
２８年度実績

NO 企業者 注文者 工事名
工事場所

都道府県名
着工年月日
完成年月日

工事内容

1 新潟県 新潟県 平成26年度1級河川柿川床上事業　柿川放水路本体（その6）工事 新潟県 H27.9～H28.7
住宅地　障害物接近　幹線道
路直下

2 宮城県 気仙沼市
気仙沼市公共下水道雨水幹線（本郷・南郷・田中前地区）函渠築造工
事３工区

宮城県 H27.12～H28.10 新設水路　曲線施工R=30

3 宮城県 気仙沼市
気仙沼市公共下水道雨水幹線（本郷・南郷・田中前地区）函渠築造工
事１工区

宮城県 H28.7～H28.11
水路改修　Ⅱ型　曲線施工
R=50

4 山形県 山形市 平成２７年度　雨水管整備工事（落合町　第　２０６工区） 山形県 H28.2～H28.5 NTT横断　ｼｰﾙﾄﾞ機下越し

5 大阪府 藤井寺市 平成27.28年度 第20工区工事 大阪府 H27.10～H28.04 水路改修　曲線施工R=30

6 三重県 南伊勢市
平成２７年度社会資本整備総合交付金事業その他町道大坪第１本線
道路改良工事

三重県 H28.02～H28.04 水路改修

7 大阪府 茨木市 市道総寺駅前線道路改良工事 大阪府 H28.03～H28.04 水路改修

8 新潟県 長岡市 平成28年度1級河川柿川床上事業　柿川放水路本体（その8）工事 新潟県 H28.07～H29.01
住宅地　障害物接近　幹線道
路直下

9 香川県 高松市 香西第一雨水幹線工事(2工区） 香川県 H28.08～H29.01 既設道路下に雨水管地築造

10 和歌山県 和歌山市 有効第一雨水幹線工事その５ 和歌山県 H28.08～H29.03 既設水路をBoxCへ敷設替え

11 岩手県 北上市 和賀中央農業水利事業中央幹線放水路(その３）工事 岩手県 H28.09～H29.01 県道覆工後横断

12 山形県 山形市 雨水官整備工事(落合町第212工区） 山形県 H28.08～H28.12 既設道路下に雨水管地築造

13 静岡県 富士宮市 平成28年度富士宮市公共下水道事業弓沢川4号幹線右岸改修工事 静岡県 H29.01～H29.03 住宅地

14 山形県 山形市 雨水官整備工事(落合町第217工区） 山形県 H28.12～H29.03 既設道路下に雨水管地築造

15 岩手県 盛岡市 平成28年度鴨助堰排水区函渠設置工事 岩手県 H29.01～H29.03 水路改修　曲線施工R=30

２９年度実績

NO 企業者 注文者 工事名
工事場所

都道府県名
着工年月日
完成年月日

工事内容

1 南伊勢町 ㈱谷口建設 社会資本整備交付金事業その他町道大坪第一本道路改良工事 三重県 H29.05～H29.07 住宅地(中山間部）

2 山形市 奏昌建設㈱ 雨水管整備工事(落合町第205　工区） 山形県 H29.08～H30.02 既設道路下に雨水管地築造

3 高砂市 山下建設㈱ 間の川雨水幹線工事(第2工区) 兵庫県 H29.07～H30.03 住宅地

4 盛岡市上下水道局 ㈱司組 平成29年度鴨助堰排水路区函渠設置工事 岩手県 H29.10～H30.03 住宅地

5 一宮市 高田建設㈱ 平成29年度緊急農地防災事業（野府地区)排水路工事 愛知県 H29.10～H30.03 住宅地

6 和歌山市 ㈱合同興業 平成29年度有功第１雨水幹線工事（その６） 和歌山県 H29.11～H30.03 住宅地　　Ⅲ型施工　橋の下

7 盛岡市上下水道局 ㈱高光建設 南川第三排水区函渠設置その１・その2工事 岩手県 H29.12～H30.03 住宅地

３０年度実績

NO 企業者 注文者 工事名
工事場所

都道府県名
着工年月日
完成年月日

工事内容

1 長野県 庫昌土建㈱
平成29年度社会資本整備総合交付金事業」公共下水道函渠敷設工
事　国道20号

長野県 H30.05～H30.07 国道沿い、水路改修

2 石巻市 ㈱森本組 災復3809-3号　釜1号幹線災害復旧工事 宮城県 H30.09～H31.03 水路新設

3 山形県 伊豆田建設（株） 雨水管整備工事(落合町第212　工区） 山形県 H30.10～H31.03 水路新設

4 多度津市 ㈱村上組 平成29年度堀江第3号雨水幹線函渠築造工事 香川県　 H30.10～H31.03 既設水路をBoxCへ敷設替え

5 一宮市 平野建設（株） 治水第21号緊急農地防災事業(野府地区)排水路工事 愛知県 H30.12～H31.03 住宅地

令和元年度実績

NO 企業者 注文者 工事名
工事場所

都道府県名
着工年月日
完成年月日

工事内容

1 茨城県 佐々木建設（株） 下水道函渠（開削）工事（D街区２工区） 茨城県 令和１.05～令和1.09 水路新設

2 茨城県 佐々木建設（株） 下水道函渠（開削）工事（D街区３工区） 茨城県 令和１.10～令和2.3 水路新設

3 下諏訪町 庫昌土建㈱
平成３０年度　社会資本整備総合交付金事業　公共下水道雨水渠布
設工事国道20号

長野県 令和2.01～令和2.03 OsⅢ型　路下施工　水路新設

4 多度津市 ㈱村上組 令和元年度　堀江第3号雨水幹線函渠築造工事 香川県 令和１.11～令和1.12 既設水路をBoxCへ敷設替え

5 (近江鉄道) 甲賀市 西武建設(株) (水口)中央雨水幹線函渠整備工事 滋賀県 令和１.12～令和2.02
既設水路をBoxCへ敷設替え
線路近接・門型ｸﾚｰﾝ使用

6 一宮市 平野建設㈱ 治水第58号　緊急農地防災事業(野府地区)排水路工事 愛知県 令和2.02～令和2.03 住宅地・水田

7 和歌山市 第五工業㈱ 有効第一雨水幹線工事その８ 和歌山県 令和2.03～令和2.04 住宅地　　Ⅲ型施工　橋の下

8 牛久市 常磐建設㈱ １社総交公下１－４号下町第二雨水幹線工事 茨城県 令和2.01～令和2.04
既設管渠の敷設替え・毎日覆
工道路解放

令和2年年度実績

NO 企業者 注文者 工事名
工事場所

都道府県名
着工年月日
完成年月日

工事内容

1 糸満市 南成建設㈱ 白川１号幹線整備工事 沖縄県 H27.9～H28.7 水路新設

2 岡谷市 庫昌土建㈱ 令和元年度国補事業連携補助河川工事 長野県 H27.12～H28.10
既設河川改修CBOXに敷設
替え

3 津市 藪建設㈱ 町屋第2雨水幹線築造工事 三重県 H28.7～H28.11
既設河川改修CBOXに敷設
替え

4 春日井市 戸田建設㈱
新農尾(二期)農地防災事業新木津川水路春日井高山工区(その1)改
修工事

愛知県 2020.11～2021.１ 水路改修　U-6.7＊3.75ｍ

5 春日井市 戸田建設㈱
新農尾(二期)農地防災事業新木津川水路春日井高山工区(その1)改
修工事

愛知県 2020.11～2021.2 水路改修　U-4.5＊3.75ｍ

6 春日井市 ㈱猪野組 公共下水道松河戸雨水幹線1号幹線築造工事 愛知県 2019.11～2020.10 水路新設□ｰ1.7～1.5m

7 春日井市 ㈱猪野組 公共下水道松河戸雨水幹線1号幹線築造工事 愛知県 2020.1～2021.１ 水路新設□ｰ1.7～1.5m

8 気仙沼市 東鉄工業㈱ 南気仙沼雨水幹線 宮城県 2020.11～2021.3 水路改修

オープンシールド工法


