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国造干拓護岸                              佐賀県  1,677 S43～45 ﾌﾞﾛｯｸ目地

水郷大橋右岸下部止水                      建設省  26 S49 ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞ           

鹿島港北海浜単塊目地                      茨城県  807 S49～53 ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞ           

名古屋港高潮防波堤ｹｰｿﾝ目地                運輸省第五港湾建設局  643 S50 ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞ           

秋田港-13m岸壁目地                        運輸省第一港湾建設局  131 S50 ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞ           

直物第73-3号中央埠頭物揚岸壁              新潟県  98 S50 ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞ           

羽田沖土砂処理場外周柵補修                東京都  226 S50 ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞ           

日軽金苫小牧工場埋立護岸                  日本軽金属㈱  23 S51 ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞ           

直江津港-13m岸壁ｹｰｿﾝ目地                  新潟県  71 S51 ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞ           

秋田港-13m岸壁ｹｰｿﾝ目地                    運輸省第一港湾建設局  39 S51,52 ｸﾞﾗﾍﾞﾙﾏｽﾁｯｸ         

福井港ｹｰｿﾝ目地                            運輸省第一港湾建設局  11 S52 ｸﾞﾗﾍﾞﾙﾏｽﾁｯｸ         

15号地護岸止水工試験                      東京都  132 S52 ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞ      

福井港Ｆ地区護岸ｹｰｿﾝ目地                  福井県  465 S52,56 ｸﾞﾗﾍﾞﾙﾏｽﾁｯｸ         

門崎1Ａ護岸止水工事                      本四連絡橋公団  130 S53 ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞ      

御坊火力発電所西護岸ｹｰｿﾝ目地              関西電力㈱  792 S55,56 ｻﾝﾄﾞﾏｽﾁｯｸ・ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞ

横浜市金沢地区埋立護岸目地                横浜市  88 S55 ｸﾞﾗﾍﾞﾙﾏｽﾁｯｸ         

勝島南防潮護岸                            東京都  13 S55,56 ｻﾝﾄﾞﾏｽﾁｯｸ        

海南発電所循環放水路                      関西電力㈱  9 S56 ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞ      

福井港Ｅ地区護岸目地                      福井県  486 S57 ｸﾞﾗﾍﾞﾙﾏｽﾁｯｸ         

能代火力用地護岸目地                      秋田県  605 S57,58 ｸﾞﾗﾍﾞﾙﾏｽﾁｯｸ         

能代火力用地鋼矢板目地                    秋田県  12 S57 ｸﾞﾗﾍﾞﾙﾏｽﾁｯｸ         

芝浦勝島南防潮護岸                        東京都  17 S57 ｸﾞﾗﾍﾞﾙﾏｽﾁｯｸ         

新潟港（西港地区）ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ孔           秋田県  114 S58 ｸﾞﾗﾍﾞﾙﾏｽﾁｯｸ         

伏木富山港（新湊地区）東側護岸ｹｰｿﾝ目地    富山県  244 S58 ｸﾞﾗﾍﾞﾙﾏｽﾁｯｸ         

川内港護岸ｹｰｿﾝ目地詰工事                  鹿児島県  35 S58 ｻﾝﾄﾞﾏｽﾁｯｸ        

御坊発電所ｹｰｿﾝ継手処理                    関西電力㈱  32 S59,60 ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞ      

能代港災害復旧目地                        秋田県 9箇所 S59 ｸﾞﾗﾍﾞﾙﾏｽﾁｯｸ         

船川国備護岸目地                          秋田県  235 S59,60 ｸﾞﾗﾍﾞﾙﾏｽﾁｯｸ         

八郎潟堤防舗装目地                        秋田県 88,434m S59,60 ｸﾞﾗﾍﾞﾙﾏｽﾁｯｸ         

能代港護岸目地                            秋田県  27 S60 ｸﾞﾗﾍﾞﾙﾏｽﾁｯｸ         

宮崎空港ｹｰｿﾝ目地試験                      運輸省第四港湾建設局 1箇所 S60 ｸﾞﾗﾍﾞﾙﾏｽﾁｯｸ (ｼﾝｸﾞﾙ)

志布志湾国備基地東護岸                    運輸省第四港湾建設局 93箇所 S60～62 ｸﾞﾗﾍﾞﾙﾏｽﾁｯｸ         

志布志湾国備基地北護岸                    鹿児島県 39箇所 S60～62 ｸﾞﾗﾍﾞﾙﾏｽﾁｯｸ         

志布志湾国備基地南護岸                    鹿児島県 15箇所 S60 ｸﾞﾗﾍﾞﾙﾏｽﾁｯｸ (ｼﾝｸﾞﾙ)

相野谷地区                                建設省 380m S60 ｸﾞﾗﾍﾞﾙﾏｽﾁｯｸ         

八郎潟堤防舗装目地                        秋田県 6,124m S60 ｻﾝﾄﾞﾏｽﾁｯｸ        

御坊発電所放水路補修                      関西電力㈱ 4 S60 ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞ      

富山港東護岸ｹｰｿﾝ目地                      富山県 3 S61 ｸﾞﾗﾍﾞﾙﾏｽﾁｯｸ         

漏出防止材性状実験                        関西電力㈱ 1式 S61 ｸﾞﾗﾍﾞﾙﾏｽﾁｯｸ         

大横川親水河川整備                        東京都 6 S61 ｻﾝﾄﾞﾏｽﾁｯｸ        

志布志湾国備基地西護岸 鹿児島県 21箇所 S62 ｸﾞﾗﾍﾞﾙﾏｽﾁｯｸ         

宮崎港改修事業 (-9m)目地工事              宮崎県 2箇所 H元 ｸﾞﾗﾍﾞﾙﾏｽﾁｯｸ         

東京湾横断道路川崎人工島鋼製護岸製作設置工事 東京湾横断道路㈱  250 H3 ｻﾝﾄﾞﾏｽﾁｯｸ        

宮崎港港湾環境整備事業（廃棄物）工事      宮崎県 61箇所 H3,4 ｸﾞﾗﾍﾞﾙﾏｽﾁｯｸ         

南本牧埋立工事（中仕切護岸止水工） 横浜市港湾局 11箇所 H4,5,12 ｻﾝﾄﾞﾏｽﾁｯｸ・ｸﾞﾗﾍﾞﾙﾏｽﾁｯｸ 

多摩川ﾄﾝﾈﾙ護岸工事                        首都高速道路公団 18箇所 H6,7 ｱｽﾌｧﾙﾄﾏｽﾁｯｸ

宮崎港港湾改修事業（重要港湾）            宮崎県 18箇所 H7 ｸﾞﾗﾍﾞﾙﾏｽﾁｯｸ         

東京湾臨海道路東西水路横断橋A1橋台建設工事 東京港建設事務所 7箇所 H7 ｸﾞﾗﾍﾞﾙﾏｽﾁｯｸ         

南本牧埋立工事中仕切護岸上部工 横浜市港湾局  57 H7 ｻﾝﾄﾞﾏｽﾁｯｸ・ｸﾞﾗﾍﾞﾙﾏｽﾁｯｸ 

川崎航路ﾄﾝﾈﾙ護岸工事                      首都高速道路公団  17 H7 ｻﾝﾄﾞﾏｽﾁｯｸ・ｸﾞﾗﾍﾞﾙﾏｽﾁｯｸ

新海面処分場ｹｰｿﾝ製作工事                  東京都港湾局 1式 H8,9 ｸﾞﾗﾍﾞﾙｼｰﾙ販売

新海面処分場Bﾌﾞﾛｯｸ護岸建設工事             東京都港湾局 66箇所 H9 ｸﾞﾗﾍﾞﾙﾏｽﾁｯｸ         

県単枕崎漁港補修工事                      鹿児島県加世田土木事務所 7箇所 H9 ｸﾞﾗﾍﾞﾙﾏｽﾁｯｸ (ｼﾝｸﾞﾙ)

響灘西部廃棄物処分場3号地建設内護岸止水工事 ひびき灘開発㈱ 35箇所 H10 ｻﾝﾄﾞﾏｽﾁｯｸ・ｸﾞﾗﾍﾞﾙﾏｽﾁｯｸ

新海面処分場ｹｰｿﾝ目地補修工事              東京都港湾局 1式 H10 ｻﾝﾄﾞﾏｽﾁｯｸ・ｸﾞﾗﾍﾞﾙﾏｽﾁｯｸ

石巻港護岸工事 宮城県石巻港湾事務所 15箇所 H11 ｻﾝﾄﾞﾏｽﾁｯｸ        
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響灘西部廃棄物処分場３号地建設内護岸（10）開口部締
切工事

ひびき灘開発㈱ 5箇所 H12 ｻﾝﾄﾞﾏｽﾁｯｸ・ｸﾞﾗﾍﾞﾙﾏｽﾁｯｸ

新海面処分場Cﾌﾞﾛｯｸ護岸建設工事             東京都港湾局 96箇所 H12 ｸﾞﾗﾍﾞﾙﾏｽﾁｯｸ

新海面処分場Ｂﾌﾞﾛｯｸ浚渫土砂裏込工事             東京都港湾局 23m3 H13,14 ｸﾞﾗﾍﾞﾙﾏｽﾁｯｸ

新海面処分場浚渫土砂仮置及び送泥（埋立）工事 東京都港湾局 22m3 H14 ｱｽﾌｧﾙﾄﾏｽﾁｯｸ

能代港-10ｍ岸壁洗掘対策工 秋田県能代港湾事務所 1式 H14 ｻﾝﾄﾞﾏｽﾁｯｸ        

新海面処分場Cﾌﾞﾛｯｸ浚渫土砂裏埋および土砂仮置場整
備工事

東京都港湾局  397 H15～17 ｱｽﾌｧﾙﾄﾏｽﾁｯｸ

南本牧第2ﾌﾞﾛｯｸ中仕切B-3護岸目地材補充修繕 横浜市港湾局  43 H12,14,15,17,18,21,
23,24,25 ｻﾝﾄﾞﾏｽﾁｯｸ・ｸﾞﾗﾍﾞﾙﾏｽﾁｯｸ

東護岸ｹｰｿﾝ目地補修実験 白島石油備蓄㈱ 1箇所 H16 ｱｽﾌｧﾙﾄﾏｽﾁｯｸ（ｼﾝｸﾞﾙ）

直江津港B護岸ｹｰｿﾝ目地工 新潟県直江津港湾事務所 1箇所 H16 ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞ      

豊洲水門地盤改良工事 東京都港湾局 18m3 H16 ｻﾝﾄﾞﾏｽﾁｯｸ   鋼矢板内     

土地保全修繕工事 白島石油備蓄㈱ 28箇所 H17,18 ｱｽﾌｧﾙﾄﾏｽﾁｯｸ（ｼﾝｸﾞﾙ）

港湾施設修繕工事 白島石油備蓄㈱ 4箇所 H18 ｱｽﾌｧﾙﾄﾏｽﾁｯｸ（特大ｼﾝｸﾞﾙ）

広島港港湾環境整備工事(出島地区） 広島港湾振興局 24箇所 H18 ｻﾝﾄﾞﾏｽﾁｯｸ・ｸﾞﾗﾍﾞﾙﾏｽﾁｯｸ

名瀬港（左大熊地区）防波堤（東）（改良）築造工事 １箇所 H19
ｹｰｿﾝ間衝撃緩和材　ｱｽﾌｧﾙﾄﾏｽﾁｯｸ
（特大ｼﾝｸﾞﾙ×2本）

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 185ｍ3 H19,23 ｸﾞﾗﾍﾞﾙﾏｽﾁｯｸ

羽田D滑走路建設工事接続部 関東地方整備局 1式 H20 NKｽﾄｯﾊﾟ試験

羽田D滑走路建設工事接続部 関東地方整備局 1式 H20,21 NKｽﾄｯﾊﾟ・ｸﾞﾗﾍﾞﾙﾊﾟｯｸ・ｱｽﾌｧﾙﾄﾏｽﾁｯｸ

南本牧ふ頭維持補修工事 横浜市港湾局 1式 H21 目地補充

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 6箇所 H21,22 ｻﾝﾄﾞﾏｽﾁｯｸ・ｸﾞﾗﾍﾞﾙﾏｽﾁｯｸ

大規模河川管理機能確保事業日光川水閘門改築工事 47m3 H25 ｻﾝﾄﾞﾏｽﾁｯｸ

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 1,014m3 H27,28 目地工

ｱｽﾌｧﾙﾄﾏｽﾁｯｸ漏水防止性能確認試験 横浜市港湾局 1ｔ H26 ｻﾝﾄﾞﾏｽﾁｯｸ

南本牧目地材実験ﾏｽﾁｯｸ打設 ｼﾊﾞﾀ工業㈱ 0.28ｔ H26 ｻﾝﾄﾞﾏｽﾁｯｸ

城ヶ島南防波堤災害復旧工事 東部漁港事務所 4m3 H28 ｻﾝﾄﾞﾏｽﾁｯｸ

南本牧埋立工事(中仕切護岸B-3等補修工事) 横浜市港湾局 1式 R元 ｻﾝﾄﾞﾏｽﾁｯｸ

能代港第2灰捨護岸建設工事 秋田県能代港湾事務所 1,379m3 R2 ｻﾝﾄﾞﾏｽﾁｯｸ

九州地整鹿児島港湾
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