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徳島港津田防波堤                          徳島県  583 S43 捨石固結                      

粟津港改修工事                            徳島県  15,567 S43～46 捨石固結                      

島根発電所                                中国電力㈱  2,070 S43,45,46 捨石固結・吸出防止            

裏門司護岸                                北九州港管理組合  1,098 S43 吸出防止                      

小名浜取水管                              東京電力㈱  303 S44 捨石固結                      

久里浜発電所                              東京電力㈱  91 S44 捨石固結                      

辰己水門                                  東京都  223 S44 捨石固結                      

大井埠頭岸壁                              東京都  62 S45 吸出防止                      

第三港湾試験工事                          運輸省第三港湾建設局  4 S45                               

島根発電所                                中国電力㈱  580 S45 捨石固結                      

二色ノ浜導流堤                            神戸市  501 S45,46 捨石固結・吸出防止            

大井埠頭護岸                              東京都  38 S45,46 吸出防止                      

海水取入口設備                            東京ガｽ㈱  110 S45,46 捨石固結                      

袖ヶ浦護岸                                富士石油㈱  768 S47 捨石固結・吸出防止            

五井火力発電所Ｂ型護岸                    東京電力㈱  399 S47～48,54 捨石固結・吸出防止            

敦賀発電所取水管保護                      日本原子力発電㈱  180 S47 捨石固結                      

大井埠頭下水道布設                        東京都  45 S48 捨石固結                      

袖ヶ浦発電所取水口護岸                    東京電力㈱  167 S48～54 捨石固結・吸出防止            

金磯岸壁護岸                              運輸省第三港湾建設局  79 S48 捨石固結                      

伏木富山港（新湊）埋立護岸                運輸省第一港湾建設局  2,461 S49,50 吸出防止                      

千葉製油所護岸                            富士石油㈱  620 S49 捨石固結                      

五井火力発電所消波護岸                    東京電力㈱  195 S49,50 捨石固結・吸出防止            

新潟港（西港地区）ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ孔           愛媛県  2,100 S49 捨石固結                      

下松排水管保護                            日本石油㈱  33 S50 吸出防止                      

袖ヶ浦発電所放水口根固め                  東京電力㈱  373 S50 吸出防止                      

大飯発電所一般護岸ｺｰﾅｰ根固                関西電力㈱  727 S50 捨石固結                      

神西湖岸堤根固                            島根県  105 S50 捨石固結                      

住友化学袖ヶ浦工場護岸補強                住友化学㈱  1,952 S51 捨石固結・吸出防止            

河原津海岸堤防補修                        愛媛県  212 S51 捨石固結                      

水島港公害対策防止事業                    岡山県  6,417 S51,52 吸出防止                      

横須賀火力取水路補強                      東京電力㈱  477 S52 捨石固結・吸出防止            

袖ヶ浦火力取水路基礎                      東京電力㈱  72 S53 捨石固結・吸出防止            

勝どき6丁目防潮堤建設                    東京都  307 S53 吸出防止                      

横須賀火力5～8号取水路                  東京電力㈱  1,079 S53,55,58 捨石固結                      

姫路ＬＮＧ基地建設海上土木工事            関西電力㈱  7,532 S53 漏水対策・吸出防止            

島根発電所宇中湾護岸補修                  中国電力㈱  139 S53 捨石固結                      

門崎高架橋準備工事 本四連絡橋公団  13,198 S53 捨石固結                      

五井火力ｵｲﾙﾌｪﾝｽ取付金具設置 東京電力㈱  12 S54 捨石固結                      

高浜発電所敷地造成護岸                    関西電力㈱  10,050 S54,55 捨石固結                      

福井港けい船施設補強                      福井共同火力㈱  167 S55 捨石固結                      

海南火力循環放水路                        関西電力㈱  207 S55 吸出防止                      

天王洲防潮護岸                            東京都  13 S56 捨石固結                      

笠岡干拓堤防吸出防止試験                  農林省  72 S57 吸出防止                      

亀浦ﾌｪﾘｰ発着場                            淡路ﾌｪﾘｰ  42 S57 捨石固結                      

護岸補強・保護工事                        極東石油㈱  220 S58 捨石固結・吸出防止            

和歌山下津港ＳＭ試験                      運輸省第三港湾建設局 １式 S61                               

泊発電所防波堤被覆ﾌﾞﾛｯｸ補強                北海道電力㈱  2,300 S62,63 捨石固結・被覆ﾌﾞﾛｯｸ間詰

6号地護岸前面補修工事（大江川）          名古屋港管理組合  272 S63 洗掘防止                      

金城ふ頭岸壁補修工事                      名古屋港管理組合  30 S63 洗掘防止                      

海水取水設備                              日本触媒化学  50 S63                               

新田間川埋立その1                      横浜市  32 S63                               

能代火力灰捨護岸建設工事                  秋田県  1,900 H3,4 遮水工                        

南本牧埋立工事（中仕切護岸止水工）        横浜市港湾局  5,000 H3～5 遮水工                        

諫早湾干拓事業  小江土捨場造成工事        農林省諫早湾干拓事務所  268 H4 止水                          

名護屋漁港修築工事                        佐賀県  78 H5,6           捨石固結                      

敦賀港（鞠山北地区）岸壁工事              運輸省第一港湾建設局  308 H5 鋼版ｾﾙ継手ｱｰｸ部吸出防止工  
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第1小型船溜洗掘防止工事                  茨城県日立港湾事務所  70 H5 捨石ﾏｳﾝﾄﾞ洗掘防止  

5県単カ関第10-3号洗掘防止工事            茨城県大洗港湾事務所  1,111 H5 捨石ﾏｳﾝﾄﾞ洗掘防止  

三隅発電所揚炭岸壁遮水工事                中国電力㈱  1,138 H6 吸出防止

青森港ﾌｪﾘｰ埠頭（第1ﾊﾞｰｽ）改良工事         青森ﾌｪﾘｰ埠頭公社  1,576 H6 捨石固結

三隅発電所灰捨場東護岸工事                中国電力㈱  296 H7 吸出防止

青森港ﾌｪﾘｰ埠頭捨石安定処理工              青森ﾌｪﾘｰ埠頭公社  308 H7,9  捨石固結

諫早湾干拓事業潮受堤防潮止工区工事        農林省九州農政局  220 H7,8 止水

諫早湾干拓事業潮受堤防6工区工事          農林省九州農政局  121 H8 止水

田鳥海岸ｸﾞﾗﾍﾞﾙﾙﾏｽﾁｯｸ捨石固結工事             福井県小浜市役所  357 H9 捨石固結

銚子漁港修築護岸(黒生)工事                千葉県銚子漁港事務所  160 H9 吸出防止

磯浜防砂堤 宮城県山元町役場  130 H10 捨石固結

鋼管矢板止水性能評価試験 鋼管杭協会 1式 H11 止水

三隅発電所灰捨場工事                中国電力㈱ 620 H12 遮水工                        

尼崎閘門(改良)築造工事  17 H12 遮水工                        

三隅発電所灰捨場工事                中国電力㈱ 592 H13 遮水工                        

第2ﾊﾞｰｽ・第3ﾊﾞｰｽ可動橋下部工改良工事 青森ﾌｪﾘｰ埠頭公社 610 H13 捨石固結

八戸港ﾌｪﾘｰ埠頭補修工事 東日本ﾌｪﾘｰ㈱ 20 H14 捨石固結

名古屋市第一処分場遮水工事 名古屋市環境局 426ｍ3 H15 鋼矢板内中詰め

廃棄物処分場遮水構造に関する確認実験 横浜市港湾局 1式 H15

岩国飛行場北護岸災害復旧工事 広島防衛施設局  60 H16

広島港港湾環境整備工事ﾀｯｸｺｰﾄ工 広島港湾振興局 1式 H16

広島港港湾環境整備工事(出島地区） 広島港湾振興局  840 H18 SM,遮水ｼｰﾄ被覆

宇部港廃棄物埋立護岸工事 宇部港湾管理事務所 1,132ｍ3 H18,19,20 鋼管矢板2次遮水室SM充填

新居浜港廃棄物埋立護岸工事 新居浜港務局 1,210ｍ3 H18 鋼製箱型矢板SM充填

寒川東部臨海土地造成工事 四国中央市 1,089ｍ3 H18,19 鋼矢板とｼｰﾄ被覆

新海面処分場Gﾌﾞﾛｯｸ西側護岸建設工事 東京都港湾局 81ｍ3 H18,20 遮水工                        

新海面処分場Gﾌﾞﾛｯｸ南側護岸遮水工事 東京都港湾局 291ｍ3 H19,23 遮水工                        

青森港ﾌｪﾘｰ埠頭第１ﾊﾞｰｽ可動橋下部工改造工事 青森県ﾌｪﾘｰふ頭公社  60 H19 捨石固結                      

衣浦港3号地廃棄物最終処分場整備事業護岸工事 財)愛知臨海環境整備ｾﾝﾀｰ 13,740ｍ3 H20～22 遮水工                        

徳山下松港廃棄物埋立護岸築造工事 山口県周南港湾管理事務所 393ｍ3 H21,22,24 鋼管矢板2次遮水室SM充填

徳山下松港新南陽地区土砂処分場内護岸築造工事 240ｍ3 H24 鋼管矢板2次遮水室SM充填

小浜第1取水口護岸工事 常磐共同火力㈱  32 H21 消波ﾌﾞﾛｯｸ固結

八戸港ﾌｪﾘｰ埠頭岸壁洗掘災害復旧工事 青森県ﾌｪﾘｰふ頭公社  120 H23 捨石固結                      

南本牧第5ﾌﾞﾛｯｸ処分場止水板底部ｱｽﾌｧﾙﾄﾏｽﾁｯｸ打設確認試験 ｼﾊﾞﾀ工業㈱ 1式 H24 遮水工実験

南本牧廃棄物最終処分場建設工事・ｻﾝﾄﾞｲｯﾁ実験工事 横浜市港湾局 １式 H24 遮水工実験

新潟港(東港区)東ふ頭岸壁(-14.0m)洗掘対策工事 新潟港湾事務所 21 H25 洗掘防止

稲永ふ頭廃棄物埋立護岸築造工事 230 H25,26 鉛直遮水工

三井金属鉱業㈱掛之浦堆積場護岸補修工事 三井金属鉱業株式会社 520 H26,29,30 捨石固結   

宇部港東見初広域最終処分場SM充填工事 (財)山口県環境保全事業団 56.0 H21～30,R元～3 補充用SMﾌﾞﾛｯｸ(袋詰め)

下松港新南陽広域最終処分場SM充填工事 (財)山口県環境保全事業団 12.0 H26,29,R元,2 補充用SMﾌﾞﾛｯｸ(袋詰め)

南本牧ふ頭第5ﾌﾞﾛｯｸ廃棄物最終処分場（仮称）建設工事 横浜市港湾局 3,228m3 H26～29 鋼板ｾﾙ,ｹｰｿﾝ根固め遮水工,鉛直遮水工

茨城県常陸那珂港区中央ふ頭廃棄物埋立護岸築造工事 国土交通省　関東地方整備局 10,948m3 H29～R元 鋼板ｾﾙ根固め遮水工

（常陸那珂）次期処分場護岸築造工事 茨城港湾事務所 3224m3 H29～R元 遮水工

第3ふ頭西岸壁泊地修繕工事 茨城県大洗港湾事務所 8.82ｍ3 H30 捨石固結

名古屋港管理組合

国土交通省神戸港湾工事事務所

国土交通省 宇部港湾・空港整備事務所
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