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令和　3年　4月  現在 土・・・土圧式  泥・・・泥土圧式  水・・・水力排土

年月 発注者 施工場所 管径 機種 土質・強度・レキ径 工事名
施工者 距離・スパン

1986年8月
㈱南海建設 ３７ｍ１スパン 土圧式 南海電鉄横断

1990年3月 関西電力㈱ 貝塚市 １２００ｍｍ 泥土圧式 砂レキ 関西電力貝塚港支線新設工事〔管路工事〕に伴う
㈱南海建設 １９０ｍ 南海電鉄横断 南海電鉄横断工事

1990年12月 福岡市 福岡市 １１００ｍｍ鋼管 泥水式 緑色片岩５００㎏／㎝２ 多々良川取水事業名子地内（№５）揚水管布設
㈱西正建設 ５０ｍ ＪＲ香椎線横断 工事

1993年9月 神戸市 神戸市 １０００ｍｍ 泥水式 砂岩4００㎏／㎝２ 切畑地区汚水管布設工事（その２）
大喜建設㈱ １４４ｍ１スパン JR福知山線

1994年9月 東京都新都市建設公社 東京都 １０００ｍｍ 泥土圧 砂礫 八王子市高尾町１７７６番地先他下水道築造
佐藤・八洲ＪＶ ６０ｍ JR中央線横断 ４０－公１５工事

1994年9月 中部電力 長野県 ８００ｍｍ 泥土圧 砂礫
JR篠ノ井線横断

1995年3月 岩国市 岩国市 １１００ｍｍ 土，水 シルト、砂礫（流木） 一文字１号汚水幹線管渠工事（その１）
村本建設㈱ ２４２ｍ（１スパン） カーブ（２号線ＪＲ横断）

1995年4月 大津市 大津市 １０００ｍｍ 泥，水 砂礫 藤尾（第１工区）管渠築造工事
㈱奥村組 ４６０ｍ（１スパン） カーブ（鉄道横断）

1995年11月 岐阜県 岐阜県 ８００ｍｍ 土，水 軟岩（泥岩、砂岩）300㎏／㎝２ 木曽川右岸流域下水道事業（管渠）施設工事
日産建設㈱ １１８ｍ 名鉄横断 木曽川幹線１６－５工区

1996年1月 三田市 三田市 １０００ｍｍ 土，水 軟岩（泥岩300㎏／㎝２）、砂礫、 福島汚水幹線管渠築造工事
㈱新井組 ２１８ｍ 障害物（Ｈ鋼）ＪＲ福知山線横断

1997年4月 三重県土地開発公社 松阪市 １０００ｍｍ 土，水 砂 松阪1-1号汚水幹線管渠工事（その１）
奥村・日本土建・中井 J・V． ４４２ｍ，４６０ｍ 近鉄線横断

1999年4月 九州旅客鉄道(株)宮崎工事区 鹿児島県 １０００ｍｍ 土，水 岩 上伊集院駅構内排水管埋設他
(株)青木建設 ３８ｍ ＪＲ鹿児島本線横断

2000年8月 阪南市事業部下水道課 阪南市 ８００ｍｍ中折れ（９００φ） 土，水 砂礫 南海本線樽井１１号踏切道下和泉鳥取尾崎汚水幹線
南海辰村建設（株） １１９ｍ(カーブ) 障害物(シートパイル) 横断工事に伴う築造工事委託(南海本線樽井～尾崎間)

2001年2月 神戸市建設局 神戸市 １２００ｍｍ 土，水 泥岩・砂 鈴蘭台駅北雨水幹線築造工事(その４)
（株）神鉄建設 ６０ｍ

2001年8月 岡崎市下水道部工事課 岡崎市 １２００ｍｍ 土，水 風化岩 下水道管線管渠築造工事
矢作・小原J.V ２０２ｍカーブ 名鉄横断

2001年12月 西日本旅客鉄道（株）福知山施設区 三田市 ８００ｍｍ 土，水 火山礫凝灰岩 相野駅内４５Ｋ７下水道管新設
大鉄工業（株） １０６ｍ カーブ ＪＲ福知山線横断

2002年11月 福岡県土木事務所 福岡県 １０００ｍｍ 土、水 頁岩、砂 幹線管渠築造工事（３工区）
九鉄工業(株) １５６ｍ,７８ｍ, ＪＲ横断

　　

  ＣＭＴ  鉄道横断工事実績表    
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令和　3年　4月  現在 土・・・土圧式  泥・・・泥土圧式  水・・・水力排土

年月 発注者 施工場所 管径 機種 土質・強度・レキ径 工事名
施工者 距離・スパン

2003年8月 北九州土木事務所 福岡県 １３５０ｍｍ 土、水 頁岩、砂 幹線管渠築造工事（中間水巻幹線３1工区）
太平工業㈱ ２３２ｍ　　 ＪＲ横断

2003年12月 四国旅客鉄道株式会社 徳島県 １０００ｍｍ 土，水 砂礫 徳島県阿波山川・川田間
四国開発建設株式会社 ２４４ｍ,Ｖ曲線, ＪＲ横断 美郷踏切下管推進工事

2004年1月 阪急電鉄株式会社 川西市 １０００ｍｍ(R=70) 土，水 粘土、砂礫、頁岩 川西市委託　宝塚線雲雀丘花屋敷駅構内
㈱森組 １１０ｍ,６９ｍ 阪急電鉄横断 川西都市計画公共下水道事業　前川２号雨水幹線

2004年2月 四国旅客鉄道株式会社 高知県 １３５０ｍｍ 泥 粘性土  ＪＲ横断 土讃線土佐一宮・薊野間
大鉄工業㈱ １８８ｍ, 障害物(ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ、鋼矢板) 第１薊野踏切下管推進工事

2004年2月 愛知県知立建設事務所 愛知県 ８００ｍｍ 土，水 砂 衣浦東部流域下水道事業
石橋建設興業㈱ ５５７ｍ( R=200 ) 名鉄横断 管きょ布設工事（六軒工区）

2005年2月 西日本旅客鉄道株式会社 甲賀市 １６５０ｍｍ 泥 砂礫、シルト 三雲・甲西吉永踏切下農業用水管埋設工事
大阪施設工業㈱ ３０ｍ ＪＲ横断

2007年9月 九州旅客鉄道株式会社 佐賀県 ２０００ｍｍ鋼管 土，水 砂質シルト　　Ｎ＝0 牛津・肥前山口間佐賀西部導水路新設工事
九鉄工業㈱ ９７ｍ ＪＲ横断

2009年7月 山梨県 山梨県 ８００ｍｍ 土，水 砂礫 富士北麓流域下水道富士北麓３号幹線
富士急建設株式会社 ３１１ｍ　R=300 鉄道横断 推進１工区建設工事

2009年12月 九州旅客鉄道株式会社 佐賀県 １８００ｍｍ 鋼管 土，水 粘土　　N=0 肥前山口・肥前白石間
九鉄工業株式会社 ３１４ｍ　JR長崎本線横断 山脚導水路新設　他

2010年3月 日本下水道事業団 兵庫県 ８００ｍｍ 土，水 風化花崗岩 朝来市和田山第３号汚水幹線
株式会社　ノバック 朝来市 １４８ｍ JR播但線横断 円山川横断

2012年11月 武州ガス株式会社 埼玉県 ８００mm　 土，水 粘性土 防食対策工事　並木(中圧)
東鉄工業株式会社 川越市 ５３ｍ 障害物、JR川越線横断

2013年2月 西日本旅客鉄道株式会社 大津市 １２００mm 土，水 玉石混じり砂礫 石山・膳所501K189m上水道管埋設
大鉄工業株式会社 ４０m JR東海道線横断　障害物

2013年9月 西日本旅客鉄道(株)岡山支店 広島県 １2００mm 土，水 花崗岩 福塩線出原Ｂ下送水管新設
広成建設(株) 福山市 113.3m ＪＲ福塩線横断

2014年3月 西日本旅客鉄道株式会社 富山県 １０００ mm　　ﾚｼﾞﾝ管 土，水 シルト 富山高架駅部ＢＬ新設他工事
大鉄工業株式会社 富山市 40.3m   土被り 1.8m JR北陸本線横断

2016年2月 神奈川県　流域下水道整備事務所 神奈川県 800mm 土,水 砂質シルト 平成27年度　酒匂川流域下水道　箱根小田原幹線
伊達建設㈱ 496.1m  R=500 小田急線横断 管渠築造工事(1-2工区)公共(その1)

2018年1月 東北電力㈱ 山形県 1350mm 土,水 玉石混じり砂礫
大成建設㈱ 241.5ｍ  R=120(2箇所) 無水層 山形新幹線横断

2018年2月 山口県企業局厚東川工業用水道事務所 山口県 2000mm 土,水 花崗岩　207MN/ｍ²
広成建設・大栄建設特定建設工事共同企業体 116ｍ 厚東川横断　JR山陽本線横断

  ＣＭＴ  鉄道横断工事実績表    

霞城線・ドコモ山形ビル支線新設工事の内土木
工事

厚東川工業用水道改良事業送水管布設（厚東川
横断管）工事
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令和　3年　4月  現在 土・・・土圧式  泥・・・泥土圧式  水・・・水力排土
年月 発注者 施工場所 管径 機種 土質・強度・レキ径 工事名

施工者 距離・スパン
1985年4月 奈良県水道局 御所市 ８００ｍｍ 泥土圧式 砂レキ３００～４００ｍｍ

㈱上村組 １０２ｍ１スパン 圧送式 風化花コウ岩２００～３００㎏／㎝２

1986年10月 新居浜市 新居浜市 １１００ｍｍ 泥土圧式 砂レキ５０～１００ｍｍ 公共下水道川東汚水幹線築造工事（第１工区）
住友建設㈱ ３００ｍ２スパン

1987年11月 長崎市 長崎市 １２００ｍｍ レキ泥水式 砂岩ＭＡＸ８００㎏／㎝２ 東部１号幹線（田中町）内径１２００粍
前田・広研Ｊ．Ｖ ４３０ｍ２スパン 汚水管推進工事（その４）

1988年4月 川西市 川西市 １０００ｍｍ 泥土圧式 砂岩６００～１０００㎏／㎝２
住友建設㈱ ５２ｍ１スパン

1989年1月 川西市 川西市 １０００ｍｍ 泥土圧式 砂岩６００～１０００㎏／㎝２
㈱紙谷工務店 ５６ｍ１スパン

1989年11月 川西市 川西市 １０００ｍｍ 岩推進 頁岩３００㎏／㎝２
日本推進建設㈱ ８５ｍ１スパン

1989年11月 日本下水道事業団 鹿児島県 １０００ｍｍ 泥水式 安山岩３５０㎏／㎝２ 串木野市中央汚水幹線建設工事
五洋坂本ＪＶ 串木野市 ２８５ｍ３スパン

1989年12月 川西市 川西市 １０００ｍｍ 岩推進 頁岩３００㎏／㎝２
㈱姫野組 ８０ｍ１スパン

1990年2月 住宅都市整備公団 三田市 １０００ｍｍ 岩推進 レキ岩500㎏／㎝２
㈱姫野組 ５０ｍ

1990年12月 福岡市 福岡市 １６００ｍｍ鋼管 泥水式 緑色片岩５００㎏／㎝２ 多々良川取水事業名子地内（№４）揚水管布設
㈱松本組 ５７ｍ 工事

1992年2月 Ｆ．Ｅ．Ｓ 福岡市 １３５０ｍｍ 泥水式 頁岩、砂岩500／㎏㎝２ シーサイドももち地区熱供給設備新設工事のうち
前田建設㈱ ７４０ｍ４スパン １樋井川横断土木工事

1992年5月 北九州市 北九州市 １０００ｍｍ 泥水式 頁岩200／㎏㎝２ 乙丸幹線（その３）管渠築造工事
太平工業㈱ ３８５ｍ３スパン

1992年7月 大阪ガス 三田市 １２００ｍｍ 開放型 泥岩、砂岩400／㎏㎝２ 平谷川横断工事
㈱森本組 １００ｍ 機械掘

1994年3月 北九州市 北九州市 ８００ｍｍ 土，水 ヒン岩1500㎏／㎝２ 徳吉南幹線（その３）管渠築造工事
㈱浅川組 ２６０ｍ（２スパン）

1994年3月 諫早市 諌早市 １０００ｍｍ 士，水 砂礫 本明川左岸第８号汚水幹線布設工事
㈱大林組 ２１０ｍ（１スパン） 本明川横断 （小豆崎１工区）

1995年11月 岐阜県 岐阜県 １２００ｍｍ 土，水 軟岩（泥岩、砂岩）300㎏／㎝２ 木曽川右岸流域下水道事業（管渠）施設工事
日産建設㈱ １０８ｍ 木曽川幹線１６－５工区

1997年2月 大阪府 箕面市 ９００ｍｍ 土，水 硬岩（砂岩）1500㎏／㎝２ 猪名川流域下水道
井上工業(株) １０５ｍ 余野川幹線 （第１３工区） 下水管渠築造工事

1999年9月 南大阪湾岸流域下水道事務所 泉南郡 ９００ｍｍ 土，水 固結ｼﾙﾄ、砂岩300㎏／㎝２ 南大阪湾岸流域下水道
(株)沖崎組 岬町 ２７４ｍ 岬阪南幹線(第18－2工区)下水管渠築造工事

ＣＭＴ  河川横断工事実績表
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令和　3年　4月  現在 土・・・土圧式  泥・・・泥土圧式  水・・・水力排土
年月 発注者 施工場所 管径 機種 土質・強度・レキ径 工事名

施工者 距離・スパン
1999年10月 湖西市 湖西市 １０００ｍｍ 土，水 シルト、粘土 平成11年度公共

錢高・山下企業体 ４３２ｍ 鷲津1号幹線管渠築造工事（第1工区）
2000年2月 西脇市建設部下水道課 西脇市 １２００ｍｍ 土，水 凝灰質礫岩1500㎏／㎝２ 西脇市公共下水道

(株)大本組 １６２ｍ  河川(加古川)横断 比延第1号汚水幹線工事
2000年8月 岡崎市下水道部工事課 岡崎市 ８００ｍｍ 土，水 風化片麻岩、砂質土、粘性土 下水道幹線管渠築造工事

鉄建・加藤特定建設共同企業体 １７１．５ｍ 1000㎏／㎝２
2000年11月 山口小郡地域広域水道企業団 小郡町 ８００ｍｍ 土，水 泥質片岩・安山岩 小郡送水管布設(椹野川推進)工事

シマダ（株） １１７ｍ
2001年9月 三重県津地方県民局  下水道部 三重県 ８００ｍｍ 土，水 砂岩・泥岩 中勢沿岸流域下水道（松坂処理区）

丸亀・カドヤ特定建設工事共同体 ３３１ｍ 多気幹線（第７－２工区）管渠工事
2002年1月 土岐市 土岐市 １０００ｍｍ 土，水 泥岩、花崗岩 公共下水道肥田川幹線第１３工事

株木建設（株） ２５ｍ  河川横断
2002年11月 岡崎市下水道部工事課 岡崎市 １３５０ｍｍ 土、水 花崗岩 下水道幹線管渠築造工事

奥村・白濱特定建設共同企業体 １７１ｍ カーブ（R１５０） 河川横断 岡崎市大平町他４箇所地内
2003年6月 山梨県桂川流域下水道建設事務所 山梨県 ９００ｍｍ 土，水 泥岩、砂岩、礫岩 桂川流域下水道桂川2号幹線

（株）田村組 １４３ｍ 河川横断 推進上野原工区建設工事
2004年4月 豊田市 豊田市 １１００ｍｍ 土、水 花崗岩  河川(矢作川)横断 公共下水道

鹿島・原田建設共同企業体 ４４７ｍ(R=300,ＶR=250) 1000kg/cm
2  

　高水圧 松平２号汚水幹線築造工事（平和第１工区）
2005年11月 三重県伊賀市 伊賀市 ８００ｍｍ 土，水 粗砂、固結ｼﾙﾄ、亜炭 河合地区管路施設（円徳院その６）工事

村本建設株式会社 ５７ｍ　 河川横断
2006年2月 帝国石油株式会社 山梨県 ８００mm 土，水 礫混じりスコリア 帝石静岡ライン建設工事Ｂ工区

鹿島建設㈱ 富士吉田市１００m 河川横断
2006年4月 山梨県釜無川流域下水道事務所 山梨県 １０００ｍｍ 土，水 玉石混じり砂礫 釜無川流域下水道

㈱三枝組 １９３ｍ　 河川横断 釜無川２号幹線推進４工区建設工事
2006年6月 山口市下水道建設課 山口市 ８００ｍｍ 土，水 風化花崗岩、アプライト 川西補助第１工区汚水管施設工事

大豊建設㈱ １９４ｍ 河川横断　　σ=800kg/cm
2

2006年10月 篠山市公営企業部県水事務所 篠山市 ８００ｍｍ 土，水 砂岩 水道広域化施設整備事業
㈱本間組 １４４ｍ　R=200 , 100 河川横断 配水連絡管布設工事（第１０－７工区）

2007年2月 滋賀県企業庁 滋賀県 ９００ｍｍ 土，水 粘土混じり砂礫 平成１８年度第１６３号　南部上水拡張工事
㈱三東工業社 ５００ｍ (R=500,R=350, ＶR=500,350) 河川横断、上・下り　3.3 % 安養寺・池田本町工区緊急連絡管工事

2007年3月 宇部・阿知須公共下水道組合 宇部市 ９００ｍｍ 土，水 礫混じり砂、花崗岩 第１２工区岐波１号汚水幹線工事
塚原建設㈱ ６１ｍ 河川横断

2007年5月 帝国石油㈱ 群馬県 １０００ｍｍ 土，水 砂岩、泥岩 新東京ライン第３期工事（Ｂ工区）碓氷川横断工事
新日鐵・鹿島共同企業体 ２６３ｍ 河川横断

2008年5月 豊田市下水道建設課 豊田市 ８００ｍｍ 土，水 花崗岩　σ=1000kg/cm2 公共下水道事業松平３号汚水幹線築造工事
太啓建設㈱ ９６．８ｍ 河川（巴川）横断 （九久平第１工区）

 ＣＭＴ  河川横断工事実績表  
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令和　3年　4月  現在 土・・・土圧式  泥・・・泥土圧式  水・・・水力排土
2008年12月 山口県企業局周南工業用水道事務所山口県 １０００ｍｍ 土，水 片岩、花崗岩 平成２０年度　富田・夜市川工業用水道

福谷産業㈱ ８６ｍ 河川横断 送水管布設工事　第５工区
2008年12月 北九州市水道局 福岡県 １１００ｍｍ 土，水 砂質頁岩 北部福岡緊急連絡管φ900 (20-1) 布設推進工事

㈱小梅建設工業 ７９ｍ 河川横断
2010年1月 岐阜県東部広域水道事務所 岐阜県 １１００ｍｍ 土，水 砂岩、頁岩、チャート 20債施工幹第1-22号

株式会社　吉川組 多治見市 １０５ｍ 土岐川横断 東濃西部汚水幹線(多-5工区土岐川横断)事業工事
2010年3月 日本下水道事業団 兵庫県 ８００ｍｍ 土，水 風化花崗岩 朝来市和田山第３号汚水幹線

株式会社　ノバック 朝来市 １４８ｍ JR播但線横断 円山川横断
2011年1月 滋賀県企業庁 滋賀県 １０００ｍｍ 土，水 砂礫シルト 西部幹線上流３工区送水管工事

㈱昭建 ５０７．７m 野洲川横断
2013年7月 帝石パイプライン株式会社 群馬県 ８００mm 土，水 溶結凝灰岩 住宅下解消に伴う東京ライン下仁田町

株式会社　植木組 127.6m 河川横断 西野牧地内補償移設工事
2014年1月 八王子市水循環部下水道課 東京都 １１００ｍｍ 土，水 砂礫 大和田町1丁目31番外

日特建設株式会社 八王子市 549m  R=40m.70m,100m 河川横断 下水道接続幹線築造59(1工区)工事
2014年3月 福岡地区水道企業団 福岡県 ９００ mm 土，水 頁岩 老朽管更新事業

福東株式会社 粕屋町 243m  R=150 河川横断 粕屋地区φ700mm送水管布設工事(その5)
2015年6月 広島市 広島市 1000mm 土,水 玉石混じり砂礫 安佐地区下水道築造26-20号工事

大政建設工業㈱ 133.28m 粘板岩　太田川横断
2017年4月 九州農政局　筑後川下流農業水利事務所 佐賀県 800ｍｍ 土,水 礫質土

㈱ピーエス三菱 165ｍ 河川横断
2017年8月 山口県企業局西部利水事務所 山口県 2000mm 土,水 頁岩　128MN/ｍ² 木屋川工業用水道二条化事業　送水管布設

洋林・関門港湾建設特定建設工事共同企業体　　 186ｍ 河川横断　木屋川横断 （木屋川横断管）工事
2017年9月 徳島県企業局 徳島県 900ｍｍ 土,水 砂　河川横断　障害物 H28 企工　吉野川北岸工業用水道　鳴門配水本管

㈱姫野組 32.89ｍ （撫養）布設替工事（3）(一部債務負担)
2018年2月 山口県企業局厚東川工業用水道事務所 山口県 2000mm 土,水 花崗岩　207MN/ｍ²

広成建設・大栄建設特定建設工事共同企業体 116ｍ 厚東川横断　JR山陽本線横断

2019年2月 鈴鹿市上下水道局 鈴鹿市 800mm 土,水 固結シルト、シルト混じり砂

ピーエス三菱・勢州建設特定建設共同企業体 87.1ｍ 河川横断　筒井川横断
2019年11月 岐阜県東部広域水道事務所 岐阜県 1100ｍｍ 土,水 花崗岩　　　80MN/m2

市川・西尾特定建設工事共同企業体 120.287ｍ　R=150m、120m 河川横断　土岐川横断
2020年12月 岐阜県東部広域水道事務所 岐阜県 1100ｍｍ 土、水 砂岩　9.5MN

市川・西尾特定建設工事共同企業体 151.39ｍ 河川横断

 ＣＭＴ  河川横断工事実績表  

筑後川下流農業水利事業　多久導水路（羽佐間
工区）建設工事

厚東川工業用水道改良事業送水管布設（厚東川
横断管）工事
平野送水管布設工事２工区

大容量送水管整備事業　東濃第７幹線（11工
区・土岐川推進）工事
大容量送水管整備事業　東濃第7幹線（8工区推
進）工事

3



令和　3年　4月  現在 土・・・土圧式  泥・・・泥土圧式  水・・・水力排土
年月 発注者 施工場所 管径 機種 土質・強度・レキ径 工事名

施工者 距離・スパン
1989年11月 高槻市 高槻市 ８００ｍｍ 泥土圧式 シルト木抗 平成元年度公共下水道築造工事（第２８工区）

三大建設㈱ ３００ｍ　２スパン 圧送式 カーブ推進１５０ＲＣＬ＝８０ｍ

1990年1月 関西電力㈱ 大阪市 １３５０ｍｍ 泥土圧式 砂 玉江町管路新設工事
㈱住友電設㈱株木建設 １５０ｍ 障害物(木杭）

1993年12月 尾西市 尾西市 ８００ｍｍ 土，水 細砂 尾西市公共下水道三条１号・三条２号汚水幹線
㈱徳倉建設 ２６７ｍ１スパン 障害物（流木、ウェルポイント）

1994年11月 尾西市 尾西市 ８００ｍｍ 土，水 細砂（流木他障害物） 平成６年度築造（第１工区）工事三条１号汚水幹線
㈱銭高組 ２４７ｍ（１スパン）

1994年11月 尾西市 尾西市 ９００ｍｍ 土，水 細砂（流木） 尾西市公共下水道篭屋１号汚水幹線築造
日本国土開発㈱ ２８３ｍ（２スパン） （第１工区）工事

1995年1月 尾西市 尾西市 ８００ｍｍ 土，水 細砂（流木） 尾西市公共下水道三条１号汚水幹線
㈱吉田組 ２５０ｍ（１スパン）

1995年1月 尾西市 尾西市 ９００ｍｍｍ 土，水 細砂（流木） 尾西市公共下水道篭屋１号汚水幹線築造
大日本土木㈱ ２３９ｍ（１スパン） (第２工区）工事

1995年2月 近畿地建 川西市 １５００ｍｍ 泥土圧 砂礫 小戸付替水路（その２）工事
㈱姫野組 １６０ｍ 障害物（Ｈ鋼）

1995年3月 岩国市 岩国市 １１００ｍｍ 土，水 シルト、砂礫（流木） 一文字１号汚水幹線管渠工事（その１）
村本建設㈱ ２４２ｍ（１スパン） カーブ（２号線ＪＲ横断）

1995年11月 尾西市 尾西市 ９００ｍｍ 土，水 細砂、(流木) 公共下水道篭屋１号汚水幹線築造工事
㈱フジタ ２５０ｍ（１スパン）

1996年1月 三田市 三田市 １０００ｍｍ 土，水 軟岩（泥岩300㎏／㎝２）、砂礫、 福島汚水幹線管渠築造工事
㈱新井組 ２１８ｍ 障害物（Ｈ鋼）ＪＲ横断

1996年6月 尾西市 尾西市 ９００ｍｍ 土，水 細砂（流木） 公共下水道篭屋１号汚水幹線築造（第２工区）工事
（株)吉田組 ４８０ｍ（２ｽﾊﾟﾝ)

1997年11月 尾西市 尾西市 ９００ｍｍ 土，水 砂（流木） 尾西市公共下水篭屋1号汚水幹線築造（第１工区）
鴻池組 ２０１ｍ 工事

1997年11月 尾西市 尾西市 ９００ｍｍ 土，水 砂（流木） 尾西市公共下水篭屋1号汚水幹線築造（第３工区）
鉄建建設（株） ２３１ｍ 工事

1998年9月 守口市下水道部 守口市 １１００ｍ  中折れ 土，水 粘土混じり砂、砂 下水道築造工事第１工区
森本組 ３２６ｍ（Ｒ＝６０，８０，１００ｍ） 障害物（Ｈ鋼）

1999年6月 滋賀県湖南中部流域下水道事務所滋賀県 １２００ｍｍ 土，水 砂礫 琵琶湖流域下水道  湖南中部
(株)昭建 ４８６ｍ 障害物(廃材） 瀬田幹線瀬田工区管渠工事

2000年5月 大阪市下水道局 大阪市 １０００ｍｍ  土，水 シルト 此花西部臨海地区下水管渠築造工事（その１２）
松村建設工業(株) １４０ｍ 障害物(ｺﾝｸﾘｰﾄ杭、ﾜｲﾔｰ、擁壁など)

2000年6月 中国電力株式会社 岡山県 ９００ｍｍ 土，水 シルト混じり砂 東部クリーンセンター線新設工事
東洋・岩井・千田 ＪＶ ３１２ｍ 障害物(木杭）

障害物含有地盤施工実績表
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令和　3年　4月  現在 土・・・土圧式  泥・・・泥土圧式  水・・・水力排土
年月 発注者 施工場所 管径 機種 土質・強度・レキ径 工事名

施工者 距離・スパン
2000年8月 阪南市事業部下水道課 阪南市 ８００ｍｍ中折れ（９００φ） 土，水 砂礫 南海本線樽井１１号踏切道下和泉鳥取尾崎汚水幹線

南海辰村建設（株） １１９ｍ(カーブ) 障害物(シートパイル) 横断工事に伴う築造工事委託(南海本線樽井～尾崎間)
2000年11月 高槻市建設部下水道室工務課 高槻市 １０００ｍｍ 土，水 粘土・砂 平成１２年度公共下水道築造工事(第１工区)

飛島・吉岡JV ４５０ｍ 障害物（旧水路木杭）
2001年7月 大阪市都市環境局 大阪市 １１００ｍｍ 泥 砂礫 桜川幹線他１町地内

ショベル工業(株) ５９ｍ 障害物（Ｈ鋼） 下水管渠築造工事(その１－１－２)
2002年4月 大津市河川下水道部河川整備課 滋賀県 １１００ｍ(中折) 土，水 砂礫、シルト 里川雨水幹線管渠築造工事

(株)昭建 ６９３ｍ、カーブ（Ｒ＝６０，６５他） 障害物(木杭）
2002年10月 笠松町水道課 岐阜県 １０００ｍｍ 土、水 粘土、シルト、砂 北及汚水幹線(2工区)管渠埋設工事

(株)市川工務店 ６９７ｍ カーブ（Ｒ５００） コンクリート杭他障害物
2003年9月 さいたま県土整備事務所 埼玉県 １０００ｍｍ 土，水 砂、シルト 河川環境整備工事(芝川取水施設導水管工)

中原建設㈱ ８２４ｍ　Ｖ曲線 PC杭切断2ヶ所
2004年2月 四国旅客鉄道株式会社 高知県 １３５０ｍｍ 泥 粘性土 土讃線土佐一宮・薊野間

大鉄工業㈱ １８８ｍ,ＪＲ横断 障害物(ﾋｭｰﾑ管、ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ、鋼矢板) 第１薊野踏切下管推進工事
2005年4月 金沢市 金沢市 １６５０ｍｍ 泥 砂礫 湊雨水ポンプ場土木改善工事

東洋建設・明翫組共同企業体 ６２ｍ 障害物(ﾍﾟｰﾊﾟｰﾄﾞﾚｰﾝ)
2005年12月 大阪市都市環境局 大阪市 １２００ｍｍ 土，水 砂質ｼﾙﾄ 春日出南～島屋幹線

株式会社　村本組 ８７ｍ　障害物 障害物（Ｈ鋼） 下水管渠築造工事（その２）
2006年3月 四国電力株式会社 高知県 ８００ｍｍ 土，水 シルト質粘性土 一宮ＳＳ新設関連（地中）

㈱四電工 ５９ｍ 障害物（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ、鉄板他）

2006年8月 北九州市建設局 北九州市 １６５０mm 土，水 シルト質粘性土  N=0 本城地内雨水(その3)管渠工事
佐藤工業㈱ ３４５m   R=100 障害物木杭

2007年2月 福岡市下水道局東部建設課 福岡市 ８００ｍｍ　(中折) 土，水 砂質土、風化岩 多々良（多々良２丁目）地区　下水道築造工事
㈱国本工業 １６７ｍ　R=100 障害物(鉄クズ)

2007年10月 徳島県　県土整備部　鳴門土木工事事務所 徳島県 １１００ｍｍ 土，水 砂、シルト Ｈ１９鳴土　鳴門松茂幹線北工区（４）
㈱姫野組 ５５２ｍ  R=600,500 障害物(流木)、　高水圧 松・満穂他下水道工事

2008年3月 豊中市土木下水道部下水道建設課 大阪府 １０００ｍｍ 土，水 粘土、砂 平成１９年度公共事業千里園排水区（１工区）
都永建設㈱ １１４．９ｍ 障害物 (矢板) 管渠築造工事

2008年5月 いわき市 いわき市 １０００ｍｍ 土，水 砂 公共下水道　平汚水専用幹線築造工事
ガイアートT・K 東部産業J　・V ６７３．７ｍ　６３８ｍ 障害物 (流木)

2008年5月 いわき市 いわき市 １１００ｍｍ 土，水 砂 公共下水道　平汚水専用幹線築造工事
ガイアートT・K 東部産業J　・V ７２０ｍ  R=100 障害物 (流木)

2012年7月 千葉市建設局下水道建設部 千葉市 １０００mm　 土，水 礫混じり砂 下水道配水施設工事(富士見23-1工区)
不動テトラ・旭建設共同企業体 57.9m R=60 障害物

2009年4月 神戸市水道局 神戸市 １０００ｍｍ 土，水 砂礫 中央（加納町他）中層連絡管新設工事
㈱香山組 ２５１ｍ 障害物Ｈ鋼 (300) ９本

障害物含有地盤施工実績表
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令和　3年　4月  現在 土・・・土圧式  泥・・・泥土圧式  水・・・水力排土
年月 発注者 施工場所 管径 機種 土質・強度・レキ径 工事名

施工者 距離・スパン
2012年7月 北九州市上下水道局下水道整備課 北九州市 ８００mm　 土，水 砂質シルト 木屋瀬三・四丁目地内雨水(その2)管渠築造工事

岡本土木株式会社 409m  R=100,500,300 障害物 流木
2012年7月 下関市上下水道局　下水道課 下関市 １６５０mm　 土，水 風化頁岩 平成23年度　南部汚水４号幹線布設工事(第１工区)

株式会社　コプロス 47.3m　　河川横断 障害物　ﾚｰﾙ等多数
2012年7月 静岡市上下水道局下水道部 静岡市 １０００mm　 土，水 玉石混じり砂礫 平成23年度　下建工第2805号静清処理区

三井住友・静鉄特定建設工事JV 243m   障害物 興津幹線下水道築造その３工事
2012年9月 静岡市上下水道局下水道部 静岡市 １０００mm　 土，水 玉石混じり砂礫 平成23年度　下建工第2805号静清処理区

三井住友・静鉄特定建設工事JV 698m  R=200 勾配 8% 障害物 興津幹線下水道築造その３工事
2012年9月 熊本市上下水道局　下水道整備課 熊本市 ８００mm　 泥 玉石、砂礫 平成23年度　都市計画事業

明治・西部・三愛・嶋本JV 92.5ｍ  120.5m  51.0m 障害物 ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ 東部汚水47号幹線合流改善下水道築造工事(773工区)
2012年10月 熊本市上下水道局　下水道整備課 熊本市 １０００mm　 泥 玉石、砂礫 平成23年度　都市計画事業

明治・西部・三愛・嶋本JV 202m R=150 3%上り勾配 障害物 東部汚水47号幹線合流改善下水道築造工事(773工区)
2012年11月 武州ガス株式会社 埼玉県 ８００mm　 土，水 粘性土 防食対策工事　並木(中圧)

東鉄工業株式会社 川越市 ５３ｍ 障害物、JR川越線横断
2012年11月 群馬県下水道総合事務所 群馬県 １０００mm　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 土，水 シルト質砂礫 社会資本総合整備(下水道特会)管渠築造工事

佐田建設株式会社 高崎市 ４８７ｍ  R=５０0 流木、巨礫 玉村北橘幹線　第1-S-3Ｂ工区
2012年11月 大阪市建設局 大阪市 １５００ｍｍ　　E-MAX管 土，水 砂 兎我野町～西天満幹線下水管渠築造工事

株式会社　ピーエス三菱 ５３６m  R=28m 障害物
2013年1月 中部電力株式会社 愛知県 ８００mm　中折 土，水 礫混じり粘土 エヌティーテクノ線新設のうち管路工事

ｼｰﾃｯｸ・中部土木・奥田工業JV 高浜市 146ｍ  R=100,150　上下14.9% 障害物
2013年2月 西日本旅客鉄道株式会社 大津市 １２００mm 土，水 玉石混じり砂礫 石山・膳所501K189m上水道管埋設

大鉄工業株式会社 ４０m JR東海道線横断　障害物
2013年3月 群馬県下水道総合事務所 群馬県 １０００mm　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 土，水 シルト質砂礫 社会資本総合整備(地域自主戦略交付金事業)(下水)

株式会社　吉田組 高崎市 ２８１ｍ 流木、巨礫 管渠築造工事(玉村北橘幹線　第1-S-3A工区)
2013年5月 中部ガス株式会社 静岡県 １０００mm　 土，水 礫混じり砂 静浜幹線建設工事磐浜ラインＥ工区

日鉄住金ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ＆ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 磐田市 450m 流木
2014年5月 松戸市 千葉県 １３５０mm　 土，水 砂、シルト 馬橋排水区雨水枝線工事(25-1工区)

株式会社　岡本組 松戸市 461m    R=63 , 160*3 障害物
2014年6月 八王子市水循環部下水道課 東京都 ９００ｍｍ 土，水 礫混じり粘土 大和田町1丁目31番外

日特建設株式会社 八王子市 35.6m 障害物 下水道接続幹線築造59(1工区)工事
2014年10月 北九州市上下水道局 北九州市 800mm 土，水 凝灰岩 井堀五丁目他配水管布設替工事

岡本土木(株) 163m 障害物(PC杭)
2017年1月 八戸圏域水道企業団 八戸市 １２００mm 土,水 軽石混じり砂   シルト

地代所・伊藤特定建設工事共同企業体 101.8ｍ 障害物（PHC杭）
2017年9月 射水市 富山県 800ｍｍ 土,水 砂質シルト 新開発地内西部幹線排水管推進工事

道路技術サービス㈱ 24.１ｍ 障害物（木杭）

障害物含有地盤施工実績表

平成28年度八水契第２６１号配水幹線（長苗代～河
原木）布設替第9工区工事
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令和　3年　4月  現在 土・・・土圧式  泥・・・泥土圧式  水・・・水力排土
年月 発注者 施工場所 管径 機種 土質・強度・レキ径 工事名

施工者 距離・スパン
2017年9月 徳島県企業局 徳島県 900ｍｍ 土,水 砂　河川横断　障害物 H28 企工　吉野川北岸工業用水道　鳴門配水本管

㈱姫野組 32.89ｍ （撫養）布設替工事（3）(一部債務負担)
2017年11月 横浜市環境創造局 横浜市 900ｍｍ 土,水 砂質粘土(盛土)

株式会社　水村建設 263.998ｍ R=600 R=600 R=500 障害物(ガラ・木片など）

2017年12月 金沢市企業局建設課 金沢市 1100ｍｍ 土,水 シルト質細砂
高田・大三建設特定建設工事共同企業体 58ｍ 障害物(松杭)

2018年5月 徳島市土木部下水道事務所保全課 徳島県 900mm 土,水 砂・シルト
株式会社　北島組 52.55ｍ 障害物(木片）

2019年10月 名古屋市上下水道局 愛知県 800mm 土,水 礫質土 昭和区鶴舞二丁目地内千郷幹線新設工事
山城土木株式会社 115.4ｍ SMW杭（芯材H250)

2020年12月 長崎県県央振興局 長崎県 1200ｍｍ 土、水 粘土質シルト
株式会社公文建設 45.62ｍ 障害物（全断面地盤改良）

2021年2月 神奈川県企業庁 神奈川県 1000ｍｍ 土、水 礫混じり砂
機動建設工業株式会社 534.9ｍ R=210ｍ（縦断曲線2箇所) 障害物（ウェルポイント配管)

障害物含有地盤施工実績表

神奈川処理区保土ヶ谷区今井地区下水道再整備
工事
平成29年度　七ツ屋水管橋耐震化に伴う下水道
管布設工事(右岸部)
内町ポンプ場送水管改築工事

一般県道諫早外環状線道路改良工事（管渠工
1）
企水第921号　平塚１号基幹管路更新工事（第
３工区）
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令和　3年　4月  現在 土・・・土圧式  泥・・・泥土圧式  水・・・水力排土
年月 発注者 施工場所 管径 機種 土質・強度・レキ径 工事名

施工者 距離・スパン
1982年12月 笠岡市下水道課 笠岡市 １２００ｍｍ シルトＮ＝０

三井建設㈱ １７０ｍ１スパン レキ泥水式 風化花コウ岩１００～３００ｋｇ／㎝２

1984年2月 和歌山市 和歌山市 １６５０ｍｍ 密閉型 シルトＮ＝５
㈱浅川組 ４００ｍ２スパン 土圧式 黒色片岩５００～７００ｋｇ／㎝２

1984年11月 明石市 明石市 ８００ｍｍ 土圧式 シルト・粘士Ｎ＝０～３
鉄建建設㈱ ２８０ｍ１スパン 圧送式

1986年3月 住宅都市整備公団 三田市 １０００ｍｍ 泥土圧式 シルト粘土Ｎ＝０～５
㈱森長組 １９４ｍ２スパン 圧送式 砂レキ～５０ｍｍ

1997年10月 三重県 四日市市 １０００ｍｍ 土，水 砂 北勢沿岸流域下水道（北部処理区）
森本･小林Ｊ．Ｖ ４７３m 四日市幹線 （第17・18-1工区）築造工事

1999年10月 湖西市 湖西市 １０００ｍｍ 土，水 シルト、粘土 平成11年度公共
錢高・山下企業体 ４３２ｍ 鷲津1号幹線管渠築造工事（第1工区）

2000年11月 高槻市建設部下水道室工務課 高槻市 １０００ｍｍ 土，水 粘土、砂 平成１２年度公共下水道築造工事(第１工区)
飛島・吉岡JV ４５０ｍ

2006年8月 北九州市建設局 北九州市 １６５０mm 土，水 シルト質粘性土  N=0 本城地内雨水(その3)管渠工事
佐藤工業㈱ ３４５m   R=100 障害物木杭

2007年9月 九州旅客鉄道株式会社 佐賀県 ２０００ｍｍ鋼管 土，水 砂質シルト　　Ｎ＝0 牛津・肥前山口間佐賀西部導水路新設工事
九鉄工業㈱ ９７ｍ ＪＲ横断

2009年12月 九州旅客鉄道株式会社 佐賀県 １８００ｍｍ 鋼管 土，水 粘土　　N=0 肥前山口・肥前白石間
九鉄工業株式会社 ３１４ｍ　JR長崎本線横断 山脚導水路新設　他

2012年7月 北九州市上下水道局下水道整備課 北九州市 ８００mm　 土，水 砂質シルト 木屋瀬三・四丁目地内雨水(その2)管渠築造工事
岡本土木株式会社 409m  R=100,500,300 障害物 流木

2014年2月 東大阪市上下水道局下水道部 大阪府 １０００ mm 土，水 砂、シルト 平成25年度公共下水道(第2工区)
森組・コーセン建設JV 東大阪市 1240m R=120,200,500 管きょ築造工事

2014年5月 松戸市 千葉県 １３５０mm　 土，水 砂、シルト 馬橋排水区雨水枝線工事(25-1工区)
株式会社　岡本組 松戸市 461m    R=63 , 160*3箇所 障害物

2014年9月 徳島県企業局 徳島県 1000mm 土，水 砂混じりシルト 吉野川北岸工業用水道今切
大徳建設株式会社 343 m   R=100, 200*2箇所 第三配水支管布設替工事

2016年2月 神奈川県　流域下水道整備事務所 神奈川県 800mm 土,水 砂質シルト 平成27年度　酒匂川流域下水道　箱根小田原幹線
伊達建設㈱ 496.1m  R=500 小田急線横断 管渠築造工事(1-2工区)公共(その1)

2017年1月 高知市上下水道局下水道整備課 高知市 1650mm×1350mm 土,水 粘土質シルト 江ノ口雨水貯留管築造工事（２７－１）
入交・大宮特定建設工事共同企業体 415ｍ R=350*2箇所 R=200*2箇所 R=100 礫質土(リターンシステム)

ＣＭＴ  軟弱土工事実績表
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令和　3年　4月  現在 土・・・土圧式  泥・・・泥土圧式  水・・・水力排土
年月 発注者 施工場所 管径 機種 土質・強度・レキ径 工事名

施工者 距離・スパン
1991年6月 枚方市 枚方市 ８００ｍｍダクタイル 泥水式 粘土、砂礫 津田低区配水場～東部長尾配水場間口径

㈱松村組 ２０６ｍ 上り　10 % ８００ｍ／ｍ以下送水管布設工事第１工区（その１）
1993年5月 大津ガス 大津市 ８００ｍｍ 泥水式 粘板岩1000㎏／㎝２ 中圧ガス本管布設工事（藤尾奥町）

新日本製鐡 １５８ｍ 上り　4 %
2001年2月 桜井市都市整備部下水道課 桜井市 １０００ｍｍ 土，水 花崗岩 桜井市公共下水道

藤井、高岸、下口ＪＶ ２９０ｍ、３９２ｍ 上り　1 % 初瀬、栗殿幹線管渠築造工事１２、第１工区
2002年4月 大津市河川下水道部河川整備課 滋賀県 １１００ｍ(中折) 土，水 砂礫、シルト VR500   VCL=21.2m

(株)昭建 ６９３ｍ、カーブ（Ｒ＝６０，６５他） 障害物 上り　1 %    L=32.8m
2002年12月 豊田市上下水道局下水道建設課 愛知県 １０００ｍｍ 土、水 花崗岩 VR250   VCL=17.1m

白石・日京建設共同企業体 １５５ｍカーブ（Ｒ２５０．１３０） 700kg/cm
2 上り　7 %     L=120m (130R)

2003年4月 桜井市都市整備部　下水道課 桜井市 ８００ｍｍ 土、水 花崗岩、安山岩 上り　2 %
井前・藤一・高岸JV ２７３ｍ    (R=300, 200) 1500kg/cm

2

2003年6月 北九州市水道局 北九州市 １３５０ｍｍ 土，水 風化花崗岩 下り　1.9 %   L=562m (含200R)VR550    VCL=10m
日特建設㈱ ７６４ｍ　　R=200  Ｖ曲線550R LEVEL   L=40mVR550   VCL=11m 上り 2.0 %  L=141m 

2003年9月 さいたま県土整備事務所 埼玉県 １０００ｍｍ 土，水 砂、シルト VR300   VCL=28.8m
中原建設㈱ ８２４ｍ　Ｖ曲線 杭切断2ヶ所 上り　1 %    L=12.6m  VR300   VCL=28.8m

2004年4月 豊田市 豊田市 １１００ｍｍ　　矢作川横断 土、水 花崗岩
鹿島・原田建設共同企業体 ４４７ｍ  (R=300, ＶR=250) 1000kg/cm

2 
高水圧

2005年4月 広島市水道局 広島市 １５００mm 土、水 花崗岩 下り　4.65 %
(株)地崎工業 ３１３m　（R=200，300）

2006年2月 神戸市水道局 神戸市 １１００mm 土，水 マサ、風化岩 下り　30 %
美樹工業㈱ ７０m , ３９m  急勾配(30%下り)

2006年11月 徳島県　県土整備部　鳴門土木工事事務所 徳島県 ８００ｍｍ 土，水 砂礫、シルト Ｈ１８鳴土　旧吉野川幹線藍住西工区（４）
㈱姫野組 ４６９ｍ　R=200 下り　0.8 % 藍・東中富　下水道工事

2007年2月 滋賀県企業庁 滋賀県 ９００ｍｍ 土，水 粘土混じり砂礫 平成１８年度第１６３号　南部上水拡張工事
㈱三東工業社 ５００ｍ (R=500,R=350, ＶR=500,350) 河川横断、上・下り　3.3 % 安養寺・池田本町工区緊急連絡管工事

2009年11月 京都府 宇治市 １２００mm 土，水 砂岩、粘板岩 宇治浄水場導水施設更新事業　推進工事
暁新日本･塚崎JV ３３８ｍ　　急勾配 4.8%上り

2010年3月 山梨県流域下水道事務所 山梨県 ８００ｍｍ    3%上り勾配 土，水 スコリア、玄武岩 富士北麓流域下水道
秋山土建株式会社 337ｍ(R=150,VR700),  114m(R=100*2) 富士北麓３号幹線推進７工区建設工事

2010年11月 東京電力㈱山梨支店 山梨県 １０００mm　合成管 土，水 玉石混じり砂礫 ㈱オプト御坂工場特高供給工事(管路)
株式会社　関電工 ６８m 急勾配 4.1%→15.6%

2013年1月 中部電力株式会社 愛知県 ８００mm　中折 土，水 礫混じり粘土 エヌティーテクノ線新設のうち管路工事
ｼｰﾃｯｸ・中部土木・奥田工業JV 高浜市 146ｍ  R=100,150　上下14.9% 障害物

急勾配推進施工実績表

1



令和　3年　4月  現在 土・・・土圧式  泥・・・泥土圧式  水・・・水力排土

年月 発注者 施工場所 管径 機種 土質・強度・レキ径 工事名

施工者 距離・スパン
2013年1月 神戸市水道局 神戸市 １０００mm　 土，水 玉石混じり砂礫 篠原支線(灘低層連絡管)整備工事その１

株式会社　吉田組 330m  R=55　6.9%上り 最大玉石径 150cm
2013年5月 滋賀県企業庁 滋賀県 ９００mm　 土，水 玉石混じり砂礫 平成２４年度　第KT11-102号

株式会社　秋村組 290m 勾配  下り3%,上り5.4% 八幡安土ﾊﾞｲﾊﾟｽ２工区送水管工事
2013年5月 滋賀県企業庁 滋賀県 ９００mm　 土，水 玉石混じり砂礫 平成２４年度　第KT11-103号

株式会社　日建 332m 勾配  下り4.5%,上り7.1% 八幡安土ﾊﾞｲﾊﾟｽ３・４工区送水管工事
2013年12月 関東農政局大井川用水農業水利事業所 静岡県 ８００mm　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 土，水 泥岩、砂岩 島田１号２号水路工事 (その１)

東急建設株式会社 島田市 421.5m  4.562%上り
2014年1月 農林水産省　北陸農政局 新潟県 １０００ mm 土，水 粘性土、砂礫 柏崎周辺(二期)農業水利事業

東急建設株式会社 柏崎市 253m R=80,100 VR=80 勾配上り　1%→5% 幹線導水路(上野工区)建設工事
2021年2月 国際石油開発帝石株式会社 新潟県 1350ｍｍ 土、水 泥岩 5MN/ｍ²

株式会社植木組 533.75ｍ 5.0%上り メタン5%（防爆仕様)

急勾配推進施工実績表

新青海ライン糸魚川島道地内　地盤危険個所移
設工事
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令和　3年　4月  現在 土・・・土圧式  泥・・・泥土圧式  水・・・水力排土
年月 発注者 施工場所 管径 機種 土質・強度・レキ径 工事名

施工者 距離・スパン
1994年9月 岐阜市 岐阜市 １０００ｍｍ 泥，水 砂礫 第３０８工区長森日野幹線下水管渠布設工事

大日本土木㈱ ５２３ｍ（１スパン） カーブ
1996年10月 桜井市 桜井市 １０００ｍｍ 土，水 砂礫 桜井市公共下水道

藤一建設（株） ５７２ｍ カーブ 初瀬・粟殿幹線管渠築造工事８－第１工区
1999年8月 岐阜県笠松町水道課 笠松町 １１００ｍｍ 土，水 砂 北及汚水幹線（１工区）管渠埋設工事

大日本土木(株) １００６ｍ
2000年1月 山梨県釜無川流域下水道事務所 山梨県 １０１０ｍｍ（ﾏｼﾝ呼び径1100） 土，水 礫、玉石 釜無川流域下水道・釜無川２号幹線

早野組・井尻工業・望月組土木共同企業体 ５４２ｍ 八田村野牛島地内推進６工区下水道工事
2002年4月 大津市河川下水道部河川整備課 滋賀県 １１００ｍ(中折) 、Ｒ＝６０，６５他 土，水 砂礫、シルト 里川雨水幹線管渠築造工事

(株)昭建 ６９３ｍ　ＶＲ500　Ｌ＝21.2ｍ 障害物　上り　1 %
2003年6月 北九州市水道局 北九州市 １３５０ｍｍ 土，水 風化花崗岩 東西連絡管φ１１００敷設推進工事（１４－２工区）

日特建設㈱ ７６４ｍ　　Ｖ曲線
2003年9月 さいたま県土整備事務所 埼玉県 １０００ｍｍ 土，水 砂、シルト 河川環境整備工事(芝川取水施設導水管工)

中原建設㈱ ８２４ｍ　Ｖ曲線 ＰＣ杭切断2ヶ所
2004年2月 愛知県知立建設事務所 愛知県 ８００ｍｍ 土，水 砂 衣浦東部流域下水道事業

石橋建設興業㈱ ５５７ｍ　( R=200 )　 名鉄横断 管きょ布設工事（六軒工区）
2004年4月 佐世保市水道局下水道建設課 佐世保市 ９００ｍｍ（内径800特厚） 土，水 砂岩 権常寺幹線管渠布設工事

東工営・ダイヤ共同企業体 ５２５ｍ    ( R= 80＊５) 1300kg/cm
2

2005年3月 岐阜県西濃地域大垣農山村整備事務所 大垣市 1５００ｍｍホーバス管 土，水 砂礫 か第１号　県営かんがい排水事業
土屋・岐建特定建設工事共同企業体 ９９５ｍ （R=125,130,250,400,500） 宇留生地区　宇留生用水第９号工事

2005年4月 春日井市 春日井市 ９００ｍｍ 土，水 砂礫 公共下水道　篠木汚水６号幹線[第１工区]築造工事
土屋・丸彦渡辺特定建設工事共同企業体 ５７２ｍ 発進立坑 φ4.8ｍ

2007年2月 滋賀県企業庁 滋賀県 ９００ｍｍ 土，水 粘土混じり砂礫 平成１８年度第１６３号　南部上水拡張工事
㈱三東工業社 500m (R=500,R=350, ＶR=500,350) 河川横断、上・下り　3.3 % 安養寺・池田本町工区緊急連絡管工事

2007年2月 甲賀市 甲賀市 １０００ｍｍ　(中折) 土，水 花崗岩、ｼﾙﾄN=0 平成１８年度第１６３号　牧勅旨地区管渠築造工事
西武建設㈱ ５７２ｍ 　R=60　R=200*2 σ=1500kg/cm

2 
RQD=100以上

2007年5月 豊橋市上下水道局 豊橋市 １０００ｍｍ 土，水 礫混じり砂、シルト 公共下水道築造工事（３工区）
鉄建建設㈱ １４４８ｍ  　R=500*3 700*4 2007/12現在世界最長

2007年6月 東広島市下水道部下水道建設課 東広島市 ８００ｍｍ 土，水 花崗岩 八本松１・３号汚水幹線建設工事（東１８・１９－１）
機動・明成特定建設工事共同企業体 ５５０ｍ　R=500 σ=1500kg/cm

2

2007年9月 滋賀県企業庁 滋賀県 １１００mm　　(中折) 土，水 砂礫　　メタン 南部上水拡張事業
㈱三東工業社 ６６７m　R=500*2, 300*2, 50 防爆仕様 若宮・馬淵工区緊急連絡管工事

2007年10月 徳島県県土整備部鳴門土木工事事務所 徳島県 １１００ｍｍ 土，水 砂、シルト Ｈ１９鳴土　鳴門松茂幹線北工区（４）
㈱姫野組 ５５２ｍ  R=600,500 障害物、　高水圧 松・満穂他下水道工事

2008年5月 徳島県　県土整備部 徳島県 １１００ｍｍ（中折）　レジン管 土，水 砂、シルト　  流木、高水圧 Ｈ１９鳴土　鳴門松茂幹線北工区（１）
高原建設㈱ ６５５ｍ 徳島空港横断 松・満穂地内　下水道工事

長距離推進実績表（５００ｍ以上）　　
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令和　3年　4月  現在 土・・・土圧式  泥・・・泥土圧式  水・・・水力排土
年月 発注者 施工場所 管径 機種 土質・強度・レキ径 工事名

施工者 距離・スパン
2008年5月 いわき市 いわき市 １０００ｍｍ 土，水 砂 公共下水道　平汚水専用幹線築造工事

ガイアートT・K 東部産業J　・V ６７３．７ｍ 　６３８ｍ 障害物 (流木)
2008年5月 いわき市 いわき市 １１００ｍｍ 土，水 砂 公共下水道　平汚水専用幹線築造工事

ガイアートT・K 東部産業J　・V ７２０ｍ  R=100 障害物 (流木、木杭多数)
2008年12月 国際石油開発帝石株式会社 新潟県 １３５０ｍｍ 土，水 泥岩　　可燃性ｶﾞｽ 帝国石油新青海ライン建設工事（Ａ工区）

住友金属パイプエンジ㈱ ７２０ｍ (山岳ﾄﾝﾈﾙ迎え堀り) 防爆仕様
2009年9月 高知市下水道建設課 高知市 １０００ｍｍ 土，水 シルト砂 南部１号汚水幹線管渠築造工事(その２)

新進･啓大特定建設工事共同企業体 ６００ｍ
2009年10月 神戸市建設局 神戸市 １６５０ｍｍ 土，水 凝灰質砂岩、砂礫 垂水処理場

錢高･窪田特定建設工事共同企業体 ７６４ｍ　R=250,170,700 本場・東拡張連絡管、沈砂池他築造工事
2010年3月 福山市建設局下水道部建設１課 広島県 １０００ｍｍ 土，水 風化花崗岩、礫混じりシルト粘土 常石汚水幹線下水道工事

駅家工・丸忠特定建設工事JV 福山市 ６７３ｍ  R=100*3,150,350

2010年3月 岡山県南部水道企業団 岡山県 １３５０ｍｍ 土，水 細砂、玉石混じり砂礫 福井地内２号送水本管布設替工事
清水・三宅建設工事共同企業体 倉敷市 １０１７ｍ,  １９６ｍ

2011年1月 滋賀県企業庁 滋賀県 １０００ｍｍ 土，水 砂礫シルト 西部幹線上流３工区送水管工事
㈱昭建 ５０７．７m 野洲川横断

2012年9月 静岡市上下水道局下水道部 静岡市 １０００mm　 土，水 玉石混じり砂礫 平成23年度　下建工第2805号静清処理区
三井住友・静鉄特定建設工事JV 698m  R=200 勾配 8% 障害物 興津幹線下水道築造その３工事

2012年11月 大阪市建設局 大阪市 １５００ｍｍ　　E-MAX管 土，水 砂 兎我野町～西天満幹線下水管渠築造工事
株式会社　ピーエス三菱 ５３６m  R=28m 障害物 (300H鋼)

2013年1月 姫路市下水道局下水道整備室 姫路市 １３５０mm　 土，水 玉石混じり砂礫 飾磨増補準幹線(１５工区)下水道工事
株式会社　宮本組 538m  R=75　 最大玉石径 40cm

2013年6月 滋賀県北部流域下水道事務所 滋賀県 １０００mm　 土，水 玉石混じり砂礫 琵琶湖流域下水道東北部湖東幹線
株式会社　三東工業社 595.4m  R=100, 150 下一色２工区管渠工事

2013年1月 米子市下水道部 鳥取県 １０００mm　 土，水 細砂 大篠津皆生幹線その１６工事
青木あすなろ・はりもとJV 米子市 ７０６ｍ

2013年7月 滋賀県北部流域下水道事務所 滋賀県 １０００mm　 土，水 玉石混じり砂礫 琵琶湖流域下水道東北部湖東幹線
株式会社　秋村組 584.1m  R=700,50,100,300 平松工区管渠工事

2014年1月 八王子市水循環部下水道課 東京都 １１００ｍｍ 土，水 砂礫 大和田町1丁目31番外
日特建設株式会社 八王子市 549m  R=40m.70m,100m 河川横断 下水道接続幹線築造59(1工区)工事

2014年2月 東大阪市上下水道局下水道部 大阪府 １０００ mm 土，水 砂、シルト 平成25年度公共下水道(第2工区)
森組・コーセン建設JV 東大阪市 1240m  管きょ築造工事

2014年5月 滋賀県北部流域下水道事務所 滋賀県 １０００mm　 土，水 玉石混じり砂礫 琵琶湖流域下水道東北部湖東幹線
明豊建設株式会社 555m  R=100, 700 湖東幹線僧坊工区管渠工事

2016年6月 大阪府東部下水道事務所 大阪府 １０００mm 土,水 砂礫混じりシルト 寝屋川流域下水道枚岡河内南（二）
森組・三大建設共同企業体 1236m R=500　R=200　R=120 （第３工区）下水管渠築造工事

長距離推進実績表（５００ｍ以上）
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令和　3年　4月  現在 土・・・土圧式  泥・・・泥土圧式  水・・・水力排土
年月 発注者 施工場所 管径 機種 土質・強度・レキ径 工事名

施工者 距離・スパン
2016年11月 北九州市上下水道局 北九州市 2000mm 土,水 風化花崗岩 田畑川雨水幹線管渠築造工事

奥村・石山共同企業体 631.5ｍ R=200 R=300 R=50

2017年2月 柏崎市 柏崎市 800ｍｍ 土,水 シルト質砂岩
㈱植木組 540ｍ  R=350 砂岩

2017年9月 前橋市　水道局　下水道施設課 群馬県 1200mm 土,水 玉石砂礫　前橋泥流層 天川ポンプ場　圧送管地震対策工事

宮下工業・泉野建設・大島工業JV 1126ｍ  R=500 R=100 （国ポ地震第１号）

2019年2月 前橋市　水道局　下水道施設課 群馬県 1200ｍｍ 土,水 細粒分質礫・粘土質砂礫 天川ポンプ場　圧送管地震対策工事
佐田建設・稲村建設・前橋地建　特定建設工事共同企業体 889.1ｍ　　R=500ｍ 黒ボクシル （国ポ地震第１号）

2019年3月 農林水産省　近畿農政局 兵庫県 1000ｍｍ　 土,水 粘性土質砂質礫

株式会社　鴻池組 692.569ｍ　R=150ｍ(3箇所)、200ｍ

2019年10月 農林水産省　近畿農政局 兵庫県 1000ｍｍ　 土,水 粘性土質砂質礫

株式会社　鴻池組 934.723ｍ　R=500m、800m、400m

2019年11月 大津市企業局 滋賀県 1000ｍｍ 土、水 砂礫
株式会社　日建 968.6ｍ R=750、700、700ｍ

2020年8月 農林水産省近畿農政局 和歌山県 1650ｍｍ 土、水 玉石混じり砂質礫
東急建設㈱ 602.882ｍ R=120,100,150,420,60

2021年2月 国際石油開発帝石株式会社 新潟県 1350ｍｍ 土、水 泥岩 5MN/ｍ²
株式会社植木組 533.75ｍ 5.0%上り メタン5%（防爆仕様)

2021年2月 神奈川県企業庁 神奈川県 1000ｍｍ 土、水 礫混じり砂
機動建設工業株式会社 534.9ｍ R=210ｍ（縦断曲線2箇所) 障害物（ウェルポイント配管)

新青海ライン糸魚川島道地内　地盤危険個所移
設工事
企水第921号　平塚１号基幹管路更新工事（第３
工区）

長距離推進実績表（５００ｍ以上）

米山町給水安定化事業米山町・上輪地内水道管
改良工事

東播用水二期農業水利事業　淡山連絡水路建設
工事（下流側）

東播用水二期農業水利事業　淡山連絡水路建設
工事（上流側）

新晴嵐幹線管渠築造工事及び付帯工事

和歌山平野農地防災事業　六箇井水路（畑毛工
区）改修工事
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令和　3年　4月  現在 土・・・土圧式  泥・・・泥土圧式  水・・・水力排土
年月 発注者 施工場所 管径 機種 土質・強度・レキ径 工事名

施工者 距離・スパン
2017年1月 高知市上下水道局下水道整備課 高知市 1650mm×1350mm 土,水 粘土質シルト 江ノ口雨水貯留管築造工事（２７－１）

入交・大宮特定建設工事共同企業体 415ｍ R=350*2箇所 R=200*2箇所 R=100 礫質土(リターンシステム)
2018年3月 広島市下水道局 広島県 2000mmX1650mm 土,水 シルト

株式会社　砂原組 129.8ｍ R=120 R=80 （リターンシステム）

リターンシステム実績表

尾長地区下水道築造２８－２号工事

1



令和　3年　4月  現在 土・・・土圧式  泥・・・泥土圧式  水・・・水力排土
年月 発注者 施工場所 管径 機種 土質・強度・レキ径 工事名

施工者 距離・スパン
2012年5月 宇部市下水道部下水道維持課 山口県 ８００mm  ﾚｼﾞﾝ管　 泥 砂礫 第７２工区 西部浄化センター合流幹線(改築)工事

ミツヤ工業株式会社 宇部市 ５８ｍ 改築 700mmﾋｭｰﾑ管、鋼板
2017年1月 関東農政局 藤枝市 1350ｍｍ 泥 砂礫質盛土・改築推進

株式会社　熊谷組 42ｍ 改築
2021年2月 木津川市　建設部　建設課 京都府 900mm 土 石積暗渠（23.8ｍ）

株式会社　ＫＯＳＥＩ 27.7ｍ 改築 プレキャストボックス（3.9ｍ）

ＣＭＴ  改築工事実績表

大井川用水（二期）農業水利事業　瀬戸川左岸幹線
水路整備工事（その６）
内垣外地区排水路敷設工事

1



実  　 績   　表

年月 発注者 施工場所 管径 機種 土質・強度・レキ径 工事名
施工者 距離・スパン

1981年11月 住宅都市整備公団 三田市 １３５０ｍｍ 開放型 レキ岩１０００～２０００㎏／㎝２

㈱習田組 ２１８ｍ２スパン 機械掘 砂岩２００～３００㎏／㎝２
1982年12月 笠岡市下水道課 笠岡市 １２００ｍｍ シルトＮ＝０ 番町第１汚水幹線その3工事

三井建設㈱ １７０ｍ１スパン レキ泥水式 風化花コウ岩１００～３００ｋｇ／㎝２

1982年12月 住宅都市整備公団 三田市 １３５０ｍｍ 開放型 砂岩・泥岩２００～３００㎏／㎝２
㈱新井組 １８０ｍ２スパン 機械掘

1983年12月 兵庫県 三田市 １２００ｍｍ 開放型 泥岩１００～２００ｋｇ／㎝２
村本建設㈱ １６０ｍ１スパン パイロット

1984年2月 和歌山市下水道部 和歌山市 １６５０ｍｍ 密閉型 シルトＮ＝５ 公共下水道打越２号汚水幹線工事
㈱浅川組 ４００ｍ２スパン 土圧式 黒色片岩５００～７００ｋｇ／㎝２

1984年11月 明石市下水道部 明石市 ８００ｍｍ 土圧式 シルト・粘士Ｎ＝０～３ 下水道整備事業
鉄建建設㈱ ２８０ｍ１スパン 圧送式 朝霧１号汚水幹線管布設工事

1984年11月 大阪ガス㈱ 三木市 １３５０ｍｍ 開放型 砂岩・泥岩２００～３００㎏／㎝２
鹿島建設㈱ １００ｍ１スパン 機械掘

1985年1月 尼崎市 尼崎市 １１００ｍｍ コーン型 砂レキ１００～３００ｍｍ
桐越建設㈱ ４０ｍ１スパン 土圧式

1985年2月 今治市 今治市 １２００ｍｍ レキ泥水式 砂レキ１００～２００ｍｍ
鹿島建設㈱ ４００ｍ３スパン

1985年4月 奈良県水道局 御所市 ８００ｍｍ 泥土圧式 砂レキ３００～４００ｍｍ
㈱上村組 １０２ｍ１スパン 圧送式 風化花コウ岩２００～３００㎏／㎝２

1985年7月 奈良県水道局 生駒市 ８００ｍｍ 泥土圧式 硬質粘土・砂Ｎ＝５０以上
㈱岡田興産 ２３２ｍ２スパン

1985年9月 明石市 明石市 ８００ｍｍ 泥土圧式 砂・砂レキ５０～１００ｍｍ
鉄建建設㈱ ４１５ｍ３スパン 圧送式

1985年10月 同上 ８００ｍｍ 泥土圧式 砂レキ５０～１００ｍｍ
同上 （その２） １８０ｍ３スパン 圧送式

1985年10月 諏訪市 諏訪市 ８００ｍｍ 泥土圧式 風化安山岩１００～２００㎏／㎝２

大成建設㈱ １８０ｍ１スパン レキ（転石）１００～２００ｍｍ
1985年10月 諏訪市 諏訪市 ８００ｍｍ 泥土圧式 風化安山岩１００～２００㎏／㎝２

清水建設㈱ ８４ｍ１スパン レキ（転石）最大１０００ｍｍ
1985年10月 福知山市 福知山市 １０００ｍｍ 泥土圧式 砂レキ１００～２００ｍｍ

㈱姫野組 ２９０ｍ２スパン 圧送式 はんれい岩３００～５００㎏／㎝２

1985年11月 西宮市 西宮市 １２００ｍｍ レキ泥水式 砂・シルト
㈱熊谷組 １５０ｍ１スパン

1986年3月 住宅都市整備公団 三田市 １１００ｍｍ 泥土圧式 砂レキ２００～４００ｍｍ
㈱紙谷工務店 ３３０ｍ２スパン 圧送式

1986年3月 住宅都市整備公団 三田市 １０００ｍｍ 泥土圧式 シルト粘土Ｎ＝０～５
㈱森長組 １９４ｍ２スパン 圧送式 砂レキ～５０ｍｍ

1986年3月 千葉県企業庁 長南町 ２．２×２．６４ アーチ型 砂質泥岩Ｎ＝５０以上
㈱鈴木土建 ２３０ｍ４スパン 開放式

1986年4月 関西電力㈱ 京都市 １１００ｍｍ コーン型 玉石混じり砂レキ３００～４５０ｍｍ

㈱銭高組 ３５ｍ１スパン
1986年7月 福知山市 福知山市 １０００ｍｍ 泥土圧式 はんれい岩５００～１０００㎏／㎝２

㈱姫野組 ２００ｍ１スパン 圧送式
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年月 発注者 施工場所 管径 機種 土質・強度・レキ径 工事名
施工者 距離・スパン

1986年8月 南海電鉄 貝塚市 １１００ｍｍ コーン型 砂レキ５０～１００ｍｍ
㈱南海建設 ３７ｍ１スパン 土圧式

1986年9月 明石市 明石市 ８００ｍｍ 泥土圧式 砂レキ５０～１００ｍｍ
㈱鉄建建設 ５５２ｍ５スパン 圧送式 粘士シルト

1986年9月 生駒市 生駒市 ８００ｍｍ 泥土圧式 硬質粘土Ｎ＝２０～３０
㈱大日本土木 ２００ｍ１スパン 圧送式 シルト粘土

1986年10月 新居浜市 新居浜市 １１００ｍｍ 泥土圧式 砂レキ５０～１００ｍｍ 公共下水道川東汚水幹線築造工事（第１工区）
住友建設㈱ ３００ｍ２スパン

1986年12月 敦賀市 敦賀市 １２００ｍｍ レキ泥水型 砂レキ
㈱石黒建設 ２１０ｍ１スパン

1986年12月 住宅都市整備公団 三田市 １０００ｍｍ 泥土圧式 レキ岩ＭＡＸ４００ｍｍ 上内神広沢汚水幹線（第５工区）築造工事
㈱姫野組 ９０ｍ１スパン 圧送式 砂質シルト

1987年1月 神戸市 神戸市 １０００ｍｍ 泥土圧式 砂
寄神建設㈱ １８０ｍ３スパン 圧送式 転石

1987年1月 住宅都市整備公団 東京都 １２００ｍｍ レキ泥水式 砂Ｎ＝５０以上
大末建設㈱ 稲城市 １９０ｍ２スパン

1987年3月 奈良県 榛原町 ８００ｍｍ 泥土圧式 砂レキＭＡＸｌ００ｍｍ
㈱森下組 １１４ｍ２スパン 花コウ岩Ｄ級

1987年3月 奈良県 榛原町 ８００ｍｍ 泥土圧式 砂レキ・ＭＡＸ１５０ｍ
㈱伯龍組 １８０ｍ２スパン 花コウ岩Ｄ～ＣＬ級

1987年3月 奈良県 榛原町 ８００ｍｍ 泥土圧式 砂レキ；ＭＡＸｌ００ｍｍ
㈱泉岡建設 ２４０ｍ２スパン 閃緑岩Ｄ～ＣＬ級

1987年8月 生駒市 生駒市内 ８００ｍｍ 泥土圧式 硬質粘土Ｎ値２０～３０ 生駒市公共下水道白谷幹線単独築造工事
㈱大日本土木 １４９ｍ１スパン 砂レキ

1987年9月 奈良県 橿原市 １１００ｍｍ コーン型 安山岩３００～５００㎏／㎝２
藤一建設㈱ １４５ｍ１スパン 圧気併用

1987年10月 高知市 高知市 １０００ｍｍ 泥土圧式 砂・シルト
住友建設㈱ ４８９ｍ４スパン 圧送式

1987年11月 長崎市 長崎市 １２００ｍｍ レキ泥水式 砂岩ＭＡＸ８００㎏／㎝２ 東部１号幹線（田中町）内径１２００粍
前田・広研Ｊ．Ｖ ４３０ｍ２スパン 汚水管推進工事（その４）

1987年12月 沖縄県企業局 沖縄市 ダクタイル１１００ｍｍ 泥土圧式 琉球石灰岩３００㎏／㎝２
南海・田端Ｊ．Ｖ ９６ｍ２スパン

1988年1月 沖縄県企業局 沖縄市 ダクタィル１１００ｍｍ 泥土圧式 琉球石灰岩３００㎏／㎝２ 北谷浄水場～那覇送水管布設工事
牧港・城ＪＶ １３５ｍ２スパン （牧港地区第７工区）

1988年2月 松山市 松山市 １１００ｍｍ 泥土圧式 砂
平山建設工業㈱ ２００ｍ１スパン

1988年2月 奈良県 榛原町 ８００ｍｍ 泥土圧式 閃緑岩３００～１０００㎏／㎝２
㈱伯龍組 ７０ｍ１スパン

1988年2月 滋賀県 滋賀県 １０００ｍｍ 泥土圧式 粘土・砂レキ 琵琶湖流域下水道湖南中部日野第一幹線
㈱秋村組 ６８３ｍ５スパン 圧送式 山之上１工区管渠工事

1988年2月 兵庫県 小野市 １３５０ｍｍ 泥土圧式 砂レキ
家島建設㈱ ６４０ｍ３スパン 泥岩・砂岩２００～３００㎏／㎝２

1988年3月 兵庫県 社町 １３５０ｍｍ 泥土圧式 砂レキ１００～４００ｍｍ 加古川上流流域下水道西脇幹線管渠築造工事
寄神建設㈱ ４３０ｍ２スパン （貝原工区）

1988年3月 沖縄県企業局 沖縄市 ダクタイル１１００ｍｍ 泥土圧式 琉球石灰岩３００㎏／㎝２
小波津・旭東ＪＶ １８５ｍ２スパン

1988年4月 川西市 川西市 １０００ｍｍ 泥土圧式 砂岩６００～１０００㎏／㎝２
住友建設㈱ ５２ｍ１スパン

-2-



年月 発注者 施工場所 管径 機種 土質・強度・レキ径 工事名
施工者 距離・スパン

1988年5月 高槻市 高槻市 ８００ｍｍ 泥土圧式 砂 昭和６３年度公共下水道築造工事（第１８工区）
㈱津田組 ３２０ｍ３スパン 圧送式

1988年8月 関西電力㈱ 高石市 １２００ｍｍ 泥水式 シルト 大阪ガス泉北第２工場線新設工事（管路第２工区）
近畿電気工事㈱ １２０ｍ１スパン

1988年8月 高知県 高知市 １２００ｍｍ 泥土圧式 シルト
住友建設㈱ ２６０ｍ２スパン

1988年9月 堺市 堺市 １０００ｍｍ 泥土圧式 砂レキ１００～１５０ｍｍ
㈱浅沼組 １００ｍ１スパン

1988年10月 玉野市 玉野市 ８００ｍｍ 泥土圧式 花コウ岩３００㎏／㎝２ 汚水管渠布設工事下水管第１－２号
日特・橋本ＪＶ ２５０ｍ３スパン

1988年11月 奈良県 榛原町 １０００ｍｍ 泥土圧式 閃緑岩９００㎏／㎝２
㈱森下組 １５６ｍ１スパン

1988年11月 長崎市 長崎市 １２００ｍｍ 泥水式 砂岩８００Kg／㎝２
佐藤・長崎土建ＪＶ １５２ｍ１スパン

1988年12月 奈良県 榛原町 ８００ｍｍ 泥土圧式 風化閃緑岩
㈱森下組 ９８ｍ１スパン

1988年12月 明石市 明石市 ８００ｍｍ 泥土圧式 シルト・粘土 江井島汚水幹線布設工事
㈱森本組 ３５０ｍ３スパン 圧送式

1989年1月 川西市 川西市 １０００ｍｍ 泥土圧式 砂岩６００～１０００㎏／㎝２
㈱紙谷工務店 ５６ｍ１スパン

1989年3月 奈良県 大和高田 １３５０ｍｍ 泥土圧式 粘土・シルト・砂
㈱清川組 ２６０ｍ３スパン

1989年3月 奈良県 榛原町 １０００ｍｍ 泥土圧式 閃緑岩１５００㎏／㎝２ 芳野川幹線第１３号工事
㈱伯龍組 ６０ｍ１スパン

1989年5月 明石市 明石市 ８００ｍｍ 泥土圧式 砂レキ 大蔵谷奥（第１工区）管布設工事
関西建設工業㈱ １２０ｍ３スパン 圧送式

1989年6月 高知市 高知市 １２００ｍｍ 泥土圧式 砂レキＭＡＸ７００ｍｍ
五洋建設㈱ １５０ｍ１スパン 岩１０００㎏／㎝２

1989年6月 北九州市 北九州市 ９００ｍｍ 泥士圧式 頁岩３００㎏／㎝２ 小嶺皇后崎主要幹線（圧送その７の２）管渠築造
㈱白石 ３６０ｍ３スパン 工事

1989年6月 橿原市 橿原市 １０００ｍｍ 泥土圧式 花コウ岩３００～５００㎏／㎝２ 畝傍汚水３号幹線第１工区工事
㈱仲川組 ８２ｍ１スパン

1989年9月 高知市 高知市 １２００ｍｍ 泥土圧式 シルト
住友東山ＪＶ １７０ｍ２スパン

1989年10月 明石市 明石市 ８００ｍｍ 泥土圧式 粘性土
日産建設㈱ ６４０ｍ４スパン 圧送式

1989年10月 岡山市 岡山市 １１００ｍｍ 泥土圧式 シルト 西大寺幹線（６工区）築造工事
㈱間組 ２６０ｍ１スパン 圧送式 カーブ推進１５０ＲＣＬ＝８０ｍ

1989年10月 枚方市 枚方市 １３５０ｍｍ 泥土圧式 砂レキ
ショベル工業㈱ ５０ｍ１スパン

1989年11月 枚方市 枚方市 １１００ｍｍ 泥土圧式 砂レキ
ショベル工業㈱ ８０ｍ１スパン

1989年11月 高槻市 高槻市 ８００ｍｍ 泥土圧式 シルト木抗 平成元年度公共下水道築造工事（第２８工区）
三大建設㈱ ３００ｍ　２スパン 圧送式 カーブ推進１５０ＲＣＬ＝８０ｍ

1989年11月 川西市 川西市 １０００ｍｍ 岩推進 頁岩３００㎏／㎝２
日本推進建設㈱ ８５ｍ１スパン

1989年11月 日本下水道事業団 鹿児島県 １０００ｍｍ 泥水式 安山岩３５０㎏／㎝２ 串木野市中央汚水幹線建設工事
五洋坂本ＪＶ 串木野市 ２８５ｍ３スパン
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年月 発注者 施工場所 管径 機種 土質・強度・レキ径 工事名
施工者 距離・スパン

1989年12月 川西市 川西市 １０００ｍｍ 岩推進 頁岩３００㎏／㎝２
㈱姫野組 ８０ｍ１スパン

1990年1月 茨木市 茨木市 １０００ｍｍ 泥土圧式 シルト 公共下水道沢良宣排水区第７工区築造工事
寺西建設㈱ １１０ｍ１スパン 圧送式

1990年1月 関西電力㈱ 大阪市 １３５０ｍｍ 泥土圧式 砂（障害物） 玉江町管路新設工事
㈱住友電設㈱株木建設 １５０ｍ

1990年2月 住宅都市整備公団 三田市 １０００ｍｍ 岩推進 レキ岩500㎏／㎝２
㈱姫野組 ５０ｍ

1990年3月 住宅都市整備公団 三田市 １０００ｍｍ 岩推進 レキ岩500㎏／㎝２ 北建．第１－６３号沢谷第１汚水幹線
㈱森長組 ４０ｍ

1990年3月 兵庫県 三田市 １０００ｍｍ 岩推進 レキ岩500㎏／㎝２ 北摂（住宅）地区平成元年度内神第一汚水幹線
㈱森長組 ４０ｍ 築造工事

1990年3月 関西電力㈱ 貝塚市 １２００ｍｍ 泥土圧式 砂レキ 関西電力貝塚港支線新設工事〔管路工事〕に伴う
㈱南海建設 １９０ｍ 南海電鉄横断工事

1990年3月 東大阪市 東大阪市 ８００ｍｍ 泥土圧式 シルト 平成元年度公共下水道第３３工区管渠築造工事
㈱中島組 ９５．８０ｍ１スパン 圧送式

1990年9月 京都市 京都市 ９００ｍｍ 泥水式 変成岩ＭＡＸ２０００㎏／㎝２ 中部第二排水区岩倉１号幹線（その５）
㈱山崎組 ３１ｍ 公共下水道工事

1990年10月 明石市 明石市 ８００ｍｍ 泥土圧式 砂、粘土 二見東部汚氷幹線（金ケ崎工区）布設工事
壷山建設㈱ ２４３ｍ 圧送式

1990年10月 大宇陀町 奈良県 ６００ｍｍ 泥水式 閃緑岩１５００～２０００㎏／㎝２ 宇美川流域関連公共下水道事業３号汚水幹線
㈱泉岡建設 ４１ｍ 布設工事

1990年11月 日本下水道事務所 鹿児島県 １０００ｍｍ 泥水式 安山岩３５０㎏／㎝２ 串木野市中央汚水幹線建設工事その２
五洋・坂本ＪＶ 串木野市 １２０ｍ

1990年11月 北九州市 北九州市 １０００ｍｍ 泥水式 頁岩３５０㎏／㎝２ 有毛蜑住主要幹線（その３）管渠築造工事
太平工業㈱ ３４７ｍ３スパン

1990年11月 北九州市 北九州市 １０００ｍｍ 泥水式 頁岩３５０㎏／㎝２ 有毛蜑住主要幹線（その２）管渠築造工事
㈱鴻池組 ４３５ｍ４スパン

1990年11月 北九州市 北九州市 １０００ｍｍ 泥水式 頁岩３５０㎏／㎝２ 有毛蜑住主要幹線（その１）管渠築造工事
佐藤工業㈱ ４６０ｍ４スパン

1990年12月 福岡市 福岡市 １６００ｍｍ鋼管 泥水式 緑色片岩５００㎏／㎝２ 多々良川取水事業名子地内（№４）揚水管布設
㈱松本組 ５７ｍ 工事

1990年12月 福岡市 福岡市 １１００ｍｍ鋼管 泥水式 緑色片岩５００㎏／㎝２ 多々良川取水事業名子地内（№５）揚水管布設
㈱西正建設 ５０ｍ 工事

1991年1月 明石市 明石市 ８００ｍｍ 泥土圧式 砂、粘土カーブ 福里汚水幹線（上所工区）管布設工事
川嶋工務店 １９３ｍ 圧送式

1991年2月 福岡市 福岡市 １１００ｍｍダクタイル 泥水式 礫岩、砂岩1000／㎏㎝２ 多々良川取水事業土井地内（№７）揚水管布設
㈱松本組 ３９ｍ 工事

1991年2月 高知市 高知市 ８００ｍｍ 泥土圧式 シルト 潮江南２号汚水幹線築造工事（その２）
日本国土開発、ときわ建設Ｊ．Ｖ １３３ｍ 圧送式

1991年2月 銅山川工業用水 川之江市 １１００ｍｍ 泥土圧式 砂礫 平成２年度第２新浜線１工区配水管布設工事
井原工業 ２０５ｍ

1991年3月 北九州市 北九州市 １０００ｍｍ 泥水式 砂岩、頁岩200／㎏㎝２ 蜑住西第一幹線（その１）管渠築造工事
クボタ建設㈱ ３７０ｍ４スパン

1991年3月 神戸市 神戸市 ９００ｍｍ 泥水式 泥岩200／㎏㎝２ 上津汚水幹線布設工事
大日本土木㈱ １３４ｍ

1991年4月 徳島市 徳島市 １０００ｍｍ 泥水式 黒色片岩１０００／㎏㎝２
㈱姫野組 ２０６ｍ
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年月 発注者 施工場所 管径 機種 土質・強度・レキ径 工事名
施工者 距離・スパン

1991年6月 明石市 明石市 ８００ｍｍ 泥土圧式 砂、粘土 二見東部汚水幹線（西脇第１工区）管布設工事
壷山建設㈱ １７０ｍ 圧送式

1991年6月 枚方市 枚方市 ８００ｍｍダクタイル 泥水式 粘土、砂礫 津田低区配水場～東部長尾配水場間口径
㈱松村組 ２０６ｍ 上り　10 % ８００ｍ／ｍ以下送水管布設工事第１工区（その１）

1991年7月 長野県 長野市 １３５０ｍｍ 泥土圧式 シルト質粘土 平成２年度（工事国債）千曲川流域下水道(下流処
銭高、藤森Ｊ．Ｖ ４２５ｍ２スパン 理区）管路施設工長野幹線長野３－２工区

1991年10月 津市 津市 １１００ｍｍ 泥土圧式 固結シルト 新町・八幡汚水幹線築造工事
㈱銭高組 ３４２ｍ２スパン 圧送式

1991年10月 笠松町 岐阜県 １０００ｍｍ 泥水式 砂カーブ
㈱市川工務店 ３７１ｍ１スパン

1991年10月 高槻市 高槻市 １１００ｍｍ 泥土圧式 シルト 平成３年度公共下水道築造工事(第８工区)
㈱池田土木 １１０ｍ

1991年11月 大阪ガス 姫路市 １３５０ｍｍ 泥土圧式 砂礫
㈱銭高組

1991年12月 西部ガス㈱ 北九州市 １０００ｍｍ 泥水式 頁岩300／㎏㎝２
㈱奥村組 ８５ｍ

1991年12月 倉敷市 倉敷市 １０００ｍｍ 泥水式 砂 倉敷北第２号幹線（第８工区）埋設工事
㈱大森組 ６００ｍ８スパン

1991年12月 北九州市 北九州市 １０００ｍｍ 泥水式 頁岩400／㎏㎝２ 蜑住西第一幹線(その２)管渠築造工事
㈱山九 １２０ｍ２スパン

1991年12月 土岐市 土岐市 ８００ｍｍ 泥水式 花崗岩1500／㎏㎝２ 公共下水道妻木川幹線布設工事（その２）
大日本土木㈱ １８０ｍ２スパン

1991年12月 高知市 高知市 １０００ｍｍ 泥土圧式 シルト 介良高須汚水幹線管渠築造工事(その１)
戸田・東山ＪＶ ５００m２スパン 圧送式

1992年2月 士岐市 土岐市 ８００ｍｍ 泥水式 流紋岩ＭＡＸ２０００㎏／㎝２ 公共下水道妻木川幹線布設工事（その３）
株木建設㈱ １１６ｍ

1992年2月 Ｆ．Ｅ．Ｓ 福岡市 １３５０ｍｍ 泥水式 頁岩、砂岩500／㎏㎝２ シーサイドももち地区熱供給設備新設工事のうち
前田建設㈱ ７４０ｍ４スパン １樋井川横断土木工事

1992年2月 室蘭市 室蘭市 ９００ｍｍ 泥水式 凝灰岩700／㎏㎝２ 公共下水道蘭西処理区（中央町）下水管渠新設
五洋・黒光・今ＪＶ １８０ｍ B工区工事

1992年2月 下水道事業団 長久手町 １０００ｍｍ 泥水式 シルト 平成３年度長久手町長久手第一汚水幹線建設
新日本士木（株） ４７８ｍ１スパン 工事

1992年2月 尼崎市 尼崎市 １０００ｍｍ 泥土圧式 砂
大林・新井ＪＶ １２０ｍ

1992年3月 明石市 明石市 ８００ｍｍ 泥土圧式 砂礫 福里汚水幹線（清水工区）管布設工事
㈱大本組 ４８０ｍ３スパン 圧送式

1992年3月 高石市 高石市 １３５０ｍｍ 泥土圧式 シルト
㈱銭高組 １７０ｍ

1992年3月 神戸市 神戸市 ９００ｍｍ 泥土圧式 泥岩、砂礫200／㎏㎝２ 東大池地区汚水管布設工事（その４）
田村建設㈱ １６０ｍ２スパン

1992年5月 北九州市 北九州市 １０００ｍｍ 泥水式 頁岩200／㎏㎝２ 乙丸幹線（その３）管渠築造工事
太平工業㈱ ３８５ｍ３スパン

1992年6月 近畿農政局 吉川町 ９００ｍｍ 泥水式 砂岩400／㎏㎝２カーブ２００Ｒ 吉川支線永路第３工区その３工事
㈱フジタ ７９ｍ ＣＬ３０ｍ

1992年7月 大阪ガス 三田市 １２００ｍｍ 開放型 泥岩、砂岩400／㎏㎝２ 平谷川横断工事
㈱森本組 １００ｍ 機械掘

1992年8月 中部電力 静岡県 １２００ｍｍ 開放型 土丹50／㎏㎝２
ヒメノ、徳田、中央ＪＶ １３０ｍの内７８ｍ 機械掘
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年月 発注者 施工場所 管径 機種 土質・強度・レキ径 工事名
施工者 距離・スパン

1992年10月 土岐市 土岐市 ８００ｍｍ 泥水式 花崗岩1000／㎏㎝２ 公共下水道妻木川幹線布設工事（その４）
大日本土木㈱ １６０ｍ２スパン

1992年10月 土岐市 土岐市 ８００ｍｍ 泥水式 花崗岩1500／㎏㎝２ 公共下水道妻木川幹線布設工事（その５）
飛島建設㈱ １６０ｍ２スパン

1992年11月 笠松町 笠松町 １０００ｍｍ 泥水式 シルト 笠松１号準幹線（１工区）工事
市川工務店㈱ ２９０ｍ１スパン カーブ

1992年11月 西宮市 西宮市 ９００ｍｍ 泥水式 泥岩200㎏／㎝２、粘土 公共下水道新設（名塩川３号幹線その１）工事
㈱姫野組 １６０ｍ カーブ２００ＲＣＬ８７ｍ（中間）

1992年12月 高知市 高知市 １０００ｍｍ 泥水式 シルト
住友建設㈱ ３６０ｍ２スパン

1993年1月 高知市 高知市 １０００ｍｍ 泥水式 シルト、蛇紋岩ＭＡＸ１５００㎏／㎝２ 一宮１号汚水幹線管渠築造工事（その４）
村本建設㈱ １１８ｍ カーブ２００ＲＣＬ６９ｍ（中間）

1993年1月 松山市 松山市 １２００ｍｍ 泥土圧式 シルト 給水４安定６号配水管布設工事
平山建設工業㈱ ５０ｍ （山西町伊予鉄推進）

1993年1月 宝塚市 宝塚市 １０００ｍｍ 泥水式 花崗岩、マサ、砂礫２００ＲCＬ６０ｍ 公共下水道（第１２工区）宝塚汚水幹線管路
大豊建設㈱ ２７５ｍ カーブ１００ＲＣＬ３７ｍ、３００ＲＣＬ６２ｍ 施設工事

1993年1月 唐津市 唐津市 ８００ｍｍ 泥水式 花崗岩、マサ 東部汚水幹線築造（その１８）工事
日産建設㈱ １２０ｍ

1993年2月 松山市 松山市 １３５０ｍｍ 泥水式 砂礫 北吉田汚水管工事（その２）
㈱銭高組 １９０ｍ

1993年3月 北九州市 北九州市 １２００ｍｍ 泥水式 頁岩、砂岩300㎏／㎝２ 楠橋則松主要幹線（その５）管渠築造工事
㈱大林組 ６００ｍ２スパン

1993年4月 岐阜市 岐阜市 ９００ｍｍ 泥土圧式 砂礫 蔵前南準幹線下水管渠布設工事
大日本土木㈱ ５４ｍ

1993年4月 岐阜市 岐阜市 １０００ｍｍ 泥水式 砂礫Ｓカーブ２５０Ｒ 第５０４工区芥見幹線下水管渠布設工事
大日本土木㈱ １６８ｍ

1993年5月 大津ガス 大津市 ８００ｍｍ 泥水式 粘板岩1000㎏／㎝２ 中圧ガス本管布設工事（藤尾奥町）
新日本製鐡 １５８ｍ 上り　4 %

1993年5月 大津市 大津市 １０００ｍｍ 泥水式 砂礫カーブ２００Ｒ 唐崎（第３４工区）管渠築造工事
国土総合開発（株） ３３３ｍ

1993年6月 神戸市 神戸市 １０００ｍｍ 泥水式 頁岩、砂岩５００㎏／㎝２、砂礫１１０Ｒ 公共下水道道場町日下部地区汚水管布設
清水建設（株） ４８５ｍ３スパン （その１）工事

1993年9月 神戸市 神戸市 １０００ｍｍ 泥水式 砂岩4００㎏／㎝２ 切畑地区汚水管布設工事（その２）
大喜建設㈱ １４４ｍ１スパン

1993年9月 大阪ガス㈱ 貝塚市 １２００ｍｍ 泥土圧 シルト
㈱銭高組 ５０ｍ

1993年10月 多治見市 多治見市 ８００ｍｍ 泥水式 硅岩（チャート） 公下管４－３号大原西汚水幹線第８工区管渠
大豊建設㈱ １５０ｍ２スパン 理設工事

1993年11月 可児市 可児市 １０００ｍｍ 開放型 泥岩 土田汚水幹線管渠築造（第１工区の１）工事
前田建設工業㈱ １００ｍ

1993年11月 笠松町 笠松町 ８００ｍｍ 土，水 細砂 平成５年度笠松南処理分区（１工区）管渠埋設工事
㈱市川工務店 １３１ｍ（１スパン）

1993年12月 尾西市 尾西市 ８００ｍｍ 土，水 細砂 尾西市公共下水道三条１号・三条２号汚水幹線
㈱徳倉建設 ２６７ｍ１スパン 障害物（流木、ウェルポイント）

1993年12月 美祢市 美祢市 １０００ｍｍ 土，水 石灰岩1700㎏／㎝２、砂礫 公共下水道事業大嶺東幹線管渠布設工事
㈱協和エクシオ ２１０ｍ１スパン

1993年12月 高槻市 高槻市 ９００ｍｍ 泥，水 砂礫、玉石 平成５年度公共下水道築造工事（第１工区）
㈱森本・浅沼Ｊ．Ｖ ２５０ｍ２スパン
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年月 発注者 施工場所 管径 機種 土質・強度・レキ径 工事名
施工者 距離・スパン

1994年1月 唐津市 唐津市 ８００ｍｍ 土，水 花崗岩、砂礫 中村汚水幹線築造（その１）工事
佐伯建設工業㈱ １６４ｍ（１スパン）

1994年1月 日本下水道事業団 井原市 ９００ｍｍ 土，水 砂礫、花崗岩500㎏／㎝２ 井原市西江原一号汚水幹線建設工事その２
機動建設工業㈱ ２４６ｍ（１スパン）

1994年1月 岐阜市 岐阜市 １０００ｍｍ 泥，水 礫、玉石 第５０２工区芥見幹線下水管渠布設工事
㈱市川工務店 ２６６ｍ （トリプルカーブ）

1994年2月 唐津市 唐津市 ８００ｍｍ 土，水 花崗岩1000㎏／㎝２、マサ 東部汚水幹線築造（その１９）工事
㈱奥村組 １１１ｍ

1994年2月 中部電力 長野市 ８００ｍｍ 泥士圧 砂礫
４３ｍ（２スパン）

1994年3月 長野市 長野市 １０００ｍｍ 泥，水 砂礫、玉石 長野市流域関連公共下水道川中島７号汚水幹線
前田・岡澤Ｊ．Ｖ ４８２ｍ（３スパン） カーブ 工事

1994年3月 北九州市 北九州市 ８００ｍｍ 土，水 ヒン岩1500㎏／㎝２ 徳吉南幹線（その３）管渠築造工事
㈱浅川組 ２６０ｍ（２スパン）

1994年3月 諫早市 諌早市 １０００ｍｍ 士，水 砂礫 本明川左岸第８号汚水幹線布設工事
㈱大林組 ２１０ｍ（１スパン） 本明川横断 （小豆崎１工区）

1994年3月 北九州市 北九州市 １２００ｍｍ 土，水 頁岩200㎏／㎝２ 本城東一・二丁目地内雨水（その２）管渠築造工事
浅野工事㈱ ２４０ｍ

1994年6月 中部電力㈱ 長野市 ８００ｍｍ 泥士圧 砂礫
６０ｍ（２スパン）

1994年7月 土岐市 土岐市 ８００ｍｍ 土，水 砂岩、泥岩 公共下水道肥田川幹線第６工事
㈱鴻池組 １５５ｍ

1994年8月 北九州市 北九州市 １１００ｍｍ 土，水 砂礫 片野４丁目地内外管渠築造工事
山九㈱ ２８４ｍ（２スパン） 頁岩300㎏／㎝２

1994年8月 岐阜県 可児市 １０００ｍｍ 土，水 泥岩、砂岩300㎏／㎝２ 木曽川右岸流域下水道事業管渠布設工事
㈱岐建木村 ３４０ｍ（２スパン） カーブ （木曽川幹線１６－２工区）

1994年8月 北九州市 北九州市 １２００ｍｍ 土，水 頁岩300㎏／㎝２ 楠橋則松主要幹線（その４）管渠築造工事
アイサワ工業㈱ ３５０ｍ（１スパン）

1994年9月 高槻市 高槻市 ９００ｍｍ 泥，水 砂礫 平成５年度公共下水道築造工事（第３４工区）
宮本・頼富ＪＶ ２２６ｍ

1994年9月 笠松町 岐阜県 １０００ｍｍ 土，水 砂、砂礫 笠松南処理分区（５工区）管渠埋設工事
大日本土木㈱ 笠松町 ２７５ｍ カーブ

1994年9月 高槻市 高槻市 ９００ｍｍ 泥，水 砂礫 平成５年度公共下水道築造工事（第３２工区）
三井鋼管工事ＪＶ ４９０ｍ（３スパン） カーブ

1994年9月 岐阜市 岐阜市 １０００ｍｍ 泥，水 砂礫 第３０８工区長森日野幹線下水管渠布設工事
大日本土木㈱ ５２３ｍ（１スパン） カーブ

1994年9月 東京都新都市建設公社 東京都 １０００ｍｍ 泥土圧 砂礫 八王子市高尾町１７７６番地先他下水道築造
佐藤・八洲ＪＶ ６０ｍ ４０－公１５工事

1994年9月 中部電力 長野県 ８００ｍｍ 泥土圧 砂礫

1994年10月 高知市 高知市 ９００ｍｍ 土，水 砂礫、岩（蛇紋岩）1500㎏／㎝２ 瀬戸２号汚水幹線管渠築造工事（その２）
轟・武田ＪＶ ３４０ｍ（３スパン）

1994年11月 豊田市 豊田市 １０００ｍｍ 泥，水 砂礫、粘土、岩 公共下水道事業高橋１号汚水幹線築造工事
㈱大本組 ４１０ｍ（１スパン） カーブ： （第１工区）工事

1994年11月 土岐市 土岐市 ８００ｍｍ 土，水 泥岩100㎏／㎝２ 公共下水道肥田川幹線第７工事
㈱鴻池組 ３５０ｍ（１スパン）

1994年11月 高知市 高知市 ９００ｍｍ 土，水 蛇紋岩1500㎏／㎝２ 一宮１号汚水幹線管渠築造工事（その１０）
熊谷・西沢ＪＶ １２８ｍ
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年月 発注者 施工場所 管径 機種 土質・強度・レキ径 工事名
施工者 距離・スパン

1994年11月 尾西市 尾西市 ８００ｍｍ 土，水 細砂（流木他障害物） 平成６年度築造（第１工区）工事三条１号汚水幹線
㈱銭高組 ２４７ｍ（１スパン）

1994年11月 尾西市 尾西市 ９００ｍｍ 土，水 細砂（流木） 尾西市公共下水道篭屋１号汚水幹線築造
日本国土開発㈱ ２８３ｍ（２スパン） （第１工区）工事

1994年12月 北九州市 北九州市 １２００ｍｍ 土，水 泥岩100㎏／㎝２ 楠橋則松主要幹線（その４－２）管渠築造工事
浅野工事㈱ ２８０ｍ（１スパン）

1995年1月 尾西市 尾西市 ８００ｍｍ 土，水 細砂（流本） 尾西市公共下水道三条１号汚水幹線
㈱吉田組 ２５０ｍ（１スパン）

1995年1月 尾西市 尾西市 ９００ｍｍｍ 土，水 細砂（流木） 尾西市公共下水道篭屋１号汚水幹線築造
大日本土木㈱ ２３９ｍ（１スパン） (第２工区）工事

1995年1月 岐阜県 岐阜県 １０００ｍｍ 土，水 泥岩200㎏／㎝２ 平成６年度公共木曽川右岸流域下水道事業
㈱浅沼組 （２スパン） 木曽川幹線第１６－４工区管渠施設工事

1995年2月 三木市 三木市 １１００ｍｍ 土，水 流紋岩 三木市公共下水道新設工事和田１号汚水幹線
㈱竹中土木 ７６ｍ σＭＡＸ＝１５００㎏／㎝２ 鳥町第４工区

1995年2月 美祢市 美祢市 １０００ｍｍ 土，水 砂礫、岩 公共下水道事業大嶺東幹線管渠布設（８工区）
広島建設工業㈱ １００ｍ 工事

1995年2月 近畿地建 川西市 １５００ｍｍ 泥土圧 砂礫（障害物） 小戸付替水路（その２）工事
㈱姫野組 １６０ｍ

1995年3月 岩国市 岩国市 １１００ｍｍ 土，水 シルト、砂礫（流木） 一文字１号汚水幹線管渠工事（その１）
村本建設㈱ ２４２ｍ（１スパン） カーブ（２号線ＪＲ横断）

1995年3月 長崎県 諌早市 １１００ｍｍ 土，水 砂岩1000㎏／㎝２ 流域多良見幹線管渠布設工事（２工区）
株木建設㈱ ３１２ｍ（２スパン）

1995年3月 和歌山市 和歌山市 １３５０ｍｍ 土，水 シルト、岩 公共下水道大浦雨水幹線工事
五洋建設㈱ ３１２ｍ（１スパン）

1995年4月 大津市 大津市 １０００ｍｍ 泥，水 砂礫 藤尾（第１工区）管渠築造工事
㈱奥村組 ４６０ｍ（１スパン） カーブ（鉄道横断）

1995年4月 福岡市 福岡市 １０００ｍｍ 土，水 風化花崗岩1500㎏／㎝２ 早良（脇山１丁目６）地区下水道築造工事
平田建設（株） １６９ｍ（１スパン）

1995年5月 和歌山市 和歌山市 １０００ｍｍ 土，水 砂（可燃性ガス） 公共下水道小雑賀準幹線工事（その１３）
㈱浅川組 １９８ｍ

1995年6月 松山市 松山市 ９００ｍｍ 泥土圧 玉石混り砂礫 桑原１号汚水管工事
大日本土本㈱ ２０４ｍ（１スパン）

1995年6月 松山市 松山市 １１００ｍｍ 士，水 砂礫 中央１号汚水管工事（その４）
住友建設㈱ ２２６ｍ（１スパン）

1995年8月 岐阜県 岐阜県 ９００ｍｍ 土，水 砂礫、（転石）、粘士 木曽川右岸流域下水道事業八百津幹線
アイサワ工業㈱ ３０３ｍ（１スパン） カーブ （第１－５工区）

1995年8月 岐阜県 岐阜県 １０００ｍｍ 土，水 軟岩（泥岩、砂岩）300㎏／㎝２ 公共木曽川右岸流域下水道事業
㈱土屋組 ２９７ｍ（１スパン） 木曽川幹線第１６－１工区管渠施設工事

1995年9月 岐阜県 岐阜県 １０００ｍｍ 土，水 軟岩（泥岩、砂岩300㎏／㎝２） 木曽川右岸流域下水道事業管渠施設工事
小池士木㈱ １９１ｍ（１スパン） カーブ 木曽川幹線第１６－３工区

1995年9月 岡垣町 福岡県 １０００ｍｍ 土，水 硬岩（ヒン岩1500㎏／㎝２)、軟岩（泥岩） 吉木第二汚水幹線管渠築造工事
三井建設㈱ 岡垣町 ３８６ｍ（１スパン），１９２ｍ 砂礫、粘土 カーブ

1995年9月 笠松町 岐阜県 １０００ｍｍ 泥，水 砂礫（玉石） 米野処理分区（１工区）管渠埋設工事
大日本土木㈱ 笠松町 ２９７ｍ（１スパン） カーブ

1995年9月 美祢市 山口県 １０００ｍｍ 土，水 中硬岩（石灰岩1500㎏／㎝２）、砂礫 平成７年度公共下水道事業
大木建設㈱ 美祢市 １６０ｍ（１スパン） シルト（Ｎ＝０）流木、カーブ 大嶺東幹線管渠布設（第２工区）工事

1995年10月 豊田市 豊田市 １０００ｍｍ 土，水 硬岩（花崗岩1000㎏／㎝２）、マサ 公共下水道事業高橋１号汚水幹線築造工事
. 太啓・中部ＪＶ ２７５ｍ（１スパン） 粘土、カーブσＭＡＸ＝１５００㎏／㎝２ （第１工区）
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年月 発注者 施工場所 管径 機種 土質・強度・レキ径 工事名
施工者 距離・スパン

1995年11月 美祢市 山口県 １０００ｍｍ 土，水 中硬岩（石灰岩1500㎏／㎝２）、砂礫 平成７年度公共下水道事業大嶺東幹線管渠布設
戸田建設㈱ 美祢市 ２３６ｍ（１スパン） カーブ （第１工区）工事

1995年11月 豊田市 豊田市 １０００ｍｍ 土，水 砂礫 公共下水道事業管渠築造工事（第９工区）
鹿島・藤本ＪＶ ３３０ｍ（１スパン） カーブ

1995年11月 高知市 高知市 ９００ｍｍ 土，水 硬岩（蛇紋岩1500㎏／㎝２） 瀬戸２号汚水幹線管渠築造工事（その４）
・武田・ときわＪＶ １５０ｍ（１スパン）

1995年11月 尾西市 尾西市 ９００ｍｍ 土，水 細砂、(流木) 公共下水道篭屋１号汚水幹線築造工事
㈱フジタ ２５０ｍ（１スパン）

1995年11月 尾西市 尾西市 ８００ｍｍ 土，水 細砂 公共下水道三条１号汚水幹線築造工事
飛島建設㈱ ２４３ｍ（１スパン）

1995年11月 岐阜県 岐阜県 １２００ｍｍ 土，水 軟岩（泥岩、砂岩）300㎏／㎝２ 木曽川右岸流域下水道事業（管渠）施設工事
日産建設㈱ １０８ｍ 木曽川幹線１６－５工区

1995年11月 岐阜県 岐阜県 ８００ｍｍ 土，水 軟岩（泥岩、砂岩）300㎏／㎝２ 木曽川右岸流域下水道事業（管渠）施設工事
日産建設㈱ １１８ｍ 木曽川幹線１６－５工区

1995年12月 岐阜県 岐阜県 １０００ｍｍ 土，水 中硬岩（凝灰角レキ岩）1000㎏／㎝２ 公共木曽川右岸流域下水道事業（管渠）工事
東亜建設工業㈱ ２７４ｍ（１スパン） カーブ１００Ｒ Ｃ．Ｌ＝４０ｍ 飛騨川幹線５－２工区

1995年12月 倉敷市 岡山県 １１００ｍｍ 土，水 砂礫 水島東第１号幹線（第１工区）埋設工事
㈱佐々木組 １９ｍ

1996年1月 西宮市 西宮市 １０００ｍｍ 土，水 中硬岩（風化花崗岩500㎏／㎝２） 公共下水道新設（鎧内幹線その１）工事
東亜建設工業㈱ ２０６ｍ，１６５ｍ  カーブ

1996年1月 豊田市 豊田市 ９００ｍｍ 土，水 中硬岩（花崗岩1300㎏／㎝２）、砂礫 公共下水道事業高橋１号汚水幹線築造工事
太啓・中部ＪＶ １１６ｍ (第２工区）

1996年1月 岐阜県 岐阜県 １０００ｍｍ 土，水 軟岩（泥岩）300㎏／㎝２ 木曽川右岸流域下水道事業（管渠）施設工事
岐建木村㈱ １４６ｍ

1996年1月 三田市 三田市 １０００ｍｍ 土，水 軟岩（泥岩300㎏／㎝２）、砂礫、 福島汚水幹線管渠築造工事
㈱新井組 ２１８ｍ 障害物（Ｈ鋼）ＪＲ横断

1996年1月 横浜市 １２００ｍｍ 土，水 砂礫
京浜開発工業 ３０ｍ

1996年2月 北九州市 北九州市 ８００ｍｍ 土，水 硬岩（珪質頁岩1000㎏／㎝２） 東谷１号幹線管渠築造工事
機動建設工業㈱ ７６ｍ，９４ｍ

1996年2月 松山市 松山市 ９００ｍｍ ﾀﾞｸﾀｲﾙGS管1000 土，水 砂礫、カーブ 公共下水道中単一２８５中央４号汚水管工事
大日本土木㈱ １９６ｍ （その５）

1996年2月 近畿地方建設局 川西市 １５００ｍｍ 泥 砂礫 小戸付替水路（その２）工事
㈱姫野組 １１８ｍ

1996年5月 犬山市 犬山市 ９００ｍｍ 泥，水 砂礫、玉石 汚水幹線管渠築造工事第１工区
間･加古ＪＶ ２６２ｍ

1996年5月 岐阜県 岐阜県 １０００ｍｍ 土，水 中硬岩（凝灰角礫岩）1000㎏／㎝２ 公共木曽川右岸流域下水道事業（管渠）施設工事
(株)市川工務店 １７８ｍ，１９８ｍ カーブ８０Ｒ 飛騨川幹線５－３工区

1996年6月 尾西市 尾西市 ９００ｍｍ 土，水 細砂（流木） 公共下水道篭屋１号汚水幹線築造（第２工区）工事
（株)吉田組 ４８０ｍ（２ｽﾊﾟﾝ)

1996年6月 松山市 松山市 ９００ｍｍ 泥 砂礫 桑原１号汚水管工事（その３）
(株)錢高組 １８０ｍ

1996年7月 大阪ガス 神戸市 １０００ｍｍ 土，水 軟岩（泥岩）300㎏／㎝２ 近畿幹線神戸ライン
アイサワ工業（株） ２４ｍ 県道長坂垂水線圧入工事

1996年7月 北九州市 北九州市 １２００ｍｍ 土，水 軟岩（頁岩）200㎏／㎝２ 楠橋則松主要幹線（その１１）管渠築造工事
鉄建建設（株） ２５４ｍ，２３３ｍ

1996年7月 岐阜県 岐阜県 １０００ｍｍ 土，水 硬岩、中硬岩（粘板岩） 公共木曽川右岸流域下水道事業 （管渠） 工事
矢作建設（株） ４００ｍ 250～2000㎏／㎝２ 八百津幹線２－３工区
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年月 発注者 施工場所 管径 機種 土質・強度・レキ径 工事名
施工者 距離・スパン

1996年9月 蒲郡市 蒲郡市 １０００ｍｍ 土，水 砂礫 西部第1汚水幹線築造工事
鈴中工業（株） ３７３ｍ

1996年10月 大阪府 箕面市 ９００ｍｍ 土，水 硬岩（砂岩）1000㎏／㎝２ 猪名川流域下水道
国誉建設（株） １８０ｍ ，１２０ｍ 余野川幹線 （第１２工区） 下水管渠築造工事

1996年10月 笠松町 笠松町 １０００ｍｍ 土，水 砂 笠松南処理分区 （１９工区） 管渠埋設工事
大日本土木（株） ４７０ｍ

1996年10月 松山市 松山市 ９００ｍｍ 土，水 砂礫 中単－２８０  中央４号汚水管工事 （その６）
竹中土木（株） ３００ｍ

1996年10月 豊田市 豊田市 １０００ｍｍ 土，水 シルト 公共下水道事業高橋１号汚水幹線築造工事
（株）フジタ ３９４ｍ （第１工区）

1996年10月 豊田市 豊田市 １０００ｍｍ 土，水 中硬岩（風化花崗岩）1000㎏／㎝２ 公共下水道事業高橋１号汚水幹線築造工事
太啓・市川  J・V． ２５７ｍ （第５工区）

1996年10月 桜井市 桜井市 １０００ｍｍ 土，水 砂礫 桜井市公共下水道
藤一建設（株） ５７２ｍ カーブ 初瀬・粟殿幹線管渠築造工事８－第１工区

1996年11月 岩国市 岩国市 ８００ｍｍ 土，水 中硬岩（花崗岩）1000㎏／㎝２ 装束汚水幹線管きよ工事  （その２）
（株）大本組 １５９ｍ ，６４ｍ

1996年11月 岩国市 岩国市 ８００ｍｍ 土，水 中硬岩（花崗岩）1000㎏／㎝２ 装束汚水幹線管きよ工事  （その１）
浅野工事（株） １４１ｍ ，１００ｍ

1996年11月 江南市 江南市 １０００ｍｍ 土，水 礫 （玉石） 国庫補助事業幹線きよ布設工事
（株）フジタ・昭和 J・V． ２６１ｍ カーブ １００R 中部汚水１号幹線  （第1工区）

1996年12月 豊田市 豊田市 ８００ｍｍ 土，水 硬岩、中硬岩（花崗岩）800㎏／㎝２ 公共下水道事業管渠築造工事
（株）奥村・中部 Ｊ・Ｖ １４０ｍ （美和団地関連）

1996年12月 岡山市 岡山市 １１００ｍｍ 土，水 砂礫 笹ケ瀬右岸幹線 （４工区） 築造工事
佐藤工業 ６０ｍ

1996年12月 豊田市 豊田市 １０００ｍｍ 土，水 マサ 公共下水道事業高橋１号汚水幹線築造工事
矢作・原田 J・V， ２９４ｍ （第６工区）

1996年12月 岐阜県 岐阜県 ９００ｍｍ 土，水 中硬岩（角礫凝灰岩）1000㎏／㎝２ 公共木曽川右岸流域下水道事業 （管渠） 工事
大日本土木（株） ２０４ｍ 飛騨川幹線５－１工区

1997年1月 江南市 江南市 １０００ｍｍ 土，水 礫 （ 玉石 ） 国庫補助事業幹線管きよ布設工事
（株）鴻池組・林本 J・V． ３００ｍ 中部汚水１号幹線  （第３工区）

1997年2月 岐阜県 岐阜県 １０００ｍｍ 土，水 硬岩（粘板岩）1500㎏／㎝２ 公共木曽川右岸流域下水道事業（管渠）工事
住友建設（株） １５０ｍ 八百津幹線２－２工区

1997年2月 北九州市 北九州市 １３５０ｍｍ 土，水 軟岩（頁岩）400㎏／㎝２ 楠橋則松主要幹線 （その３） 管渠築造工事
アイサワ工業（株） ２５０ｍ ，２８０ｍ

1997年2月 大阪府 箕面市 ９００ｍｍ 土，水 硬岩（砂岩）1500㎏／㎝２ 猪名川流域下水道
井上工業(株) １０５ｍ 余野川幹線 （第１３工区） 下水管渠築造工事

1997年3月 中国電力 福山市 １０００ｍｍ 土 砂礫 蔵王線新設工事（２工区）
満長建設(株） １８ｍ

1997年3月 大阪ガス（株） 和歌山県 ９００ｍｍ 土，水 中硬岩、軟岩（片岩）1500㎏／㎝２ 大阪ガス南部ライン第２和歌山線
（株）銭高組 ５０ｍ

1997年4月 三重県土地開発公社 松阪市 １０００ｍｍ 土，水 砂 松阪1-1号汚水幹線管渠工事（その１）
奥村・日本土建・中井 J・V． ４４２ｍ，４６０ｍ

1997年4月 江南市 江南市 １０００ｍｍ 土，水 礫 （ 玉石 ） 幹線管きよ布設工事
フジタ・昭和  J・V． １８７ｍ 中部汚水１号幹線  （第２工区）

1997年8月 江南市 江南市 １０００ｍｍ 土，水 礫 （ 玉石 ） 幹線管きよ布設工事
鴻池･柱本 ３００ｍ  ｶｰﾌﾞ 中部汚水１号幹線  （第４工区）

1997年8月 九州電力 福岡市 １２００ｍｍ 土，水 軟岩（頁岩）400㎏／㎝２ 中尾分岐線新設並びに関連工事（Ⅲ期工事）
九建 ３４０ｍ
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年月 発注者 施工場所 管径 機種 土質・強度・レキ径 工事名
施工者 距離・スパン

1997年10月 北九州市 北九州市 １２００ｍｍ 土，水 軟岩（頁岩）500㎏／㎝２ 楠橋則松主要幹線（その１２）管渠築造工事
（株）青木建設 ２９５、１３８ｍ

1997年10月 阪南市 阪南市 １０００ｍｍ 土，水 礫 山中渓下出汚水幹線築造工事
昭栄建設（株） ２４２ｍ  ｶｰﾌﾞﾞ

1997年10月 湖西市 湖西市 １０００ｍｍ 土，水 粘土， 砂礫 平成９年度鷲津１号幹線管渠築造工事（第１工区）
間・伴Ｊ．Ｖ ２９０ｍ  ｶｰﾌﾞ

1997年10月 高砂市 高砂市 １０００ｍｍ 土，水 硬岩（流紋岩） 平成９年度別所西浜汚水幹線工事（第２工区）
塩谷運輸建設（株） １６３ｍ  ｶｰﾌﾞ

1997年10月 豊田市 豊田市 １０００ｍｍ  １３０ｍ，１８３ｍ， 土，水 中硬岩、軟岩（花崗岩，マサ） 公共下水道事業河合２号汚水幹線築造工事     
矢作・藤本Ｊ．Ｖ ３１１ｍ，２３７ｍ  ｶｰﾌﾞ 1800㎏／㎝２ （今第１工区）

1997年10月 三重県 四日市市 １０００ｍｍ 土，水 砂 北勢沿岸流域下水道（北部処理区）
森本･小林Ｊ．Ｖ ４７３m 四日市幹線 （第17・18-1工区）築造工事

1997年11月 尾西市 尾西市 ９００ｍｍ 土，水 砂（流木） 尾西市公共下水篭屋1号汚水幹線築造（第１工区）
鴻池組 ２０１ｍ 工事

1997年11月 蒲郡市 蒲郡市 ９００ｍｍ 土，水 中硬岩1000㎏／㎝２、礫 西部第1汚水幹線築造工事（第２工区）
市川・機動Ｊ．Ｖ ２００ｍ

1997年11月 琴平町 琴平町 ９００ｍｍ 土 砂礫 第1処理分区汚水管渠築造工事
（株）四電工 ４０ｍ，７０ｍ

1997年11月 尾西市 尾西市 ９００ｍｍ 土，水 砂（流木） 尾西市公共下水篭屋1号汚水幹線築造（第３工区）
鉄建建設（株） ２３１ｍ 工事

1997年11月 和歌山市 和歌山市 １５００mm 土，水 中硬岩1000㎏／㎝２、軟岩（砂岩） 平成9年度公共下水道北部第1汚水幹線工事
（株）久本組 ２７０ｍ その３

1998年1月 尾西市 尾西市 ９００ｍｍ 土，水 砂 尾西市公共下水篭屋１号汚水幹線築造（第３工区）
（株）鴻池組 ２０１ｍ

1998年1月 田川地区水道企業団 田川市 １２００ｍｍ 土，水 軟岩（頁岩）300㎏／㎝２ 大任（８－３）工区送水管布設工事
（株）山九 ２２０ｍ

1998年1月 羽合土地改良区 羽合町 １３５０ｍｍ 土 砂 畑かん施設移設工事
石田工業（株） ３７ｍ

1998年2月 桜井市都市整備部下水道課 桜井市 １０００ｍｍ 土，水 砂礫 桜井市公共下水道
（株）藤井組 ３７３ｍ 初瀬・粟殿幹線管渠築造工事９－第１工区

1998年3月 沖縄県企業局 沖縄県 １３５０ｍｍ(1500mmダクタイル) 土，水 岩1000㎏／㎝２ 西系列幹線導水施設田港～
（株）東開発・（株）北部道路J.V. １３６ｍ 田井等導水管布設工事（１０工区）その３

1998年3月 長崎県諫早市土木事務所 諫早市 ８００ｍｍ 土，水 中硬岩1000㎏／㎝２ 流域大村幹線管渠布設工事（１工区）
（株）古賀建設 ２５０ｍ（２スパン）

1998年3月 山梨県釜無川流域下水道事務所 山梨県 １０００ｍｍ 土，水 礫、玉石 釜無川流域下水道・釜無川２号幹線
（株）早野組 ３４０ｍ 八田村上高砂地内推進５工区下水道工事

1998年5月 大阪ガス(株) 宇治市 １３５０ｍｍ 土，水 岩 京滋ライン田原川横断推進工事
鹿島建設(株) ９０ｍ

1998年5月 猪名川町 猪名川町 ９００ｍｍ 土，水 花崗岩1500㎏／㎝２ 汚水管布設工事中央幹線木津２工区
(株)青木建設 ４０ｍ

1998年6月 大阪府北部流域下水道事務所 箕面市 ９００ｍｍ 土，水 粘板岩1000㎏／㎝２ 余野川幹線（第１１工区）下水道管渠築造工事
村本建設(株) ２２２ｍ

1998年7月 湖西市下水道課 湖西市 １０００ｍｍ 土，水 シルト・粘土 平成９年度公共
鉄建建設(株) １７７ｍ 鷲津１号幹線管渠築造工事（第３工区）

1998年7月 山梨県釜無川流域下水道事務所 山梨県 １０００ｍｍ 土，水 礫、玉石 釜無川流域下水道・釜無川２号幹線
(株)望月組土木 ２８０ｍ（カーブＲ１００） 八田村上高砂推進４工区下水道工事

1998年7月 日本下水道事業団 倉敷市 １６５０ｍm 土，水 流紋岩2000㎏／㎝２ 倉敷市倉敷第１号幹線建設工事その９
(株)吉田組 １６５ｍ
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年月 発注者 施工場所 管径 機種 土質・強度・レキ径 工事名
施工者 距離・スパン

1998年8月 大阪府北部流域下水道事務所 箕面市 １０００ｍｍ 土，水 砂岩1000㎏／㎝２ 余野川幹線（第９工区）下水管渠築造工事
山本土木(株) ２３５ｍ

1998年8月 加古川市都市計画部 加古川市 １０００ｍｍ 土，水 流紋岩質熔結凝灰岩 公工第１９号
(株)錢高組 ３５０ｍ（２スパン） σＭＡＸ＝２０００㎏／㎝２ 権現総合公園第１工区下水道整備工事

1998年10月 阪南市事業部下水道課 阪南市 １０００ｍｍ 土，水 砂礫 山中渓下出汚水幹線築造工事
(株)畑中組 １８０ｍ

1998年9月 北方町 北方町 ９００ｍ 土，水 玉石・砂礫 中央幹線下水管布設（H10-2工区-5）工事
（株）市川工務店 ２１５ｍ  １４５ｍ

1998年9月 守口市下水道部 守口市 １１００ｍ  中折れ 土，水 粘土混じり砂、砂 下水道築造工事第１工区
森本組 ３２６ｍ（Ｒ＝６０，８０，１００ｍ） 障害物

1998年10月 清水市企業局 清水市 ８００ｍｍ 土，水 砂岩・泥岩300㎏／㎝２ 平成１０年度公共事業（第36工区）
住友・薩川・大木建設企業体 ２３３ｍ   ２５３ｍ 興津幹線下水道築造工事

1999年10月 桜井市下水道課／藤井組・井前 桜井市 １０００ｍｍ 土，水 風化花崗岩1500㎏／㎝２ 桜井市公共下水道
建設特定建設工事共同企業体 ３２４ｍ 初瀬粟殿幹線管渠築造工事１０－第2工区

1998年10月 沖縄県企業局/（株）東開発・（有） 沖縄県 １３５０ｍｍ（1350mmダクタイル） 土，水 緑色岩1000㎏／㎝２ 西系列幹線導水施設  田港～田井等
富島建設・（有）北部電水工業 １５７.４ｍ 導水管布設工事（第12工区）その１
特定建設工事共同企業体

1998年11月 沖縄県企業局/（株）大栄組・（有） 沖縄県 １３５０ｍｍ（1350mmダクタイル） 土，水 緑色岩1000㎏／㎝２ 西系列幹線導水施設  田港～田井等
山口建設・（株）サンライト １７３ｍ  導水管布設工事（第13工区）その１
特定建設工事共同企業体

1998年11月 沖縄県企業局／上門工業（株） 沖縄県 １３５０ｍｍ（1350mmダクタイル） 土，水 緑色岩1000㎏／㎝２ 西系列幹線導水施設  田港～田井等
・光建設（株）・（資）琉建工業 １８５.３ｍ    ２スパン 導水管布設工事（第12工区）その２
特定建設工事共同企業体

1998年11月 土岐市水道部下水道課 土岐市 １1００ｍｍ 土，水 砂礫 公共下水道妻木川幹線第５－１工事
株式会社  フジタ ２６０ｍ

1998年11月 直方市建設部下水道課 直方市 １２００ｍｍ 土，水 砂岩400㎏／㎝２ 西第1汚水幹線（その１）管渠築造工事
大豊・岩尾建設工事企業体 １９２ｍ  １５７ｍ

1998年11月 直方市建設部下水道課 直方市 １２００ｍｍ 土，水 砂岩300㎏／㎝２・シルト 西第1汚水幹線（その２）管渠築造工事
日特・永富建設工事共同企業体 ２２４ｍ

1998年11月 瀬戸市下水道課 瀬戸市 ８００ｍｍ 土，水 花崗岩400㎏／㎝２・砂礫 公共下水道西部処理区
三井建設（株） ２２７ｍ   １９４ｍ 瀬戸川左岸汚水１号幹線19期管渠工事

1998年12月 豊田市下水道部 豊田市 １０００ｍｍ 土，水 花崗岩1500㎏／㎝２～マサ土 公共下水道事業管渠築造工事（第６工区）
西松・田中建設共同企業体 １５７ｍ（Ｒ＝８０ｍ）  中折れ

1999年1月 神戸市下水道公社 神戸市 １０００ｍｍ 土，水 花崗岩1000㎏／㎝２・盛土 高倉台６丁目雨水幹線整備工事
株式会社  竹中土木 １９９ｍ (Ｒ＝２００ｍ)

1999年1月 桜井市都市整備部下水道課 桜井市 １０００ｍｍ 土，水 Ｌ１＝閃緑岩・花崗岩 桜井市公共下水道初瀬・粟殿幹線管渠築造工事
（株）高岸組・藤一建設（株）・（株） Ｌ１＝２４５ｍ  Ｌ２＝２０３ｍ Ｌ２＝閃緑岩・変輝緑岩 １０－第3工区
下口組 特定建設工事共同企業体        ・花崗岩1000㎏／㎝２

1999年2月 江南市建設部下水道課 江南市 １０００ｍｍ 土，水 礫 国庫補助事業幹線管きょ布設工事
鈴中・尾関建設共同体 １１９ｍ，１７６ｍ 中部汚水１号幹線（第５工区）

1999年2月 江南市建設部下水道課 江南市 １０００ｍｍ 土，水 礫 国庫補助事業幹線管きょ布設工事
徳倉・永井建設共同企業体 ２２２ｍ，２２９ｍ 中部汚水１号幹線（第６工区）

1999年2月 岡山県久世町 久世町 ８００ｍｍ 土，水 粘板岩1000㎏／㎝２、砂礫 久世1号汚水幹線他管渠布設工事
清水建設・岡田組共同企業体 １００ｍ

1999年3月 滋賀県湖南中部流域下水道事務所 滋賀県 １０００ｍｍ 土，水 砂礫 琵琶湖流域下水道  湖南中部
株式会社  秋村組 ２６０ｍ，２３３ｍ，２４３ｍ 日野北幹線蓮花寺工区管渠工事

1999年3月 足利市都市開発部下水道建設課 足利市 １１００ｍｍ 土，水 玉石混り砂礫 足利市公共下水道
西松・阿部特定建設工事共同企業体 ３４４ｍ，２４２ｍ 西部汚水幹線築造工事（第２５工区）
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年月 発注者 施工場所 管径 機種 土質・強度・レキ径 工事名
施工者 距離・スパン

1999年3月 美濃加茂市 美濃加茂市 １５００ｍｍ 土，水 砂岩400㎏／㎝２ 西町処理分区西町１号
佐藤工業・棚瀬土建工業共同企業体 ４０ｍ 汚水幹線築造工事（第一工区）

1999年3月 大阪府北部流域下水道事務所 大阪府 １０００ｍｍ 土，水 粘板岩1000㎏／㎝２・頁岩 余野川幹線（第１６工区）下水管渠築造工事
寺西建設（株） ２０８ｍ

1999年3月 江南市建設部下水道課 江南市 １０００ｍｍ 土，水 玉石混り砂礫 国庫補助事業幹線管きょ布設工事
浅沼・中日本建設共同企業体 ２０９ｍ 中部汚水4号幹線（１工区）

1999年3月 大阪府北部流域下水道事務所 大阪府 ９００ｍｍ 土，水 砂岩 余野川幹線（第２４工区）下水管渠築造工事
奈良建設株式会社 １５０ｍ

1999年3月 大阪府北部流域下水道事務所 大阪府 １０００ｍｍ 土，水 砂岩1000㎏／㎝２、砂礫 余野川幹線（第１５工区）下水管渠築造工事
日本推進建設株式会社 ２３６ｍ

1999年4月 九州旅客鉄道(株)宮崎工事区 鹿児島県 １０００ｍｍ 土，水 岩 上伊集院駅構内排水管埋設他
(株)青木建設 ３８ｍ

1999年4月 鹿児島県住宅供給公社 鹿児島県 １０００ｍｍ 土，水 岩 松元ﾆｭｰﾀｳﾝC調整池流末排水路（推進）工事
(株)青木建設 ６２ｍ

1999年5月 姫路市下水道局建設部 姫路市 １０００ｍｍ 土，水 玉石混り砂礫 東部幹線（第１－３工区）下水道工事
鉄建建設(株) １４７ｍ

1999年6月 滋賀県湖南中部流域下水道事務所 滋賀県 １２００ｍｍ 土，水 砂礫 琵琶湖流域下水道  湖南中部
(株)昭建 ４８６ｍ 障害物 瀬田幹線瀬田工区管渠工事

1999年6月 久世町 岡山県 ８００ｍｍ 土，水 粘板岩1000㎏／㎝２ 久世1号汚水幹線他管渠布設工事（２工区）
清水建設・岡田組共同企業体 久世町 ２０２ｍ       Ｒ＝１００

1999年6月 豊田市下水道建設課 豊田市 １０００ｍｍ 土，水 砂岩1000㎏／㎝２ 公共下水道事業
ｱｲｼﾝ・須藤建設共同企業体 ３９７ｍ      Ｒ＝１００，２００ 河合2号汚水幹線築造工事（水源第3工区）

1999年8月 可児市水道部下水道課 可児市 １０００ｍｍ 土，水 玉石混じり砂礫 土田汚水幹線管渠築造（第4工区）
清水建設株式会社 ８３ｍ，１８３ｍ，１２５ｍ

1999年8月 桜井市都市整備部下水道課 桜井市 １０００ｍｍ 土，水 花崗岩、安山岩1500㎏／㎝２ 桜井市公共下水道
(株)藤井組・井前建設(株)・(株)下口組 ３４７ｍ，２１８ｍ 初瀬・粟殿幹線管渠築造工事１０－第１２工区

1999年8月 岐阜県笠松町水道課 笠松町 １１００ｍｍ 土，水 砂 北及汚水幹線（１工区）管渠埋設工事
大日本土木(株) １００６ｍ

1999年9月 大津市下水道部 大津市 １０００ｍｍ 土，水 砂礫 大石（１８工区）管渠築造工事
(株)金子工務店 １９０ｍ

1999年9月 南大阪湾岸流域下水道事務所 泉南郡 ９００ｍｍ 土，水 固結ｼﾙﾄ、砂岩300㎏／㎝２ 南大阪湾岸流域下水道
(株)沖崎組 岬町 ２７４ｍ 岬阪南幹線(第18－2工区)下水管渠築造工事

1999年9月 湖西市 湖西市 １０００ｍｍ 泥 シルト、粘土 公共岡崎1号幹線管渠築造工事（第1工区）
(株)錢高組 ２２ｍ

1999年10月 湖西市 湖西市 １０００ｍｍ 土，水 シルト、粘土 平成11年度公共
錢高・山下企業体 ４３２ｍ 鷲津1号幹線管渠築造工事（第1工区）

1999年10月 清水市企業局下水道部下水道建設課 清水市 ８００ｍｍ 土，水 砂岩、泥岩300㎏／㎝２ 平成11年度 公共事業（第36工区）
東急・薩川・ｱｵｷ建設工事企業体 １８０ｍ，１７２ｍ，１６０ｍ 興津幹線・地区汚水管下水道築造工事

1999年11月 姫路市下水道局建設部 姫路市 １０００ｍｍ  中折 土，水 玉石混じり砂礫 東部幹線（第1－8工区）下水道工事
家島建設(株) １４７ｍ    Ｒ＝６０ カーブ

1999年12月 桜井市都市整備部下水道課 桜井市 １０００ｍｍ 土，水 花崗岩、安山岩1000㎏／㎝２ 桜井市公共下水道
(株)高岸組・藤一建設(株)共同企業体 ２３９ｍ，２０１ｍ 初瀬・粟殿幹線管渠築造工事１１－第１工区

1999年12月 久世町 岡山県 ８００ｍｍ 土，水 粘板岩1000㎏／㎝２ 久世1号汚水幹線他管渠布設工事（3工区）
清水建設・岡田組共同企業体 久世町 １７５ｍ       Ｒ＝１００
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年月 発注者 施工場所 管径 機種 土質・強度・レキ径 工事名

施工者 距離・スパン

2000年1月 瀬戸市下水道課 瀬戸市 ９００ｍｍ 土，水 風化花崗岩400㎏／㎝２、砂礫 公共下水道西部処理区

東急建設(株) ２４９ｍ 瀬戸川左岸汚水１号幹線２０期管渠工事

2000年1月 姫路市下水道局建設部 姫路市 １０００ｍｍ  土，水 砂礫 東部幹線（第1－７工区）下水道工事

臨海建設工業(株) ８５ｍ、１９ｍ

2000年1月 山梨県釜無川流域下水道事務所 山梨県 １０１０ｍｍ（ﾏｼﾝ呼び径1100） 土，水 礫、玉石 釜無川流域下水道・釜無川２号幹線

早野組・井尻工業・望月組土木共同企業体 ５４２ｍ 八田村野牛島地内推進６工区下水道工事

2000年1月 東洋紡績株式会社岩国工場 岩国市 １２００ｍｍ 土，水 シルト、花崗岩1500㎏／㎝２ 東洋紡績工水Ｂ管移設替え工事

(株)クボタ １００ｍ

2000年2月 西脇市建設部下水道課 西脇市 １２００ｍｍ 土，水 凝灰質礫岩1500㎏／㎝２ 西脇市公共下水道

(株)大本組 １６２ｍ 比延第1号汚水幹線工事

2000年3月 湖西市 湖西市 １０００ｍｍ  中折 土，水 シルト、粘土 平成１１年度

浅沼・伴富特定建設工事共同企業体 ３０３ｍ  カーブ R=70 公共岡崎１号幹線管渠築造工事（第２工区）

2000年4月 兵庫県企業庁姫路利水事務所 姫路市 １１００ｍｍ 土，水 凝灰岩1000㎏／㎝２ 中西条～船津連絡管

(株)宮本組 ２９０ｍ 送水管布設工事（第４-１工区）

2000年4月 福岡県北九州土木事務所 福岡県 ８００ｍｍ 土，水 シルト、頁岩 幹線管渠築造工事（第２２工区）

真柄建設(株) ２７０ｍ   カーブ  R=100, R=160

2000年5月 南大阪湾岸流域下水道事務所 泉南郡 １０００ｍｍ  土，水 砂礫 南大阪湾岸流域下水道

志眞建設(株) 岬町 ３９８ｍ 岬阪南幹線(第２０工区)下水管渠築造工事

2000年5月 大阪市下水道局 大阪市 １０００ｍｍ  土，水 シルト 此花西部臨海地区下水管渠築造工事（その１２）

松村建設工業(株) １４０ｍ 障害物(ｺﾝｸﾘｰﾄ杭、ﾜｲﾔｰ、擁壁など)

2000年6月 兵庫県夢前町 兵庫県 ８００ｍｍ 土，水 頁岩500㎏／㎝２ 廃棄物処理施設整備事業

熊谷・飛島・戸田特別共同企業体 夢前町 １４０ｍ 前之庄ｺﾐｭﾆﾃｨ・ﾌﾟﾗﾝﾄ整備工事

2000年6月 江南市下水道課 江南市 １０００ｍｍ  土，水 砂礫 国庫補助事業 幹線管きょ布設工事

大日本・林本組建設共同企業体 １８７ｍ 中部汚水4号幹線(第2工区)

2000年6月 中国電力株式会社 岡山県 ９００ｍｍ 土，水 シルト混じり砂 東部クリーンセンター線新設工事

東洋・岩井・千田 ＪＶ ３１２ｍ 障害物 

2000年6月 三田市下水道部 三田市 １０００ｍｍ  土，水 礫岩800㎏／㎝２ 平成10年度特定環境保全公共下水道汚水管渠

寄神建設（株） １６８ｍ 築造工事相野深田汚水幹線（1工区）
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年月 発注者 施工場所 管径 機種 土質・強度・レキ径 工事名

施工者 距離・スパン

2000年7月 長野県千曲川流域下水道事務所 長野県 １０００ｍｍ 土，水 流紋岩1800㎏／㎝２、砂礫 平成１１年度国補千曲川流域下水道(上流処理区)管路施設工事

浅沼・石井建設共同企業体 戸倉町 １３４ｍ， ４９ｍ 千曲川流域 戸倉幹線 戸倉町若宮 戸倉２４－３（２）工区

2000年8月 岡崎市下水道部工事課 岡崎市 ８００ｍｍ 土，水 風化片麻岩、砂質土、粘性土 下水道幹線管渠築造工事

鉄建・加藤特定建設共同企業体 １７１．５ｍ 1000㎏／㎝２

2000年8月 岡崎市下水道部工事課 岡崎市 １０００ｍｍ（９６０ｍｍ） 土，水 片麻岩1000㎏／㎝２ 下水道幹線管渠築造工事

鉄建・加藤特定建設共同企業体 ４４５．５ｍ 砂質土

2000年8月 山梨県釜無川流域下水道事務所 甲府市 １０００ｍｍ（９６０ｍｍ） 土，水 砂礫 釜無川流域下水道

三枝組・宏和建設建設工事共同企業体 ３４６．３ｍ 釜無川２号幹線推進７工区建設工事

2000年8月 阪南市事業部下水道課 阪南市 ８００ｍｍ中折れ（９００φ） 土，水 砂礫 南海本線樽井１１号踏切道下和泉鳥取尾崎汚水幹線

南海辰村建設（株） １１９ｍ(カーブ) 障害物(シートパイル) 横断工事に伴う築造工事委託(南海本線樽井～尾崎間)

2000年8月 九州電力（株）宮崎支店  送電課 延岡市 ８００ｍｍ 土，水 頁岩 恒富ー長浜線新設工事

三桜電気工業（株） ６５ｍ

2000年8月 北九州土木事務所 遠賀町 ８００ｍｍ 土，水 シルト、砂岩、礫岩 幹線管渠築造(12工区)

川本建設工業（株） ２３７ｍ

2000年10月 山梨県桂川流域下水道建設事務所 都留市 １０００ｍｍ 土，水 玄武岩1000㎏／㎝２粘土 桂川流域下水道桂川１号幹線

タカムラ建設（株） １８４ｍ

2000年10月 江南市水道部下水道課 江南市 １０００ｍｍ 土，水 砂礫 国庫補助事業幹線管渠布設工事

フジタ・昭和建設共同企業体 １６２ｍ，２９２ｍ 中部汚水１号幹線(第７工区)

2000年11月 山口小郡地域広域水道企業団 小郡町 ８００ｍｍ 土，水 泥質片岩・安山岩 小郡送水管布設(椹野川推進)工事

シマダ（株） １１７ｍ

2000年11月 高槻市建設部下水道室工務課 高槻市 １０００ｍｍ 土，水 粘土・砂 平成１２年度公共下水道築造工事(第１工区)

飛島・吉岡JV ４５０ｍ 障害物（旧水路木杭）

2000年12月 江南市下水道課 江南市 １０００ｍｍ 土，水 砂礫 国庫補助事業幹線管渠布設工事

錢高・多湖JV １４４ｍ 障害物（流木） 中部汚水４号幹線(３工区)

2000年12月 沖縄県企業局 沖縄市 ９００ｍｍ（ダクタイル） 土，水 千枚岩 漢那～石川導水管布設工事

（株）東開発・（有）山口建設JV ４６５ｍ（４スパン） 瀬戸川左岸汚水１号幹線２０期管渠工事

2000年12月 福岡県北九州土木事務所 中間市 １０００ｍｍ 土，水 粘板岩 幹線管渠築造工事（３工区）

太平工業（株） ９６ｍ，２７４ｍ 頁岩
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年月 発注者 施工場所 管径 機種 土質・強度・レキ径 工事名

施工者 距離・スパン

2001年2月 神戸市建設局 神戸市 １２００ｍｍ 土，水 泥岩・砂 鈴蘭台駅北雨水幹線築造工事(その４)

（株）神鉄建設 ６０ｍ

2001年2月 高知市水道局 高知市 １２００ｍｍ（ダクタイル） 土，水 砂礫 朝倉送水本館φ1200移設工事

大旺、東山、大都JV １９０，１１０ｍ

2001年2月 桜井市都市整備部下水道課 桜井市 １０００ｍｍ 土，水 花崗岩 桜井市公共下水道

藤井、高岸、下口ＪＶ ２９０ｍ、３９２ｍ 上り　1 % 初瀬、栗殿幹線管渠築造工事１２、第１工区

2001年5月 北九州土木事務所 北九州 ８００mm 中折 土，水 頁岩 幹線管渠築造工事(２２工区)

梅林建設（株） ２５８m カーブ (Ｒ＝６０・１００)

2001年6月 江南市下水道課 江南市 １０００ｍｍ 土，水 砂礫・玉石 国庫補助事業   幹線管きょ布設工事

安藤・松岡建設JV １３０m 中部汚水４号幹線  (第４工区)

2001年7月 北九州土木事務所 北九州 ８００mm 土，水 頁岩・砂岩 幹線管渠築造工事(２１工区)

(株)双一開発 ２３６ｍ

2001年7月 大阪市都市環境局 大阪市 １１００ｍｍ 泥 砂礫 桜川幹線他１町地内

ショベル工業(株) ５９ｍ 障害物 下水管渠築造工事(その１－１－２)

2001年8月 岡崎市下水道部工事課 岡崎市 １２００ｍｍ 土，水 風化岩 下水道管線管渠築造工事

矢作・小原J.V ２０２ｍカーブ 名鉄横断

2001年8月 帝国石油 長野県 １０００ｍｍ 土，水 風化岩 帝石松本・甲府ライン建設工事（D工区）

熊谷組 ８９ｍ

2001年9月 長野県豊科建設事務所 長野県 １２００ｍｍ 土，水 玉石混じり砂礫 平成１２年度国補犀川安曇野流域下水道管路布設工事

小松・武井経常建設共同企業体 １０５ｍ （ゼロ国債） 穂高第一幹線 ３－２工区

2001年9月 一宮市下水道部建設１課 愛知県 １０００ｍｍ 土，水 礫 下第２号  東部処理区長島町４丁目地内

（株）渡邊組 ６８ｍ ２号幹線下水道管布設工事

2001年9月 三重県津地方県民局  下水道部 三重県 ８００ｍｍ 土，水 砂岩・泥岩 中勢沿岸流域下水道（松坂処理区）

丸亀・カドヤ特定建設工事共同体 ３３１ｍ 多気幹線（第７－２工区）管渠工事

2001年9月 三重県津地方県民局  下水道部 三重県 １０００ｍｍ 土，水 頁岩・普通土 中勢沿岸流域下水道（松坂処理区）

林・山岡特定建設工事共同企業体 ２２０ｍ、３０５ｍ 白山幹線（第１７－４工区）管渠工事

2001年9月 滋賀県東北部流域下水道事務所 滋賀県 １３５０ｍｍ 土，水 砂礫・チャート 琵琶湖流域下水道 東北部

（株）明豊建設 ２７４ｍ、３０６ｍ メタン　　防爆仕様 長浜第二幹線 常喜工区 管渠工事
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年月 発注者 施工場所 管径 機種 土質・強度・レキ径 工事名

施工者 距離・スパン

2001年10月 神戸市水道局技術部配水課 神戸市 １０００ｍｍ 泥 粘土、砂岩 神戸市母里線配水管新設工事No.5

アイサワ工業（株） ９３ｍ

2001年11月 土岐市 土岐市 ８００ｍｍ（中折） 土，水 泥岩、花崗岩 公共下水道肥田川幹線第１３工事

株木建設（株） ４４ｍ カーブ

2001年12月 西日本旅客鉄道（株）福知山施設区 三田市 ８００ｍｍ（中折） 土，水 火山礫凝灰岩 相野駅内４５Ｋ７下水道管新設

大鉄工業（株） １０６ｍ カーブ（Ｒ＝４５）

2001年12月 福岡県北九州土木事務所 福岡県 ９００ｍｍ 土，水 砂岩、シルト 幹線管渠築造工事（３工区）

グリーン建設（株） ２６３ｍ

2001年12月 福岡県北九州土木事務所 福岡県 １０００ｍｍ 土，水 砂岩、頁岩 幹線管渠築造工事（４工区）

チトセ工業（株） ２６５，５ｍカーブ（Ｒ＝１５０）

2001年12月 日高町下水道課 兵庫県 ９００ｍｍ（中折） 土，水 砂礫、岩 日高町中央汚水幹線管渠布設工事（その７）

（株）新井組 １９６m, １８５ｍ カーブ 1000kg/cm
2
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年月 発注者 施工場所 管径 機種 土質・強度・レキ径 工事名

施工者 距離・スパン

2002年1月 土岐市 土岐市 １０００ｍｍ 土，水 泥岩、花崗岩 公共下水道肥田川幹線第１３工事

株木建設（株） ２５ｍ 河川横断

2002年1月 滋賀県企業庁 滋賀県 ８００ｍｍ（中折） 土，水 花崗岩 平成12年度南部上水拡張事業

西村建設（株） １０７ｍ カーブ（Ｒ＝８０） 500kg/cm
2

朝国2工区緊急連絡管工事

2002年3月 滋賀県湖南中部  流域下水道事務所 滋賀県 １０００ｍｍ 土，水 砂礫、シルト 琵琶湖流域下水道  湖南中部

(株)昭建 ４５５ｍ カーブ(Ｒ３００，４００) 日野北幹線  蓮花寺２工区管渠工事

2002年3月 滋賀県湖南中部  流域下水道事務所 滋賀県 ８００ｍｍ 土，水 砂礫、シルト、粘土 琵琶湖流域下水道  湖南中部

(株)昭建 １５５ｍ 日野北幹線  蓮花寺２工区管渠工事

2002年4月 大津市河川下水道部河川整備課 滋賀県 １１００ｍ(中折) 、Ｒ＝６０，６５他 土，水 砂礫、シルト 里川雨水幹線管渠築造工事

(株)昭建 ６９３ｍ　ＶＲ500　Ｌ＝21.2ｍ 障害物　上り　1 %

2002年5月 福岡県直方土木事務所 福岡県 ８００ｍｍ 土，水 頁岩 幹線管渠築造工事(第14工区)

(株)双一開発 １５０ｍ 1000㎏／㎝２

2002年6月 福岡県北九州土木事務所 福岡県 ８００ｍｍ 土、水 シルト、頁岩 幹線管渠築造工事(第1３工区)

川本建設(株) ２１５ｍ カーブ（R＝１００）

2002年7月 三重県津地方県民局下水道部 三重県 ８００ｍｍ 土、水 花崗岩 平成13年度     中勢沿岸 流域下水道 (松阪処理区)

倉口・宮本特定建設工事共同企業体 ３１２ｍ 900kg/cm
2

                        多気幹線 (第９－１工区) 管渠工事

2002年9月 豊田市 豊田市 ８００ｍｍ 土、水 花崗岩、砂礫 公共下水道事業

フジタ・フクタ建設共同企業体 １２０ｍ，１５０ｍ，９８ｍ 700kg/cm
2

高橋6号汚水幹線築造工事(泉第３工区)

2002年9月 日高町下水道課 兵庫県 ９００ｍｍ 土、水 玄武岩、砂礫 日高中央汚水幹線管渠布設工事(その８)

(株)大林組 ２２５ｍ，２２２ｍ カーブ（Ｒ２４０）

2002年10月 笠松町水道課 岐阜県 １０００ｍｍ 土、水 粘土、シルト、砂 北及汚水幹線(2工区)管渠埋設工事

(株)市川工務店 ６９７ｍ カーブ（Ｒ５００） コンクリート杭他障害物

2002年11月 岡崎市下水道部工事課 岡崎市 １３５０ｍｍ 土、水 花崗岩    河川横断 下水道幹線管渠築造工事

奥村・白濱特定建設共同企業体 １７１ｍ カーブ（R１５０） 700kg/cm
2

岡崎市大平町他４箇所地内

2002年11月 福岡県土木事務所 福岡県 １０００ｍｍ 土、水 頁岩、砂 幹線管渠築造工事（３工区）

九鉄工業(株) １５６ｍ，７８ｍ， ＪＲ横断

2002年12月 豊田市下水道建設課 愛知県 ８００ｍｍ（中折） 土、水 花崗岩 公共下水道事業

松村・島村建設共同企業体 １１７ｍ カーブ（Ｒ８０．５０） 700kg/cm
2

高橋6号汚水幹線築造工事(泉第５工区)

2002年12月 兵庫県企業庁北摂広域水道事務所 兵庫県 １０００ｍｍ 土、水 凝灰岩 平成1４年度

（株）新井組 ３４８ｍ  カーブ（Ｒ２００．１００） 660kg/cm
2

篠山送水管布設工事（第１７工区）

2002年12月 豊田市上下水道局下水道建設課 愛知県 １０００ｍｍ 土、水 花崗岩 公共下水道事業

白石・日京建設共同企業体 １５５ｍカーブ（Ｒ２５０．１３０） 700kg/cm
2

河合３号汚水幹線築造工事（平和第１工区）
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年月 発注者 施工場所 管径 機種 土質・強度・レキ径 工事名

施工者 距離・スパン

2003年2月 名古屋市緑政土木局河川部 名古屋市 １２００ｍｍ 泥 礫混じりシルト質砂 平子が丘排水路築造工事（その２）

居波建設㈱ ４０ｍ

2003年2月 滋賀県東北部流域下水道事務所 滋賀県 １３５０ｍｍ 土，水 砂礫・チャート・粘土・ｼﾙﾄ 琵琶湖流域下水道 東北部

（株）コクド ２５６ｍ、１８５ｍ、２４５ｍ メタン　　防爆仕様 長浜第二幹線 舟崎小一条工区 管渠工事

2003年4月 桜井市都市整備部　下水道課 桜井市 ８００ｍｍ 土、水 花崗岩、安山岩 桜井市公共下水道

井前・藤一・高岸特定建設共同企業体 ２７３ｍ    (R=300, 200) 1500kg/cm
2

初瀬幹線管渠築造工事14-第1工区

2003年4月 山梨県釜無川流域下水道事務所 甲府市 １０００ｍｍ 土，水 玉石混じり砂礫 釜無川流域下水道

早野組・望月土木建設工事共同企業体 ４７１ｍ    (R=110) 玉石 3300kg/cm
2

釜無川１１号幹線推進１工区建設工事

2003年4月 南大阪湾岸流域下水道事務所 泉南郡 １０００ｍｍ 土，水 砂礫、砂岩 南大阪湾岸流域下水道

新生建設事業共同組合 岬町 ４０５ｍ　　(R=250, 120, 100) 岬阪南幹線(第２２工区)下水管渠築造工事

2003年6月 北九州市水道局 北九州市 １３５０ｍｍ 土，水 風化花崗岩 東西連絡管φ１１００敷設推進工事（１４－２工区）

日特建設㈱ ７６４ｍ　　Ｖ曲線

2003年6月 山梨県桂川流域下水道建設事務所 山梨県 ９００ｍｍ 土，水 泥岩、砂岩、礫岩 桂川流域下水道桂川2号幹線

（株）田村組 １４３ｍ　　 300kg/cm
2   

河川横断 推進上野原工区建設工事

2003年6月 佐世保市水道局下水道建設課 佐世保市 ８００ｍｍ 土，水 砂岩 平成１４年度　権常寺幹線（その４）

金納建設㈱・㈱西部工建共同企業体 ３６２ｍ    ( R=400, 200, 80) 1300kg/cm
2

管渠布設工事

2003年6月 高知市下水道建設課 高知市 １１００ｍｍ 土，水 砂岩、凝灰岩、砂礫 南部２号汚水幹線外１線管渠築造工事

住友・ミタニ・竹内建設工事共同企業体 ４１３ｍ    ( R=600，110）

2003年8月 北九州土木事務所 福岡県 １３５０ｍｍ 土、水 頁岩、砂 幹線管渠築造工事（中間水巻幹線３1工区）

太平工業㈱ ２３２ｍ　　 ＪＲ横断

2003年9月 さいたま県土整備事務所 埼玉県 １０００ｍｍ 土，水 砂、シルト 河川環境整備工事(芝川取水施設導水管工)

中原建設㈱ ８２４ｍ　Ｖ曲線 ＰＣ杭切断2ヶ所

2003年9月 豊田市 豊田市 １000ｍｍ 土、水 花崗岩 河合３号汚水幹線築造工事（平和第２工区）

大成.今井建設共同企業体 ４３４ｍ  (R=150) 1000kg/cm
2

2003年12月 四国旅客鉄道株式会社 徳島県 １０００ｍｍ 土，水 砂礫  ＪＲ横断 徳島県阿波山川・川田間

四国開発建設株式会社 ２４４ｍ　Ｖ曲線　　 障害物（杭,ｼｰﾄﾊﾟｲﾙ,ﾋｭｰﾑ管） 美郷踏切下管推進工事

2003年12月 滋賀県信楽町下水道課 滋賀県 ８００ｍｍ 土，水 砂礫、花崗岩 平成１５年度　第Ｋ-2号　　信楽第１幹線

㈱三東工業社 信楽町 ３０８ｍ    (R=250, 150) 黄瀬小池工区その１幹線工事
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年月 発注者 施工場所 管径 機種 土質・強度・レキ径 工事名

施工者 距離・スパン

2004年1月 阪急電鉄株式会社 川西市 １０００ｍｍ　(R=70) (中折) 土，水 粘土、砂礫、頁岩 川西市委託　宝塚線雲雀丘花屋敷駅構内

㈱森組 １１０ｍ, ６９ｍ　　 阪急電鉄横断 川西都市計画公共下水道事業　前川２号雨水幹線

2004年2月 いわき市下水道部 いわき市 ８００ｍｍ 土，水 細砂、砂質泥岩 公共下水道

五洋・志賀特定建設工事共同企業体 ３６９ｍ　(R=200,120) ﾉｼﾞｭｰﾙ混入 内町高坂１号汚水幹線築造工事

2004年2月 四国旅客鉄道株式会社 高知県 １３５０ｍｍ 泥 粘性土  ＪＲ横断 土讃線土佐一宮・薊野間

大鉄工業㈱ １８８ｍ　　 障害物(ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ、鋼矢板) 第１薊野踏切下管推進工事

2004年2月 愛知県知立建設事務所 愛知県 ８００ｍｍ 土，水 砂 衣浦東部流域下水道事業

石橋建設興業㈱ ５５７ｍ　( R=200 )　 名鉄横断 管きょ布設工事（六軒工区）

2004年3月 岐阜市上下水道事業部 岐阜市 ９００ｍｍ 土，水 砂岩、ｼﾙﾄ、砂礫 第９０５工区岩野田幹線下水管渠布設工事

㈱市川工務店 ３３１ｍ 　( R=300, 250, 100)

2004年4月 佐世保市水道局下水道建設課 佐世保市 ９００ｍｍ（内径800特厚） 土，水 砂岩 権常寺幹線管渠布設工事

東工営・ダイヤ共同企業体 ５２５ｍ    ( R= 80＊５) 1300kg/cm
2

2004年4月 豊田市 豊田市 １１００ｍｍ　　 土、水 花崗岩   河川横断 公共下水道

鹿島・原田建設共同企業体 ４４７ｍ  (R=300, ＶR=250) 1000kg/cm
2  

　高水圧 松平２号汚水幹線築造工事（平和第１工区）

2004年7月 徳島県 徳島県 ９００ｍｍ 土，水 砂岩、ｼﾙﾄ粘土 旧吉野川流域下水道事業

谷口工業㈱ １２３ｍ,３２０ｍ( R=100,200) 鳴門松茂幹線管渠工事（鳴門北工区）

2004年7月 福岡県北九州土木事務所 北九州市 ８００ｍｍ 土，水 頁岩、砂、粘性土 幹線管渠築造工事

青木あすなろ建設・山本建設共同企業体 １７３ｍ,２３９ｍ　( R=100,150 )　 （水巻中間幹線３工区）

2004年9月 福岡県直方土木事務所 福岡県 ８００ｍｍ 土，水 砂岩 若宮・宮田・直方幹線管渠築造工事（第１６工区）

若築・爲廣特定建設工事共同企業体 ２９３ｍ　( R=125 )　 1300kg/cm
2

2004年7月 広島市安佐北区農林建設部下水道課 広島市 １０００ｍｍ　195m　196m  123m 泥 砂礫 可部南地区下水道築造１５－１号工事

アイサワ・安藤・肥海建設工事共同企業体 １１００ｍｍ　７４ｍ
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年月 発注者 施工場所 管径 機種 土質・強度・レキ径 工事名

施工者 距離・スパン

2005年2月 豊岡市水道事業所 豊岡市 1０００ｍｍ 土，水 凝灰岩、砂礫 取水連絡管布設工事（第１工区）

㈱西吾建設 ６４ｍ

2005年2月 西日本旅客鉄道株式会社 甲賀市 １６５０ｍｍ 泥 砂礫、シルト 三雲・甲西吉永踏切下農業用水管埋設工事

大阪施設工業㈱ ３０ｍ ＪＲ横断

2005年3月 岐阜県西濃地域大垣農山村整備事務所 大垣市 1５００ｍｍホーバス管 土，水 砂礫 か第１号　県営かんがい排水事業

土屋・岐建特定建設工事共同企業体 ９９５ｍ （R=125,130,250,400,500） 宇留生地区　宇留生用水第９号工事

2005年4月 豊岡市水道事業所 豊岡市 1０００ｍｍ 土，水 砂礫、シルト 取水連絡管布設工事（第２工区）

泉建設㈱ １００ｍ

2005年4月 日本下水道事業団　　　　甲賀市 甲賀市 １０００ｍｍ 土，水 花崗岩、砂 信楽町信楽第１幹線管渠建設工事

昭建・西村特定建設共同企業体 ３９３ｍ(R=100, 200) , ９２ｍ 1000kg/cm
2

2005年4月 広島市水道局 広島市 1５００ｍｍ 土，水 花崗岩 高陽～緑井間配水管新設工事（７号）

㈱地崎工業 ３１３ｍ (R=200,300) 勾配 4.65%下り

2005年4月 金沢市 金沢市 １６５０ｍｍ 泥 砂礫 湊雨水ポンプ場土木改善工事

東洋建設・明翫組共同企業体 ６２ｍ 障害物

2005年4月 春日井市 春日井市 ９００ｍｍ 土，水 砂礫 公共下水道　篠木汚水６号幹線[第１工区]築造工事

土屋・丸彦渡辺特定建設工事共同企業体 ５７２ｍ 発進立坑 φ4.8ｍ

2005年5月 山梨県桂川流域下水道事務所 山梨県 ８００ｍｍ 土，水 玄武岩 桂川流域下水道

秋山土建㈱・タカムラ建設㈱共同企業体 ２４６ｍ (R=200)　,　２３７ｍ 2000kg/cm
2
以上 桂川１号幹線推進３工区建設工事（一部債務）

2005年5月 山梨県桂川流域下水道事務所 山梨県 ８００ｍｍ 土，水 玄武岩、スコリア 桂川流域下水道

㈱大森工務所 １９１ｍ (R=100)　,　１７１ｍ 桂川１号幹線推進２工区建設工事（一部債務）

2005年5月 名古屋市上下水道局 名古屋市 １３５０ｍｍ 土，水 細砂、シルト 名古屋市第７次小碓幹線下水道築造工事

㈱錢高組 ２５２ｍ　，１４５ｍ

2005年7月 福岡県直方土木事務所 福岡県 ８００ｍｍ 土，水 頁岩 幹線管渠築造工事（第１３工区）

松尾・宮田特定建設工事共同企業体 138ｍ　, 137m (R=125)

2005年10月 大阪府水道部北部水道事業所 大阪府 ８００ｍｍ　(中折) 土，水 風化花崗岩、 送水管敷設工事(北部送水管・φ300)２5工区

奥建設株式会社 334m (R=50) MAX 1000kg/cm
2

2005年11月 豊田市下水道建設課 豊田市 １０００ｍｍ 土、水 花崗岩、マサ土 公共下水道事業

大成・市川建設共同企業体 382ｍ  (R=200, R=150) MAX 900kg/cm
2

松平２号汚水幹線築造工事（大見第３工区）

2005年11月 三重県伊賀市 伊賀市 ８００ｍｍ 土，水 粗砂、固結ｼﾙﾄ、亜炭 河合地区管路施設（円徳院その６）工事

村本建設株式会社 ５７ｍ　 河川横断

2005年12月 大阪市都市環境局 大阪市 １２００ｍｍ 土，水 砂質ｼﾙﾄ 春日出南～島屋幹線

株式会社　村本組 ８７ｍ　 障害物 下水管渠築造工事（その２）
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年月 発注者 施工場所 管径 機種 土質・強度・レキ径 工事名

施工者 距離・スパン

2006年2月 神戸市水道局 神戸市 １１００mm 土，水 マサ、風化岩 板宿送水管２系統化工事

美樹工業㈱ ７０m , ３９m  急勾配(30%下り)

2006年2月 帝国石油株式会社 山梨県 ８００mm 土，水 礫混じりスコリア 帝石静岡ライン建設工事Ｂ工区

鹿島建設㈱ 富士吉田市１００m 河川横断

2006年3月 四国電力株式会社 高知県 ８００ｍｍ 土，水 シルト質粘性土 一宮ＳＳ新設関連（地中）

㈱四電工 ５９ｍ　 障害物（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ、鉄板他）

2006年4月 山梨県釜無川流域下水道事務所 山梨県 １０００ｍｍ 土，水 玉石混じり砂礫 釜無川流域下水道

㈱三枝組 １９３ｍ　 河川横断 釜無川２号幹線推進４工区建設工事

2006年5月 京都市公営企業管理者上下水道局 京都市 １０００ｍｍ 土，水 粘性土質礫 蹴上系　吉田連絡幹線

㈱岡野組 ９４ｍ 疎水横断 配水管布設（その３－２）工事

2006年6月 山口市下水道建設課 山口市 ８００ｍｍ 土，水 風化花崗岩、アプライト 川西補助第１工区汚水管施設工事

大豊建設㈱ １９４ｍ 河川横断　　σ=800kg/cm
2

2006年7月 北九州市水道局 北九州市 ８００ｍｍ 土，水 凝灰岩 葛牧～井出浦（φ700）導水管布設（推進）工事(１７－７)

堀土木㈱ ６５ｍ

2006年7月 滋賀県湖南中部流域下水道事務所 滋賀県 ９００mm　　(中折) 土，水 砂礫、チャート 甲西南幹線石部１工区築造工事

㈱昭建 ３２６m　R=100 ２箇所

2006年8月 北九州市建設局 北九州市 １６５０mm 土，水 シルト質粘性土  N=0 本城地内雨水(その3)管渠工事

佐藤工業㈱ ３４５m   R=100 障害物木杭

2006年8月 豊田市下水道建設課 豊田市 １０００ｍｍ 土，水 花崗岩、マサ土 公共下水道事業

若築・市川建設共同企業体 ４３４m  R=150*5箇所  R=200 松平２号汚水幹線築造工事(大見第４工区)

2006年9月 豊田市下水道建設課 豊田市 １０００ｍｍ 土，水 花崗岩 公共下水道事業

不動・東豊建設共同企業体 ４６１m  R=300*2箇所 MAX 1000kg/cm
2

松平２号汚水幹線築造工事(大見第２工区)

2006年10月 篠山市公営企業部県水事務所 篠山市 ８００ｍｍ 土，水 砂岩 水道広域化施設整備事業

㈱本間組 １４４ｍ　R=200 , 100 河川横断 配水連絡管布設工事（第１０－７工区）

2006年11月 徳島県　県土整備部　鳴門土木工事事務所 徳島県 ８００ｍｍ 土，水 砂礫、シルト Ｈ１８鳴土　旧吉野川幹線藍住西工区（４）

㈱姫野組 ４６９ｍ　R=200 流木  下り　0.8 % 藍・東中富　下水道工事

2006年11月 岡山県備中県民局農林水産事業部 岡山県 １０００ｍｍ 土，水 軟岩、中硬岩 防災ダム事業　長代池地区　提体工事

植木建設㈲ ９３ｍ
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年月 発注者 施工場所 管径 機種 土質・強度・レキ径 工事名

施工者 距離・スパン

2007年1月 徳島県　県土整備部　鳴門土木工事事務所 徳島県 １１００ｍｍ 土，水 砂礫、シルト Ｈ１８鳴土　鳴門松茂幹線松茂北工区（３）

㈱近藤組 ２１６ｍ　 流木、　高水圧 松・満穂　下水道工事

2007年2月 福岡市下水道局東部建設課 福岡市 ８００ｍｍ　(中折) 土，水 砂質土、風化岩 多々良（多々良２丁目）地区　下水道築造工事

㈱国本工業 １６７ｍ　R=100 障害物

2007年2月 滋賀県企業庁 滋賀県 ９００ｍｍ 土，水 粘土混じり砂礫 平成１８年度第１６３号　南部上水拡張工事

㈱三東工業社 500m (R=500,R=350, ＶR=500,350) 河川横断、上・下り　3.3 % 安養寺・池田本町工区緊急連絡管工事

2007年2月 甲賀市 甲賀市 １０００ｍｍ　(中折) 土，水 花崗岩、ｼﾙﾄN=0 平成１８年度第１６３号　牧勅旨地区管渠築造工事

西武建設㈱ ５７２ｍ 　R=60　R=200*2 σ=1500kg/cm
2 
RQD=100以上

2007年3月 宇部・阿知須公共下水道組合 宇部市 ９００ｍｍ 土，水 礫混じり砂、花崗岩 第１２工区岐波１号汚水幹線工事

塚原建設㈱ ６１ｍ 河川横断

2007年5月 関東農政局 笠間市 ９００ｍｍ（ダクタイル） 土，水 花崗岩 笠間幹線その１３工事

飛島建設㈱ １９５ｍ σ=1500kg/cm
2

2007年5月 帝国石油㈱ 群馬県 １０００ｍｍ 土，水 砂岩、泥岩 新東京ライン第３期工事（Ｂ工区）碓氷川横断工事

新日鐵・鹿島共同企業体 ２６３ｍ 河川横断

2007年5月 豊橋市上下水道局 豊橋市 １０００ｍｍ 土，水 礫混じり砂、シルト 公共下水道築造工事（３工区）

鉄建建設㈱ １４４８ｍ  　R=500*3 700*4 2007/12現在世界最長

2007年6月 東広島市下水道部下水道建設課 東広島市 ８００ｍｍ 土，水 花崗岩 八本松１・３号汚水幹線建設工事（東１８・１９－１）

機動・明成特定建設工事共同企業体 ５５０ｍ　R=500 σ=1500kg/cm
2

2007年6月 福岡県北九州土木事務所 福岡県 ８００ｍｍ 土，水 頁岩 鞍手西幹線（３５工区）下水管築造工事

大林建設㈱ ７６ｍ

2007年6月 福岡市下水道局東部建設課 福岡市 １０００ｍｍ (中折) 土，水 砂質土、風化岩 多々良（多々良２丁目）地区　下水道築造工事

㈱国本工業 ４６ｍ　R=50

2007年6月 神戸市 神戸市 ８００ｍｍ　(中折) 土，水 花崗岩、砂質シルト 第２駒栄東汚水幹線布設工事

㈱奥村組 ４７４ｍ　R=50,80,100,200,400 σmax=1800kg/cm
2

2007年9月 呉市下水道部下水道建設課 呉市 ８００ｍｍ (中折) 土，水 花崗岩、土砂 阿賀大入汚水幹線（２工区）築造工事

㈱芳信建設 ２１４ｍ　R=100 σ=1500kg/cm
2

2007年9月 九州旅客鉄道株式会社 佐賀県 ２０００ｍｍ鋼管 土，水 砂質シルト　　Ｎ＝0 牛津・肥前山口間佐賀西部導水路新設工事

九鉄工業㈱ ９７ｍ ＪＲ横断
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年月 発注者 施工場所 管径 機種 土質・強度・レキ径 工事名

施工者 距離・スパン

2007年9月 滋賀県企業庁 滋賀県 １１００mm　　(中折) 土，水 砂礫　　メタン 南部上水拡張事業

㈱三東工業社 ６６７m　R=500*2, 300*2, 50 防爆仕様 若宮・馬淵工区緊急連絡管工事

2007年10月 函館市水道局事業部下水道課 函館市 １６５０ｍｍ 土，水 砂質泥岩 日吉１の１号雨水幹線新設工事

松本・帝都・西部建設運輸ＪＶ ３５６ｍ

2007年10月 岡山県久米南町 岡山県 ９００ｍｍ 土，水 礫岩、砂礫 平成１９年度公共下水道事業

中央建設㈱ ２５９ｍ  R=100　 下弓削幹線築造工事

2007年10月 徳島県県土整備部鳴門土木工事事務所徳島県 １１００ｍｍ 土，水 砂、シルト Ｈ１９鳴土　鳴門松茂幹線北工区（４）

㈱姫野組 ５５２ｍ  R=600,500 障害物、　高水圧 松・満穂他下水道工事

2007年10月 福岡県北九州土木事務所 福岡県 ８００ｍｍ 土，水 頁岩、礫混じり粘土 鞍手西幹線（３４工区）下水管築造工事

丸彦産業㈱ １９０ｍ

2007年11月 宇部・阿知須公共下水道組合 山口県 ８００ｍｍ 土，水 風化蛇紋岩、風化片岩 第１工区　岐波１号汚水幹線工事

大栄建設㈱ ３２８ｍ  R=300,100

2007年11月 滋賀県甲賀市 甲賀市 ８００ｍｍ 土，水 花崗岩、粘土混じり砂礫 平成１８年度　第６００号

㈱三東工業社 ３２９ｍ,１９１ｍ  R=100*2, 150 勅旨大垣外地区管渠築造工事

2007年11月 滋賀県甲賀市 甲賀市 ８００ｍｍ (中折) 土，水 花崗岩、砂質シルト 平成１９年度　第２３１号

㈱アルファー建設 ３２４ｍ,２７７ｍ  R=200, 50 牧漆原地区管渠築造工事

2007年12月 揖斐川左岸用水土地改良区 岐阜県 １０００ｍｍ 土，水 砂岩 新農業水利システム保全対策事業

西濃建設㈱ ４６ｍ 殿様用水樋管改良工事
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年月 発注者 施工場所 管径 機種 土質・強度・レキ径 工事名

施工者 距離・スパン

2008年1月 岐阜国道事務所 岐阜県 １１００mm 土，水 チャート、粘土 平成１８年度　東海環状関ＩＣ道路建設工事

西濃建設㈱ ７３．５ｍ

2008年1月 周南工業用水道事務所 山口県 ９００ｍｍ 泥 玉石混じり砂礫 ３号バイパス管布設工事

国益建設㈱ ６０．４ｍ

2008年3月 豊中市土木下水道部下水道建設課 豊中市 １０００ｍｍ 土，水 粘土、砂 平成１９年度公共事業千里園排水区（１工区）

都永建設㈱ １１４．９ｍ 障害物 (矢板) 管渠築造工事

2008年5月 豊田市下水道建設課 豊田市 ８００ｍｍ 土，水 花崗岩　σ=1000kg/cm2 公共下水道事業松平３号汚水幹線築造工事

太啓建設㈱ ９６．８ｍ 河川（巴川）横断 （九久平第１工区）

2008年5月 徳島県　県土整備部 徳島県 １１００ｍｍ（中折）　レジン管 土，水 砂、シルト　  流木、高水圧 Ｈ１９鳴土　鳴門松茂幹線北工区（１）

高原建設㈱ ６５５ｍ 徳島空港横断 松・満穂地内　下水道工事

2008年5月 いわき市 いわき市 １０００ｍｍ 土，水 砂 公共下水道　平汚水専用幹線築造工事

ガイアートT・K 東部産業J　・V ６７３．７ｍ 　６３８ｍ 障害物 (流木)

2008年5月 いわき市 いわき市 １１００ｍｍ 土，水 砂 公共下水道　平汚水専用幹線築造工事

ガイアートT・K 東部産業J　・V ７２０ｍ  R=100 障害物 (流木、木杭多数)

2008年5月 土佐国道事務所 高知県 １０００ｍｍ 泥 泥岩 平成１９-２０年度　手結歩道整備工事

ミタニ建設工業㈱ ４８ｍ

2008年8月 四国電力株式会社 香川県 １８００ｍｍ 土，水 砂質土 坂出発電所４号機燃料転換に伴うガス導管敷設工事

四電エンジニアリング株式会社 １１１ｍ,  ３６ｍ 坂出ＬＮＧ予備支線新設管路工事(ガス導管併設部)

2008年8月 滋賀県甲賀市 甲賀市 ８００ｍｍ 土，水 花崗岩、砂礫 平成１９年度　第５３０号

㈱三東工業社 ３０３ｍ,　２９６ｍ  R=150，200 σ=1100kg/cm
2

勅旨沢出地区管渠築造工事

2008年8月 宇部・阿知須公共下水道組合 山口県 ８００ｍｍ 土，水 蛇紋岩 岐波１号汚水幹線管渠築造工事(２工区)

日立建設・中国産建共同企業体 ３４９ｍ  R=７00,100 σ=1390kg/cm
2

2008年10月 周南工業用水道事務所 山口県 １２００ｍｍ 土，水 風化花崗岩 ５号線バイパス管布設工事　第１工区

江村建設㈱ ３９．６ｍ

2008年10月 北九州市建設局 福岡県 １３５０ｍｍ 土，水 頁岩 高峰初音町幹線合流改善管渠築造工事

ﾋﾟｰｴｽ三菱・淺川組共同企業体 ３１２ｍ σ=1500kg/cm2

2008年11月 滋賀県甲賀市 甲賀市 １１００ｍｍ 泥 固結粘土 平成１９年度　第４５０号

㈱市原建機 １４４ｍ  R=700 寺庄地区雨水管渠築造その３工事

2008年12月 山口県企業局周南工業用水道事務所山口県 １０００ｍｍ 土，水 片岩、花崗岩 平成２０年度　富田・夜市川工業用水道

福谷産業㈱ ８６ｍ 河川横断 送水管布設工事　第５工区

2008年12月 国際石油開発帝石株式会社 新潟県 １３５０ｍｍ 土，水 泥岩　　可燃性ｶﾞｽ 帝国石油新青海ライン建設工事（Ａ工区）

住友金属パイプエンジ㈱ ７２０ｍ (山岳ﾄﾝﾈﾙ迎え堀り) 防爆仕様

2008年12月 北九州市水道局 福岡県 １１００ｍｍ 土，水 砂質頁岩 北部福岡緊急連絡管φ900 (20-1) 布設推進工事

㈱小梅建設工業 ７９ｍ 河川横断

-25-



年月 発注者 施工場所 管径 機種 土質・強度・レキ径 工事名

施工者 距離・スパン

2009年1月 山口県山口農林事務所農村整備部 山口県 ８００ｍｍ 土，水 凝灰角礫岩 ため池等整備事業 野道地区 

池田建設工業株式会社 １０７ｍ　R=140 σ=1700kg/cm
2

平成２０年度取水施設工事

2009年2月 高知市下水道建設課 高知市 １０００ｍｍ 土，水 泥岩、ｼﾙﾄ混じり礫 平成２０年度

西部・関西・西山特定建設共同企業体 ２１７ｍ　 R=300 南部１号汚水幹線管渠築造工事

2009年3月 鹿児島県南薩地域振興局 鹿児島県 ８００ｍｍﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 土，水 安山岩 経営体育成基盤整備事業

吉留建設産業株式会社 １２１ｍ　 σ=1200kg/cm
2

開聞地区（20-8）工区

2009年4月 神戸市水道局 神戸市 １０００ｍｍ 土，水 砂礫 中央（加納町他）中層連絡管新設工事

㈱香山組 ２５１ｍ 障害物Ｈ鋼 (300) ９本

2009年5月 福岡県土木事務所 福岡県 １３５０ｍｍ    勾配 1.1% 土，水 花崗岩 北部福岡緊急連絡管φ1000（福岡20-12）布設工事

若築・飯田特定建設共同企業体 ４４５ｍ　　R=120, 200, 250 σ=1700kg/cm
2

2009年6月 北九州市水道局 福岡県 １１００ｍｍ 土，水 砂岩 北部福岡緊急連絡管φ９００（20-３）布設推進工事

㈱岡部組 ９５．５ｍ

2009年6月 北九州市建設局西部整備事務所 福岡県 １０００ｍｍ 土，水 砂岩、凝灰岩 東山一丁目地内外雨水（その2）合流改善管渠築造工事

㈱小梅建設工業 ２２．５ｍ

2009年7月 熊本市上下水道局下水道建設課 熊本市 ８００ｍｍ  中折れ 土，水 安山岩、砂 都市計画事業

明治・中山建設工事共同企業体 ２６０ｍ　R=100、２箇所 σ=1480kg/cm
2

西部汚水７号幹線枝線下水道築造工事（127工区）

2009年7月 山梨県 山梨県 ８００ｍｍ 土，水 砂礫 富士北麓流域下水道富士北麓３号幹線

富士急建設株式会社 ３１１ｍ　R=300 鉄道横断 推進１工区建設工事

2009年9月 西部ガス株式会社 福岡県 １０００ｍｍ 土，水 頁岩、礫岩 福北幹線若松ラインＡ工区建設工事のうち

五洋建設株式会社 １９５ｍ 水路横断 響灘水路推進工事

2009年9月 宇部・阿知須公共下水道組合 山口県 ８００ｍｍ 土，水 蛇紋岩、片岩 平成２１年度

大栄建設・成建工業JV ３６０ｍ 　R=100, 700 第１工区　岐波１号汚水幹線工事

2009年9月 高知市下水道建設課 高知市 １０００ｍｍ 土，水 シルト砂 南部１号汚水幹線管渠築造工事(その２)

新進･啓大特定建設工事共同企業体 ６００ｍ

2009年10月 神戸市建設局 神戸市 １６５０ｍｍ 土，水 凝灰質砂岩、砂礫 垂水処理場

錢高･窪田特定建設工事共同企業体 ７６４ｍ　R=250,170,700 本場・東拡張連絡管、沈砂池他築造工事

2009年11月 京都府 宇治市 １２００mm 土，水 砂岩、粘板岩 宇治浄水場導水施設更新事業　推進工事

暁新日本･塚崎JV ３３８ｍ　　急勾配 4.8%上り σ₌70MN/㎡
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年月 発注者 施工場所 管径 機種 土質・強度・レキ径 工事名

施工者 距離・スパン

2009年12月 福岡県北九州県土整備事務所 福岡県 １２００ｍｍ 土，水 砂礫、花崗閃緑岩 北部福岡緊急連絡管φ1000(宗像21-6)布設工事

株式会社　藤原組 ４８１ｍ

2009年12月 美濃加茂市 美濃加茂市 １２００ｍｍ 土，水 玉石混じり砂礫 本郷雨水幹線築造工事（第６工区）

土屋･栗山特定建設工事共同企業体 ２４９ｍ　R=150*2 σ=3000kg/cm
2 
　φ250mm

2009年12月 九州旅客鉄道株式会社 佐賀県 １８００ｍｍ 鋼管 土，水 粘土　　N=0 肥前山口・肥前白石間

九鉄工業株式会社 ３１４ｍ　JR長崎本線横断 山脚導水路新設　他
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年月 発注者 施工場所 管径 機種 土質・強度・レキ径 工事名

施工者 距離・スパン

2010年1月 岐阜県東部広域水道事務所 岐阜県 １１００ｍｍ 土，水 砂岩、頁岩、チャート 20債施工幹第1-22号

株式会社　吉川組 多治見市 １０５ｍ 土岐川横断 東濃西部汚水幹線(多-5工区土岐川横断)事業工事

2010年3月 日本下水道事業団 兵庫県 ８００ｍｍ 土，水 風化花崗岩 朝来市和田山第３号汚水幹線

株式会社　ノバック 朝来市 １４８ｍ JR播但線横断 円山川横断

2010年3月 姫路市下水道局河川整備室 兵庫県 １８００ｍｍ 土，水 玉石混じり砂礫 野田川清水幹線下水道工事

株式会社　ノバック 姫路市 ４３３ｍ，　２４７ｍ

2010年3月 福山市建設局下水道部建設１課 広島県 １０００ｍｍ 土，水 風化花崗岩、礫混じりシルト粘土 常石汚水幹線下水道工事

駅家工・丸忠特定建設工事JV 福山市 ６７３ｍ  R=100*3,150,350

2010年3月 岡山県南部水道企業団 岡山県 １３５０ｍｍ 土，水 細砂、玉石混じり砂礫 福井地内２号送水本管布設替工事

清水・三宅建設工事共同企業体 倉敷市 １０１７ｍ,  １９６ｍ

2010年3月 山梨県流域下水道事務所 山梨県 ８００ｍｍ    3%上り勾配 土，水 スコリア、玄武岩 富士北麓流域下水道

秋山土建株式会社 337ｍ(R=150,VR700),  114m(R=100*2) 富士北麓３号幹線推進７工区建設工事

2010年3月 福岡県直方県土整備事務所 福岡県 ８００mm　ﾚｼﾞﾝ管 土，水 礫混じり粘土 若宮宮田直方幹線(２１工区)下水管築造工事

株式会社　福森建設工業 １３０ｍ

2010年5月 福岡県直方県土整備事務所 福岡県 ８００mm　ﾚｼﾞﾝ管 土，水 砂、粘土、風化岩 若宮宮田直方幹線(２３工区)下水管築造工事

株式会社　坡平産業 ２３０ｍ  R=100

2010年7月 福岡県直方県土整備事務所 福岡県 ８００mm　ﾚｼﾞﾝ管 土，水 頁岩、砂岩、砂礫 若宮宮田直方幹線(２２工区)下水管築造工事

三軌・丸彦特定建設工事共同企業体　 ４６８ｍ  R=75*2 ,500

2010年9月 柏崎市ガス水道局 新潟県 ８００mm 土，水 泥岩、砂岩、礫岩 平成22年度 入改第3号 米山町送水安定化事業

株式会社　植木組 柏崎市 ４６０ｍ 米山町地内水道管改良工事

2010年11月 東京電力㈱山梨支店 山梨県 １０００mm　合成管 土，水 玉石混じり砂礫 ㈱オプト御坂工場特高供給工事(管路)

株式会社　関電工 ６８m 急勾配 4.1%→15.6%

2010年11月 福岡県直方県土整備事務所 福岡県 ８００mm　 土，水 頁岩、砂岩、砂礫 若宮宮田直方幹線(２７工区)下水管築造工事

奥村・丸彦特定建設工事共同企業体　 465ｍ  R=500,100,150 
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年月 発注者 施工場所 管径 機種 土質・強度・レキ径 工事名

施工者 距離・スパン

2011年1月 滋賀県企業庁 滋賀県 １０００ｍｍ 土，水 砂礫シルト 西部幹線上流３工区送水管工事

㈱昭建 ５０７．７m 野洲川横断

2011年3月 江南市都市整備部下水道課 江南市 １０００ｍｍ 土，水 玉石混じり砂礫 汚水処理施設整備交付事業　公共下水道幹線管渠工事

林本建設㈱ ２７７．８ｍ 中部汚水１号幹線(第８工区)

2011年3月 北九州市建設局 北九州市 １１００ｍｍ 土，水 風化花崗岩 幸神一丁目地内雨水(その2)合流改善管渠築造工事

グリーン建設㈱ ９６．８ｍ

2011年9月 北九州市建設局 北九州市 １１００ｍｍ 土，水 シルト、粘土、砂岩 萩原二丁目地内雨水(その1)合流改善管渠築造工事

㈱小梅建設工業 ３９．７ｍ

2011年10月 国土交通省東北地方整備局 陸前高田市 １３５０ｍｍ 土，水 風化礫岩 平成２２年度　高田地区排水工工事

㈱佐武建設 ２８２．５ｍ　　R=200

2011年10月 北九州市建設局 北九州市 １６５０ｍｍ 土，水 砂岩、頁岩(古生代) 中央三丁目地内雨水合流改善管渠築造工事

青木あすなろ建設㈱ ２１９．６ｍ σ=150 MN/m
2
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年月 発注者 施工場所 管径 機種 土質・強度・レキ径 工事名

施工者 距離・スパン

2012年2月 島根県　高規格道路事務所 松江市 ８００mm　 土，水 礫混じり粘土 国道485号(松江第五大橋道路)改築(改良)工事

まるなか建設株式会社 173.5ｍ  R=150 松江JCT工区　道路改良工

2012年2月 大阪ガス株式会社 備前市 ９００mm　 土，水 流紋岩質凝灰岩 姫路－岡山パイプライン敷設工事(中間工区)

住友金属パイプエンジ株式会社 39.3ｍ 粘土混じり砂礫

2012年4月 大阪ガス株式会社 備前市 １０００mm　 土，水 流紋岩質凝灰岩 姫路－岡山パイプライン敷設工事(中間工区)

住友金属パイプエンジ株式会社 98ｍ 頁岩

2012年5月 吹田市下水道部 吹田市 ８００mm　 土，水 粘土混じり砂礫 吹田市公共下水道事業

㈱関根工務店 173ｍ  R=100 , 351m R=500 正雀処理区汚水管路整備工事第１工区

2012年5月 宇部市下水道部下水道維持課 山口県 ８００mm  ﾚｼﾞﾝ管　 泥 砂礫 第７２工区 西部浄化センター合流幹線(改築)工事

ミツヤ工業株式会社 宇部市 ５８ｍ 改築 700mmﾋｭｰﾑ管、鋼板

2012年6月 福岡県直方県土整備事務所 福岡県 ８００mm　ﾚｼﾞﾝ管 土，水 頁岩、砂岩、砂礫 若宮宮田直方幹線(３０工区)下水管築造工事

坡平・丸彦特定建設工事共同企業体　 ３５１ｍ 　 R=100

2012年5月 加古川市水道局施設整備課 加古川市 ９００mm　 土，水 粘土混じり砂礫 平成23年度　低区中央幹線(加古川ﾊﾞｲﾊﾟｽ横断)

株式会社　ハマダ 52.7m 加古川ﾊﾞｲﾊﾟｽ横断 配水管布設工事

2012年7月 千葉市建設局下水道建設部 千葉市 １０００mm　 土，水 礫混じり砂 下水道配水施設工事(富士見23-1工区)

不動テトラ・旭建設共同企業体 57.9m R=60 障害物

2012年7月 北九州市上下水道局下水道整備課 北九州市 ８００mm　 土，水 砂質シルト 木屋瀬三・四丁目地内雨水(その2)管渠築造工事

岡本土木株式会社 409m  R=100,500,300 障害物 流木

2012年7月 下関市上下水道局　下水道課 下関市 １６５０mm　 土，水 風化頁岩 平成23年度　南部汚水４号幹線布設工事(第１工区)

株式会社　コプロス 47.3m　　河川横断 障害物　ﾚｰﾙ等多数

2012年7月 静岡市上下水道局下水道部 静岡市 １０００mm　 土，水 玉石混じり砂礫 平成23年度　下建工第2805号静清処理区

三井住友・静鉄特定建設工事JV 243m   障害物 興津幹線下水道築造その３工事

2012年9月 静岡市上下水道局下水道部 静岡市 １０００mm　 土，水 玉石混じり砂礫 平成23年度　下建工第2805号静清処理区

三井住友・静鉄特定建設工事JV 698m  R=200 勾配 8% 障害物 興津幹線下水道築造その３工事

2012年9月 熊本市上下水道局　下水道整備課 熊本市 ８００mm　 泥 玉石、砂礫 平成23年度　都市計画事業

明治・西部・三愛・嶋本JV 92.5ｍ  120.5m 障害物 ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ 東部汚水47号幹線合流改善下水道築造工事(773工区)

2012年10月 熊本市上下水道局　下水道整備課 熊本市 １０００mm　 泥 玉石、砂礫 平成23年度　都市計画事業

明治・西部・三愛・嶋本JV 202m R=150 3%上り勾配 障害物 東部汚水47号幹線合流改善下水道築造工事(773工区)
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年月 発注者 施工場所 管径 機種 土質・強度・レキ径 工事名

施工者 距離・スパン

2012年11月 武州ガス株式会社 埼玉県 ８００mm　 土，水 粘性土 防食対策工事　並木(中圧)

東鉄工業株式会社 川越市 ５３ｍ 障害物、JR川越線横断

2012年11月 群馬県下水道総合事務所 群馬県 １０００mm　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 土，水 シルト質砂礫 社会資本総合整備(下水道特会)管渠築造工事

佐田建設株式会社 高崎市 ４８７ｍ  R=５０0 流木、巨礫 玉村北橘幹線　第1-S-3Ｂ工区

2012年11月 大阪ガス株式会社 岡山県 １０００ｍｍ　 土，水 流紋岩質凝灰岩 姫路－岡山パイプライン敷設工事(中間工区)

住友金属パイプエンジ株式会社 備前市 ２６９ｍ σ=130 MN/m
2

2012年11月 大阪市建設局 大阪市 １５００ｍｍ　　E-MAX管 土，水 砂 兎我野町～西天満幹線下水管渠築造工事

株式会社　ピーエス三菱 ５３６m  R=28m 障害物 (300H鋼)
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年月 発注者 施工場所 管径 機種 土質・強度・レキ径 工事名

施工者 距離・スパン

2013年1月 中部電力株式会社 愛知県 ８００mm　中折 土，水 礫混じり粘土 エヌティーテクノ線新設のうち管路工事

ｼｰﾃｯｸ・中部土木・奥田工業JV 高浜市 146ｍ  R=100,150　上下14.9% 障害物

2013年1月 米子市下水道部 鳥取県 １０００mm　 土，水 細砂 大篠津皆生幹線その１６工事

青木あすなろ・はりもとJV 米子市 ７０６ｍ

2013年1月 福岡県直方県土整備事務所 福岡県 ８００mm　ﾚｼﾞﾝ管 土，水 風化岩 若宮宮田直方幹線(３２工区)下水管築造工事

興栄建設株式会社 ５３ｍ

2013年1月 神戸市水道局 神戸市 １０００mm　 土，水 玉石混じり砂礫 篠原支線(灘低層連絡管)整備工事その１

株式会社　吉田組 330m  R=55　6.9%上り 最大玉石径 150cm

2013年1月 姫路市下水道局下水道整備室 姫路市 １３５０mm　 土，水 玉石混じり砂礫 飾磨増補準幹線(１５工区)下水道工事

株式会社　宮本組 538m  R=75　 最大玉石径 40cm

2013年2月 西日本旅客鉄道株式会社 大津市 １２００mm 土，水 玉石混じり砂礫 石山・膳所501K189m上水道管埋設

大鉄工業株式会社 ４０m JR東海道線横断　障害物

2013年2月 周南市上下水道局 周南市 １６５０mm 土，水 砂質土、風化泥質片岩 山田川第５雨水幹線管渠築造(般雨５工区)工事

洋林建設株式会社 １４４m

2013年3月 群馬県下水道総合事務所 群馬県 １０００mm　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 土，水 シルト質砂礫 社会資本総合整備(地域自主戦略交付金事業)(下水)

株式会社　吉田組 高崎市 ２８１ｍ 流木、巨礫 管渠築造工事(玉村北橘幹線　第1-S-3A工区)

2013年5月 中部ガス株式会社 静岡県 １０００mm　 土，水 礫混じり砂 静浜幹線建設工事磐浜ラインＥ工区

日鉄住金ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ＆ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 磐田市 450m 流木

2013年5月 滋賀県企業庁 滋賀県 ９００mm　 土，水 玉石混じり砂礫 平成２４年度　第KT11-102号

株式会社　秋村組 290m 勾配  下り3%,上り5.4% 八幡安土ﾊﾞｲﾊﾟｽ２工区送水管工事

2013年5月 滋賀県企業庁 滋賀県 ９００mm　 土，水 玉石混じり砂礫 平成２４年度　第KT11-103号

株式会社　日建 332m 勾配  下り4.5%,上り7.1% 八幡安土ﾊﾞｲﾊﾟｽ３・４工区送水管工事

2013年6月 福岡県直方県土整備事務所 福岡県 ８００mm　ﾚｼﾞﾝ管 土，水 風化花崗岩 若宮宮田直方幹線(３5工区)下水管築造工事

坡平・丸彦特定建設工事共同企業体　 ４０７ｍ 　 R=200,700

2013年6月 滋賀県北部流域下水道事務所 滋賀県 １０００mm　 土，水 玉石混じり砂礫 琵琶湖流域下水道東北部湖東幹線

株式会社　三東工業社 595.4m  R=100, 150 下一色２工区管渠工事

2013年7月 滋賀県北部流域下水道事務所 滋賀県 １０００mm　 土，水 玉石混じり砂礫 琵琶湖流域下水道東北部湖東幹線

株式会社　秋村組 584.1m  R=700,50,100,300 平松工区管渠工事
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年月 発注者 施工場所 管径 機種 土質・強度・レキ径 工事名

施工者 距離・スパン

2013年6月 錦エステート株式会社 宮城県 １５００mm 土，水 玉石混じり砂礫 錦が丘ニュータウン造成工事

山弘住建株式会社 仙台市 49.9m    78.1m

2013年7月 帝石パイプライン株式会社 群馬県 ８００mm 土，水 溶結凝灰岩 住宅下解消に伴う東京ライン下仁田町

株式会社　植木組 127.6m 河川横断 西野牧地内補償移設工事

2013年9月 西日本旅客鉄道(株)岡山支店 広島県 １2００mm 土，水 花崗岩 福塩線出原Ｂ下送水管新設

広成建設(株) 福山市 113.3m　5%下り勾配　 ＪＲ福塩線横断

2013年10月 帝石パイプライン株式会社 群馬県 ８００mm 土，水 花崗岩 住宅下解消に伴う東京ライン下仁田町

株式会社　植木組 219.5m 東野牧地内補償移設工事

2013年10月 広島県広島水道事務所 広島県 1000mm　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 土，水 風化花崗岩 平成24年度広島水道用水供給事業

大之木建設株式会社 ２６９ｍ σ=100 MN/m
2

高陽系・戸坂系連絡管(推進)工事

2013年10月 米子市下水道部 鳥取県 ９００ｍｍ 土，水 砂質土 大篠津皆生幹線その１７工事

奥村組・興農特定建設共同企業体 米子市 297.5m

2013年12月 関東農政局大井川用水農業水利事業所 静岡県 ８００mm　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 土，水 泥岩、砂岩 島田１号２号水路工事 (その１)

東急建設株式会社 島田市 421.5m  4.562%上り

2013年12月 山口県周南農林事務所農村整備部 山口県 1500mm 土，水 風化花崗岩 農地整備事業(通作条件整備)光工区

国益建設株式会社 周南市 65m 道路保全対策工事　浅江工区２号
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年月 発注者 施工場所 管径 機種 土質・強度・レキ径 工事名

施工者 距離・スパン

2014年1月 八王子市水循環部下水道課 東京都 １１００ｍｍ 土，水 砂礫 大和田町1丁目31番外

日特建設株式会社 八王子市 549m  R=40、70、100 河川横断 下水道接続幹線築造59(1工区)工事

2014年1月 農林水産省　北陸農政局 新潟県 １０００ mm 土，水 粘性土、砂礫 柏崎周辺(二期)農業水利事業

東急建設株式会社 柏崎市 253m R=80,100 VR=80 勾配上り　1%→5% 幹線導水路(上野工区)建設工事

2014年1月 福岡地区水道企業団 福岡県 １５００mm 土，水 風化閃緑岩 大容量送水管整備事業

若築建設株式会社 春日市 207m 春日市春日送水管布設工事(その2)

2014年2月 東大阪市上下水道局下水道部 大阪府 １０００ mm 土，水 砂、シルト 平成25年度公共下水道(第2工区)

森組・コーセン建設JV 東大阪市 1240m R=120,200,500 管きょ築造工事

2014年3月 福岡地区水道企業団 福岡県 ９００ mm 土，水 頁岩 老朽管更新事業

福東株式会社 粕屋町 243m  R=150 河川横断 粕屋地区φ700mm送水管布設工事(その5)

2014年3月 西日本旅客鉄道株式会社 富山県 １０００ mm　　ﾚｼﾞﾝ管 土，水 シルト  障害物―ﾌｪﾝｽ、流木 富山高架駅部ＢＬ新設他工事

大鉄工業株式会社 富山市 40.3m   土被り 1.8m JR北陸本線横断

2014年4月 京都市上下水道局下水道部 京都府 １１００ mm 土，水 粘土質砂礫　硅質頁岩 長代川排水区静市市原町支線(雨水)

株式会社　古瀬組 京都市 61.7m 　 114.2m 流木 公共下水道工事

2014年5月 松戸市 千葉県 １３５０mm　 土，水 砂、シルト 馬橋排水区雨水枝線工事(25-1工区)

株式会社　岡本組 松戸市 461m    R=63 , 160*3箇所 障害物

2014年5月 滋賀県北部流域下水道事務所 滋賀県 １０００mm　 土，水 玉石混じり砂礫 琵琶湖流域下水道東北部湖東幹線

明豊建設株式会社 555m  R=100, 700 湖東幹線僧坊工区管渠工事

2014年6月 八王子市水循環部下水道課 東京都 ９００ｍｍ 土，水 礫混じり粘土 大和田町1丁目31番外

日特建設株式会社 八王子市 35.6m 障害物 (300H鋼) 下水道接続幹線築造59(1工区)工事

2014年8月 京都市上下水道局 京都市 1200 mm 土，水 頁岩 蹴上浄水場第一高区配水池改良工事

鴻池・今井共同企業体 95.8 m

2014年9月 新潟県 新潟県 800mm 土，水 泥質頁岩 吉井１期地区推進工第１次工事

(株)植木組 柏崎市 422 m

2014年9月 徳島県企業局 徳島県 1000mm 土，水 砂混じりシルト 吉野川北岸工業用水道今切

大徳建設株式会社 343 m   R=100, 200*2箇所 第三配水支管布設替工事

2014年10月 北九州市上下水道局 北九州市 800mm 土，水 凝灰岩 井堀五丁目他配水管布設替工事

岡本土木(株) 163m 障害物(PC杭)
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年月 発注者 施工場所 管径 機種 土質・強度・レキ径 工事名

施工者 距離・スパン

2014年10月 北九州市上下水道局 北九州市 800 mm 土，水 砂 本城浄水場～藤の木排水池

安部工務店 57m φ600送水管布設替（推進）工事（２５－２）

2014年11月 熊本市上下水道局 熊本市 800 mm 土，水 凝灰角礫岩、ｼﾙﾄ 都市計画事業　西部汚水１１号幹線（その１）

三愛建設工業(株) 103m  R=30, 75 下水道築造工事916工区

2014年12月 岩国市 岩国市 1200 mm 土，水 砂礫 平成２６年度　排整第２号

(株)時寛工業 257m  R=100, 200 楠・中津地区排水路整備工事
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年月 発注者 施工場所 管径 機種 土質・強度・レキ径 工事名

施工者 距離・スパン

2015年6月 広島市 広島市 1000mm 土,水 玉石混じり砂礫 安佐地区下水道築造26-20号工事

大政建設工業㈱ 133.28m 粘板岩σ＝213MN/m²　太田川横断

2015年7月 近畿地方整備局和歌山河川国道事務所 和歌山県 1100mm 土,水 砂岩 紀北西道路岩出IC調整池設置他工事

三友工業㈱ 19.25m σ＝237MN/m²

2015年8月 江南市下水道課 愛知県 1000mm 土,水 粗石混じり砂礫 社会資本整備総合交付金事業　公共下水道幹線

㈱永井組 江南市 307.81m 管きょ布設工事中部汚水1号幹線(第9工区)

2015年8月 三菱重工業㈱交通・輸送ドメイン 愛知県 1000mm 土,水 玉石混じり砂礫 最終組立格納庫新築工事
名古屋菱興・西日本菱興・近畿菱興特定建設工事共同企業体 豊山町 201.04m

2015年9月 熊本市上下水道局 熊本市 800mm 土，水 凝灰角礫岩σ=37MN/m² 都市計画事業　西部汚水11号幹線（その２）

(有)鶴田土木工業 143.51m  R=35 シルト 下水道築造工事（917工区）

2015年9月 福岡市道路下水道局建設部東部下水道課 福岡市 1800mm 土,水 砂質頁岩 香椎第13雨水幹線築造工事(2)

九州総合建設㈱ 191.28m  R=150 σ＝3.78MN/m²

2015年9月 滋賀県企業庁 滋賀県 1200mm 土,水 礫混じり砂質シルト 滋賀竜王工業団地4工区排水管工事

㈱三東工業社 141.6m 礫混じり砂

2015年10月 江南市下水道課 愛知県 1000mm 土,水 巨石混じり砂礫 社会資本整備総合交付金事業　公共下水道幹線

昭和土建㈱ 江南市 149.57m  217.96m 管きょ布設工事中部汚水1号幹線(第10工区)

2015年10月 新潟県佐渡地域振興局 新潟県 800mm 土,水 安山岩 県営総合かんがい排水事業　佐渡地区　真野幹線

㈱福田組 305m σ＝65MN/m² 用水路第5次工事
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年月 発注者 施工場所 管径 機種 土質・強度・レキ径 工事名

施工者 距離・スパン

2016年1月 滋賀県企業庁 滋賀県 800mm 土,水 砂礫、砂、粘土 平成27年度第KJ11-101 西部幹線下流9工区

たち建設㈱ 186.446m R=100 送水管工事

2016年2月 滋賀県 滋賀県 800mm 土,水 玉石混じり砂礫 琵琶湖流域下水道　東北部　愛東東幹線

㈱三東工業社 329.65m 中岸本工区管渠工事　

2016年2月 八尾市土木部 八尾市 1350mm 土,水 砂混じり粘土 可燃性ガス 平成26年度飛行場北排水区第29工区

大豊・文岩特定建設工事共同企業体 727.76m  R=100 礫混じり砂　防爆仕様 下水道工事

2016年2月 神奈川県　流域下水道整備事務所 神奈川県 800mm 土,水 砂質シルト 平成27年度　酒匂川流域下水道　箱根小田原幹線

伊達建設㈱ 496.1m  R=500 小田急線横断 管渠築造工事(1-2工区)公共(その1)

2016年3月 静岡市 静岡市 1350mm 土,水 砂礫 平成26年度　水道配建　第18号清水区谷津町

三井住友・イハラ特定建設工事共同企業体 113.7m シルト混じり砂礫 1丁目、興津井上町　地内

2016年4月 姫路市水道局建設課 姫路市 １０００mm 土,水 溶結凝灰岩 甲山低区配水池送水管布設替工事10

㈱ハマダ 41ｍ 140MN/ｍ²

2016年5月 岩国市 岩国市 １０００mm　　27.48ｍ 土,水 砂礫 楠・中津地区排水路整備工事

㈱時寛工業 ８００mm　　　61.48ｍ

2016年6月 徳島県企業局 徳島県 ８００mm 土,水 風化砂岩・シルト 阿南工業用水道　幸野配水支管布設替工事(2)

長野建設㈱ １８５m  700VR

2016年6月 大阪府東部下水道事務所 大阪府 １０００mm 土,水 砂礫混じりシルト 寝屋川流域下水道枚岡河内南（二）

森組・三大建設共同企業体 1236m R=500　R=200　R=120 （第３工区）下水管渠築造工事

2016年10月 徳島県企業局 徳島県 １０００mm 土,水 砂

株式会社　国際 480ｍ　R=153  VR=700

2016年11月 北九州市上下水道局 北九州市 2000mm 土,水 風化花崗岩 田畑川雨水幹線管渠築造工事

奥村・石山共同企業体 631.5ｍ R=200 R=300 R=50

2016年12月 東邦ガス株式会社 岐阜県 １０００mm 土,水 泥岩 中圧Ａ　土岐～可児線２－Ｂ

ＪＦＥエンジニアリング㈱ １４８m ５MN/ｍ²

2016年12月 甲賀市 甲賀市 ８００mm 土,水 花崗岩・シルト砂 勅使・長野地区信楽第一汚水幹線工事

㈱三東工業社 224.2m R=450・392.4m R=200

吉野川北岸工業用水鳴門配水管（撫養）布設替
工事（１）（一部債務負担）
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年月 発注者 施工場所 管径 機種 土質・強度・レキ径 工事名

施工者 距離・スパン

2017年1月 高知市上下水道局下水道整備課 高知市 1650mm×1350mm 土,水 粘土質シルト 江ノ口雨水貯留管築造工事（２７－１）

入交・大宮特定建設工事共同企業体 415ｍ R=350*2箇所 R=200*2箇所 R=100 礫質土(リターンシステム)

2017年1月 八戸圏域水道企業団 八戸市 1200mm 土,水 軽石混じり砂   シルト

地代所・伊藤特定建設工事共同企業体 101.8ｍ 障害物（PHC杭）

2017年1月 関東農政局 藤枝市 1350ｍｍ 泥 砂礫質盛土・改築推進

㈱熊谷組 42ｍ 改築

2017年2月 柏崎市 柏崎市 800ｍｍ 土,水 シルト質砂岩

㈱植木組 540ｍ  R=350 砂岩

2017年2月 下関市上下水道 山口県 800ｍｍ （風化）花崗岩　砂礫

関門港湾・ジャパン特殊共同企業体 下関市 109ｍ

2017年4月 九州農政局　筑後川下流農業水利事務所 佐賀県 800ｍｍ 土,水 礫質土

㈱ピーエス三菱 165ｍ 河川横断

2017年4月 兵庫県　加古川土木事務所 兵庫県 1200mm 土,水 凝灰岩

㈱ソネック 52.65ｍ 200MN/ｍ²

2017年6月 三重県伊勢建設事務所 三重県 900ｍｍ 土,水 玉石砂礫

森・西邦特定建設工事共同企業体 364ｍ

2017年7月 新潟県佐渡地域振興局 新潟県 800mm 土,水 シルト質砂礫 県営中山間地域総合整備事業・離島　相川中部

岩崎建設株式会社 42ｍ 地区　相鱈ため池第２次工事

2017年8月 新潟県柏崎地域振興局 新潟県 800mm 土,水 泥岩  3MN/ｍ² 県営ため池等整備事業（用排水・小規模）

㈱植木組 458.5ｍ 山岳推進 吉井地区　推進工第３次工事

2017年8月 山口県企業局西部利水事務所 山口県 2000mm 土,水 頁岩　128MN/ｍ² 木屋川工業用水道二条化事業　送水管布設

洋林・関門港湾建設特定建設工事共同企業体　　 186ｍ 河川横断　木屋川横断 （木屋川横断管）工事

2017年9月 前橋市　水道局　下水道施設課 群馬県 1200mm 土,水 玉石砂礫　前橋泥流層 天川ポンプ場　圧送管地震対策工事

宮下工業・泉野建設・大島工業JV 1126ｍ  R=500 R=100 （国ポ地震第１号）

2017年9月 射水市 富山県 800ｍｍ 土,水 砂質シルト 新開発地内西部幹線排水管推進工事

道路技術サービス㈱ 24.１ｍ 障害物（木杭）

2017年9月 近畿農政局　湖東平野農業水利事務所 滋賀県 1000mm 土,水 玉石混じり砂礫 湖東平野農業水利事業　小中野調整池連絡水路

東急建設㈱ 437.1ｍ  R=700 R=200 R=200 R=100 その１工事

宮川流域下水道（宮川処理区）明和幹線（第4
工区）管渠工事

平成28年度八水契第２６１号配水幹線（長苗代～河
原木）布設替第9工区工事

大井川用水（二期）農業水利事業　瀬戸川左岸
幹線水路整備工事（その６）

米山町給水安定化事業米山町・上輪地内水道管
改良工事

王喜汚水1号幹線布設工事（第一工区）

筑後川下流農業水利事業　多久導水路（羽佐間
工区）建設工事

（二）法華山谷川水系　法華山谷川　魚橋サイ
フォン改築工事
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年月 発注者 施工場所 管径 機種 土質・強度・レキ径 工事名

施工者 距離・スパン

2017年9月 徳島県企業局 徳島県 900ｍｍ 土,水 砂　河川横断　障害物 H28 企工　吉野川北岸工業用水道　鳴門配水本管

㈱姫野組 32.89ｍ （撫養）布設替工事（3）(一部債務負担)

2017年11月 新潟県佐渡地域振興局 新潟県 800mm 土,水 安山岩 60MN/ｍ² 県営経営体育成基盤整備事業・離島　

㈱福田組 363.5ｍ R=300 竹田川ダム到達 国府川左岸２期　竹田川第７次工事

2017年11月 下関市 山口県 800ｍｍ 土,水 花崗岩 王喜処理分区下水道管渠布設工事（第４工区）

株式会社　コプロス 287.81ｍ R=700 強風化花崗岩

2017年11月 横浜市環境創造局 横浜市 900ｍｍ 土,水 砂質粘土(盛土)

株式会社　水村建設 263.998ｍ R=600 R=600 R=500 障害物(ガラ・木片など）

2017年12月 北九州市上下水道局 北九州市 1350ｍｍ 土,水 強風化粘板岩

岡本土木　株式会社 104.037ｍ  R=200

2017年12月 金沢市企業局建設課 金沢市 1100ｍｍ 土,水 シルト質細砂

高田・大三建設特定建設工事共同企業体 58ｍ 障害物(松杭)

神奈川処理区保土ヶ谷区今井地区下水道再整備
工事

蛤川雨水幹線(その１)管渠築造工事

平成29年度　七ツ屋水管橋耐震化に伴う下水道
管布設工事(右岸部)
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年月 発注者 施工場所 管径 機種 土質・強度・レキ径 工事名

施工者 距離・スパン

2018年1月 東北電力㈱ 山形県 1350mm 土,水 玉石混じり砂礫

大成建設㈱ 241.5ｍ  R=120(2箇所) 無水層　山形新幹線横断

2018年1月 苅田町役場 福岡県 800mm 土,水 砂礫・礫混じり砂

(有)和樹 135.35ｍ 基礎捨石

2018年2月 山口県企業局厚東川工業用水道事務所 山口県 2000mm 土,水 花崗岩　207MN/ｍ²
広成建設・大栄建設特定建設工事共同企業体 116ｍ 厚東川横断　JR山陽本線横断

2018年3月 広島市下水道局 広島県 2000mmX1650mm 土,水 シルト

株式会社　砂原組 129.8ｍ R=120 R=80 （リターンシステム）

2018年3月 甲賀市上下水道部下水道課 甲賀市 800ｍｍ 土,水 砂礫・砂

株式会社　三東工業社 391.765ｍ　R=150

2018年3月 東北電力㈱ 山形県 1000ｍｍ 土,水 玉石混じり砂礫

大成建設㈱ 246.5ｍ R=200(2箇所) 無水層

2018年5月 徳島市土木部下水道事務所保全課 徳島県 900mm 土,水 砂・シルト

株式会社　北島組 52.55ｍ 障害物(木片）

2018年7月 沖縄総合事務局宮古伊良部農業水利事業所 沖縄県 800mm 土,水 琉球石灰岩

株式会社　豊神建設 258.8ｍ

2018年10月 北九州市上下水道局 北九州市 1200mm 土,水 砂礫・巨礫混り

大幸・共伸JV 155.4ｍ

2018年10月 甲賀市上下水道部下水道課 甲賀市 800mm 土,水 礫混り砂質粘土

株式会社　三東工業社 267.82ｍ R=300ｍ、100R(2箇所)、40ｍ 砂・砂礫

2018年12月 新潟市水道局 新潟市 900mm 土,水 砂

株式会社　原組 90ｍ

内町ポンプ場送水管改築工事

平成29年度宮古伊良部農業水利事業仲原地下ダ
ム集水井連結管工事

桃園四丁目地内他雨水（その９）合流改善管渠
築造工事

平成30年度　第5号　公共下水道長野地区管渠
整備工事

管老幹29第6号　配水幹線布設工事

霞城線・ドコモ山形ビル支線新設工事の内土木
工事

北部1号幹線管渠築造(第1工区)工事

厚東川工業用水道改良事業送水管布設（厚東川
横断管）工事

尾長地区下水道築造２８－２号工事

長野地区信楽第一汚水幹線整備工事

霞城線新設工事の内土木工事
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年月 発注者 施工場所 管径 機種 土質・強度・レキ径 工事名

施工者 距離・スパン

2019年2月 鈴鹿市上下水道局 鈴鹿市 800mm 土,水 固結シルト、シルト混じり砂

ピーエス三菱・勢州建設特定建設共同企業体 87.1ｍ 河川横断　筒井川横断

2019年2月 前橋市　水道局　下水道施設課 群馬県 1200ｍｍ 土,水 細粒分質礫・粘土質砂礫 天川ポンプ場　圧送管地震対策工事

佐田建設・稲村建設・前橋地建　特定建設工事共同企業体 889.1ｍ　　R=500ｍ 黒ボクシル （国ポ地震第１号）

2019年2月 北九州市上下水道局 北九州市 1350ｍｍ 土,水 風化礫岩 竪町一丁目地内雨水管渠築造工事

株式会社　大幸建設 188ｍ

2019年3月 農林水産省　近畿農政局 兵庫県 1000ｍｍ　 土,水 粘性土質砂質礫

株式会社　鴻池組 692.569ｍ　R=150ｍ(3箇所)、200ｍ

2019年3月 八百津町役場 岐阜県 1500ｍｍ 土,水 凝灰質礫岩  13.8MN/m2

株式会社　市川工務店 104.84ｍ　R=100ｍ、40ｍ

2019年6月 下関市下水道局 山口県 800ｍｍ 土,水 花崗岩、礫質土

株式会社　コプロス 284ｍ　 50MN/m2

2019年6月 神戸市水道局 兵庫県 1100ｍｍ 土,水 礫混り砂

北浦建設株式会社 112.787ｍ　R=120ｍ

2019年9月 名古屋市上下水道局 愛知県 800ｍｍ 土,水 砂礫

山城土木株式会社 115.4ｍ 障害物　SMW杭（芯材H250）

2019年9月 神戸市建設局下水道部 兵庫県 1000ｍｍ　 土,水 玉石混り砂礫

関西建設工業株式会社 114.51ｍ

2019年9月 神戸市建設局下水道部 兵庫県 1000ｍｍ　 土,水 玉石混り砂礫

関西建設工業株式会社 54.75ｍ

2019年10月 岐阜県東部広域水道事務所 岐阜県 1100ｍｍ 土,水 砂岩　　　6.9MN/m2

株式会社　西尾建設 281.0ｍ　R=150m、120m

2019年10月 農林水産省　近畿農政局 兵庫県 1000ｍｍ　 土,水 粘性土質砂質礫

株式会社　鴻池組 934.723ｍ　R=500m、800m、400m

2019年10月 奈良県宇陀土木事務所 奈良県 1200ｍｍ 土,水 花崗岩　30MN/m2

大日本土木株式会社 109.35ｍ

2019年10月 徳島県企業局 徳島県 900ｍｍ 土,水 沖積砂質土

株式会社　姫野組 302.3ｍ

平野送水管布設工事２工区

東播用水二期農業水利事業　淡山連絡水路建設
工事（下流側）

平成29年度　第　公下－１号　雨水管渠新設工
事

王喜汚水１号幹線布設工事（第１工区）

中央（生田川左岸線）配水管新設工事

昭和区鶴舞二丁目地内千郷幹線工事

葺合灘２号汚水幹線布設工事

葺合灘２号汚水幹線布設工事

大容量送水管整備事業　東濃第７幹線（６工区
推進）工事

東播用水二期農業水利事業　淡山連絡水路建設
工事（上流側）

大阪榛原・室生口大野間町並川放水路整備工事

Ｈ30企工　阿南工業用水道　幸野配水支管布設
替工事

-41-



年月 発注者 施工場所 管径 機種 土質・強度・レキ径 工事名

施工者 距離・スパン

2019年11月 岐阜県東部広域水道事務所 岐阜県 1100ｍｍ 土,水 花崗岩　　　80MN/m2

市川・西尾特定建設工事共同企業体 120.287ｍ　 河川横断　土岐川横断

2019年11月 大津市企業局 滋賀県 1000ｍｍ 土、水 砂礫

株式会社　日建 968.6ｍ R=750、700、700ｍ

大容量送水管整備事業　東濃第７幹線（11工
区・土岐川推進）工事

新晴嵐幹線管渠築造工事及び付帯工事
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年月 発注者 施工場所 管径 機種 土質・強度・レキ径 工事名

施工者 距離・スパン

2020年1月 甲賀市上下水道部下水道課 滋賀県 800ｍｍ 土、水 礫混り砂 公共下水道長野地区管渠整備工事その１

株式会社　三東工業社 242.3ｍ R=50、300、30、30m

2020年2月 富山県　富山農林振興センタ－ 富山県 900ｍｍ 土、水 砂質泥岩　20MN/m2 用排水施設整備　柚木地区　上野用水路工事　

北尾工業株式会社 275.7ｍ

2020年2月 内閣府　沖縄総合事務局 沖縄県 1800ｍｍ 土、水 島尻泥岩、琉球石灰岩

大日本土木株式会社 495.65ｍ　R=100ｍ 20MN/m2

2020年5月 山口県企業局厚東川工業用水道事務所 山口県 1100ｍｍ 土、水 砂岩頁岩　23MN/ｍ² 厚東川第2期・厚狭川工業用水道改良事業　

宇部工業株式会社 190.78ｍ R=700ｍ 2期ルートバイパス管布設工事　第1-27工区

2020年5月 東広島市下水道部 広島県 800ｍｍ 土、水 風化花崗岩、強風化花崗岩 平成30年度　東広島市下水道事業

シンクコンストラクション株式会社 451.23ｍ R=200ｍ 40MN/ｍ² 八本松3号汚水幹線建設工事（東30-1）

2020年6月 岐阜県東部広域水道事務所 岐阜県 1000ｍｍ 土、水 砂岩 20MN/ｍ²

吉川・イトウ特定工事共同企業体 393.99ｍ R=200ｍ

2020年6月 八百津町役場 岐阜県 1200ｍｍ 土、水 凝灰質礫岩（礫径900ｍｍ想定）

(市川・土谷特定建設工事共同企業体)㈱市川工務店 204.29ｍ R=150ｍ、50ｍ

2020年8月 農林水産省近畿農政局 和歌山県 1650ｍｍ 土、水 玉石混じり砂質礫

東急建設㈱ 602.882ｍ R=120,100,150,420,60

2020年12月 岐阜県東部広域水道事務所 岐阜県 1100ｍｍ 土、水 砂岩　9.5MN

市川・西尾特定建設工事共同企業体 151.39ｍ 河川横断

2020年12月 札幌市下水道河川局事業推進部管路保全課 北海道 1650ｍｍ 土、水 玉石混じり砂礫

杉原建設株式会社 293.64ｍ R=150ｍ,100ｍ

2020年12月 長崎県県央振興局 長崎県 1200ｍｍ 土、水 粘土質シルト

株式会社公文建設 45.62ｍ 障害物（全断面地盤改良）

2020年12月 松本市 長野県 800ｍｍ 土、水 強風化凝灰岩 (21MN)

清水口建設株式会社 206.24ｍ R=100ｍ

平成31年度宮古伊良部農業水利事業　仲原地下
ダム高水対策（推進工）工事

大容量送水管整備事業　東濃第7幹線（8工区推
進）工事

新川処理区Ⅵ－１０００（北８条西１３丁目ほ
か）下水道新設工事

一般県道諫早外環状線道路改良工事（管渠工
1）

令和2年度　松本市エコトピア山田外周水路付
替工事

大容量送水管整備事業　東濃第７幹線（17・18
工区その1）推進工事

令和元年度　第　公下ー１号　雨水管渠新設工
事

和歌山平野農地防災事業　六箇井水路（畑毛工
区）改修工事
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年月 発注者 施工場所 管径 機種 土質・強度・レキ径 工事名

施工者 距離・スパン

2021年1月 岐阜県東部広域水道事務所 岐阜県 1000ｍｍ 土、水 砂岩 13.7MN/ｍ²

株式会社イトウ産業 498.32ｍ R=500,200,100

2021年2月 札幌市下水道河川局事業推進部管路保全課管路工事三係 北海道 1100mm 土、水 玉石混じり砂礫（礫径900ｍｍ想定）

杉原建設株式会社 210.413ｍ

2021年2月 国際石油開発帝石株式会社 新潟県 1350ｍｍ 土、水 泥岩 5MN/ｍ²

株式会社植木組 533.75ｍ 5.0%上り メタン5%（防爆仕様)

2021年2月 広島市都市整備局復興工事事務所 広島県 1500ｍｍ 土、水 玉石混じり土～風化花崗岩（140MN）

増岡・沼田ＪＶ 238.42ｍ R=400,135,200

2021年2月 木津川市　建設部　建設課 京都府 900mm 土 石積暗渠（23.8ｍ）

株式会社　ＫＯＳＥＩ 27.7ｍ 改築 プレキャストボックス（3.9ｍ）

2021年2月 札幌市下水道河川局事業推進部管路保全課 北海道 1200mm 土、水 玉石混じり砂礫

杉原建設株式会社 145.2m R=200ｍ

2021年2月 神奈川県企業庁 神奈川県 1000ｍｍ 土、水 礫混じり砂

機動建設工業株式会社 534.9ｍ R=210ｍ（縦断曲線2箇所) 障害物（ウェルポイント配管)

新青海ライン糸魚川島道地内　地盤危険個所移
設工事

台川バイパス水路築造工事（その２）

内垣外地区排水路敷設工事

新川処理区Ⅵ－１０００（北８条西１３丁目ほ
か）下水道新設工事

企水第921号　平塚１号基幹管路更新工事（第
３工区）

大容量送水管整備事業　東濃第７幹線（17・18
工区その2）推進工事

防災・安全交付金事業　豊平処理区Ⅰ-04200及びⅠ-
04220（平岸3条2丁目ほか）下水道新設工事
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     株式会社  エイコーエンジニアリング

     株式会社  紙谷工務店
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒564-0063  大阪府吹田市江坂町3丁目3番1号　　　　　　　 　TEL(06)  6385-1701  FAX (06)  6330-6408

 C.M.T工法協会会員

                                                                                      〒547-0002  大阪市平野区加美東4丁目3番48号
                                                                                                             株式会社  推研  内
                                　                                                              　C.M.T工法協会事務局
　　　　　　　　　　                                                                        　　TEL(06)  4303-6026  FAX(06)  4303-6029

     清田軌道工業株式会社

　　令和　3年　4月現在

担当 : 正木　 幹了　

     日本推進建設株式会社

担当 : 越智　 和敏　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒651-0085    兵庫県神戸市中央区八幡通3丁目2番5　I・N東洋ビル2F       TEL(078)  252-1152  FAX(078)  252-1172 
     株式会社  姫野組

担当 : 岡田　 　浩　

     太洋基礎工業株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒569-0016    大阪府高槻市五領町20番-8号                      TEL(072)  669-0126  FAX(072)  669-0127

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒564-0063    大阪府吹田市江坂町1丁目12番40号               TEL(06)  6384-4591  FAX(06)  6389-5171
担当 : 柳谷　 直幹　

                                                                                                                                                                                                                                              （五十音順）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒807-1143　福岡県北九州市八幡西区楠橋南1-12-8　　　　 TEL(093)  616-7814   FAX (093)  616-7815
担当 : 古山　 光浩　

担当 : 太田喜代実　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒530-0004    大阪市北区堂島浜1丁目4番4号　アクア堂島東館10階   TEL(06)  6346-5943  FAX(06)  6346-5995

     株式会社　推研
担当 : 染田　 秀和　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒547-0002   大阪市平野区加美東4丁目3-48                     TEL(06)  4303-6026  FAX(06)  4303-6029


