
最近の主な工事実績 平成１８年度より平成３０年３月まで （株）久保組

着　　工 完　　成

東翔建設（株） 下請け　MISUMI桟橋改修工事 ドルフィン桟橋改修 鹿児島市 要　茂 33,330 平成29年12月7日 平成30年3月30日

海上保安部 元請け 鹿児島（部）谷山巡視船基地係船柱設置工事 鋼管杭打設、係船柱基礎他 鹿児島市 峯苫裕一 19,800 平成29年10月23日 平成30年3月23日

鹿児島県 元請け 高山地区石油貯蔵施設周辺地域整備工事 捨石投入　魚礁設置 肝属郡 真栄田宗保 10,726 平成29年11月24日 平成30年3月23日

鹿児島市 元請け 之下川床止工築造工事 鋼矢板打設、床止工他 鹿児島市 牧元尚一 36,036 平成29年10月18日 平成30年3月9日

鹿児島県 元請け 鹿児島港石油貯蔵施設立地対策等交付金工事 ブロック製作海上運搬据付 鹿児島市 内山武彦 9,797 平成29年8月15日 平成29年12月12日

鹿児島市 元請け 桜島港浦之前地区消波提設置工事 ブロック製作海上運搬据付 鹿児島市 西川敏弘 17,242 平成29年8月8日 平成29年12月1日

（株）植村組 下請け　川内港改修（統合補助）工事（２工区） 鋼矢板打設　上部工他 薩摩川内市 牧元尚一 52,000 平成28年12月1日 平成29年11月30日

（有）松元工業社 下請け　栗生漁港機能保全工事 浚渫、消波ブロック撤去 屋久島 要　茂 17,500 平成29年2月13日 平成29年3月31日

鹿児島県 元請け 第１号鹿児島港県有施設災害復旧工事（４工区） 流木撤去 鹿児島湾 西川敏弘 6,094 平成28年9月29日 平成29年2月28日

（株）渡辺組 下請け　川内港改修（統合補助）工事（１工区） 鋼矢板打設　上部工他 薩摩川内市 牧元尚一 64,000 平成28年10月1日 平成29年3月17日

（株）渡辺組 下請け　戸崎漁港地域水産供給基盤整備工事 沖防波堤　水中型枠　生ｺﾝ打設 戸崎漁港 要　茂 19,200 平成28年9月26日 平成29年2月7日

（株）植村組 下請け 海潟漁協海岸高潮対策工事 ブロック撤去据付　波返し工 垂水市 内山武彦 23,600 平成28年8月18日 平成28年12月10日

海上保安部 元請け 宮崎（部）浮桟橋連絡橋設置工事 浮桟橋運搬設置 油津市 峯苫裕一 13,600 平成28年9月14日 平成28年11月18日

海上保安部 元請け 鹿児島湾口神瀬灯浮標交換工事 灯浮標海上運搬交換 鹿児島湾 峯苫裕一 3,700 平成29年5月25日 平成28年8月25日

（有）シンエイ 下請け １５那覇空港護岸N築造 ケードン据付 那覇空港 要　茂 42,000 平成28年3月1日 平成28年7月31日

鹿児島市 元請け 市後町２号線側溝整備工事 側溝設置　舗装工 鹿児島市 牧元尚一 20,622 平成27年12月2日 平成28年3月18日

丸久建設（株） 下請け 施設用地（岸壁(-7.5m)取付部裏込工事 裏込工 鹿児島市 真栄田宗保 16,757 平成27年7月30日 平成27年9月30日

鹿児島ドック鉄工（株） 下請け 江口漁港水産基盤機能保全工事（１工区） 防食工 日置市 要　茂 92,500 平成27年5月25日 平成27年8月10日

村上建設（株） 下請け 鹿児島港（新港区）整備（ふ頭起債）工事（９工区） 裏込工 鹿児島市 真栄田宗保 16,300 平成27年3月23日 平成27年6月15日

山一建設（株） 下請け 鹿児島試験所係留浮標整備工事 シンカー製作海上運搬据付 霧島市 峯苫裕一 71,500 平成26年9月25日 平成27年3月27日

五幸建設（株） 下請け ２４災４９３号海岸災害復旧工事 被覆ブロック海上運搬据付 指宿市 要　茂 25,165 平成26年10月27日 平成27年3月27日

鹿児島市 元請け 新入魚見桜ヶ丘線歩道整備工事 縁石設置　舗装工 鹿児島市 牧元尚一 23,035 平成26年9月3日 平成27年1月16日

村上建設（株） 下請け １２寄磯漁港災害復旧工事 基礎工、本体工、上部工他 石巻市 要　茂 256,140 平成25年1月10日 平成26年10月10日

（株）渡辺組 下請け　鹿児島港（新港区）整備（ふ頭起債）工事（１工区） 鋼矢板海上打設 鹿児島市 真栄田宗保 6,200 平成26年8月20日 平成26年10月3日

新総建設（株） 下請け １２寄磯漁港災害復旧工事 基礎工、本体工、上部工他 石巻市 要　茂 41,000 平成26年6月10日 平成26年7月31日

新総建設（株） 下請け １２寄磯漁港災害復旧工事（養殖施設支障物撤去） 海上支障物撤去 石巻市 要　茂 21,000 平成26年4月1日 平成26年6月30日

（株）渡辺組 下請け　枕崎漁港水産流通基盤（特定）整備工事 桟橋式上部工 枕崎漁港 峯苫裕一 53,800 平成25年11月8日 平成26年3月22日

鹿児島市 元請け 谷山第二地区区画道路築造工事（その２） 排水工、擁壁工他 鹿児島市 牧元尚一 27,647 平成25年10月9日 平成26年3月14日

鹿児島ドック鉄工（株） 元請け 造機工場新築工事 地盤改良、建家基礎他 鹿児島市 峯苫裕一 36,000 平成25年1月10日 平成25年7月15日

鹿児島市 元請け 向原川９号改修工事 ボックスカルバート埋設他 鹿児島市 牧元尚一 32,630 平成24年10月31日 平成25年3月22日

鹿児島県 元請け 県営中山間地域総合整備事業松元地区２４－３工区 暗渠排水工　整地工他 鹿児島市 生岡 7,790 平成24年8月23日 平成25年1月25日

野村建設工業（株） 下請け　国道２２５号線長谷地区防災その他工事 重力式擁壁他 鹿児島市 峯苫裕一 11,500 平成24年5月7日 平成24年12月24日

五幸建設（株） 下請け 宮之浦港改修（１工区） 上部工 屋久島 要　茂 11,500 平成24年10月1日 平成24年12月15日

森山土木（株） 下請け 佐多岬沿岸波浪計撤去 海底ケーブル撤去 佐多岬 要　茂 12,800 平成24年8月8日 平成24年11月30日

鈴木海陸建設（株） 元請け 下ノ島東側桟橋及びヘリポート築造工事 土工 草垣島 要　茂 27,619 平成23年8月10日 平成24年3月31日

鹿児島市 元請け 陣之平川改良工事（その３） ボックスカルバート埋設他 鹿児島市 真栄田宗保 43,999 平成23年12月14日 平成24年3月26日

鹿児島県 元請け 鹿児島ふれあいスポーツランド整備工事（２３－２工区） 土工　路盤工 鹿児島市 峯苫裕一 11,914 平成23年9月29日 平成24年3月16日

鹿児島市 元請け 谷山第一地区６９号線歩道整備工事（その２） 路側溝、排水工、舗装工 鹿児島市 牧元尚一 20,550 平成23年9月29日 平成24年1月27日

鹿児島県 元請け　中之島改修工事（２工区） ﾌﾞﾛｯｸ製作（６４ｔ他）工 鹿児島市 西川敏弘 33,900 平成２２年６月 平成２２年１月

鹿児島市 元請け　木之下慈眼寺団地線道路改良工事 擁壁工他 鹿児島市 峯苫裕一 23,500 平成２２年９月 平成２２年１１月

鹿児島市 元請け　鹿児島ふれあいｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ遠路改修工事（その３） ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 鹿児島市 真榮田宗保 3,610 平成２２年６月 平成２２年８月

（株）植村組 下請け 鹿児島港改修工事（５工区） 床堀、本体工 鹿児島市 真榮田宗保 19,170 平成２２年１０月 平成２３年１月

鹿児島市 元請け 桜島港湯之持木地区泊地浚渫工事 浚渫工、運搬工 鹿児島市 生岡勝典 4,324 平成２３年３月 平成２３年６月

鹿児島市 元請け 向原川９号改良工事 ボックスカルバート設置工 鹿児島市 牧元尚一 61,200 平成２１年９月 平成２２年５月

鹿児島県 元請け 牛根麓港広域漁港（特定）整備工事（１工区） 基礎捨石工 垂水市 峯苫裕一 24,371 平成２２年３月 平成２２年８月

鹿児島市 元請け 平成２１年度桜島港湯之持木地区改修防砂提工事 床堀、基礎工、ｱｽﾌｧﾙﾄﾏｯﾄ 鹿児島市 生岡勝典 23,400 平成２２年１月 平成２２年３月

鹿児島県 元請け 鹿児島港廃棄物処理施設整備工事（１工区） 上部工 鹿児島市 生岡勝典 20,067 平成２１年７月 平成２１年１２月

鹿児島県 元請け 県単公園整備工事（谷山緑地公園２１－２工区） フェンス設置工 鹿児島市 西川敏弘 18,429 平成２１年９月 平成２２年３月

鹿児島市 元請け 桜島港宇土地区船揚場維持工事 船揚施設補修 鹿児島市 岩下伸直 3,500 平成２１年７月 平成２１年９月

（株）森建設 下請け 山川漁港広域漁港（特定）整備工事（２工区） 桟橋上部工 指宿市 生岡勝典 38,000 平成２２年３月 平成２２年１０月

（株）山一建設 下請け 鹿験所係留浮標整備 係留施設改良工 霧島市 要　茂 16,000 平成２１年５月 平成２１年１２月

鹿児島市 元請け 桜島港古里地区外２地区維持工事 浚渫・運搬工 鹿児島市 岩下伸直 4,240 平成２１年１２月 平成２２年３月

国土交通省 元請け 鹿児島港（谷山二区）防波堤（南）（改良）消波ブロック製作工事（第３次） ブロック製作工（１６ｔ他） 鹿児島市 峯苫裕一 118,800 平成２１年３月 平成２２年７月

鹿児島県 元請け 中之島改修工事（１工区） ﾌﾞﾛｯｸ製作工 鹿児島市 西川敏弘 26,100 平成２０年８月 平成２１年１月

鹿児島市 元請け 谷山港８号線側溝整備工事 側溝整備、舗装工 鹿児島市 牧元尚一 19,500 平成２０年５月 平成２０年１０月

鹿児島県 元請け 鹿児島港廃棄物処理施設整備工事（２工区） 上部工 鹿児島市 真榮田宗保 16,076 平成２０年１１月 平成２１年３月

鹿児島市 元請け 三和住宅３号棟外１棟解体工事 ＲＣ住宅解体工 鹿児島市 生岡勝典 17,500 平成２０年１２月 平成２１年３月

鹿児島県 元請け 鹿児島港維持修繕工事（第８号） 浚渫・運搬工 鹿児島市 牧元尚一 19,171 平成２０年１１月 平成２１年３月

鹿児島市 元請け 繪書場橋（仮称）橋梁整備工事（その１） 橋梁下部工 鹿児島市 峯苫裕一 79,000 平成１９年６月 平成１９年１２月

鹿児島市 元請け 汚水管改良工事（その１） 汚水管布設工 鹿児島市 牧元尚一 13,500 平成１９年１２月 平成２０年３月

鮎川建設（株） 下請け 今田橋橋梁整備工事（下部工） 橋梁下部工・護岸工 鹿児島市 生岡勝典 84,413 平成１９年１月 平成１９年１０月

丸福建設（株） 下請け 鹿児島港（谷山二区）防波堤（南）（改良）築造工事 消波ﾌﾞﾛｯｸ海上運搬据付工 鹿児島市 松本洋一 26,000 平成１９年１１月 平成２０年３月

（株）前屋敷組 下請け 新島6.6KV海底ケーブル修繕工事 海底ケーブル布設替え工 鹿児島市 生岡勝典 22,880 平成２０年２月 平成２０年３月

鹿児島市 元請け 谷山北公民館（仮称）造成工事（その１） 地盤改良・L型擁壁工 鹿児島市 牧元尚一 78,100 平成１９年１月 平成１９年６月

鹿児島県 元請け 鹿児島港（中央港区）整備（起債）工事（ふ頭２１工区） 防舷材設置工 鹿児島市 峯苫倬价 31,057 平成１９年６月 平成１９年８月

鹿児島県 元請け 鹿児島港（中央港区）整備（起債）工事（ふ頭２工区） 海上運搬埋立工 鹿児島市 峯苫倬价 30,771 平成１８年１１月 平成１９年１月

鹿児島県 元請け 鹿児島港改修工事（合併）（５工区） 本体工・桟橋設置工 鹿児島市 峯苫裕一 29,572 平成１８年６月 平成１８年１２月

鹿児島市 元請け 皇徳寺中学校校庭整備工事 クレー舗装工 鹿児島市 牧元尚一 12,000 平成１８年７月 平成１８年９月
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