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【関西地区】

No. 現場所在地 敷設場所 台　数 期　間

1 神戸市建設局 ㈱溝尾
三宮南地区高潮対策西工区　土木工事（そ
の3） 兵庫県神戸市 国道2号線 12 H19.1月～

2 神戸市建設局 村上建設㈱ 宇治川ポンプ場流出管改良工事 兵庫県神戸市 国道2号線 6 H19.3月～

3 箕面市道路課 大央建設㈱
都市計画道路止々呂美東西線道路改良工事
その4 大阪府箕面市 国道423号線 12 H19.4月～

4 高槻市水道局 宮本建設㈱ 分岐改良工事（冠分岐・高槻市） 大阪府高槻市 高槻市道 4 H19.6月～

5 大阪市都市環境局 ㈱誠勲道路建設 放出下水処理場～平野下水処理場 大阪府大阪市
国道479号線
（内環状線） 5 H19.7月～

6 民間建築 日本建設㈱ 天神橋ＦＵＫＵビル 大阪府大阪市 作業用ステージ 4 H19.7月～

7 大阪ガス㈱ 日鉄パイプライン㈱ 神戸市　深江 兵庫県神戸市 神戸市道 4 H19.8月～

8
吹田市下水道部　水循環室下水道整
備課 ㈱紙谷工務店 雨水レベルアップ整備工事豊津第2工区 大阪府吹田市 吹田市道 5 H19.11月～

9 吹田市下水道部　下水道整備課 守山建設㈱ 吹田市川園排水区第101工区 大阪府吹田市 吹田市道 16 H19.12月～

10 吹田市下水道部　下水道整備課 ㈱鴨建興業 雨水レベルアップ整備工事豊津第3工区 大阪府吹田市 吹田市道 8 H19.12月～

11 高槻市水道局 宮本建設㈱
平成19年度公共下水道築造工事（第6工
区） 大阪府高槻市 高槻市道 4 H19.12月～

12 四條畷市上下水道局　下水道課 ㈱紙谷工務店 四条畷市公共下水道工事第19-3工区 大阪府四条畷市 四条畷市道 4 H20.1月～

13 民間建築 ㈱井上工業 下阪本2丁目宅地造成工事 滋賀県大津市 造成地内 6 H20.1月～

14 箕面市下水道局 ㈱白石組 箕面市桜ヶ丘排水区 大阪府箕面市 国道176号線 3 H20.1月～

15 大阪市都市環境局 村本建設㈱ 八幡屋幹線下水管渠築造工事 大阪府大阪市 大阪市道 18 H20.1月～

16 東大阪市財務部 中林建設㈱ 東大阪市公共下水道第2工区管渠築造工事 大阪府東大阪市 東大阪市道 20 H20.5月～

17 神戸市建設局 ㈱塩屋基礎 国道28号道路改良工事 兵庫県神戸市 国道28号線 14 H20.6月～

18 神戸市建設局 ㈱春名工務店 小河通雨水幹線築造工事 兵庫県神戸市 国道2号線 20 H20.7月～

19 神戸市建設局 ㈱西神山本土木 徳井雨水幹線他築造工事 兵庫県神戸市 国道2号線 20 H20.7月～

20 京都府南丹東土木事務所 西和・御鷹組経常ＪＶ 家ノ前川砂防工事　追加工事 京都府
京都府道

（園部平屋線） 3 H20.8月～

21 ━ 村本建設㈱ 久度第2雨水貯留池工事 奈良県 － 6 H20.8月～

22 ㈱きんでん 兵庫奥栄建設㈱ 敷津臨海線新設工事　（管路第2工区） 大阪府大阪市 大阪市道 10 H20.9月～
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23 ━ ㈱笹川組 山本邸 滋賀県栗東市 民間物件 3 H20.9月～

24 神戸市建設局　中央水循環センター 鈴木土木㈱ 棒鼻雨水幹線築造工事（その1） 兵庫県神戸市 神戸市道 31 H20.9月～

25 神戸市水道局 日商建設㈱ 京橋雨水幹線改良工事 兵庫県神戸市 国道2号線 3 H20.9月～

26 大阪府枚方土木事務所 大容建設㈱
主要地方道　大阪中央環状線　鳥飼大橋架
替左岸取付擁壁等工事 大阪府守口市 大阪府道 4 H20.10月～

27 神戸市水道局　垂水センター ㈱本多工務店 垂水（青山台）配水管新設工事 兵庫県神戸市 神戸市道 10 H20.11月～

28 静岡市土木部土木事務所 大内建設㈱ 油缶川改修工事 静岡県静岡市 静岡県道 8 H20.11月～

29 中日本高速道路㈱ ㈱ヤマガタ 名神高速道路彦根管内料金所地下通路工事 滋賀県彦根市
名神高速道路彦根イン
ターチェンジ料金所 30 H20.12月～

30 神戸市建設局 ㈱香山組 中央区（加納町他）中層連絡管新設工事 兵庫県神戸市 神戸市道山手幹線 27 H21.1月～

31 ━ ㈱大林組 東本願寺改修工事 京都府京都市 東本願寺内 7 H21.2月～

32 河内長野市都市建設部下水道課 村本建設㈱ 寿町雨水工事 大阪府河内長野市 河内長野市道 4 H21.3月～

33 ━ 日本建設㈱ 業平テナントビル新築工事 兵庫県芦屋市 民間物件 3 H21.3月～

34 神戸市建設局 ㈱港建設 国道2号(東管内）雨水幹線耐震化工事 兵庫県神戸市 国道2号線 6 H21.4月～

35 大阪市水道局 ㈱朝山組 南部幹線浪速技管連絡絡管布設工事他 大阪府大阪市 国道26号線 4 H21.4月～

36 神戸市建設局 協同建設㈱ 高羽雨水幹線築造工事（その1） 兵庫県神戸市 神戸市道 45 H21.5月～

37 神戸市建設局 ㈱永川組建設 古川町雨水幹線改良工事（その2） 兵庫県神戸市 神戸市道 6 H21.5月～

38 大阪市交通局改良工事事務所 ヤマト工業㈱ 阿波座交差点EV設置工事 大阪府大阪市 大阪府道 9 H21.6月～

39 イズミヤ㈱ 村本建設㈱ イズミヤ広陵店工事 奈良県 民間物件 14 H21.6月～

40 神戸市建設局 丸正建設㈱ 国道2号（東管内）雨水幹線耐震化工事 兵庫県神戸市 国道2号線 8 H21.7月～

41 中日本高速道路㈱ ㈱ヤマガタ
東海北陸自動車道美濃管内料金所地下通路
工事 滋賀県美濃市

東海北陸自動車道美濃
インターチェンジ料金

所 16 H21.8月～

42 神戸市建設局　中央水循環センター ㈱本田組 棒鼻雨水幹線築造工事（その2） 兵庫県神戸市 神戸市道 16 H21.8月～

43 大阪市下水道局 ㈱ヘイワ 堀江幹線900mm配水管改良工事 大阪府大阪市 大阪市道 8 H21.9月～

44 神戸市建設局 ㈱クボタ
垂水処理場ポンプ棟汚水ポンプ機械設備工
事 兵庫県神戸市 現場内 12 H21.9月～

45 大阪府富田林土木事務所 ㈱山本工務店 今井戸東除川5号汚水幹線管渠築造工事 大阪府松原市 大阪府道 6 H21.10月～

46 関西電力㈱ 菱星システム㈱
三洋電機㈱加西線新設工事（管路第1工
区） 兵庫県加西市 現場内 8 H21.10月～

47 東大阪市建設局 中林建設㈱ 公共下水道第5工区管渠築造工事 大阪府東大阪市 東大阪市道 6 H21.11月～

施　主 建設会社 工事名（現場名）
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No. 現場所在地 敷設場所 台　数 期　間

48
奈良県JR連続立体・幹線道路建設事
務所 中村建設㈱ 三条菅原線 奈良県奈良市 奈良県道 15 H21.11月～

49 京都府流域下水道事務所 ｌクボタ機工㈱
桂川右岸流域下水道幹線管渠工事（雨水北幹線
乙訓ポンプ場機械設備） 京都府向日市 京都府道 8 H21.11月～

50 日本下水道事業団 ㈱秋村組 琵琶湖東北部浄化センター築造工事 滋賀県彦根市 現場内 120 H21.11月～

51 社会福祉法人發榮会 ㈱紙谷工務店 なでしこ保育園新築工事 兵庫県西宮市 現場内 4 H21.12月～

52 大阪府枚方土木事務所 北広建設㈱ 千里丘寝屋川線(仁和寺）調整池築造工事 大阪府寝屋川市 現場内 6 H21.12月～

53 神戸市建設局 ㈱春名工務店 江戸町雨水幹線築造工事(その2) 兵庫県神戸市 神戸市道 45 H22.1月～

54 三重河川国道事務所 信藤建設㈱ 内部川矢矧橋改築工事 三重県四日市 内部川河川内 40 H22.1月～

55 神戸市建設局 ㈱友興組
国道2号（須磨区内）雨水幹線耐震化工事
（その2） 兵庫県神戸市 国道2号線 17 H22.2月～

56 神戸市建設局 安場建設㈱ 野寄4号雨水幹線築造工事（その2） 兵庫県神戸市 神戸市道 38 H22.2月～

57 吹田市下水道部下水道整備課 東洋建設㈱ 吹田市下水道推進工事 大阪府吹田市 大阪府道 8 H22.3月～

58 吹田市下水道部下水道整備課 ㈱堀田工務店 川面排水区第2工区 大阪府吹田市 大阪府道 5 H22.3月～

59 大阪市 ㈱竹中工務店 西本町地下通路工事 大阪府大阪市 大阪市西区 1 H22.3月～

60 兵庫県西宮土木事務所 廣川建設㈱ 大沢西宮線 兵庫県西宮市 兵庫県道 4 H22.4月～

61 大阪府富田林土木事務所 ㈱旭工建
大和川線雨水排水管敷設工事　　　（その
1） 大阪府富田林市 大阪府道 5 H22.4月～

62 中勢流域水道事務所 伊藤管機㈱ 白山幹線（三渡川水管橋）架設工事 三重県松阪市 現場仮設道 3 H22.5月～

63 大阪府水道部南部水道事業所 ㈱グランドワーク 分岐改良工事(泉大津市・豊中分岐） 大阪府泉大津市 現場内 6 H22.6月～

64 神戸市建設局 清水建設工業㈱ 吉田町雨水幹線築造工事（その2） 兵庫県神戸市 神戸市道 62 H22.6月～

65 和田興産㈱ ㈱イチケン ワコーレ芦屋新築工事 大阪府芦屋市 現場内 3 H22.7月～

66 神戸市建設局 ㈱奥村組 南駒栄遮集幹線築造工事（その2） 兵庫県神戸市 神戸市長田区 2 H22.7月～

67 神戸市建設局 関西建設工業㈱ 高羽雨水幹線築造工事（その2） 兵庫県神戸市 神戸市道 34 H22.8月～

68 安威川建設㈱ ㈱煌寅建設 主要地方道茨木亀岡線道路陥没復旧工事 大阪府茨木市 茨木市大門寺 6 H22.9月～

69 ＮＴＴ ㈱コミューチャー 川向井作業所 京都府長岡京市 長岡京市道 6 H22.9月～

70 大阪ガス㈱ 日鐵ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ㈱ 京都E（210-124） 京都府京都市 京都市道 8 H22.10月～

71 大阪ガス㈱ 日鐵ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ㈱ 京都E（220-084） 京都府京都市 京都市道 4 H22.10月～

72 大阪市水道局 大成機工㈱
阿倍野筋1丁目600mm配水管不断式バルブ製
作・設置工事 大阪府大阪市 大阪府道 3 H22.10月～

施　主 建設会社 工事名（現場名）



【関西地区】

No. 現場所在地 敷設場所 台　数 期　間

73 国土交通省兵庫国道事務所 川西土木㈱ 西脇北バイパス下戸田地区改良工事 兵庫県西脇市 現場内 4 H22.10月～

74 関西電力㈱ 菱星システム㈱ 大浜北鳴尾管路修繕工事 兵庫県西宮市 西宮市道 5 H22.11月～

75 大阪市建設局 大末建設㈱ 新今里～寺田町幹線下水 大阪府大阪市 国道25号線 4 H22.11月～

76 リチウムエナジージャパン 菱星システム㈱ 栗東工場新設工事（第1期）管路1工区 滋賀県栗東市 栗東市道 4 H22.11月～

77 大阪市交通局 大末建設㈱ 第5号線阿波座停留所工事 大阪府大阪市 大阪府道 8 H22.11月～

78 高槻市水道局 サワヤマ建設㈱
宮田町2丁目地区ほか口径800粍ホースライ
ニングに伴う工事 大阪府高槻市 高槻市道 10 H22.11月～

79 大阪府茨木土木事務所
森組・井上工業特定共
同企業体

十三・高槻線街路築造工事　　　　　（寿
町西工区） 大阪府吹田市 大阪府道 20 H22.11月～

80 大阪ガス㈱ 日鐵ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ㈱ 京都Ｆ・J工区 京都府京都市 京都市道 6 H22.11月～

81 堺市水道部 ㈱泉州ヤマト 北野田外下水管布設工事（21-1） 大阪府堺市 堺市道 26 H22.12月～

82 静浜パイプライン㈱ 鈴与建設㈱ 清水市清水区南幹線ガス工事 静岡県静岡市 静岡市市道 7 H23．1月～

83 神戸市 ㈱ソイル 京橋遮集幹線築造工事（その2） 兵庫県神戸市 国道2号線 3 H23．1月～

84 高槻市役所 宮本建設㈱ 岡本町地区他口径800粍配水管布設工事 大阪府高槻市 高槻市道 5 H23．1月～

85 神戸市水道局 ＪＦＥｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 会下山低層送水管連絡管橋 兵庫県神戸市 神戸市道 4 H23．1月～

86 近畿日本鉄道 ㈱大林組 近鉄日本鉄道 奈良県橿原市 八木駅構内 7 H23．2月～

87 大阪ガス㈱ ㈱山角興業 猪名川町 兵庫県猪名川町 兵庫県道 3 H23．2月～

88 大阪ガス㈱ ㈱山角興業 豊崎（№314-018） 大阪府大阪市 大阪市道 14 H23．2月～

89 枚方市 アーステック㈱ 公共下水道第21工区黒田川雨水幹線 大阪府枚方市 枚方市道 7 H23．2月～

90 吹田市役所 ㈱倉岡工務店 吹田市公共下水道 大阪府吹田市 大阪市道 3 H23．2月～

91 尼崎市水道局 岡島建設㈱ 尼崎駅前1号線街路築造工事 兵庫県尼崎市 尼崎市道 15 H23．2月～

92 関西電力㈱
㈱きんでん中央支店
兵庫奥栄建設㈱

美章園ケーブル取替に伴う管路新設工事
（第3工区） ━ ━ 18 H23．3月～

93 吹田市水道部 橋本建設㈱ 吹田市水道緊急工事 大阪府吹田市 大阪府道 4 H23．3月～

94 大阪ガス㈱ ㈱山角興業 伊丹西台（№220-129） 兵庫県伊丹市 伊丹市道 7 H23．3月～

95 静浜パイプライン㈱ 嶋工業㈱ 静浜ラインA-30工区 静岡県静岡市 県道407号線 8 H23．4月～

96 関西電力㈱ 住友電設㈱
南海中央線（森地区）管路新設工事（1工
区） 大阪府泉大津市 ━ 9 H23．5月～

97 和田興産㈱ ㈱イチケン （仮称）ワコーレ芦屋市楠町新築工事 兵庫県芦屋市 現場内 27 H23．5月～

施　主 建設会社 工事名（現場名）
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98 大阪ガス㈱ ㈱山角興業 高津橋216-099 兵庫県神戸市 神戸市道 6 H23．5月～

99 大阪ガス㈱ ＪＦＥｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 外環リフレッシュ工事 大阪府東大阪市 外環状線 8 H23．6月～

100 静岡ガス㈱ 住友金属パイプエンジ㈱ 静浜幹線建設工事静岡ラインA-20工区 静岡県静岡市 県道407号線 9 H23．6月～

101 阪神高速道路㈱ 青木あすなろ建設㈱ 守口ジャンクション下部工その他工事 大阪府守口市 ━ 1 H23．6月～

102 神戸市建設局 沼田建設工業㈱ 柳原3-1雨水幹線築造工事 兵庫県神戸市 神戸市道 5 H23．6月～

103 明石市役所 ㈱中原建設工業 西島藪の下雨水管敷設工事 兵庫県明石市 明石市道 12 H23．6月～

104 堺市役所 ㈱ユニオンテック 黒山下水 大阪府堺市 堺市道 4 H23．6月～

105 神戸市建設局 ㈱錢高組 神戸市南駒栄遮集幹線（その3） 兵庫県神戸市 神戸市長田区道 2 H23．7月～

106 神戸市建設局中央環境センター 安西工業㈱ 吉田町雨水幹線築造工事（その3） 兵庫県神戸市 神戸市道 68 H23．8月～

107 神戸市水道部 寄神建設㈱ 浜添6号雨水幹線築造工事（その1） 兵庫県神戸市 神戸市道 5 H23．8月～

108 神戸市建設局 北浦建設㈱ 中突堤東遮集幹線築造工事 兵庫県神戸市 神戸市道 24 H23．9月～

109 大阪市建設局下水道河川部 ㈱グランドクリエイト
西九条～吉野第二幹線下水管渠築造工事
（その1） 大阪府大阪市 ━ 13 H23．9月～

110 茨木市水道部事業管理者 ㈱中塚工業所
太田ニ丁目他φ800mmφ150mm水道管布設工
事 大阪府茨木市 茨木市道 8 H23．10月～

111 兵庫県神戸県民局 ㈱近藤建工 集落基盤整備事業上津橋地区排水路工事 兵庫県神戸市 県道野村明石線 3 H23．10月～

112 ━ ㈱熊谷組 清浜幹線建設工事 愛知県名古屋市 ━ 9 H23．6月～

113 ━ 山田組 船見幹線配水管更新工事 愛知県名古屋市 ━ 8 H23．6月～

114 堺市 橘建設（㈱ 家原寺 大阪府堺市 堺市道 4 H23．10月～

115 ━ ㈱竹中土木 阪急落西 京都府 ━ 9 H23．11月～

116 明石市 ㈱中原建設工業 福田宮ノ浦雨水管布設工事 兵庫県明石市 明石市道 6 H23．11月～

117 大阪ガス ㈱山角興業 梅田（340-218） 大阪府大阪市 大阪市道 6 H23．11月～

118 姫路市 ㈱石本建設 的形東排水路暗渠布設工事 兵庫県姫路市 姫路市道 30 H23．11月～

119 堺市 堺土建㈱ 堺市 大阪府堺市 堺市道 4 H24．1月～

120 大阪ガス ㈱青山組 堺市泉が丘 大阪府堺市 堺市道 4 H24．2月～

121 大阪ガス ㈱青山組 リフレッシュ工事 ━ ━ 3 H24．2月～

122 大阪ガス ㈱山角興業 魚崎南町（ＮＯ．424-029） 兵庫県神戸市 神戸市道 3 H24．2月～

施　主 建設会社 工事名（現場名）



【関西地区】

No. 現場所在地 敷設場所 台　数 期　間

123 愛知県西三河建設事務所 東洋工務店 愛知県西上浸水対策特別緊急工事 愛知県岡崎市 ━ 53 H24．2月～

124 阪神水道企業団 ㈱熊谷組 園田/3期大道導水管更新に伴う土木工事 大阪府豊中市 主要道路利倉園田線 14 H24．3月～

125 関西電力 近畿昭建 南海中央 大阪府 ━ 13 H24．3月～

126 ━ 森高建設 大和御所 奈良県御所市 ━ 14 H24．3月～

127 民間建築 森井興業 高槻市大塚町造成工事 大阪府高槻市 造成地内 6 H24．3月～

128 ＮＴＴ ㈱グランドクリエイト 宇治市茶屋裏 京都府宇治市 宇治市道 4 H24．4月～

129 民間建築 長谷工コーポレーション 豊中2丁目計画 大阪府豊中市 現場内 6 H24．4月～

130 和歌山県日高振興局建設部 タナカ技研㈱
平成23年度道改交金第129号-6日高湊線
（仮称西川大橋下部）道路改良工事

和歌山県日高郡
美浜町 ━ 4 H24．5月～

131 加古川市下水道部下水道建設課 ㈱大林 加古川分区10工区 兵庫県加古川市 国道2号線 10 H24．5月～

132 ━ ㈱ノゼキ 御岳山高区折戸線配水管布設工事その2 ━ ━ 5 H24．6月～

133
神戸市建設局中央水環境センター管
理課 日下部建設㈱ 吉田町雨水幹線築造工事（その4） 兵庫県神戸市 神戸市道 69 H24．6月～

134 大阪市契約管財局 井上建設興業 西部方面管理事務所管内下水管渠築造工事 大阪府大阪市 大阪市道 7 H24．6月～

135 大阪ガス ㈱青山組 三宝 大阪府堺市 堺市道 11 H24．6月～

136 近畿地方整備局大阪国道事務所
大成・五洋特定建設工
事共同企業体 御堂筋上向きシールド作業所 大阪府大阪市 国道25号線 24 H24．6月～

137 大阪ガス ㈱山角興業 針中野 大阪府大阪市 12 H24．8月～

138 ━ ㈱北梅組 三軒屋千島幹線道流渠築造工事 大阪府大阪市 3 H24．9月～

139 ━ ㈱安部日鋼工業 円明受水管改良工事 大阪府柏原市 6 H24．9月～

140 愛媛県松山市 ㈱二神組 桑原8号汚水管工事（12-5） 愛媛県松山市 松山市道 4 H24．10月～

1698台

施　主 建設会社 工事名（現場名）

関　西　地　区　小　計



【九州地区】

No. 現場所在地 敷設場所 台　数 期　間

1
福岡市土木局道路建設部　東部建設
課 ㈱河祥工業 都市計画道路　榎田通線道路改良工事 福岡県福岡市 福岡市道 44 H20.1月～

2 佐賀県武雄土木事務所　河川街路課 五光建設㈱ 上西山砂防工事 佐賀県武雄市 武雄市道 4 H20.1月～

3 長崎土木事務所　道路維持課 錦建設工業㈱ 一般県道長与大橋線電線共同溝整備工事 長崎県長崎市 長崎県道 9 H20.6月～

4 長崎土木事務所　道路維持課 ㈱植野建設 一般国道206号電線共同溝整備工事 長崎県長崎市 国道206号線 16 H20.6月～

5 ━ 大喜建設 溝口 佐賀県 仮設道　水路部 7 H20.6月～

6 民間建築 ㈱オークス建設 豊1丁目マンション新築工事 福岡県福岡市 仮設道　水路部 4 H20.7月～

7 福岡市土木局 ㈱セントラル 馬出（吉塚本町）地区下水道築造工事 福岡県福岡市 福岡市道 6 H20.7月～

8 福岡県水資源対策局 ㈱松原組
北部福岡緊急連絡管Φ1000（宗像19-5）布
設工事 福岡県宗像市 県道97号線 4 H20.9月～

9 ＮＴＴ 西部電機工業㈱ 板付 福岡県福岡市 仮設道路部 6 H20.9月～

10 福岡市下水道局 東亜建設㈱
中央区笹岡1・2丁目Φ600ｍｍ排水管更生
工事 福岡県福岡市 福岡市道 11 H20.9月～

11
国土交通省　九州地方整備局　下関
港湾事務所 鹿島道路㈱ 下関港（新港地区）岸壁エプロン工事 福岡県北九州市 仮設道路部 5 H20.9月～

12 福岡市下水道局 機動建設工業㈱ 比恵（博多駅前1丁目5）下水道築造工事 福岡県福岡市 福岡市道 2 H20.9月～

13 長崎土木事務所　道路維持課 錦建設工業㈱ 出島新地1号線 長崎県長崎市 長崎市道 10 H20.11月～

14
福岡市土木局道路建設部　南部建設
課 ㈱兼山組 都市計画道路　長浜臨港線電線共同溝 福岡県福岡市 福岡市道 20 H20.11月～

15 福岡県水資源対策局 ㈱今泉建設工業
北部福岡緊急連絡管Φ1000（宗像20-10）
布設工事 福岡県古賀市 福岡県道 13 H20.11月～

16 長崎土木事務所　道路維持課 長興産業㈱ 長与大橋線電線共同溝2工区 長崎県長崎市 長崎市道 9 H20.12月～

17
福岡市道路下水道局下水道整備部西
部下水道整備課 大成基礎工業㈱ 周船寺第7雨水幹線（8）築造工事 福岡県福岡市 福岡市道 64 H21.1月～

18 民間建築 上村建設㈱ 桜坂ヴュアレット 福岡県福岡市 仮設道路部 5 H21.3月～

19 福岡市水道局 ㈱熊谷組 住吉(美野島3丁目外）地区下水道築造工事 福岡県福岡市 福岡市道 5 H21.3月～

20 福岡市水道局 光立建設㈱
高宮配水池送水管推進(-工区推進-)
(大野城市乙金台3丁目～乙金1丁目地内） 福岡県大野城市 大野城市道 18 H21.5月～

21 ━ 日本コムシス㈱ 井尻 福岡県福岡市 福岡筑紫野線 8 H21.5月～

22 水資源機構 ㈱熊谷組 大山ダム西 大分県日田市 大分県道 4 H21.5月～

23 民間建築 東宝リース㈱ 第一双葉　冷泉 福岡県福岡市 仮設ステージ 3 H21.5月～

24 福岡市下水道局 東亜建設㈱ 周船寺(徳永10外2)地区下水道築造工事 福岡県福岡市 福岡県道 50 H21.6月～

施　主 建設会社 工事名（現場名）



【九州地区】

No. 現場所在地 敷設場所 台　数 期　間

25
━

西部電機工業㈱ 諫早 長崎県長崎市 長崎県道 6 H21.7月～

26 福岡市土木部 ㈱兼山組
博多駅・六本松線（赤坂）電線共同溝その
3 福岡県福岡市 福岡市道 20 H21.10月～

27 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 三軌建設㈱ 新幹線みやま 福岡県みやま市 工事用水路 14 H21.10月～

28
━

堤設備
━

福岡県久留米市 ━ 8 H21.10月～

29 福岡市下水道局 岡崎産業㈱
アイランドシティ（香椎浜3丁目24・西
部）地区下水道築造工事 福岡県福岡市 福岡市道 4 H21.10月～

30
福岡県整備事務所　緊急連絡管建設
事務室 ㈱藤原組 北部福岡緊急連絡管（宗像21-6）布設工事 福岡県古賀市 福岡県道 7 H21.11月～

31
福岡県整備事務所　緊急連絡管建設
事務室 ㈱金子組 北部福岡緊急連絡管布設工事 福岡県古賀市 福岡県道 7 H21.11月～

32 長崎土木事務所　道路維持課 ㈱白水建設 浦上川線電線共同溝 長崎県長崎市 国道206号線 9 H22.1月～

33 西部ガス ㈱白水建設 大橋町ガス工事 長崎県長崎市 国道206号線 5 H22.1月～

34 福津市　産業観光課 ㈱ハナダ建設 津屋崎5号樋門改修工事 福岡県福津市 福岡県道 12 H22.2月～

35 長崎市上下水道局 ㈱白水建設 平木町配水管布設工事 長崎県長崎市 長崎市道 3 H22.2月～

36 福岡市下水道局 東亜建設㈱ 西新（藤崎1丁目）地区下水道築造　工事 福岡県福岡市 福岡市道 8 H22.4月～

37 九州旅客鉄道㈱鉄道事業本部 JV企業体：鉄建建設㈱ 博多駅ビル（仮称）新築工事 福岡県福岡市 作業用仮設道路部 4 H22.5月～

38
福岡市下水道局建設部博多地区浸水
対策室 フジタ・才田ＪＶ 住吉（住吉1丁目外）地区下水道築造工事 福岡県福岡市 福岡市道 6 H22.6月～

39 長崎振興局 長興産業㈱ 一般県道長与大橋線電線共同溝整備工事 長崎県長崎市 長崎県道 10 H22.7月～

40 九州旅客鉄道㈱鉄道事業本部
鉄建・大日本・澄男・
羽野JV 博多口駅前広場（地下部）車路等建設工事 福岡県福岡市 福岡市道 140 H22.7月～

41 福岡市下水道局 ㈱愛宕建設工業
中央区清川3丁目～博多区美野島    φ800
配水管推進工事 福岡県福岡市 福岡市道 17 H22.7月～

42 長崎市上下水道局　下水道建設課 植村建設㈱
㈱東洋商行、中園町外雨水渠・配水管布設
工事 長崎県長崎市 長崎県道 7 H22.8月～

43 北九州市建設局 ピ-エス三菱・淺川JV 高峰初音町幹線合流改善管渠築造工事 福岡県北九州市 福岡県道 5 H22.9月～

44 福岡市下水道局 ㈱大幸建設 月隈（大字雀居他1）地区下水道築造工事 福岡県福岡市 福岡市道 9 H22.10月～

45 久留米市都市建設部河川課 ㈱近藤建設 諏訪野地区分水施設築造工事 福岡県久留米市 久留米市道 4 H22.10月～

46 長崎県央振興会 ㈱カミナガ 一般国道207号電線共同溝整備工事 長崎県長崎市 国道207号線 9 H22.10月～

47 長崎市長崎振興局 錦建設工業㈱ 一般県道長与大橋線電線共同溝整備工事 長崎県長崎市 長崎県道 9 H22.11月～

48 大牟田市企業局 西日本メンテナンス㈱ 大牟田市延命係送水管布設工事 福岡県大牟田市 大牟田市道 5 H22.11月～

施　主 建設会社 工事名（現場名）



【九州地区】

No. 現場所在地 敷設場所 台　数 期　間

49 大分市水道局計画課 扶桑建設工業㈱
久原・佐賀関地区連絡管布設（本田川水管
橋部）工事 大分県大分市 大分市道 12 H22.12月～

50 南日本造船 鹿島道路㈱ 雨水排水設備設置工事 大分県大分市 工場内 8 H23．1月～

51 福岡市下水道局 ㈱環境開発
早良区西新4・5丁目地内φ800、φ900配水
管布設工事 福岡県福岡市 国道202号 22 H23．2月～

52 福岡市下水道局 ㈱松本組 西新(西新4丁目外)地区下水道築造工事 福岡県福岡市 福岡市道 3 H23．2月～

53 福岡県土整備事務所 ㈱内野環境土木 流路工整備工事 福岡県福岡市 早良区石釜地内仮橋 4 H23．3月～

54 新日本製鐵㈱ 太平工業㈱
Ｔ鋼2号転炉炉体更新に伴う水道管保護工
事 福岡県北九州市 新日本製鐵㈱戸畑構内 44 H23．7月～

55 宮崎県高鍋土木事務所 ㈱桑原建設 社会資本整備総合交付金事業 宮崎県高鍋町 宮崎県道 1 H23．9月～

56 北九州市建設局道路部街路課 金子建設興業㈲ 城山西線道路改良工事（23－1） 福岡県北九州市 工事現場内 6 H23．10月～

57 長崎県長崎振興局 竹下建設工業㈱ 一般県道長与大橋町線電線共同溝整備工事 長崎県長崎市 長崎県道113号 9 H23．10月～

58 福岡市下水道局 東田中・丸三JV 中部2号幹線築造工事 福岡県福岡市 福岡市道 7 H23．11月～

59 長崎市都市計画部交通企画課 錦建設工業㈱ 市道籠町稲田町1号電線共同溝整備工事 長崎県長崎市 長崎市道 9 H23．11月～

60 福岡市道路下水道局 ㈱西日本総合企画 諸岡第7雨水幹線（2）築造工事 福岡県福岡市 福岡市道 20 H23．12月～

61 福岡市道路下水道局 ㈱福司工業 那珂（三筑1丁目3）地区下水道築造工事 福岡県福岡市 福岡市道 4 H23．12月～

62 福岡市道路下水道局 城建設㈱ 諸岡第4雨水幹線築造工事（2） 福岡県福岡市 福岡市道 59 H23．12月～

63 太宰府市上下水道部 ㈱松本組 第6次拡張事業配水管新設第23－4工区 福岡県太宰府市 太宰府市道 5 H24．1月～

64 長崎県長崎振興局 ㈱星野組 一般県道昭和馬町線電線共同溝整備工事 長崎県長崎市 長崎県道 9 H24．1月～

65 福岡市道路下水道局 ㈱大神産業 市道有田重留線（田村）道路改良工事 福岡県福岡市 福岡市道 15 H24．1月～

66 九州農政局白石平野農業水利事業 ㈱峰組 白石導水路（接続水路その3） 佐賀県白石町 工事現場内 4 H24．1月～

67 長崎市 ㈱寺尾工業 市道本破町1号線スラブ補修工事 長崎県長崎市 長崎市道 12 H24．1月～

68 糸島市下水道課 ㈲森田商会 相原池雨水幹線（枝線）その1築造工事 福岡県糸島市 糸島市道 4 H24．1月～

69 長崎県長崎振興局 ㈱星野組 市道松山大橋町線電線共同溝整備工事 長崎県長崎市 長崎市道 9 H24．2月～

70 福岡市道路下水道局中部建設課 ㈲マツモト建設
草ヶ江（田島2丁目外）地区下水道築造工
事 福岡県福岡市 福岡市道 4 H24．2月～

71 ＵＲ都市機構 ㈱熊谷組 ＵＲ福間 福岡県福津市 福岡県道535号線 41 H24．2月～

72 福岡地区水道企業団 ㈱株木建設 多々良系導水管φ800他移設工事 福岡県福岡市 福岡県道549号線 18 H24．3月～

73 福岡市道路下水道局 ㈱大黒土木 諸岡第4雨水幹線築造工事 福岡県福岡市 福岡市道 33 H24．3月～

施　主 建設会社 工事名（現場名）



【九州地区】

No. 現場所在地 敷設場所 台　数 期　間

74 福岡市道路下水道局 安田建設㈱ 東区松崎1丁目地内φ600㎜配水管移設工事 福岡県福岡市 福岡市道 3 H24．4月～

75 福岡市道路下水道局 日本国土・石山・岩室JV 比恵9号幹線（2）築造工事 福岡県福岡市 福岡市道 12 H24．4月～

76 福岡市道路下水道局 ㈱久信工業
市道大楠平和線(大楠)電線共同溝建設工事
(その4) 福岡県福岡市 福岡市道 15 H24．4月～

77 福岡市道路下水道局 林宗土木㈱ 諸岡第7雨水幹線（3）築造工事 福岡県福岡市 福岡市道 68 H24．4月～

78 諫早市道路課 ㈱永野建設 市道諫早病院前線道路改良工事 長崎県諫早市 諫早市道 7 H24．6月～

79 大野城市 伸和土木㈱
御笠川4丁目地内雨水函渠築造工事（その
2） 福岡県大野城市 大野城市道 24 H24．6月～

80 長崎県県央振興局道路1課 ㈱フジタ建設
一般国道207号電線共同溝整備工事（2工
区） 長崎県諫早市 国道207号線 8 H24．6月～

81 久留米市都市建設部河川課 サカイ工業㈱ 雨水幹線（筒-5）築造工事 福岡県久留米市 久留米市道 4 H24．6月～

82
九州電力㈱電力輸送技術センター
地中送電グループ 三桜電気工業㈱

三菱重工幸町分岐線一部変更工事（その
1） 長崎県長崎市 長崎市道 21 H24．8月～

83 新日本製鐵㈱ 太平工業㈱ Ｔ鋼1号転炉体更新工事 福岡県北九州市 新日本製鐵㈱戸畑構内 44 H24．8月～

84 長崎振興局 錦建設工業㈱
一般県道長与大橋町線電線共同溝整備工事
（1工区） 長崎県長崎市 長崎県道 9 H24．9月～

1232台

施　主 建設会社 工事名（現場名）

九　州　地　区　小　計



【関東地区】

No. 現場所在地 敷設場所 台　数 期　間

1 東日本高速道路㈱ ㈱佐藤渡辺 京葉道路市原管内料金所安全通路設置工事 千葉県市原市
京葉道路市原管内料金
所 18 H21.8月～

2 東日本高速道路㈱ 大成ロテック㈱ 京葉道路千葉管内料金所安全通路設置工事 千葉県千葉市
京葉道路千葉管内料金
所 19 H21.9月～

3 長野県諏訪建設事務所 興和工業㈱
平成21年度県単河川改修工事　　　　（舟
渡川1工区） 長野県諏訪市 諏訪市杉菜池 7 H22.2月～

4 さいたま市水道局 和光・飯村共同企業体
幹線第３０５号（φ600ｍｍ）配水本管布
設工事 埼玉県さいたま市 さいたま市南区 6 H22.6月～

5 東京都下水道局 ㈱岸組 下水道管布設工事及び街路築造工事 東京都足立区 東京都足立区道 60 H22.11月～

6 昭島市(西部鉄道） 西武建設㈱ 西武立川第3号踏切道下下水道管推進工事 東京都昭島市 東京都昭島市道 6 H22.10月～

7 東京都下水道局 足立建設工業㈱ 江東区森下3丁目付近再構築工事 東京都江東区 東京都江東区道 8 H22.12月～

8 東京都水道局 西武建設㈱
新宿区下落合四丁目地先～同区上落合一丁
目地先間配水本管（900ｍｍ）布設替工事 東京都新宿区 東京都新宿区区道 4 H23.1月～

9 独立行政法人とし再生機構 ㈱森本組 中根・金田台地区1工区外道路整備工事 茨城県つくば市 茨城県つくば市市道 4 H23.1月～

10 東京都水道局 鉄建建設㈱ 練馬区石神井台七丁目地先から同区関町北 東京都練馬区 ━ 5 H23.2月～

11 所沢市役所 西武建設㈱ 上新井地区雨水貯水施設築造工事 埼玉県所沢市 所沢市市道 8 H23.3月～

12 東京都下水道部 ㈱福田組 世田谷区給田一丁目付近枝線工事 東京都世田谷区 ━ 3 H23.4月～

13 東京都水道局 大春建設㈱ 西東京市田無町雨水管整備工事 東京都西東京市 西東京市道 15 H23.5月～

14 東京電力㈱ ㈱関電工 ニ俣川付近管路新設工事 神奈川県横浜市 横浜市道 5 H23.6月～

15 神奈川県中郡大磯町役場 ㈱福田組 大磯町国府本郷雨水管整備工事 神奈川県中郡 ━ 4 H23.6月～

16 都市再生機構埼玉地域支社 サイレキ建設工業㈱ 三郷中央地区Ｆ工区外整地他工事 埼玉県三郷市 現場内 8 H23.6月～

17 学校法人獨協大学 ㈱大林組 獨協大学学生センター（仮称）他建設計画 埼玉県草加市 校内通路 6 H23.6月～

18 東京都下水道局 ㈱ホープ 板橋区成増3丁目付近枝線その2工事 東京都板橋区 ━ 3 H23.6月～

19 東京電力㈱ ㈱関電工 小作台1丁目付近管路新設工事他1件 東京都羽村市 羽村市道 23 H23.7月～

20 東京都水道局 新日本工業㈱
台東区上野公園地先配水本管（500mm）付
設替工事 東京都台東区 都道だんご坂通り 4 H23.7月～

21 三井住友銀行 鹿島建設㈱ ＳＭＢＣ大手町本部ビル建替 東京都千代田区 現場内 9 H23.7月～

22 東京電力㈱ ㈱竹中土木 内幸町1丁目付近管路新設工事 東京都千代田区 ━ 2 H23.7月～

23 東京電力㈱ ㈱関電工
深谷上柴供給管路工事ならびに関連所除却
工事 埼玉県深谷市 深谷市道 10 H23.8月～

24
国土交通省関東地方整備局東京国道
事務所 新日本工業㈱ 葛西共同溝補強その２工事 東京都江戸川区 国道357号 45 H23.8月～

25 創価学会 鹿島建設㈱ 創価学会新創価文化会館新設工事 東京都新宿区 現場内 17 H23.9月～

26 東京メトロ ㈱大林組
東西線大手町駅パレスホテル建替計画連絡
出入口新設工事 東京都千代田区 現場内 7 H23.10月～

27
━

㈱大林組 日生大手町ビル地下通路 ━ 現場内 5 H23.11月～

施　主 建設会社 工事名（現場名）



【関東地区】

No. 現場所在地 敷設場所 台　数 期　間

28
━

サイレキ建設工業㈱ 調整池築造工事 ━ ━ 6 H23.12月～

29 札幌市水道局 北土建設 平岸連絡幹線工事その4 北海道札幌市 札幌市道 29 H23.12月～

30 横浜市環境創造局 白崎建設㈱
南部処理区南太田地区下水道再整備工事
（その2） 神奈川県横浜市 横浜市道 3 H24.1月～

31 東京都水道局 新日本工業・リックＪＶ 柴又3丁目水道 東京都葛飾区 葛飾区道 2 H24.1月～

32 ＪＸ日鉱日石エネルギー㈱ 清水建設㈱ ＪＸ川崎着水槽 神奈川県川崎市 工場内 19 H24.2月～

33
━

岸組 有明 ━ ━ 8 H24.2月～

34 千葉県海匝土木事務所 阿部建設㈱ 排水路整備工事（22-1工区） 千葉県旭市 国道126号 9 H24.2月～

35 埼玉県 ㈱久喜組 県道川越栗橋線 埼玉県久喜市 埼玉県道 12 H24.3月～

36
━

古久根J,V 武蔵村山 ━ ━ 5 H24.5月～

37
━

㈱浅沼組 インプレスト芝浦 東京都 ━ 12 H24.6月～

38
━

鹿島建設㈱ 新日本石油ビル解体 ━ ━ 12 H24.6月～

39 三井住友銀行 鹿島建設㈱ ＳＭＢＣ大手町本部ビル建替 東京都千代田区 現場内 43 H24.6月～

40
━

ケイリース 二俣川付近管路新設工事 ━ ━ 5 H24.6月～

41
━

ケイリース 浜町若松近管路工事 ━ ━ 4 H24.6月～

42
━

佐藤工業 千葉中央公園 ━ ━ 5 H24.6月～

43
㈱コーアエンジニアリ
ング 福居町湓水対策工事 5 H24.9月～

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

490台関　東　地　区　小　計

建設会社 工事名（現場名）施　主



【中国・四国地区】

No. 現場所在地 敷設場所 台　数 期　間

1 中国電力㈱ ━ 日本通運／中国重機支店 山口県下松市 ━ 13 H20.11月～

2 松山市河川水路課 ㈱エムテック 小野川右岸雨水幹線（その1） 愛媛県松山市 松山市道 9 H20.12月～

3 徳島県東部県土整備局 ㈱昇旭建設
H21徳土 神山町神・神領（寄井喜多橋）橋
梁修繕工事(1) 徳島県名西郡 神山町神領地内 8 H22.2月～

4 松山市河川水路課 ㈱岸本設計工務 小野川右岸雨水幹線（その3） 愛媛県松山市 松山市道 10 H22.4月～

5 広島市 戸田建設㈱ 白島地区下水道築造20-1 広島県広島市 広島市道 10 H22.7月～

6 福山市建設局 三谷建設㈱ 機織1号雨水幹線 広島県福山市 福山市道 58 H22.11月～

7 福山市 三谷建設㈱ 中央1・4幹線分水人孔工事 広島県福山市 福山市道 7 H23．1月～

8 竹原市 友松産業 榎町地区下水道（面整備）工事 広島県竹原市 竹原市道 3 H23．2月～

9 松山市河川水路課 ㈱フジタ 小野川右岸雨水管工事（その4） 愛媛県松山市 松山市道 4 H23．6月～

10 三原市 前田道路㈱ 国道2号城町地区電線共同溝工事 広島県三原市 国道2号線 21 H23．6月～

11 松山市河川水路課 森田組 小野川右岸雨水管工事 愛媛県松山市 松山市道 4 H24.4月～

147台

3567台

施　主 建設会社 工事名（現場名）

中　国　・　四　国　地　区　小　計

総　　合　　計


