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No. 発注者 工事名称 工事場所 規模 工期始 工期至

1 ㈱大阪鉄工所因島工場 因島工場船渠築造工事 広島県 30,000 DW 昭和11.06 昭和12.12

2 向島船渠㈱ 向島分工場船渠建設工事 広島県 5,000 DW 昭和16.02 昭和16.10

3 日立造船㈱向島工場 向島工場ドック並びに船台新設工事 広島県 4,000 DW 昭和16.02 昭和20.04

4 日立造船㈱因島工場 因島造船所船渠改修並びに及船台新設工事 広島県 2,000 DW 昭和18.05 昭和20.04

5 日立造船㈱因島工場 因島７号船渠改修工事 広島県 昭和19.03 昭和20.04

6 日立造船㈱因島工場 因島第２船渠改修工事 広島県 8,000 DW 昭和24.05 昭和25.03

7 日立造船㈱因島工場 因島工場第３船渠改修工事 広島県 昭和25.05 昭和25.06

8 日立造船㈱因島工場 第１号船渠改修工事 広島県 4,000 DW 昭和24.08 昭和25.06

9 瀬戸田造船㈱ 瀬戸田船渠新設並びに１号船渠補修工事 広島県 2,000 DW 昭和28.12 昭和30.01

10 内海造船㈱ ２号ドック新設工事及3/6ｔ塔型クレ－ン基礎工事 広島県 昭和31.01 昭和31.09

11 日立造船㈱因島工場 因島工場第３号船渠改修工事 広島県 50,000 DW 昭和31.07 昭和32.02

12 尾道造船㈱ 10,000屯船渠新設工事 広島県 10,000 DW 昭和31.05 昭和32.03

13 下田船渠㈱ 下田船渠改修工事 静岡県 800 DW 昭和32.03 昭和32.12

14 宇品造船㈱ 第１号及第２号船渠新設工事 広島県 2,000 DW 昭和32.01 昭和33.03

15 金輪船渠㈱ 3000ｔ船渠築造工事 広島県 3,000 DW 昭和33.03 昭和33.11

16 日立造船㈱神奈川工場 ４万トン船渠新設その他工事 神奈川県 40,000 DW 昭和33.03 昭和34.08

17 常石造船㈱ １号ドック新設工事 広島県 2,000 DW 昭和34.02 昭和34.08

18 常石造船㈱ ２･３号船渠新設工事 広島県 1,000 DW 昭和35.05 昭和35.11

19 太平工業㈱安芸津造船所 700ｔ船渠築造工事 広島県 700 DW 昭和36.03 昭和36.09

20 常石造船㈱ 第５.６号船渠新設工事 広島県 4,000 DW，800 DW 昭和36.01 昭和36.11

21 讃岐造船鉄工所㈱ 第１号ドック新設工事 香川県 2,000 DW 昭和36.08 昭和37.03

22 日立造船㈱築港工場 ２号船渠拡張工事 大阪府 20,000 DW 昭和36.04 昭和37.05

23 大幸船渠㈱ 船渠補修工事 大阪府 1,500 DW 昭和37.06 昭和38.03

24 日立造船㈱因島工場 第１号船渠拡張工事 広島県 20,000 DW 昭和37.08 昭和38.05

25 今治造船㈱　今治工場 第１号船渠築造工事 愛媛県 4,000 DW 昭和37.09 昭和38.05

26 瀬戸田造船㈱ ３号船渠新設工事 広島県 4,000 DW 昭和38.03 昭和39.04

27 内海造船㈱ ３号ドック新設他工事 広島県 昭和38.07 昭和39.05

28 太平工業㈱安芸津造船所 第２号船渠築造工事 広島県 1,000 DW 昭和39.01 昭和39.07

29 幸陽船渠㈱ １・２号ドック新設工事 広島県 2,000 DW，1,300 DW 昭和39.06 昭和40.01

30 日立造船㈱因島工場 第３号船渠拡張工事 広島県 50,000 DW 昭和39.04 昭和40.06

31 尾道造船㈱ 第５号ドック新設工事 広島県 7,000 DW 昭和40.03 昭和41.02

32 日立造船㈱堺工場 堺工場１号ドック新設工事 大阪府 250,000 DW 昭和39.03 昭和41.03

33 常石造船㈱ №７ドック新設工事及追加工事 広島県 20,000 DW 昭和40.09 昭和41.05

34 日立造船㈱神奈川工場 １号船渠改修工事 神奈川県 20,000 DW 昭和41.02 昭和41.08

35 日立造船㈱築港工場 NO．１船渠頭部拡張工事 大阪府 20,000 DW 昭和42.05 昭和42.07

36 ㈱呉造船所 第２号船渠頭部拡張工事 広島県 昭和42.04 昭和42.09

37 向島船渠㈱ ２号船渠新設工事 広島県 3,000 DW 昭和41.10 昭和43.01

38 日立造船㈱因島工場 第３号船渠拡張工事 広島県 130,000 DW 昭和42.02 昭和43.05

39 常石造船㈱ 20万屯船渠新設及追加工事 広島県 200,000 DW 昭和42.10 昭和43.10

40 大幸船渠㈱ 第３ドック新設工事 大阪府 1,000 GT 昭和43.08 昭和44.02

41 岸本造船㈱ 第１号ドック築造工事 広島県 4,000 GT 昭和43.07 昭和44.04

42 渡辺造船㈱ 第１号船渠新設工事 愛媛県 2,500 GT 昭和43.07 昭和44.08

43 西原造船所 第２工場第１号ドック新設工事 愛媛県 5,000 DW 昭和43.12 昭和44.08

44 ㈱栗之浦ドック 第１号ドック築造工事 愛媛県 2,500 GT 昭和43.08 昭和44.09

45 日立造船㈱堺工場 №２ドック新設工事 大阪府 400,000 DW 昭和42.06 昭和44.10

46 ㈱中村造船鉄工所 3,000ｔ船渠築造工事 山口県 3,000 GT 昭和44.02 昭和45.01

47 函東工業㈱ 鋼矢板式3000t船渠新設工事 北海道 3,000 DW 昭和44.05 昭和45.03

48 尾道造船㈱ ２万ｔドック新設工事 広島県 20,000 DW 昭和43.09 昭和45.03

49 三和船舶艤装㈱ 第１号船渠及び岸壁新設工事 広島県 1,000 DW 昭和44.10 昭和45.04

50 常石造船㈱ ３万屯５万ｔ船渠新設工事 広島県 30,000 DW，50,000 DW 昭和43.11 昭和45.05

51 瀬戸田造船㈱ ３号ドツク頭部延長工事 広島県 3,000 DW 昭和45.04 昭和45.09

52 (有)長浜造船所 船渠改造工事 広島県 500 DW 昭和45.10 昭和45.12

53 金輪船渠㈱ 第２号10,000ｔ船渠新設工事 広島県 10,000 DW 昭和44.10 昭和46.02

54 常石造船㈱ 10万ｔ建造船渠新設工事 広島県 100,000 DW 昭和45.10 昭和47.02

55 日立造船㈱堺工場 堺工場№２ドック延長 大阪府 260,000 DW 昭和45.12 昭和47.03

56 讃岐造船鉄工所㈱ 第２号ドック新設工事 香川県 5,000 DW 昭和46.07 昭和47.03

57 日立造船㈱因島工場 船渠建設工事その他 広島県 130,000 DW 昭和45.10 昭和47.09

58 下田船渠㈱ 武ガ浜造船工場土地造成及び諸施設新設工事 静岡県 3,000 DW 昭和46.02 昭和47.10

59 今治造船㈱丸亀工場 第１号ドック新設工事 香川県 100,000 DW 昭和46.12 昭和48.01

60 ㈱中村造船鉄工所 第２号船渠新設その他工事 山口県 5,000 GT 昭和47.10 昭和48.04
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61 三和ドック㈱ ３号ドック新設工事他 広島県 6,000 GT 昭和47.09 昭和48.07

62 ㈱山西造船鉄工所 5,000G/T修繕ドック新設及付帯工事 宮城県 5,000 GT 昭和47.10 昭和48.10

63 三菱重工業㈱下関造船所 ２号ドック拡張及び岸壁工事 山口県 50,000 DW 昭和47.08 昭和48.11

64 向島船渠㈱ 向島船渠№１船渠拡張工事他 広島県 5,000 GT 昭和48.04 昭和48.12

65 日立造船シンガポール Ｈ.Ｒ.Ｄ№１ドック建設工事(設計監理） ｼﾝガポ-ﾙ 200,000 DW 昭和47.11 昭和49.03

66 今治造船㈱丸亀工場 第２号船渠新設工事他 香川県 100,000 DW 昭和48.04 昭和49.03

67 岩城造船㈱ ドック新設及附帯建物新設工事他 愛媛県 5,000 GT 昭和48.04 昭和49.05

68 三菱重工業㈱下関造船所 セミドライドック化工事（２基） 山口県 20,000 DW　×２ 昭和48.08 昭和49.06

69 幸陽船渠㈱ 15万ｔドック建設工事他 広島県 150,000 DW 昭和48.03 昭和49.08

70 日立造船㈱有明工場 有明工場ドック新設工事 熊本県 800,000 DW，500,000 DW 昭和47.01 昭和49.10

71 常石造船㈱ 10万ｔ船渠２基新設工事 広島県 100,000 DW 昭和47.09 昭和49.12

72 常石造船㈱ 10万ｔ建造船渠頭部延長工事 広島県 昭和49.12 昭和50.05

73 ㈱中村造船鉄工所 №１船渠頭部25ｍ拡張工事 山口県 昭和50.05 昭和50.07

74 幸陽船渠㈱ 15万ｔ船渠頭部延長工事他 広島県 150,000 DW 昭和49.11 昭和50.08

75 内海造船㈱ 瀬戸田№１ドック建設工事 広島県 5,000 DW 昭和49.11 昭和51.03

76 ㈱山西造船鉄工所 修繕用ドック拡張工事 宮城県 5,000 GT 昭和51.04 昭和51.09

77 三菱重工業㈱下関造船所 第３ドック渠口部補修工事 山口県 20,000 DW 昭和51.06 昭和51.09

78 今治造船㈱　今治工場 ２号ドック新設工事 愛媛県 昭和51.04 昭和52.03

79 日立造船シンガポール Ｈ.Ｒ.Ｄ№２ドック建設工事（技術援助） ｼﾝガポ-ﾙ 150,000 GT 昭和50.04 昭和52.05

80 ㈱山西造船鉄工所 8,000G/T修繕ドック改造工事 宮城県 8,000 GT 昭和54.05 昭和54.09

81 フィリピン セブ造船㈱ セブドツク建設工事 (設計･施工管理) ﾌｨﾘピﾝ 15,000 DW 昭和53.11 昭和55.09

82 日立造船㈱有明工場 №２ドック中間ゲ－トリセス新設工事 熊本県 昭和56.09 昭和57.03

83 日立造船㈱神奈川工場 １号ドック改造工事 神奈川県 40,000 GT 昭和57.02 昭和58.07

84 日立造船㈱有明工場 №２ドック中間ゲ－ト戸当り増設工事 熊本県 昭和58.08 昭和58.11

85 川崎造船㈱ 乾ドック(1,000t)新設工事 北海道 1,000 GT 昭和59.09 昭和60.02

86 日立造船㈱大阪工場 大阪工場３号建造ドック建設工事 大阪府 昭和60.07 昭和61.06

87 日立造船㈱大阪工場 大阪工場１号ドック埋立て工事 大阪府 平成01.07 平成01.11

88 尾道造船㈱ №５ドック頭部延長工事 広島県 平成01.12 平成02.07

89 尾道造船㈱ №３ドック埋立他工事 広島県 平成02.08 平成02.12

90 日立造船㈱有明工場(有明設備) ２号ドック中間ゲ－ト戸当たり増設工事 熊本県 平成03.02 平成03.05

91 日立造船㈱有明工場(有明設備) ２号ドック延長工事 熊本県 平成03.06 平成04.12

92 宮城県 広帆103号平成5年度ｻﾝﾌｧﾝﾊﾞｳﾃｨｽﾀ号係留施設1期工事 宮城県 平成05.08 平成06.03

93 宮城県 広帆107号平成6年度ｻﾝﾌｧﾝﾊﾞｳﾃｨｽﾀ号係留施設2期工事 宮城県 平成06.03 平成07.03

94 幸陽船渠㈱　 ５号ドック壁ライニング工事 広島県 平成04.10 平成05.03

95 村上秀造船㈱ ドック新設工事 愛媛県 3,000 GT 平成06.08 平成07.05

96 三和ドック㈱ １号ドック拡幅工事 広島県 平成08.11 平成09.02

97 三和ドック㈱ ５号ドック改修工事 広島県 平成09.11 平成10.01

98 今治造船㈱　西条工場 船渠・岸壁・クレーン基礎建設工事 愛媛県 500,000 DW 平成10.07 平成11.12

99 岩城造船㈱ 船渠拡幅工事 愛媛県 53,000 DW 平成13.06 平成14.02

100 伯方造船（株） １号修繕ドック底盤盤下改修工事 越智郡伯方町 平成15.10 平成18.3

101 今治造船（株) 第一ドック、第二ドック電気室設置工事 愛媛県丸亀市 平成16.2 平成16.3

102 今治造船（株) 丸亀工場１ドッグポンプ室補修工事 愛媛県丸亀市 平成16.2 平成16.3

103 株式会社山西造船鉄工所 ８０００ＧＴ修繕ドック頭部延長工事 宮城県石巻市 平成15.6 平成15.12

104 今治造船（株) 丸亀工場２号ドック渠口補修工事 愛媛県丸亀市 平成16.6 平成16.7

105 今治造船（株) １号ドック渠口補修工事 愛媛県丸亀市 平成16.5 平成16.5

106 ユニバーサル造船株式会社 2号ドックガンドリークレーンレール延長工事 熊本県長洲町 平成18.8 平成19.2

107 幸陽船渠株式会社 第１号修繕ドック埋立工事 広島県三原市 平成19.5 平成19.8

108 佐文工業株式会社 讃岐造船２号ドック延長他工事 香川県三豊市詫間 平成19.3 平成19.10

109 岩城造船株式会社 ドック左舷ガイドレール補修工事 愛媛県上島町岩城島 平成19.9 平成19.10

110 株式会社ハシゾウ ドック左舷クレーン基礎その他工事 愛媛県今治市大島 平成19.12 平成20.3

111 株式会社讃岐造船鉄工所 ２号ドック底盤補強工事 香川県三豊市 平成20.6 平成20.8

112 常石造船㈱ THI新第2工場ドック建設工事施工管理業務 ﾌｨﾘﾋﾟﾝｾﾌﾞ島 平成19.8 平成21.6

113 今治市、伯方造船株式会社 伯方地区造船振興造成工事 愛媛県今治市 平成21.3 平成21.11

114 ユニバーサル造船株式会社 1号ドック1200GC用ﾚｰﾙ延長工事 熊本県長洲町 平成23.6 平成23.9


