
工事名 施工年月 所在地 工法 発注者

河南地区水路補修その2工事 R4.4 和歌山県
クラック、伸縮目地補修
工

和歌山市

令和3年度第1号安曇川左岸2期地区
幹線用水路整備第4工事

R4.3 滋賀県
表面被覆、パネル、ク
ラック補修、断面修復工

滋賀県

小田井水路（別所工区）改修工事 R4.3 和歌山県 表面被覆、目地補修工 小田井土地改良区
芹川地区右岸幹線水路整備補修工事 R4.3 滋賀県 水路橋補修工 芹川土地改良区

河南地区水路補修その1工事 R4.2 和歌山県
表面被覆、クラック、伸
縮目地補修工

和歌山市

R3阿耕 国附 那賀川平島用水路18工
事

R4.2 徳島県
表面被覆、クラック、伸
縮目地補修工

徳島県

西部幹線用水路第8～10工区水路ト
ンネル他改修工事

R4.1 香川県
表面被覆、クラック、伸
縮目地補修工

中国四国農政局

西部幹線用水路第6,7工区水路トンネ
ル他改修工事

R4.1 香川県
表面被覆、クラック、伸
縮目地補修工

中国四国農政局

五之里第3号支線用水路改修工事 R3.12 滋賀県 表面被覆工 野洲土地改良区
西部幹線用水路第5工区白谷サイホ
ン他改修工事

R3.11 香川県
表面被覆、クラック、伸
縮目地補修工

中国四国農政局

住吉橋補修工事 R3.10 兵庫県 柱脚パネル設置工 神戸市
JR京都駅(2.5#)ホーム柵整備 R3.9 京都府 ダクタル修正工 JR

大崎水産防火水槽漏水補修工事 R3.8 広島県
ハイパーシンプルシート
設置工

大崎水産

防火水槽補修工事(京丹波豊田地区) R3.7 京都府
ハイパーシンプルシート
設置工

京丹波町

稲越橋補修工事(飛騨市河合町) R3.7 岐阜県 MMA薄層舗装工 吉川土木事務所
国営西部幹線水路目地補修工事 R3.5 奈良県 伸縮目地補修工 大和平野土地改良区
私部4丁目宅地造成工事 R3.4 大阪府 表面被覆(粗度改良)工 岩熊土木工業
新東条川Ⅱ期地区草加野万勝寺線そ
の1

R3.4 兵庫県 パネル設置工 加古川流域土地改良事務所

令和2年度釜無川国営施設機能保全
事業徳島頭首工

R3.3 山梨県
クラック補修、断面修復
工

関東農政局

芹川承水路地区承水路第3工事 R3.2 滋賀県
パネル、クラック補修、
断面修復工

滋賀県

赤穂3期地区赤穂用水路(その4)工事 R3.1 兵庫県
表面被覆、クラック、伸
縮目地補修工

兵庫県

鳴門衛生センターし尿予備貯留槽修
繕

R3.1 徳島県 断面修復工 徳島県

船上浄化センター反応タンク施設土
木工事(その2)

R2.12 兵庫県 構造躯体深層注入 明石市

那賀川平島用水路14工事 R2.12 徳島県
表面被覆、クラック、伸
縮目地補修工

徳島県



鳴門衛生センター浄化槽汚泥予備貯
留槽修繕

R2.12 徳島県 断面修復工 徳島県

芹川地区ダム堤体改修工事 R2.12 滋賀県 底樋表面被覆工 滋賀県
野洲川沿岸上流2期地区土山導水路
第４工事

R2.11 滋賀県
表面被覆、クラック、伸
縮目地補修工

滋賀県

東部幹線用水路14,15工区管水路改
修工事に伴う補修工

R2.11 香川県 注入止水工 中国四国農政局

西部幹線水路第6工区一の谷サイホ
ン等改修工事

R2.10 香川県
表面被覆、クラック、伸
縮目地補修工

中国四国農政局

(仮称）デンカ株式会社青海工場 R2.9 長野県 導水路パネル設置工 デンカ株式会社
西宮 ライフ東埜外壁補修工事 R2.8 兵庫県 外壁修繕工事 生優防水
Fプロ)BOP工事ガントリークレーン
据付工事

R2.7 兵庫県 メタルグラウト打設工 (株)神戸製鋼所

芦屋下水処理場最終沈殿池スラブ補
修工事

R2.6 兵庫県 断面修復工 芦屋市

福田金属箔粉工業CE防蝕工事 R2.5 京都府 耐硫酸VEライニング 福田金属箔粉工業(株)
愛川、寒川地区防火水槽修繕 R2.4 和歌山県 水槽内面漏水等補修 日高川町
令和元年度 島泉西部排水区下水道工
事（第601工区)

R2.4 大阪府 パネル設置工 羽曳野市

芹川沿岸地区右岸幹線水路整備補修
工事

R2.3 滋賀県
表面被覆、クラック、伸
縮目地補修工

芹川土地改良区

寺戸町八反田地区用水路改修工事 R2.3 京都府 HSPU目地補修 向日市

芹川承水路地区承水路第2工事 R2.2 滋賀県
表面被覆、パネル、ク
ラック補修、断面修復工

滋賀県

東部幹線用水路第9工区3号暗渠他改
修工事

R2.1 香川県
表面被覆、クラック、伸
縮目地補修工

中国四国農政局

R1阿耕 国附 那賀川平島用水路10
工事

R1.11 徳島県
表面被覆、クラック、伸
縮目地補修工

徳島県

東部幹線用水路第８工区公渕トンネ
ル他改修工事

R1.11 香川県
表面被覆、クラック、伸
縮目地補修工

中国四国農政局

堺市白鷺町Ⅰ・Ⅱ宅地造成工事 R1.11 大阪府
ボックスカルバート表面
被覆工

フジ住宅

東部幹線用水路第９工区３号暗渠他
改修工事

R1.11 香川県
表面被覆、クラック、伸
縮目地補修工

中国四国農政局

河川維持補修（その1）工事（普通
河川鴫谷川他）

R1.10 京都府
表面被覆、クラック、伸
縮目地補修工

京都市

新田1号幹線水路改修工事 R1.10 香川県
表面被覆、クラック、伸
縮目地補修工

高松市香西土地改良区

令和元年第167号防火水槽止水工事 R1.9 滋賀県
ハイパーシンプルシート
設置工

米原市

村田製作所野洲事業所W３棟新築工
事

R1.8 滋賀県 耐硫酸VEライニング (株)村田製作所



善通寺市役所敷地内水路改修工事 R1.6 香川県
表面被覆、クラック、伸
縮目地補修工

善通寺市

普通河川維持補修工事(普通河川鴫谷
川他)

R1.5 京都府
表面被覆、クラック、伸
縮目地補修工

京都市

高松自動車道 鳴門舗装工事(徳島イ
ンターチェンジ)

H31.4 徳島県
断面修復、クラック補修
工

西日本高速道路株式会社 四
国支社

橋梁補修工事橋梁修繕工事合併工事
主要地方道一宮蟹江線(西之森跨線
橋)上り

H31.4 愛知県
伸縮装置MMA薄層舗装
工

愛知県

吉野川下流域農地防災事業 北部幹線
水路（桧工区） 管理用道路その2工
事

H31.4 徳島県
伸縮目地補修工(セルフ
シーリング)

中国四国農政局

野洲川沿岸上流2期地区 土山導水
路第2工事

H31.4 滋賀県
表面被覆、パネル、ク
ラック補修、断面修復、
伸縮目地補修工

滋賀県

芹川承水路地区承水路第１工事 H31.3 滋賀県
勾配修正グラウト、パネ
ル、クラック補修、断面
修復工

滋賀県

日野川地区蔵王ダム放水路工他改修
工事

H31.2 滋賀県
パネル、クラック補修、
断面修復工

近畿農政局

東部幹線用水路第７工区岩破サイホ
ン他改修工事

H31.2 香川県
表面被覆、クラック、伸
縮目地補修工

中国四国農政局

吉野川下流域農地防災事業 北部幹
線水路整備

H31.1 徳島県
伸縮目地補修工(セルフ
シーリング)

中国四国農政局

大原流域地区野台幹線・油日用水路
工事

H31.1 滋賀県
表面被覆、クラック補
修、断面修復工

滋賀県

別所支線水路 H30.12 兵庫県
表面被覆、クラック、伸
縮目地補修工

東播用水土地改良区

東部幹線水路第5工区通谷サイホン
他改修工事

H30.12 香川県
表面被覆、クラック、伸
縮目地補修工

中国四国農政局

吉野川下流域農地防災事業北部幹線
水路（矢武工区）整備工事

H30.12 徳島県
伸縮目地補修工(セルフ
シーリング)

中国四国農政局

たつの地区 浦上水路補修（その
６）工事

H30.11 兵庫県
表面被覆、クラック、伸
縮目地補修工

光土地改良センター

新東条川地区皿干社線水路工事（そ
の6工事）

H30.11 兵庫県
クラック、伸縮目地補修
工

加古川流域土地改良事務所

今福下水処理場外１か所沈澱池 汚泥
送泥ポンプ設備工事

H30.11 大阪府 断面修復工 大阪市建設局

河川維持補修(その1)工事(普通河川
鴨谷川他)

H30.10 京都府
表面被覆、クラック、伸
縮目地補修工

京都市

SCREEN彦根事業所新棟計画BOXカ
ルバート工事

H30.10 滋賀県 目地補修工 (株)SCREEN



吉野川下流流域農地防災事業幹線水
路整備その2

H30.8 徳島県
伸縮目地補修工(セルフ
シーリング)

中国四国農政局

泉佐野市田尻町清掃施設組合第一事
業所消化槽防食工事

H30.7 大阪府
断面修復、EPライニン
グ

泉佐野市田尻町

橋梁補修工事橋梁修繕工事合併工事
主要地方道一宮蟹江線(西之森跨線
橋)下り

H30.6 愛知県
伸縮装置MMA薄層舗装
工

愛知県

神戸新交通ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ線走行路伸縮
装置補修工事(P572)

H30.6 兵庫県 接着剤注入固定工 神戸新交通(株)

今池水みらいセンター汚泥処理施設
防食工事(H29-1)

H30.6 大阪府 断面修復工 大阪府

平成29年度 小栓川雨水幹線改修工
事

H30.5 兵庫県 表面被覆 京丹後市

H19南部・第十幹線水路その1工事 H30.5 徳島県 注入止水工 中国四国農政局
福田金属箔粉工業CE防食工事 H30.5 京都府 耐硫酸VEライニング 福田金属箔粉工業(株)

庄ふるさと保全実行組合目地補修 H30.3 滋賀県
ハイパーシンプルシート
目地補修工

庄ふるさと保全実行組合

市道上野庁舎前道路改良その2工事 H30.3 和歌山県 パネル設置工 紀の川市
東部幹線水路第7工区杣尾ﾄﾝﾈﾙ改修
工事

H30.3 香川県
断面修復、クラック補修
工

中国四国農政局

東部幹線用水路香東川サイフォン改
修工事

H30.3 香川県
表面被覆、クラック、伸
縮目地補修工

中国四国農政局

旧岩岡支線水路田井地区整備工事 H30.3 兵庫県
表面被覆、クラック、伸
縮目地補修工

東播用水土地改良区

平成29年度 那賀川（二期）農地防
災事業 平島幹線水路補修（その
1）工事

H30.3 徳島県
表面被覆、クラック、伸
縮目地補修工

中国四国農政局

カルビー京都工場FGR棟工事 H30.3 京都府
屋外中継槽VEライニン
グ

カルビー(株)

那賀川（二期）農地防災事業 今津
幹線水路補修（その1）工事

H30.3 徳島県
断面修復、表面被覆、ク
ラック、伸縮目地補修工

中国四国農政局

平成29年 第1号 野洲川沿岸上流2
期地区 土山導水路第1工事

H30.2 滋賀県
断面修復、表面被覆、ク
ラック、伸縮目地補修工

滋賀県

東部幹線用水路第７工区上井ｻｲﾎﾝ他
改修工事

H30.1 香川県
断面修復、表面被覆、ク
ラック、伸縮目地補修工

中国四国農政局

東部幹線水路第9工区田中開水路他
改修工事

H30.1 香川県
断面修復、表面被覆、ク
ラック、伸縮目地補修工

中国四国農政局

吉野川下流域農地防災事業北部幹線
水路(矢武工区)整備工事

H29.12 徳島県
伸縮目地補修工(セルフ
シーリング)

中国四国農政局

岩根東口地先用水路改修工事 H29.11 滋賀県
断面修復、表面被覆、ク
ラック、伸縮目地補修工

水利組合



大和平野高田管内県営水路等整備工
事

H29.11 奈良県 断面修復工 近畿農政局

平野下水処理場汚泥濃縮前処理外設
備工事

H29.11 大阪府
断面修復、EPライニン
グ

大阪市建設局

今福下水処理場送泥前処理設備工事 H29.10 大阪府
断面修復、EPライニン
グ

大阪市建設局

国道173号府民公募型整備工事 H29.9 京都府 保護防水材塗布工 京都府南丹土木事務所
山崎製パン(株)神戸工場 旋回噴流
式オゾン排水処理施設

H29.9 兵庫県 VEライニング 山崎製パン(株)

中央浄化センターNo.2消化槽防蝕工
事

H29.7 徳島県 断面修復工 徳島市

日本たばこ産業(株)(仮称)医療総合
研究所研究棟Ⅴ新築工事

H29.7 大阪府 BOX目地補修工 日本たばこ産業(株)

北部幹線水路5工事漏水補修 H29.6 徳島県
伸縮目地補修工(セルフ
シーリング)

中国四国農政局

吉野川下流域農地防災事業幹線水路
整備その1－1工事

H29.6 徳島県
伸縮目地補修工(セルフ
シーリング)

中国四国農政局

八川線1号、6号分水工漏水補修工事 H29.5 奈良県 注入止水、表面被覆工 奈良県
田野水路改修工事 H29.3 兵庫県 目地補修工 姫路土地改良事務所
寺戸町東御泥地区他用水路改修工事 H29.3 京都府 表面被覆、目地補修工 向日市
山東本巣他道路維持修繕工事 H29.2 滋賀県 表面被覆工 姉川沿岸土地改良区
平成28年度香川用水二期農業水利事
業 東部幹線用水路川部第1開水路
他改修工事

H29.2 香川県
表面被覆、クラック、伸
縮目地補修工

中国四国農政局

香川用水路土器川沿岸農業水利事業
金倉幹線水路改修(その6)工事

H29.1 香川県
表面被覆、クラック、伸
縮目地補修工

中国四国農政局

篠山環境衛生センター 汚泥処理設
備工事

H28.10 兵庫県
断面修復、EPライニン
グ

丹波篠山市

金光みかげ会 駐車場・境界壁等整
備工事

H28.9 和歌山県 表面被覆工 金光みかげ会

金剛ポンプ場水槽漏水補修工事 H28.5 奈良県
表面被覆、クラック、目
地補修工

大和平野土地改良区

普通河川若狭川(尺八池)改修工事 H28.3 京都府
止水、断面修復、表面被
覆工

京都市建設局

平成27年度第1号 野洲川沿岸2期地
区大野幹線用水路第1工事

H28.3 滋賀県
表面被覆、クラック、目
地補修工

滋賀県

津田雨水幹線改修工事 H28.3 兵庫県 表面被覆工 洲本市
那賀川(二期)農地防災事業南岸幹線
水路(上大野工区)整備工事

H28.2 徳島県
伸縮目地補修工(セルフ
シーリング)

中国四国農政局

香川用水路土器川沿岸農業水利事業
金倉幹線水路改修(その５)工事

H28.2 香川県
パネル設置、表面被覆、
クラック、伸縮目地補修
工

中国四国農政局



香川用水路土器川沿岸農業水利事業
飯野幹線水路(上流)改修(その2)工事

H28.1 香川県
パネル設置、表面被覆、
クラック、伸縮目地補修
工

中国四国農政局

四条畷市立環境センター大規模改修
工事

H27.11 大阪府
断面修復、EPライニン
グ

四條畷市

水路補修工事(東洋アルミニウム) H27.11 奈良県 表面被覆工 東洋アルミニウム(株)
日本たばこ産業(株)関西工場排水処
理装置改設その他工事

H27.10 京都府 EPライニング 日本たばこ産業(株)

JFE西宮工場廃酸処理建屋補修工事 H27.8 兵庫県
断面修復、クラック、柱
脚アラミド繊維補強工

JFE西宮工場

農業大学校6次産業化研修拠点整備
事業雨水調整施設工事

H27.7 奈良県 製品据付 奈良県

大和紀伊平野農業水利事業大和平野
県営佐保川工区第2号幹線分水施設
他改修工事

H27.6 奈良県 断面修復工 近畿農政局

京北中部簡易水道再整備(その11)工
事

H27.6 京都府
断面修復、EPライニン
グ

京都市

三谷伸銅防蝕工事 H27.5 京都府 耐硫酸VEライニング 三谷伸銅(株)
小泉ポンプ場水路壁修復工事 H27.3 和歌山県 断面修復、炭素繊維補強 田辺市
平成26年度生産緑地事業水路補修工
事

H27.3 京都府
表面被覆、クラック、目
地補修工

洛西土地改良区

紀伊平野六箇井支線中島水路その２
改修工事

H27.3 和歌山県
表面被覆、クラック、目
地補修工

紀伊平野建設所

平成26年度府営農地防災事業巨椋池
2期地区排水路工事

H27.3 京都府 表面被覆工 山城土地改良事務所

香川用水路土器川沿岸農業水利事業
吉野幹線水路改修(その4)工事

H27.2 香川県
断面修復、表面被覆、ク
ラック、パネル設置、伸
縮目地補修工

中国四国農政局

平成26年度適正化事業甲賀市水口町
植地区柏木支線用水路工事

H26.12 滋賀県
表面被覆、クラック、目
地補修工

滋賀県

平成26年度 第1号 野洲川沿岸地
区水柏幹線用水路第14工事

H26.12 滋賀県
表面被覆工(カーボング
リッド吹付)

滋賀県

社会医療法人同仁会 耳原総合病院
新築工事

H26.12 大阪府
処理槽EPモルタルライ
ニング

社会医療法人同仁会

市場地区用水路改修その3工事 H26.12 滋賀県
表面被覆、クラック、目
地補修工

米原市

安曇川右岸2地区幹線用水路第１工
事

H26.11 滋賀県
表面被覆、クラック、目
地補修工

滋賀県

葛山発電所 水槽巻上機ｽﾗﾌﾞ修繕工
事

H26.11 岐阜県 断面修復工 富山共同自家発電(株)

塩治町ラピタみなみ店北付近バタフ
ライ弁室外嵩上・補強工事

H26.10 島根県 炭素繊維補強工 出雲市



福田金属箔粉工業CE防蝕工事 H26.8 京都府 耐硫酸VEライニング 福田金属箔粉工業(株)
大原薬品工業神工場排水処理槽防水
更新工事

H26.8 滋賀県 耐硫酸VEライニング 大原薬品工業(株)

村田製作所八日市事業所W棟新築工
事

H26.6 滋賀県 耐硫酸VEライニング (株)村田製作所

ｻﾝﾄﾘｰﾜｰﾙﾄﾞﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ(SWR)建設工事 H26.8 京都府 耐硫酸VEライニング
サントリーホールディング
ス

宮津湾流域下水道幹線管渠工事（宮
津幹線耐震補強)

H26.7 京都府 人孔内パネル設置工 京都府流域下水道事務所

名神高速道路大津SA(下り線)改修工
事(3分割ポータルカルバート)

H26.6 滋賀県 剥落防止工 西日本高速道路株式会社

紀伊平野山田ダム水路(右岸)その10
改修工事

H26.4 和歌山県 表面被覆工 近畿農政局

香川用水土器川沿岸水利事業
飯野幹線水路(上流)改修工事

H26.3 香川県
断面修復、表面被覆、ク
ラック、パネル設置、伸
縮目地補修工

中国四国農政局

香川用水土器川沿岸水利事業 飯野
幹線水路(下流)改修工事(その3-2)

H26.3 香川県
断面修復、表面被覆、ク
ラック、パネル設置、伸
縮目地補修工

中国四国農政局

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ線走行路伸縮装置補修工
事(P557,P558)

H26.3 兵庫県 MMA薄層舗装工 神戸新交通(株)

香川用水土器川沿岸水利事業
天川導水路改修(その３)工事

H26.2 香川県
断面修復、表面被覆、ク
ラック、伸縮目地補修工

中国四国農政局

平成25年度第2号 大原地区佐治北
用水路第3工事

H26.2 滋賀県 表面被覆工 滋賀県


