
流 動 化 処 理 実 績 表

　　有限会社 中道環境開発



会社名 工事名 施工期間

大成・フジタ・三洲ＪＶ 熊本総合車両基地工事 80.0 m3 H20.4

鉄建・大本・三軌ＪＶ 川尻・宇土間志々水Ｂｖ新設他 200.0 m3 H21.2

（資）高口組 ラーメン龍風修正工事 40.0 m3 H21.10

（資）旭工務店 エイルマンション熊本駅東Ⅱゼクシオ新築工事 20.0 m3 H21.11

戸田・光進・武末ＪＶ 熊本駅前東Ａ地区第二種市街地再開発事業施設建築物建設工事 347.0 m3 H22.1～3

間・西技ＪＶ 川辺川第一発電所取水堰他復旧工事のうち土木工事（Ⅰ期）、除去Ｐ工事（Ⅰ期） 25.0 m3 H22.3

(株)藤永組 駐車場造成工事 80.0 m3 H22.5～6

佐藤企業(株) 近見地区電線共同溝第１３工区工事 27.0 m3 H22.6～7

(有)八十建設 熊本駅周辺連続立体交差（中部汚水幹線移設その２）工事他合併 995.71 m3 H22.8～9

（資）高口組 西本康彦邸 16.0 m3 H22.8

佐藤企業(株) 春日池上線住宅市街地総合整備促進（春日その２）工事 8.0 m3 H22.10

九鉄工業（株） 熊本高架熊本駅地下通路新設に伴い土間復旧他２ 10.0 m3 H22.11

(株)十五建設 熊本駅周辺連続立体交差事業（負担金）２次仮線交差道路改良工事 3.0 m3 H23.3

親商 (株)新出光八代給油所改修工事 31.0 m3 H23.3

丸昭建設(株) 近見地区電線共同溝第１４工区工事 28.0 m3 H23.4～6

太陽土木(株) 熊本駅帯山線活力創出基盤整備総合交付金（付替坂路）工事他合併 214.0 m3 H23.4～5

(有)八十建設 緊急公共下水道管渠閉塞工事（25工区） 10.0 m3 H23.6

(有)八十建設 緊急陥没補修工事（41工区） 2.5 m3 H23.8

佐藤企業(株) 山鹿地区電線共同溝第３工区工事 5.0 m3 H23.10

数量
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会社名 工事名 施工期間数量

間・西技ＪＶ 川辺川第一発電所取水堰他復旧工事のうち土木工事（Ⅱ期） 230.0 m3 H24.2

(株)緒方建設 山鹿地区電線共同溝第４工区工事 8.0 m3 H24.2

佐藤企業(株) 山鹿地区電線共同溝第３工区工事 2.0 m3 H24.3

(株)池田建設 山鹿地区電線共同溝第５工区工事 4.0 m3 H24.3

中村ブルドーザー 藻器堀川雨水5号幹線排水路改良及び長嶺町第163号線道路改修工事 8.0 m3 H24.3

丸昭建設(株) 松原東歩道橋下部工外工事 19.0 m3 H24.5

（株）球磨設備 人吉高校セミナーハウスボイラー改修工事 3.0 m3 H24.9

（株）球磨設備 ボイラー用屋外オイルタンク設置工事 10.0 m3 H24.10

三州・鍋谷ＪＶ 都市計画道路子飼新大江電線類地中化外工事（その１） 18.0 m3 H24.11

光進建設（株） 広安西小学校普通教室増築造成工事（４工区） 36.6 m3 H25.1

東急・増永・甲斐・杉野ＪＶ 新花畑ポンプ場築造（土木）工事（７０５工区） 237.46 m3 H25.3

(株)佐藤建設 泉馬場線道路災害復旧工事 23.0 m3 H25.3

(株)十五建設 熊本駅周辺連続立体交差（中部汚水14号幹線仮移設）工事 他合併 39.19 m3 H25.8

(株)安藤・間 川辺川第一発電所総合更新工事のうち土木工事 60.99 m3 H25.8～10

佐藤企業(株) 萩原地区電線共同溝第２工区工事 108.0 m3 H25.8～10

松尾八町自治会 松尾町高杉団地 4.0 m3 H25.11

丸昭建設(株) 萩原地区電線共同溝第１工区工事 9.7 m3 H25.12

光進建設（株） 萩原地区電線共同溝第４工区工事 61.6 m3 H26.1～4

山王(株) 都市計画事業中部汚水６号幹線及び外枝線合流改善下水道築造（管渠）工事（531工区） 17.3 m3 H26.2

九鉄工業(株) 熊本高架補強盛土に伴う支障物撤去 10.0 m3 H26.2
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大榮工業 国道４４３号単県側溝整備（通常）工事他合併 1.73 m3 H26.3

佐藤企業(株) 萩原地区電線共同溝設置第３工区工事 47.9 m3 H26.7～8

鉄建・光栄・飽南ＪＶ 都市計画事業 井芹川雨水９号幹線バイパス管築造工事 45.2 m3 H26.11

松尾八町自治会 松尾町上松尾（高杉団地内）下水道管閉塞 58.9 m3 H26.11

(有)森建設 上広崎地区排水路整備工事 6.0 m3 H27.2

(株)高野組 八代鏡宇土線他単県道路維持修繕委託 4.0 m3 H27.3

丸昭建設(株) 大門地区築堤工事 34.0 m3 H27.3

(株)池田建創 西日本フード(株)熊本加工部建屋解体工事 33.5 m3 H27.3

(株)奥村組 阿波井堰改築工事 336.13 m3 H27.4

(株)地工 銀座橋熊大医学部線縁被ＯＦケーブル改修工事のうち管路工事 212.96 m3 H27.4

(株)中山建設 西鎌瀬地区護岸工事 38.65 m3 H27.7

明治建設(株) 川尻宇土線防災安全交付金（交通安全）工事 39.4 m3 H27.10～12

（株）ＳＴＥＡＤＹ ダイアパレス西池様邸　配管更新工事 14.0 m3 H27.10

（資）野田建設 小鶴原女木線道路改良工事 200.5 m3 H27.12～H28.2

大成・熊谷ＪＶ 川内原子力発電所　原子炉安全補助施設設置工事 202.5 m3 H28.2～3

大成・熊谷ＪＶ 川内原子力発電所　原子炉安全補助施設設置工事 845.0 m3 H28.2～8

光進建設(株) 都市計画道路花園池亀線橋梁下部工工事（Ａ１） 36.2 m3 H28.6

矢作建設工業(株) 熊本小鶴原女木線ＰＷ３労 162.3 m3 H28.6～8

(株)藤永組 小鶴原女木線単県道路改良工事 399.0 m3 H28.6～9

新ケミカル商事 地震災害復旧工事 43.0 m3 H28.7～8
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会社名 工事名 施工期間数量

丸昭建設(株) 宇土花園台レイクタウン補修工事 12.8 m3 H28.7

鉄建建設(株) 熊本泌尿器科病院 239.5 m3 H28.7

(株)明興建設 白川明午橋旧橋台撤去及びＡ２新設工事 96.0 m3 H28.12

(株)ＳＴＥＡＤＹ 森下様ソーレプリムラ邸沈下修正工事 32.0 m3 H28.12

(株)向洋設備工業 高橋病院配管工事 6.0 m3 H28.12

大成・熊谷ＪＶ 川内原子力発電所　原子炉安全補助施設設置工事のうち敷地造成他工事 4200.5 m3 H28.9～H29.1

住友林業 地震災害復旧工事 69.0 m3 H28.10～H29.2

九鉄工業(株) 谷山高架木之下川仮線橋りょう撤去他 285.7 m3 H29.1

戸田建設(株) 益城町浄化センター災害応急本復旧建設工事 546.9 m3 H29.2～3

(株)エム･エル・ビー 地震災害復旧工事 14.0 m3 H29.3

ＵＰＳ(株) 地震災害復旧工事 67.0 m3 H29.3

(資)高口組 倉岡光秀様邸嵩上げ移設工事 88.5 m3 H29.3

(株)高村建設 嘉島処理区災害復旧工事（15工区） 3.0 m3 H29.3

(株)ＳＴＥＡＤＹ 地震災害復旧工事 38.0 m3 H29.3

(株)安藤・間 山元発電所ＦＩＴ化工事 川辺川第2 24.0 m3 H29.4

(資)高口組 佐伯光利様邸嵩上げ工事 132.0 m3 H29.4

(株)ＪＰハイテック 阿蘇にしはらウィンドファーム８号風力車基礎杭損傷部調査補助工事 21.0 m3 H29.5

(株)岩永組 うなぎの徳永　地震災害復旧工事 2.0 m3 H29.6

(株)ＳＴＥＡＤＹ 吉村洋子様（オリーブの樹）沈下修正工事 77.0 m3 H29.6

大栄企業(株) 益城町浄化センター災害応急本復旧建設工事その２ 157.0 m3 H29.7～9
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会社名 工事名 施工期間数量

大成･吉永･岩永･三津野･
　　　　　　　　　　　　新規ＪＶ

熊本市都市計画桜町地区第一種市街地再開発事業施設建築物新築工事 15.0 m3 H29.7～9

大林組･前田組･
　　　　　渡辺組･新生組ＪＶ

鹿児島銀行新本店ビル（仮称）新築工事 68.0 m3 H29.7

(株)共生 日本電気計器検定所解体工事 66.0 m3 H29.8～9

(資)高口組 坂田様邸地震災害復旧工事 40.0 m3 H29.8～10

(資)高口組 堀川様邸地震災害復旧工事 35.0 m3 H29.11

(株)江藤建設工業 医療法人真栄会新村病院基礎解体工事 124.0 m3 H29.10～11

(有)冨田産業 益城町益城広崎地区汚水管災害復旧（21-17他）工事 35.9 m3 H29.11～12

(株)岩永組 くまむた荘 4.0 m3 H29.12

大成建設(株) 九州自動車道　木山川橋震災復旧工事 268.0 m3 H30.1

(株)大林組 九州横断道（嘉島～山都）田代第二トンネル新設工事 308.0 m3 H30.1

九鉄工業(株) 熊本高架及び九州新幹線に伴う熊本駅ポンプ室撤去 60.0 m3 H30.1

八十・上村JV 下水道災害復旧工事（第96号） 50.0 m3 Ｈ30.2

(株)鴻池組 益城町益城馬水地区汚水管災害復旧（22-06他）工事 100.0 m3 Ｈ30.2～3

(株)ＳＴＥＡＤＹ 山口様邸　沈下修正工事 111.0 m3 H30.3

東急建設(株) 宮古島東急ホテル＆リゾーツ改修土木工事 24.0 m3 H30.3

(株)前田建設 益城町益城福富地区汚水管災害復旧（21-13他）工事 16.5 m
3 H30.3～4

甲斐土木工業(株) 下水道災害復旧工事（第77号） 8.0 m3 H30.6

共立建設(株) 旧ＮＴＴ西日本九州病院建物等撤去工事 354.0 m3 H30.5～7

鉄建建設(株) 惣領団地熊本地震災害復旧工事 1050.0 m3 H30.8～9

大栄企業(株) 益城町益城寺迫地区他汚水管災害復旧（16-25他）工事 58.0 m3 H30.8～H31.2
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会社名 工事名 施工期間数量

東亜・あおみ・大本ＪＶ 平成30年度 八代港（外港地区）岸壁築造工事（第2次） 1.0 m3 H30.9

明治建設(株) 平成29年度 白川明午橋取付道路その他工事 9.5 m3 H30.9

報国エンジニアリング（株） 地震災害復旧工事 9.5 m3 H30.10

日本国土開発(株) ＫＪケミカルズ(株)八代工場内　井戸新設工事 20.0 m3 H30.10

太陽開発(株) 新港第一汚水幹線築造工事（第2工区） 70.5 m3 H30.10

三ツ矢建設(株) アドバンス21ビル土間下流動化剤充填工事 28.0 m3 H30.11

(有)冨田産業 益城町益城福富地区他汚水管災害復旧（21-14他）工事 8.5 m3 H30.11

（資)高口組 地震災害復旧工事 18.0 m3 H30.11

（資）高口組 益城町町民グランド災害復旧工事（グランド・トイレ） 24.0 m3 H30.11

(株)村田建設 一般県道砂原四方寄線（池上工区）谷尾崎地区工事用道路改良その1工事 93.0 m3 H30.11～12

義王産業 宇城広域連合浄化センター 18.0 m3 H30.12

日特建設(株) 益城町益城宮園地区他汚水管災害復旧（22-08他）工事 81.5 m3 H30.3～12

鉄建・三ツ矢・
　　　　　熊本利水・六香ＪＶ

平成28年熊本地震災害秋津団地復旧工事 10275.0 m3 H30.7～H31.1

(有)冨田産業 益城町益城木山地区他汚水管災害復旧（16-23他）工事 16.1 m3 H31.1

三州建設(株) 熊本3号四方寄町地区改良工事 70.0 m3 H31.1

西松建設（株） 日本合成化学工業（株）熊本工場８系新築工事 42.0 m
3 H31.3

大成・秀拓ＪＶ （仮称）熊本東京海上日動ビルディング新築計画 331.3 m3 H31.2～6

三愛・山本ＪＶ 下水道災害復旧工事（第79号） 68.0 m3 H31.4

山本建設 小島緊急工事 7.0 m3 R1.5

戸田・吉原・大和ＪＶ 宮崎県防災拠点庁舎建設主体工事 105.0 m3 R1.5
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会社名 工事名 施工期間数量

（株）大林組 日本生命熊本ビル 240.0 m3 R1.5～R1.6

（株）坂澤建設 熊本県総合射撃場トラップＡ射台沈下修正工事 51.0 m3 R1.6

ＪＦＥパイプライン（株） 近津橋応力解放工事 14.0 m3 R1.6

（株）淺沼組 益城町広安馬水地区災害公営住宅建設工事 107.5 m3 R1.6～7

（株）満本建設 国道57号熊本宇土道路建設に伴う既設人孔撤去工事 19.0 m3 R1.7

（有）冨田産業 益城町益城福富地区他汚水管災害復旧（21-14他D）工事 17.2 m3 R1.7～11

（株）杉本建設 益城町益城安永地区汚水管災害復旧（22-02他Ｃ）工事 26.5 m3 R1.8～9

鉄建・丸久・小田原ＪＶ ごみ処理施設建設工事 138.0 m3 R1.10

住商セメント西日本（株） 園田健司様邸　沈下修正工事 27.0 m3 R1.10

早川電気（株） 社会福祉法人まこと保育園 2.0 m3 R1.10

（資）高口組 （有）ムラユキ電器様宅 26.0 m3 R1.10

（株）共生 熊本水前寺公園郵便局新築工事 7.0 m3 R1.11

住商セメント西日本（株） 熊本ダイハツ販売（株）浜線店新築工事 20.0 m3 R1.12

ＪＦＥパイプライン（株） 三四の橋 20.0 m3 R1.12

日栄平井（株） 熊本駅周辺連続立体交差（仮設道路撤去）工事他合併 5.5 m3 R1.12

(株)前田産業 旧川野胃腸科内科医院基礎杭撤去工事 8.0 m3 R2.1

（資）高口組 赤澤寿昭様邸　住宅沈下修正工事 28.0 m3 R2.2

（資）高口組 貢博之様邸　住宅沈下修正工事 32.0 m3 R2.2

鉄建建設(株) （仮称）新市街Mビル新築工事 19.0 m3 R2.2

(株)山崎企業 令和元年度阿蘇管内構造物補修外工事 17.0 m3 R2.2～R2.5
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会社名 工事名 施工期間数量

大建工業(株) 宇土市旧庁舎既存杭撤去工事 27.0 m3 R2.2～R2.3

(株)大林組 日本生命熊本ビル解体工事 966.0 m3 R2.3～R2.4

鹿島道路(株) 令和元年度水道町舗装修繕外工事 125.0 m3 R2.4

竹中・吉永・凰・杉本JV 一般県道砂原四方寄線（池上工区）１号トンネル新設工事 126.0 m3 R2.5

（資）高口組 島田様邸木造住宅曳家工事 54.0 m3 R2.5

(株)佐伯建設 京都大学（長陽）火山研究センター本館他災害復旧工事 500.5 m3 R2.6

九鉄工業(株) 熊本総合車両所検修設備基礎新設他 67.3 m3 R2.8

(株)増永組 ＪＡ熊本市秋津カントリー 5.0 m3 R2.9

(株)トクショウ 板垣様邸補強工事 17.0 m3 R2.9

佐藤・岩永ＪＶ 菊池川第二発電所総合更新工事（復旧） 36.0 m3 R2.10

（資）高口組 小山様邸 40.0 m3 R2.10

(株)球磨設備 旧ボイラー用オイルタンク処理 4.0 m3 R2.10

(株)速永工務店 田野高原線法面対策工事 3.0 m3 R2.11

八十・上村JV 中央区水前寺江津湖公園付近φ600・300粍配水管推進工事 69.0 m3 R2.12～R3.1

（株）星山商店 城西中学校体育館その他解体工事 63.0 m3 R2.12

竹中・吉永・凰・杉本JV 一般県道砂原四方寄線（池上工区）1号トンネル新設工事 84.4 m3 R2.12

子本運送(有) 有明工水江栗観測所撤去工事 5.0 m3 R3.1

(株)佐藤建設 南方井手改修工事 63.0 m3 R3.1

増永・三協ＪＶ （仮称）桜町・花畑地区ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽｻｰﾋﾞｽ棟新築工事 1,713.0 m3 R3.1～5

（株）前田産業 （仮称）第一世界会館解体工事 490.0 m3 R3.4～6

有限会社中道環境開発



会社名 工事名 施工期間数量

報国エンジニアリング（株） 川口様邸 27.0 m3 R3.5

日本国土開発(株) 池上インター線Ｂランプ橋脚下部工 63.0 m3 R3.5

ＪＦＥパイプライン（株） 坪井川橋左岸鞘管補修工事 16.0 m3 R3.5

(株)アップルハウス 奈須好春様邸沈下修正工事 48.0 m3 R3.8

(有)井本土木建設 益城中央線社会資本整備総合交付金（広崎地区改良その10）工事 6.0 m3 R3.8～10

(有)大英建設 福浜漁港（日当川護岸）災害復旧工事外1件合冊 10.0 m3 R3.9～12

矢部開発(株) 益城中央線社会資本整備総合交付金（広崎地区改良その9）工事 3.0 m3 R3.9

（資）高口組 川口様邸 88.0 m3 R3.9

光進・松本ＪＶ 一般県道砂原四方寄線（池上工区）谷尾崎高架橋下部工（P2）工事 162.0 m3 R3.11

(株)アップルハウス 飯田様邸沈下修正工事 27.0 m3 R3.11

大林組･松尾建設ＪＶ 日本生命熊本ビル新築工事 474.0 m3 R3.12

矢部開発(株) 益城中央土地区画整理（6-13ボックス北側）工事 2.0 m3 R4.1

(有)堀川建設 令和2年度飛行場用水路災害復旧工事 16.0 m3 R4.1

五木村振興公社 林道下梶原線ブロック積補強工事 17.0 m3 R4.1～2

九建・成南ＪＶ 一般県道池上インター線池上インター橋橋梁下部工（A1～P3）外工事 452.8 m3 R4.2～3

(株)アップルハウス 松岡旭洋様邸沈下修正工事 26.0 m3 R4.3

（資）高口組 作取様邸区画整理に伴う住宅移設工事 63.0 m3 R4.3

(株)安藤・間 内谷第二発電所リニューアル工事土木工事 38.3 m3 R4.3～4

淺沼・上村ＪＶ 一般県道池上インター線池上インター橋橋梁下部工（P12・P15）工事 112.0 m3 R4.4

(株)アップルハウス 井田酒店様邸沈下修正工事 36.0 m3 R4.5

有限会社中道環境開発



会社名 工事名 施工期間数量

矢部開発(株) 益城中央土地区画整理（6-13ボックス北側）工事 8.0 m3 R4.5

(株)インフィニティー 熊本大同生命ビル 3.0 m3 R4.5

市田建設(株) ドラッグストアモリ延岡岡富店建物修復工事 40.0 m3 R4.5

m3

m3

m3

合　計　　 33,037.12 m3

有限会社中道環境開発


