動車道 田尻工事　第2期　（遮音壁工） 中央自動車道 伊北～中津川間遮音壁工事（H23年度）

東関東自動車道 茂原南工事　（遮音壁工）

平成 23 年度 愛知国道事務所 平成23年度　302号小坂相原地区整備工事 第二京阪道路 交野地区透光板取替工事　

新東名高速自動車道 藤枝遮音壁設置工事 横浜・横須賀道路 京浜管内橋梁補修工事

新東名高速自動車道 島田遮音壁設置工事 東名高速道路 杉久保高架橋他8橋床板下面補修工事

新東名高速自動車道 浜松遮音壁設置工事

平成 22 年度 中央自動車道 伊北～飯田間遮音壁工事（H23年度） 東京外環自動車道 田尻工事　第１期（遮音壁工）

新東名高速自動車道 富士東遮音壁設置工事 国土交通省　愛知工事事務所 平成23年度　小坂相原地区整備工事　（遮音壁工）

新東名高速自動車道 富士中遮音壁設置工事

平成 21 年度 第二京阪道路 門真地区裏面吸音板設置工事 北関東自動車道 佐野地区遮音壁設置工事

第二京阪道路 宮前地区裏面吸音板設置工事 東名阪自動車道 東海通高架橋環境対策工事　（遮音壁工）

第二京阪道路 交野舗装工事　（遮音壁工） 横浜横須賀道路 京浜管内橋梁補修工事

国土交通省　枚方工事事務所 大阪北道路　村上地区遮音壁取付工事 北陸新幹線 北陸新幹線　防音壁ﾎﾞﾙﾄ交換工事

平成 20 年度 東海環状自動車道 西関舗装工事　（遮音壁工） 首都高速道路 中央環状新宿線

国道156号 岩戸遮音壁設置工事 SJ11工区（4）～SJ32工区（外回り）トンネル内装板工事（耐火板）

SJ11工区（4）～SJ32工区（外回り）トンネル天井板工事（耐火板）

平成 19 年度 京葉道路 篠崎西地区裏面吸音板工事 常磐自動車道 諏訪トンネル補修工事

第二名神高速道路 高野地区遮音壁工事 東海北陸自動車道 郡上北舗装工事　（標識工）

国道156号 岩戸遮音壁設置工事 岐阜市 バスシェルター設置工事

国道41号 低層遮音壁設置工事 東名高速道路 東京高架橋床版補修工事

平成 18 年度 第二東名高速道路 名古屋南JCT裏面吸音板東工事 首都高速道路 千代田トンネル内装板取替工事

第二東名高速道路 花園高架橋観音山地区中裏面吸音板設置工事 名古屋高速道路 県道高速名古屋朝日線庄内（その3）工区　検査路ルーバー

豊田自動織機　長草工場　遮音壁設置工事

平成 17 年度 第二東名高速道路 花園高架橋観音山地区東裏面吸音板設置工事 福岡都市高速 第502工区（向新町～樋井川）高架橋遮音壁新設工事（その3）

東名阪自動車道 山下地区南裏面吸音板設置工事 愛知県道 豊田遮音壁1号工

第二東名高速道路 矢作川橋遮音壁工事 東海北陸自動車道 白川北地区動物進入対策工事

名神高速道路 八日市～彦根間遮音壁設置工事

平成 16 年度 東名阪自動車道 亀山地区裏面吸音板設置工事 東海環状自動車道 上品野地区遮音壁工事

第二東名高速道路　 花園第1高架橋裏面吸音板東工事 東海環状自動車道 藤岡IC遮音壁工事

第二東名高速道路　 豊田南IC　Bランプ裏面吸音板東工事 東海環状自動車道 鞍ヶ池第二橋遮音壁工事

第二東名高速道路　 上和会高架橋（下り線）遮音壁西工事 東海環状自動車道 美濃関JCT遮音壁設置工事

第二東名高速道路　 上和会高架橋（上り線）遮音壁中工事 東名高速道路　 (改築）久保川遮音壁設置工事

第二東名高速道路　 豊田JCT　Hランプ橋遮音壁設置工事 名神高速道路　 栗東管内遮音壁設置工事

第二東名高速道路　 逢妻男川高架橋（上り線）遮音壁西工事 中央自動車道 土岐JCT遮音壁設置工事

第二東名高速道路　 花園第2高架橋（上り線）遮音壁中工事 名古屋高速道路 県道高速清洲一宮線一宮北（その2)工区防音壁工事

第二東名高速道路　 渡刈地区遮音壁東工事 敦賀バイパス 吉河地区遮音壁設置工事

第二東名高速道路　 花園地区（上り線）遮音壁工事 敦賀バイパス 中地区遮音壁設置工事

平成 15 年度 第二東名高速道路　 高岡高架橋（下り線）裏面吸音板設置工事 第二東名高速道路　 中田高架橋（下り線）遮音壁西工事

第二東名高速道路　 高岡第3高架橋（下り線）遮音壁西工事 第二東名高速道路　 花園第1高架橋遮音壁設置工事

第二東名高速道路　 高岡第3高架橋中分遮音壁西工事 名神高速道路　 久々知高架橋遮音壁取替工事

第二東名高速道路　 高岡第4高架橋（上り線）遮音壁西工事 南阪奈自動車道 蔵之内地区遮音壁設置工事

第二東名高速道路　 高岡第5高架橋（下り線）遮音壁西工事 民間 ソニー一宮工場　遮音壁設置工事

第二東名高速道路　 刈谷第5高架橋遮音壁設置工事 名神高速道路　 今須地区中分防護柵改良工事

第二東名高速道路　 刈谷第7高架橋（上り線）遮音壁東工事

平成 14 年度 東名阪自動車道 高針地区裏面吸音板西工事 東名阪自動車道 名東地区遮音壁西工事

第二東名高速道路　 鴛鴨地区（上り線）遮音壁東工事 東名阪自動車道 清洲東遮音壁撤去工事

第二東名高速道路　 鴛鴨地区（上り線）遮音壁西工事 名神高速道路　 一宮地区（下り線）付加車線工事

第二東名高速道路　 高岡第1高架橋（下り線）遮音壁西工事 名古屋高速道路 防音壁補修工事14-3

第二東名高速道路　 栄高架橋（上り線）遮音壁東工事 奈良国道 針地区遮音壁設置工事

第二東名高速道路　 栄高架橋（下り線）遮音壁西工事 第二東名高速道路　 大脇高架橋アルミ高欄設置工事

第二東名高速道路　 大脇高架橋（上り線）遮音壁中工事 東名高速道路　 豊川管内路肩防護柵改良工事

第二東名高速道路　 阿野高架橋（下り線）遮音壁中工事 京滋バイパス 瀬田東～南郷間（上り線）防護柵改良工事

東名阪自動車道 上社南IC地区遮音壁東工事 名古屋高速道路 西春北床版工事

東名阪自動車道 高針地区遮音壁西工事

第9期

第20期

第19期

第18期

第17期

第16期

第15期

第14期

第13期

第12期

第11期

第10期

第21期
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平成 13 年度 東名阪自動車道 高針地区裏面吸音板東工事 名神高速道路 竹田高架橋中（上り線）遮音壁設置工事

第二東名高速道路 三ケ日JCT遮音壁設置工事 名神高速道路 神崎高架橋遮音壁設置工事

第二東名高速道路 豊田南IC　Aランプ遮音壁工事 小田原厚木道路 平塚地区遮音壁設置工事

第二東名高速道路 豊田JCT橋落下物防止柵設置工事 横浜横須賀道 能見台地区遮音壁設置工事

東名阪自動車道 陸前地区遮音壁設置工事 高松自動車道 伊予～三島間遮音壁設置工事

東名阪自動車道 前山地区遮音壁設置工事 民間 豊田自動織機　長草工場　遮音壁設置工事

東名高速道路　 豊田～春日井間遮音板取替工事 名古屋高速道路 市道高速1号四谷１区吸音板工事

東名阪自動車道 桑名管内標識設置工事 東名高速道路　 名古屋管内防護柵改良工事

第二京阪自動車道 佐古北地区遮音壁設置工事 名神高速道路 今須地区中分防護柵改良工事

第二京阪自動車道 長尾北地区遮音壁設置工事 第二東名高速道路 減光防止板取付工

平成 12 年度 第二神明道路 高丸地区遮音壁設置工事 名古屋高速道路 日進工区防音壁工事（吸音内装工）

中国自動車道 宝塚遮音壁設置工事 東名高速道路　 豊川管内　宇利トンネル内装板改良工事

名古屋高速道路 春岡（その2）防音壁設置工事 中央自動車道 甲府管内　大月トンネル内装板改良工事

名古屋高速道路 春岡（その1）防音壁設置工事 中央自動車道 甲府管内地区防護柵改良工事

平成 11 年度 東名高速道路　 東名三好～春日井間遮音壁設置工事 民間 栗東トレセン遮音壁設置工事

名神高速道路 小牧地区遮音壁改良工事 第二東名高速道路　 飛島・鍋田（上り線）遮音光設置西工事

中央自動車道 駒ヶ根～飯田間遮音壁設置工事 福島保木トンネル照明設備工事

東名阪自動車道 白沢地区遮音壁設置工事 42号紀伊長島南地区情報BOX布設工事

姫路バイパス 藪ノ下地区遮音壁設置工事 大高共同溝他電気設備工事

名古屋高速道路 防音壁補修工事11-4 越美通洞照明設備工事

名古屋高速道路 防音壁補修工事11-7

平成 10 年度 東海北陸自動車道 一宮JCT南遮音壁設置工事 名古屋高速道路 防音壁補修工事10-2

東海北陸自動車道 苅安賀南地区遮音壁設置工事 名古屋高速道路 防音壁補修工事10-3

東名阪自動車道 楠地区（下り線）遮音壁照明点検窓設置工事 名古屋高速道路 防音壁補修工事10-9

北陸自動車道 小杉IC～富山IC間地区遮音壁設置工事

平成 9 年度 第二東名高速道路　 山畑東地区（上り線）遮音壁設置工事 神戸・淡路自動車道 淡路島北・北淡地区遮音壁設置工事

東名高速道路　 御殿場地区遮音壁設置工事 国道21号線 徳田地区遮音壁設置工事

東名高速道路　 豊田～春日井間遮音壁設置工事 国道21号線 岐南地区遮音壁設置工事

東海北陸自動車道 小瀬地区遮音壁設置工事 神戸西バイパス 上脇地区舗装工事（遮音壁工）

東海北陸自動車道 戸塚高架橋東地区遮音壁設置工事 神戸西バイパス 長坂地区側道工事

東海北陸自動車道 戸塚東地区遮音壁設置工事 山陽自動車道 野尻地区遮音壁設置工事

東海北陸自動車道 戸塚西地区遮音壁設置工事 名神高速道路 一宮JCT仮設防護柵撤去工事

平成 8 年度 名神高速道路 桂川PA(上り線）遮音壁設置工事 藤沢バイパス 戸塚地区遮音壁設置工事

名神高速道路 一宮JCT遮音壁・防護柵設置工事 保土ヶ谷バイパス 藤沢地区遮音壁設置工事

東名阪自動車道 豊田地区遮音壁設置工事 加古川バイパス 平岡地区外遮音壁設置工事

第二神明道路 神戸西地区遮音壁設置工事 加古川バイパス 平岡地区（その2）遮音壁設置工事

山陽自動車道 神戸北地区遮音壁設置工事 姫路バイパス 白浜地区（その2）遮音壁設置工事

神戸西バイパス 伊川谷東地区遮音壁設置工事 姫路バイパス 白浜地区（その1）遮音壁設置工事

平成 7 年度 東京外環自動車道 川口地区遮音壁設置工事 国道298号線 八潮地区遮音壁設置工事

名神高速道路 一宮JCT遮音壁撤去工事 中央自動車道 青梅標識設置工事

東名阪自動車道 大山田PA　遮音壁移設工事 中央自動車道 八王子管内標識設置工事

圏央道 鶴ヶ島JCT地区遮音壁設置工事 東名高速道路　 小牧JCT～名古屋IC間防護柵改良工事

圏央道 鶴ヶ島南地区遮音壁設置工事 関越自動車道 藤岡JCT防護柵改良工事

関越自動車道 太田地区遮音壁設置工事 名神高速道路 栗東中分改良工事

平成 6 年度 東名高速道路　 秦野インター遮音壁設置工事 関越自動車道 練馬～所沢（下り線）地区遮音壁設置工事

中央自動車道 多治見～中津川間遮音壁設置工事 民間 豊多序高校遮音壁設置工事

関越自動車道 富士見北地区遮音壁設置工事
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