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■所在地

本社 〒952-0603 新潟県佐渡市小木木野浦１７６番地３

代表 TEL 0259-86-3181 FAX 0259-86-3183

土木 TEL 0259-86-3182 FAX 0259-86-3184

建築 TEL 0259-86-2526 FAX 0259-86-3184

●主要営業品目

土木・港湾・建築

●交通機関

佐渡汽船両津港から、県道６５号線⇒国道３５０号線を車で約６０分

または、佐渡汽船小木港から、車で約２分

地図はこちら⇒
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◆金井支店

昭和３４年、同地域より要請をうけ開設。トップランナーとして、常に地元業者の先導的役割を担
ってまいりました。

河川改修をはじめ、ダム、橋梁、道路改修、下水道等の土木工事と、舗装を手がけ、確かな技
術と豊富な実績で、地域の皆様の大きな信頼をいただいております。

■所在地 〒952-1212 新潟県佐渡市泉甲２８９番地１

TEL 0259-63-3178 FAX 0259-63-3179

●主要営業品目 土木・舗装

●交通機関 佐渡汽船両津港から、国道３５０号線を車で約３０分

地図はこちら⇒
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◆新潟支店

昭和２８年、新潟舗道（株）の業務一切を引継ぎ出張所を開設。
舗装では、県内屈指の伝統を誇ります。港湾では、環日本海時代のゲートウェイとなる新潟西

港・東港といった重要港湾を手がけております。
多様化する要望に応え、地域社会に貢献するため、今後も一層、技術と施工の研鑚に励んでま

いります。

■所在地

①新潟支店 〒951-8068 新潟県新潟市中央区上大川前通十一番町１８９５番地

TEL 025-228-9233 FAX 025-228-9194

②豊栄営業所 〒950-3304 新潟県新潟市北区木崎３４１６番地１

TEL 025-387-4710 FAX 025-387-5740

③吉田営業所 〒959-0261 新潟県燕市吉田鴻巣２１７番地

TEL 0256-92-5425 FAX 0256-92-4092

●主要営業品目 舗装・港湾

●交通機関

①ＪＲ新潟駅からタクシーで約１５分

または新潟交通バス（路線：新潟駅前～昭和大橋～湊町～入船営業所 線）

「新潟駅」発⇒「上大川前通十番町」下車（約２０～３０分乗車）、徒歩で２分

②ＪＲ白新線・豊栄駅からタクシーで約１０分

③ＪＲ越後線・北吉田駅から徒歩で約１５分

①地図はこちら⇒ ②地図はこちら⇒ ③地図はこちら⇒
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代表取締役挨拶

我が国は、人口減少・少子高齢化、経済のグローバル化が進展する中での東アジア地域の急成
長といった社会・経済構造の変化に直面しており、こうした状況の下で、地域の将来のあり方へ
の関心も高まってきております。
このような時代の大きなうねりの中、当社は、『日々新たに』を社是として、『刻々と変化す

る社内外の環境諸条件に、迅速かつ的確に適応できる強靱な企業体質を構築し、地域住民の生活
と産業活動の基盤となる建設生産物を安定的に供給することを通じて、社の永続的発展と社員の
幸福の増進を図るとともに、産業と文化と自然が融和した人間重視の地域社会づくりに貢献す
る』ことを目指しております。
明治の創業以来、幾多の試練をへて長い伝統の中で培われた技術力と、風光明媚な自然の中で

育まれた感性、チームワークの良さを活かし、マスタープランに沿って、歩一歩着実に前進して
まいります。
同時に、チャンスがあれば新しい分野にもスピーディに挑戦できるよう、社内の各部門が従来

からの方策や業務の運用方式にこだわらず、しなやかな感性を活かした新しい発想と視野から叡
智を出し合い、そのアイデアを、敏捷に、ダイナミックに実行に移せるシステムを、常に保持し
ていくよう努めてまいります。
あるいは、精神的充実を望む昨今の生活意識の変化を踏まえ、社員の夢や働きがいをより大切

にするため、能力開発、事業化・業務改善提案制度、人と機械設備の調和、福利厚生、表彰制度
など、人間の精神的側面を運営のベースとしてさらに重視してまいります。また、そのことはと
りもなおさず、企業の活力を高め、社員とその家族の幸せと繁栄にもつながると考えておりま
す。
私たちは、建設業が地域経済を牽引する基幹産業の一つであり、当社の発展がすなわち地域活

性化の一助にもなるとの信念を持って、より充実した明日を迎えるため、一人ひとりが使命に燃
え、ともに手を携え、総力を挙げて邁進してまいります。

代表取締役 中野 大
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土 木

明治の創業以来、当社の最も歴史ある部門として、河川改修、ダム、橋梁、道路、農地整備、
下水道、造園等、住民と一体となった地域開発に努めてまいりました。
地方の発展には、様々な課題が存在しますが、治山・治水対策が行われ、安全な生活・産業

基盤が造られると同時に、安定した水供給が約束されることが、前提条件となります。
当社は、今後も、これらの整備をはじめ。地域の皆様の生活をよりよくするための土木工事に

積極的に参加してまいります。

長者ケ橋（橋台、橋脚、歩道石貼、舗装工事）

●施工地：佐渡市深浦

佐渡市道船下し線

●施工地：佐渡市小木町

国仲バイパス新藤津川橋梁下部工工事

●施工地：佐渡市中興・泉

九輪坊砂防ダム（新保川）工事

●施工地：佐渡市金井新保

ふるさとの森総合整備工事
（干伐材を利用した砂防ダム）

●施工地：佐渡市小木

農業用国仲排水路

●施工地：佐渡市長木

ほ場整備区画整理工事

●施工地：佐渡市江積

急傾斜地工事

●施工地：佐渡市小木町

初盛砂防ダム（新保川）工事 藤津川改修工事



●施工地：佐渡市金井新保 ●施工地：佐渡市泉

金井運動公園全景

●施工地：佐渡市金井新保

新保川改修工事

●施工地：佐渡市千種・金井新保

落合橋橋梁工事

●施工地：佐渡市金丸・八幡

↑ページトップへ
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港 湾 ・ 漁 港

当社の事業の中核をなす部門です。
環日本海時代のゲートウェイとなる新潟西港・東港、佐渡の小木漁港といった重要港湾の整

備、あるいは佐渡の小木漁港の修築事業など、「海の“中野”」として、豊富な実績を有しており
ます。

港湾および漁港工事は特殊であり、技術的にも困難な工事が多くあります。このため、施工に
あたっては、高度な技術力と豊富な経験および気象、海象、地震、漁業などの自然条件への配
慮、工事に適した作業船の確保等、総合的な工事施工体制が確立されることが要求されます。

当社は、港づくりのエキスパートとして、今後も地域の振興・発展の核となる未来の港形成のた
め、チャレンジを続けてまいります。

小木みなと公園

●施工地：佐渡市小木町

小木港岸壁工事

●施工地：佐渡市小木町

潜提工事

■施工地は矢島経島という国定公園。自然の景観と共生させたいた

め、潜提工法を採用し、さらに漁船の出入りを考慮して、天端高

マイナス３．５ｍを設け、漁礁機能と海水浄化に配慮している。

■国定公園矢島経島全景

●施工地：佐渡市小木町

小木漁港琴浦地区自然防波堤工

■防波堤に自然の岩を埋め込む

 小木港琴浦地区の防波堤の天端に、自然の岩を埋め込み、内・

 外側には、化粧型枠による石模様を模った。さらに景観に配慮

し、自然石の色仕上げとしている。



■第九管区海上保安本部

海洋情報部 提供

●施工地：佐渡市琴浦

新潟東港 松浜海岸地区離岸堤災害復旧工事

●施工地：新潟市中央区太郎代

新潟東港 新潟空港埋立護岸工事(消波)

●施工地：新潟市中央区太郎代

↑ページトップへ
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道 路 ・ 舗 装

昭和２８年に舗道部創設以来、新潟支店、十日町・金井営業所を次々に開設するなど、着実に
その実績を伸ばしてまいりました。

今日、道路は、各地域において地域活性化のための最も基礎的な社会基盤として位置づけら
れています。

当社は、県内道路整備のパイオニアの１社として、長年にわたって培ってきた技術と経験を礎
に、一層効率的で無駄のない道路整備と、人と自然に優しい道づくりをはじめ、次代の高度なニ
ーズへの的確な対応を図ってまいります。

窪田沢根線舗装工事

●施工地：佐渡市窪田

新潟市東堀通歩道工事

●施工地：新潟市中央区東堀通り

国道２９１号線舗装工事

●施工地：小千谷市横渡

県道見附分水線舗装工事

●施工地：分水町大川津

県道新津茨曽根燕線舗装工事

●施工地：白根市茨曽根

県道五千石巻新潟線舗装工事

●施工地：分水町大武新田

自転車道工事 孫左衛門橋橋面舗装工事



●施工地： 新潟市中央区新崎 ●施工地：川西町

中子大谷内線改良舗装工事

●施工地：津南町

舗装道補修工事

●施工地：十日町市本町

国道350号線 ﾊ ﾞ ｲ ﾊ ﾟ ｽ舗装工事

●施工地：佐渡市中原

↑ページトップへ
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建 築

個人住宅から高層建築に至るまで、誠実施工をモットーに、当社の技術の粋を集めた数々の
実績を残してまいりました。

今後も、高齢者・障害者が円滑に利用できる建築物や、省エネルギー型・環境低負荷型建築
物の整備、あるいは、地方定住を促進するような良好な居住環境の形成等、ますます多様化す
るご要望に、地域に根ざし、きめ細かくお応えしてまいります。

当社の豊富な施工実績は、皆様からの大きな信頼の証です。

佐渡太鼓体験交流館

●施工地：佐渡市小木金田新田

Ｎへリポート

●施工地：佐渡市西三川

小木宿根木郵便局舎

国の重要伝統的建造物群保存地区に建設

町並み保存事業により、屋根は宿根木集落と同じ石置
木羽葺屋根（いしおきこばぶきやね）で、屋根の板は木
羽といい、杉板で出来ています。

●施工地：佐渡市宿根木 

佐渡市小木観光案内所（マリンプラザ小木）

(社)東京都建築士事務所協会
第20回(平成６年度)

建築作品コンクール [最優秀賞] 

●施工地：佐渡市小木町

第四銀行小木キャッシュコーナー

●施工地：佐渡市小木町

佐渡汽船小木ターミナルビル／小木港北埠頭旅客回廊 竹屋寿司店



●施工地：佐渡市小木町

●施工地：佐渡市小木町

佐渡市小木テニスクラブハウス

●施工地：佐渡市小木町

佐渡市役所庁舎（旧 金井町役場）

●施工地：佐渡市千種

↑ページトップへ
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関 連

刻々と変化する降雪、凍結等の気象現象や交通情報を収集し、状況をよく把握して、除雪作業
を安全、迅速、的確に行い、歩行障害、車の走行障害等の交通障害を未然に防止します。

積雪寒冷地における冬季交通の円滑な確保は、地域に住む人々の日常生活や生産活動に欠
かせないものとなっています。

当社の十日町支店は、本事業に鋭意取り組み、昼夜をわかたぬ作業によって、学童・児童の
歩道やバス路線などの交通を確保し、地域の民生安定と輸送確保に大きな貢献を果たしていま
す。

雪寒地域道路事業（除雪）【国・県・市町村道】

■除雪 ｸ ﾞ ﾚ ｰ ﾀ ﾞによる除雪 ■ ﾛ ｰ ﾀ ﾘ ｰ除雪車による拡幅除雪 ■歩道用搭乗型 ﾛ ｰ ﾀ ﾘ ｰ
 除雪車による歩道除雪

↑ページトップへ
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ＥＳＲ工法（新潟県土質改良事業協同組合）

■Ｅcologic On-site Plant System for Ｓoil Ｒestoration Method
 （環境に配慮した原位置プラント方式による土質改良工法）

土質改良工は、バックホウやスタビライザーによる現場混合が従来設計として採用されており
ましたが、室内試験に対して混合率が低下する為、使用する固化材の割増が多く必要であり、
現場での配合管理も、土量に対する添加量の正確な計量等が不可能でありました。

また、自走式土質改良機による土質改良工は、県内で発注される公共事業でも採用されてお
りますが、施工管理・品質管理に明確な基準がありませんでした。

当組合では発足当初より、現場での施工管理に関て施工手順等を文書化し実践してまいりま
したが、より高品質な施工を目指し、組合各社の施工経験から管理手法を確立し『ＥＳＲ工法』と
して『新技術情報提供システム』及び『Made in 新潟 新技術活用制度』に登録させていただきま
した。

ＥＳＲ工法は、改良土の品質管理を目的とした配合設計に基づいて自走式土質改良機により
建設発生土の土質改良を行う技術であり、改良時はもちろん、施工時においても安定した高品
質の改良土を供給することができます。 

ＥＳＲ工法（パンレット） PDFファイル(1,213 KB)

◆工法に関する詳細情報は、 新潟県土質改良事業協同組合のホームページをご覧下さい。

新潟県土質改良事業協同組合

新潟県土質改良事業協同組合は、改良土の品質保証・改良技術を備えた

土質改良のプロ集団として日々研鑽を積み、より質の高い土質改良の

提供に努力をして参ります。

無水堀工法（土砂災害防止技術）

■ロックアンカー・ロックボルト工法における削孔システム

① 地盤中の被圧地下水の把握が可能。
② アンカー設置地盤（定着層）の確実な判断が可能。
③ 超高圧エアーを使用しての削孔方式によりキレイな現場が実現。



④ 先端ダウンザホールハンマの掘削機構により振動・騒音が小さい。
⑤ 超小型電動削孔機使用により足場幅が小さくコスト縮減に寄与。

新潟県無水堀工法協会(パンフレット) PDFファイル(8,783 KB)

無水堀工法(見学会20050707於佐渡) PDFファイル(2,984 KB)

無水堀工法(国土交通省ＨＰより)
公共事業コスト縮減効果の試算「3ﾍﾟｰｼﾞ目」

PDFファイル( 377 KB)

◆工法に関する詳細情報は、LLP無水掘工法設計比較検討支援事務所のホームページをご覧下さい。

イージースラブ橋工法

■孔あけ加工をしたＨ形鋼を並べ、ウエブに横繁鉄筋を貫通させてコンクリートと
 一体化させたＳＲＣ構造の床版橋です。

① 短い現場工期（施工性）
② 簡単な構造（構造性）
③ 支保工が不要（施工性）
④ 容易な施工（施工性）

⑤ ジョイントレス構造（走行性・維持管理）
⑥ 既設鋼桁の再利用（環境負荷低減）
⑦ 低桁高（施工性）
⑧ ミニマムメンテナンス（維持管理）

◆工法に関する詳細情報は、イージースラブ橋協会のホームページをご覧下さい。

アクアメイクシステム（循環排水再利用水洗トイレ）

■循環排水再利用でトイレを水洗化する画期的なシステムです。

① 汚水の放流がないため浄化槽法の規制を受けません。

② 水道、水源は不要です。（手洗用水は除く。）

③ 立地条件に関係なく設営できます。

④ 水道料金がかかりません。

⑤ 維持管理は簡単作業でどなたでも可能。

⑥ 汚水が出ないため下水工事がいりません。

⑦ 環境に合う外装デザインでご提案します。

⑧ 埋設タイプ・地上設置タイプが選べます。

⑨ 住宅、工場、老人ホームにもいろんな分野で設置可能。

 （合併浄化槽タイプ（Tタイプ）もご提案できます。）

⑩ 災害時にも効力発揮します。(電源は発電機など必要。）

※処理水BOD濃度５ppm以下 無色・無臭・大腸 菌群数０ 

アクアメイク(パンフレット) PDFファイル(1,535 KB)

◆製品に関する詳細情報は、 永和国土環境株式会社のホームページをご覧下さい。

スタンプコンクリート

■スタンプコンクリートとはコンクリートがまだ固まる前に、天然石やレンガなどの模様の
ついた『型』を押し付け、表面に模様をつける工法です。

 （無機質・無表情なコンクリート面に様々なテクスチャー模様と彩りを施し短工期、
 低価格でありながら自然石やレンガ等を再現できます。）



スタンプコンクリート（パンフレット） PDFファイル(6,304 KB)

◆製品に関する詳細情報は、 株式会社ハチヤのホームページをご覧下さい。
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（有）甲成建設

■所在地 〒952-0603 新潟県佐渡市小木木野浦１７６番地３ 中野建設工業㈱内

TEL 0259-86-2083 FAX 0259-86-3583

●主要営業品目 土木・舗装

●建設業許可 新潟県知事許可 一般建設業 第３００１３号

（土・建・と・石・鋼・ほ・しゅ・水・管）

●交通機関

佐渡汽船両津港から、県道６５号線⇒国道３５０号線を車で約６０分

または、佐渡汽船小木港から、車で約２分

地図はこちら⇒

（有）新生測量設計

■所在地 〒952-0302 新潟県佐渡市竹田１０４５番地５

TEL 0259-55-2503 FAX 0259-55-2534

●主要営業品目 測量設計

●交通機関 佐渡汽船両津港から、県道６５号線を車で約３０分

地図はこちら⇒
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