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－ P. 2 －

都道府県 発　　注　　者 工　　種　（ 補 修 内 容 ） 単位 数 量 施工年月

神奈川県  電源開発㈱  １号総合排水処理装置基礎他工事 ｍ2 8518.0 H12/7～11

愛媛県  伊予市下水道課  鳥ノ木団地内汚水桝補修工 箇所 315.0 H12/ 8

 遠賀川下流流域（遠賀幹線）幹線管渠築造工事
 (12工区）　目地補修φ800

箇所 96.0 H12/11～12

 遠賀川下流流域（遠賀幹線）幹線管渠築造工事
 (12工区）　注入孔

箇所 195.0 H12/11～12

三重県  北勢県民局下水道部  南部浄化センターゲート室防食塗装工事 ｍ2 222.0 H12/12～13/3

都道府県 発　　注　　者 工　　種　（ 補 修 内 容 ） 単位 数 量 施工年月

 山代町管渠改良その1工事 基 30.0 H13/ 2

　　　　〃 ｍ2 122.0 H13/ 2

沖縄県  沖縄県下水道管理事務所  那覇幹線 汚水管更生工事（人孔） ｍ2 88.0 H13/ 3

山梨県 （財）山梨県下水道公社  管渠内補修工（釜無１号、４号） ｍ 102.0 H13/ 6

熊本県  人吉球磨広域行政組合  曝気槽等清掃補修工事 ㎡ 271.0 H13/ 6

福井県 （財）福井県下水道公社  芦原幹線（Ｍ30）伏越し人孔他修繕 ㎡ 117.0 H13/ 7

福岡県  糸島地区消防厚生施設組合  し尿処理施設受入槽及び貯留槽防蝕塗装補修 ㎡ 84.0 H13/11

富山県  高岡市  五十里枝線第5号工事 箇所 29.0 H13/12

都道府県 発　　注　　者 工　　種　（ 補 修 内 容 ） 単位 数 量 施工年月

埼玉県  荒川左岸北部下水道事務所  古利根川流域下水道鷲宮幹線補修工事 ｍ 144.2 H14/ 1

 豊田市下水道課  秋葉終末処理場防食修繕工事 ㎡ 343.0 H14/ 2

 岡崎市下水道部　工事課  美合中継ポンプ場場内整備工事 ㎡ 615.0 H14/ 3

兵庫県  神戸市建設局下水道河川部  向洋町中5丁目汚水管改良工事 ㎡ 167.4 H14/ 3

 大阪府  寝屋川流域下水道小阪ﾎﾟﾝﾌﾟ場防食工事 ㎡ 72.4 H14/ 5

 大阪市建設局下水道部  公共下水道第17工区管渠築造工事　洗堀防止工事 ㎡ 133.0 H14/ 8

 西紅陽台マンホール補修工事　φ６００ 50.8

 　　　　　　　〃　　　　　　φ９００ 110.4

           　  〃　　　　　　φ２５０ 41.1

山口県  防府水道局  本橋水源地施設改良工事 ㎡ 128.0 H14/10

新潟県  新潟市東土木事務所  白山下水道橋橋台補修工事 ㎡ 43.4 H14/11

都道府県 発　　注　　者 工　　種　（ 補 修 内 容 ） 単位 数 量 施工年月
埼玉県  荒川右岸下水道事務所  新河岸川幹線人孔防食工事 ㎡ 165.2 H15/ 1

神奈川県  横浜市  南部汚泥処理ｾﾝﾀｰ送泥設備脱臭配管等修理 箇所 25.0 H15/ 2

福岡県  福岡県土木事務所  幹線管渠築造工事（12工区） 箇所 710.0 H15/ 2

香川県  丸亀市  蓬莱汚水幹線管渠更生工事 ㎡ 56.6 H15/ 2

 北九州幹線管渠築造工事（３５工区）（目地補修） 79.0 H15/ 6

 　　　　　　〃　　　　　　　　（注入工） 158.0 H15/ 6

兵庫県  神戸市建設局中央水環境センター  熊野町２丁目地区他汚水管改良工事（その２） 箇所 93.0 H15/7～8

岐阜県  可児市  可児川苑公共下水道切替工事 箇所 25.0 H15/ 9

 東大通１丁目地内下水道管補修工事 箇所 56.0 H15/11～12

 　　　 〃　　　 人孔補修 基 4.0 H15/11～12

 明石１丁目地内下水道管補修 箇所 47.0 H15/11～H16/1

岡山県  灘崎町上下水道課 ｍ H14/ 9

愛知県

大阪府

平成12年事例抜粋　　(防食ライニング工法　合計　17,500㎡　　接着補強型止水工法　合計　4,500ｍ)

平成13年事例抜粋　　(防食ライニング工法　合計　4,200㎡　　接着補強型止水工法　合計　4,100ｍ)

平成14年事例抜粋　　(防食ライニング工法　合計　6,300㎡　　接着補強型止水工法　合計　4,400ｍ)

福岡県  福岡県下水道事務所

島根県  松江市下水道業務課

平成15年事例抜粋　　(防食ライニング工法　合計　6,000㎡　　接着補強型止水工法　合計　4,500ｍ)

福岡県  福岡市 箇所

新潟県  新潟市東土木事務所
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－ P. 3 －

都道府県 発　　注　　者 工　　種　（ 補 修 内 容 ） 単位 数 量 施工年月

東京都  再開発事務所  再工工事１５　下水管補修工事（１５亀－４） ㎡ 74.4 H16/1～3

栃木県  茂木町  人孔管口補修工事 箇所 39.0 H16/ 4

 漏水補修工事（目地） 800.0 H16/4～17/3

 　　 〃 　　（管口） 211.0 H16/4～17/3

長野県  岡谷市  下水道維持業務委託（１６－３） ㎡ 122.0 H16/10～11

兵庫県  神戸市建設局  西鈴蘭台地区取付管ます改良工事（その７） 箇所 115.0 H16/10～11

平成17年事例抜粋　　(防食ライニング工法　合計　7,600㎡　　接着補強型止水工法　合計　5,200ｍ)

都道府県 発　　注　　者 工　　種　（ 補 修 内 容 ） 単位 数 量 施工年月

宮城県  古川市  古川市師山下水浄化センター汚泥貯留槽修繕 ㎡ 244.0 H17/ 1

青森県  八戸市下水道部  内丸一丁目地内取付管更生工事 箇所 35.0 H17/1～2

鹿児島県  指宿広域市町村圏組合  予備貯留槽（２槽）・予備曝気槽（１槽）補修 ㎡ 360.0 H17/2～3

新潟県  東土木事務所  調整地目地補修工事 ｍ 104.0 H17/ 9～10

三重県  川越町  人孔管口補修工 箇所 120.0 H17/11～12

宮崎県  宮崎市上下水道局  平成17年度一ツ葉汚水幹線管渠補修工事 ㎡ 280.0 H17/12

平成18年事例抜粋　　(防食ライニング工法　合計　5,800㎡　　接着補強型止水工法　合計　4,900ｍ)

都道府県 発　　注　　者 工　　種　（ 補 修 内 容 ） 単位 数 量 施工年月

静岡県  岳南排水路管理組合  岳南幹線排水路管内補修工事 ｍ 1352.0 H18/1～3

愛知県  名古屋市上下水道局  下水道管修理工事 ｍ 526.0 H18/1～3

熊本県  八代市  鷹辻町興国線（横断暗渠）修繕 ㎡ 32.0 H18/ 6

東京都  小笠原村  し尿処理施設防食工事（Ｄ１種） ㎡ 1229.0 H18/7～11

島根県  浜田浄化センター  竹道住宅用地下水道管渠修繕工事（接着補強工） ｍ 52.0 H18/8～9

岐阜県  ㈶岐阜県浄化事業公社  幹線管渠修繕工事（φ1000～φ1350） ｍ 142.0 H18/11～19/2

平成19年事例抜粋　　(防食ライニング工法　合計　8,000㎡　　接着補強型止水工法　合計　3,200ｍ)

都道府県 発　　注　　者 工　　種　（ 補 修 内 容 ） 単位 数 量 施工年月

千葉県  浦安市下水道課  公共下水道人孔内補修工事 ㎡ 40.0 H19/1～3

北海道  函館市  北部1-1排水区１工区管更生工事 ㎡ 58.0 H19/ 2

大阪府  南大阪湾岸流域下水道事務所  中部水みらいセンター最初沈殿池他改良工事 ㎡ 2718.0 H18/11～H19/7

山口県  宇部阿知須公共下水道組合  東岐波地区他マンホール補修工事 ㎡ 119.0 H19/6～7

京都府  京田辺市  京田辺市公共下水道修繕工事 箇所 36.0 H19/10～H20/2

福井県  福井市  公41号 下水管更生工事 ㎡ 24.0 H19/10～H20/3

群馬県  前橋市  し尿処理施設防食工事 ㎡ 988.0 H19/12～H20/3

平成20年事例抜粋 　(防食ライニング工法　合計　4,200㎡　　接着補強型止水工法　合計　3,500ｍ)

都道府県 発　　注　　者 工　　種　（ 補 修 内 容 ） 単位 数 量 施工年月

栃木県  那須塩原市  西那須野工業団地雨水排水管修繕（Φ1000㎜） ｍ 62.0 H20/1～3

奈良県  土地改良区  曽我川東武幹線漏水補修工事 ㎡ 80.0 H20/4～5

岩手県  盛岡市  マンホールライニング工事 ㎡ 9.0 H20/ 8

石川県  小松市  飛行場周辺移転先地公共施設整備事業擁壁止水工事 箇所 352.0 H20/11～12

山形県  山形県道路計画課  三川幹線マンホール防食工事 ㎡ 192.0 H20/11～H21/1

北海道  札幌市建設局下水道  白石区北郷5条7丁目マンホール緊急補修 ㎡ 30.0 H20/12

山梨県  山梨県下水道公社  管渠内補修 ｍ 201.0 H20/12～H21/3

大阪府  民間 箇所

平成16年事例抜粋　　(防食ライニング工法　合計　7,400㎡　　接着補強型止水工法　合計　7,200ｍ)
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－ P. 4 －

平成21年事例抜粋　(防食ライニング工法　合計　6,100㎡   接着補強型止水工法　合計　4,200m )
都道府県 発　　注　　者 工　　種　（ 補 修 内 容 ） 単位 数 量 施工年月

北海道 函館市 日乃出地区1工区 管更生工事 ㎡ 40.0 Ｈ21/1

高知県 国土交通省土佐国道事務所 高知・佐川管内構造物補修工事 ㎡ 148.0 Ｈ21/5～7

神奈川県 神奈川県下水道公社 新玉川沈砂池内部補修工事 ㎡ 500.0 Ｈ21/12～Ｈ22/3

宮崎県 美郷町 峰地区 管路施設補修工事(1・2工区) 基 51.0 Ｈ21/12～Ｈ22/3

千葉県 千葉市 排水施設改良工事 箇所 60.0 Ｈ22/1～2

長野県 千曲川流域下水道建設事務所 特会 千曲川流域下水道事業特殊人孔修繕 ㎡ 119.0 Ｈ22/1～3

島根県 出雲市 農業集落排水 管路施設機能強化 ㎡ 27.0 Ｈ22/1～3

平成22年事例抜粋　(防食ライニング工法　合計 5,100㎡　　接着補強型止水工法　合計　4,500m )
都道府県 発　　注　　者 工　　種　（ 補 修 内 容 ） 単位 数 量 施工年月

群馬県 高崎市役所 新保田中水路補修工事 箇所 90.0 Ｈ22/3～4

山形県 山形県庄内総合支庁 最上川流域 下水道事業庄内処理区 ﾏﾝﾎｰﾙ防食 ㎡ 122.0 Ｈ22/9～11

品川区西品川一丁目付近外 管渠補修工事 止水 ｍ 125.1

　　　　　　　〃　　　　　　　〃　　　防食　 ㎡ 8.0

東京都下水道局 世田谷区上北沢五丁目付近外  　〃　　　止水 ｍ 153.9

　　南部下水道事務所 　　　　　　　〃　　　　　　　〃　　　防食　 ㎡ 7.6

目黒区下目黒二丁目付近外　　　〃　　　止水 ｍ 121.5

　　　　　　　〃　　　　　　　〃　　　防食　 ㎡ 8.9

山梨県 山梨県下水道公社 管渠内補修(防食Ｃ種) ㎡ 116.0 Ｈ22/12～Ｈ23/3

平成23年度事例抜粋　(防食ライニング工法　合計 5,500㎡　　接着補強型止水工法　合計　4,850m )

都道府県 発　　注　　者 工　　種　（ 補 修 内 容 ） 単位 数 量 施工年月

福住通地区他 汚水管改良工事 接着補強型止水工 ㎡ 18.5

　　　　 〃 　　　　　　　　桝改良工 箇所 99.0

北沢幹線補修工事 防食 ㎡ 15.1

　　　 〃 　　　 止水 ｍ 350.7

新潟県 新津農業振興部 阿賀野川左岸地区 第4次工事 HPφ1200 ｍ 346.8 H24/1～2

神奈川県 神奈川県下水道公社 玉川サイホン内部 特殊人孔(サイホン) ㎡ 312.0 H24/1～3

徳島県 三好市 西州津地区 農業集落排水 管路施設修繕 1号人孔 ㎡ 13.5 H24/3

埼玉県 中川下水道事務所 中川流域中央幹線 人孔防食工事(塗布型Ｄ1種) ㎡ 953.0 H24/3～4

平成24年度事例抜粋 　(防食ライニング工法　合計　7,050㎡　　接着補強型止水工法　合計　6,200ｍ)

都道府県 発　　注　　者 工　　種　（ 補 修 内 容 ） 単位 数 量 施工年月

石川県 能美市 岩内団地 排水路改修工事 ｍ 120.0 H24/4

和歌山県 和歌山市 浸入水対策 効果確認調査 委託その１ 箇所 87.0 Ｈ24/4～5

鳥取県 鳥取市役所 奥沢見川水路 トンネル改良工事 ㎡ 916.0 Ｈ24/5～6

鹿児島県 北薩広域行政事務組合 浄化槽汚泥貯留槽・Ｎo１予備貯留槽補修 ㎡ 415.0 Ｈ24/6～12

富山県 小矢部土木事務所 小矢部川幹線管渠 (人孔小21-12外) 工事 ㎡ 70.0 Ｈ24/7～9

平成24年度　幹線管渠修繕(Ｃ種) 188.0

　　　　　　　　〃　　　(Ｄ１種) 37.3

公共下水道 長寿命化修繕 (その１)(その２) 141.8

公共下水道 構造物損傷箇所復旧工事 2.0

千葉県 千葉県下水道公社 江戸川左岸流域下水道浦安幹線人孔ﾗｲﾆﾝｸﾞ修繕 ㎡ 108.0 Ｈ24/9～12

180.0

2.0

兵庫県 神戸市建設局 H23/6～H24/2

東京都 Ｈ22/12～Ｈ23/2

福井県 (公財)福井県下水道公社 ㎡ H24/7～/10

東京都 東京都下水道局 H23/11～H24/2

神奈川県 厚木市 ㎡ Ｈ24/8～9

香川県 丸亀市 管修繕工　φ1000　φ2200　　止水工・補強工 ｍ Ｈ24/11～Ｈ25/1
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－ P. 5 －

平成25年度事例抜粋 　(防食ライニング工法　合計　3,000㎡　　接着補強型止水工法　合計　4,100ｍ)

都道府県 発　　注　　者 工　　種　（ 補 修 内 容 ） 単位 数 量 施工年月

汚水管改良工事(その2)　(桝改良工 φ350) 70.0

　　　〃　　　　　　 　(接着補強型止水工) 7.0

宮城県 仙台市 マンホールポンプ内部 防食塗装工　(防食工) ㎡ 136.5 Ｈ25/6～7

福岡県 久留米市 東櫛原地内 人孔防食工事 ㎡ 40.1 Ｈ25/6～8

鹿児島県 北薩広域行政事務組合 し尿貯留槽補修工事 ㎡ 180.0 Ｈ25/6～9

愛知県 名古屋市上下水道局 下水本管　目地補修工事　(φ900～1800) ｍ 636.0 Ｈ25/6～12

岐阜県 関市 マンホール施設 止水対策委託 箇所 110.0 H25/6～H26/3

人孔補修工事　(その1) (接着補強型止水工　φ900) 266.0

　　 〃　　 (その2)　　　　〃 168.0

東京都 東京都下水道局南部 多摩川幹線外 補修工事 ｍ 177.0 H25/11～H26/3

公共下水道(厚木排水区)長寿命化修繕(その1) 37.0

　　　　　　〃　　　　　　　　　　(その2) 55.0

平成26年度事例抜粋 　(防食ライニング工法　合計　3,100㎡　　接着補強型止水工法　合計　4,000ｍ)

都道府県 発　　注　　者 工　　種　（ 補 修 内 容 ） 単位 数 量 施工年月

山形県 鶴岡市 鶴岡市公共下水道事業 汚水300号他改良工事 ㎡ 50.0 H26/5～9

鹿児島県 中南衛生管理組合 浄化槽汚泥貯留槽他防食工事 ㎡ 142.7 H26/6～7

豊橋市　上下水道課 マンホール防食修繕　1号人孔 11.0

東部知多衛生組合 処理水槽防食工事 516.0

蒲田幹線外補修工事 202.5 H26/8～H27/2

沼部幹線外補修工事 266.4 H26/8～H27/3

宮城県 仙台市 マンホールポンプ内部防食塗装工　特殊人孔1槽 ㎡ 119.4 Ｈ26.9

長野県 長野県北信地方事務所 水路補修工事　接着補強型止水工　31カ所 ｍ 91.0 H26/10～H27/1

中延幹線補修工事 151.1

烏山幹線外補修工事 206.6

下水道局北部 第二千川幹線補修工事　φ2600 149.4

酒匂管理センター 水処理共通水路補修工事 616.0

酒匂川流域 管渠・人孔内部補修工事　φ800～1000 21.9

桃山台3丁目地区他改良工事　φ350桝 45.0 H26/12～H27/1

山手地区他汚水管改良工事　桝改良工　φ350 78.0 H26/12～H27/2

山口県 上下水道局 大塚水源地1号井戸ｽﾗﾌﾞ補修 ㎡ 40.0 H27/2

平成27年度事例抜粋 　(防食ライニング工法　合計　3,650㎡　　接着補強型止水工法　合計　4,300ｍ)
都道府県 発　　注　　者 工　　種　（ 補 修 内 容 ） 単位 数 量 施工年月
石川県 能美市 川北町役場ピット内補修工事 ㎡ 82.4 H27/5～6

柿木坂幹線外補修工事　接着補強型止水工　 175.4

　　　　〃　　　　　　Ｃ種防食工 3.0

静岡県 富士市 槽内補修工事 ㎡ 98.0 H27/7

愛知県 東部知多衛生組合 処理槽防食工事 ㎡ 215.0 H27/8～10

京都府 京田辺市 ｸﾘｽﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ工法による公共汚水桝修繕工事 箇所 26.0 H27/9

奈良県 橿原市まちづくり部道路河川課 排水構造物ライニング工事 ㎡ 231.0 H27/9～12

三重県 国土交通省　中部地方整備局 42号熊野管内法面防災工事 ｍ 78.4 H27/10

愛知県 豊橋市 豊川横過ゲート室修繕 ㎡ 125.1 H27/10～12

TDL人孔補修　Ｄ種防食工 22.3

　　〃　　 　接着補強型止水工 82.4

愛知県 名古屋市上下水道局 西部管路ｾﾝﾀｰ内ほか　下水本管目地補修工事 ｍ 188.2 H27/10～H28/3

北海道 恵庭市水道局 12号幹線伏越マンホール補修工事 ㎡ 45.4 H27/11～12

農業集落排水管路施設改修工事　1工区　φ150 27.4

　　　　　　　〃　　　　　　　2工区　φ150 30.8

H26/7～9

神奈川県 厚木市 ｍ H25/12～H26/3

東京都 東京都下水道局南部 ｍ

愛知県 ㎡

東京都 東京都下水道局　南部下水道事務所 ㎡ H27/5～9

下水道局南部
東京都 ｍ H26/10～H27/3

神奈川県 (公財)神奈川県下水公社 ㎡ H26/11～H27/3

兵庫県 神戸市建設局 箇所

兵庫県 神戸市建設局 箇所 Ｈ25/4～7

大阪府 茨木市 箇所 H25/11～H26/2

埼玉県 深谷市 ｍ H27/11～H28/2

千葉県 ㈱オリエンタルランド ㎡ H27/10～H28/1

5



－ P. 6 －

平成28年度事例抜粋 　(防食ライニング工法　合計　4,000㎡　　接着補強型止水工法　合計　4,600ｍ)

都道府県 発　　注　　者 工　　種　（ 補 修 内 容 ） 単位 数 量 施工年月

埼玉県 下水道局中川下水道事務所 中川流域放流渠人孔耐圧補修外工事　補強 ㎡ 66.0 H28/4～5

石川県 小松市 御幸ポンプ場(高段)　耐震補強工事 ㎡ 110.0 H28/6～7

青森県 八戸市 多賀台二丁目地内擁壁補修修繕　止水 ｍ 160.0 H28/7～10

東京都 八王子市 北野衛生処理センター曝気貯留槽修繕　防食 ㎡ 53.8 H28/7～9

山梨県 丹波山村 マンホール内人孔防食工事　防食　9箇所 ㎡ 44.9 H28/8～11

東京都 三鷹市都市 三鷹市大沢四丁目付近人孔補修工事 ㎡ 126.4 H28/8～9

鹿児島県 垂水市 浄化槽汚泥貯留槽槽壁修理　防食 ㎡ 99.8 H28/9

福岡県 久留米市 京町汚水幹線人孔耐震補強工事　防食　補強　人孔6基 ㎡ 52.0 H28/9～H29/7

東京都 東京都下水道局 南部下水道事務所 代沢幹線外補修工事　止水 ｍ 665.6 H28/10～H29/3

愛知県 北名古屋衛生組合 貯留槽2等防食工事 　防食 ㎡ 242.0 H28/10～H29/3

宮城県 ＪＲ東日本 気仙沼線61k658m伏し他ためます修繕　Ｄ種 ㎡ 46.2 H28/11

岩手県 田野畑村 鳥越地区集落排水処理施設上村浄化槽整備工事　防食 ㎡ 48.0 H28/12～H29/1

大阪府 貝塚市 麻生中清児処理分区管路施設改修工事　2号人孔　12箇所　補強 ㎡ 70.7 H28/12～H29/3

山形県 天童市 天童マンホール改築工事(28-1)　防食 ㎡ 59.0 H29/1～3

(改良)八代工業用水道導水管強靭化(老朽管更新)その1工事　補強 130.0

　　　　　　　〃　　　　　　　　　　その2工事　補強 79.0

高知県 いの町上下水道局 H28年度 伊野浄水苑回分槽内クラック補修工事　止水 ｍ 75.0 H29/3

奈良県 橿原市 県営飛鳥2号幹線(石岸)水路内面補修工事 ㎡ 74.2 H29/3～4

平成29年度事例抜粋 　(防食ライニング工法　合計　3,100㎡　　接着補強型止水工法　合計　4,000ｍ)

都道府県 発　　注　　者 工　　種　（ 補 修 内 容 ） 単位 数 量 施工年月

京都府 京都府流域下水道事務所 木津川流域下水道幹線管渠工事　3号人孔　防食 ㎡ 17.3 Ｈ29/4

愛知県 五条広域事務組合 前貯留槽防食工事 ㎡ 379.0 Ｈ29/4～5

宮城県 東部下水道事務所 矢本鳴瀬幹線外管渠等修繕工事　Ｃ種　 ㎡ 87.7 Ｈ29/4～9

埼玉県 荒川左岸北部下水道事務所 利根右流域処理場1系水処理初沈ほか防食工事　Ｃ・Ｄ種 ㎡ 522.0 Ｈ29/4～Ｈ30/3

福岡県 ㈱西日本鉄道 排水処理代替工事　補強 ㎡ 52.9 Ｈ29/5～7

鹿児島県 中南汚泥再生処理センター 浄化槽予備貯留槽修繕　防食 ㎡ 137.3 Ｈ29/6～7

東京都 東京都交通局 都営地下鉄セグメント漏水補修工事　止水 ｍ 8.3 Ｈ29/7

埼玉県 所沢市上下水道局 下水道地震対策整備工事(29-1)　人孔7基 ㎡ 80.5 Ｈ29/8～10

岩手県 東急建設ＪＶ 大船渡駅周辺地区基盤整備工に伴う既設人孔補強工事 ㎡ 100.0 Ｈ29/8～Ｈ30/3

愛媛県 大洲河川国道事務所 H29年度 肱川堤防維持第2工事　止水 ｍ 14.4 Ｈ29/9

栃木県 那珂川町 管路施設耐震補強工事 ㎡ 4.7 Ｈ29/9～Ｈ30/1

石川県 国土交通省 加賀管内道路維持工事　補強　φ800 ㎡ 1.6 Ｈ29/10

東京都 日本自動車ターミナル㈱ 京浜・板橋トラックターミナル下水道管補修工事　補強 基 8.0 Ｈ29/10～12

福島県 東北電力㈱ 第二新郷(発)発電機修繕工事　止水　補強 ㎡ 86.0 Ｈ29/10～12

岩手県 大槌町 H29年度 町方地区公共下水道流末幹線整備工事 ㎡ 53.0 Ｈ29/10～12

熊本県 熊本土木事務所 熊本北部流域下水道(防災・安全)堀川幹線(人孔)耐震補強工事 ㎡ 218.4 Ｈ29/10～Ｈ30/1

神奈川県 国立印刷局　小田原工場 小田原工場製紙排水管修繕工事　防食 ㎡ 25.7 Ｈ29/11

高知県 四万十市 H29年度 下水第8号四万十市公共下水道管路施設耐震化工事 ㎡ 215.0 Ｈ29/11～12

和歌山県 国立大学法人和歌山大学 和歌山大学栄谷団地基幹整備(生活排水)工事Ⅰ　防食 ㎡ 7.5 Ｈ29/11～Ｈ30/2

愛知県 豊橋市 豊川横過ゲート室修繕(その1)　防食 ㎡ 125.1 Ｈ30/1

岐阜県 坂祝町 黒岩地区農業集落排水マンホール不明水対策工事　φ200 箇所 90.0 Ｈ30/1～3

熊本県 熊本市 耐震補強工事　人孔3箇所 ㎡ 27.0 Ｈ30/2

山口県 防府市上下水道局 西右田水源地取水井戸スラブ補修工事　防食 ㎡ 48.0 Ｈ30/2

石川県 国土交通省 加賀管内道路維持工事　補強　φ800 ㎡ 3.0 Ｈ30/3

企業局 H29/2～3熊本県 ｍ

－ P.6 －
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平成30年度事例抜粋 　(防食ライニング工法　合計　3,100㎡　　接着補強型止水工法　合計　4,000ｍ)

都道府県 発　　注　　者 工　　種　（ 補 修 内 容 ） 単位 数 量 施工年月

東京都 小笠原村(父島) 水処理棟・水質棟改修工事　Ｄ種 ㎡ 56.0 Ｈ30.4

横浜国立大学基幹整備(生活排水)工事　管口φ150～300 箇所 19.0

　　　　　　 　　〃　　　　　　　　　人孔目地　止水 ｍ 18.5

　　　　　　　　〃　　　　　　　　Ｄ種 ㎡ 11.7

愛知県 西三河建設事務所 矢作川流域下水道事業 管きょ布設工事(4号人孔等)合併工事　防食 ㎡ 93.0 Ｈ30.4～6

新潟県 長岡市 特下補寺第8号 公共下水道(マンホールポンプ設備) 防食 ㎡ 24.2 Ｈ30.6

鹿児島県 中南衛生管理組合 濃縮汚泥貯留槽修繕 ㎡ 91.7 Ｈ30.6

宮城県中南部下水道事務所 仙塩浄化センター下水施設緊急工事　防食 6.2 Ｈ30.6～8

宮城県東部下水道事務所 河北桃生幹線管渠改築外工事　防食 105.8 Ｈ30.6～9

青森県 (社福)美土里会 浄化槽修繕工事　補強 ㎡ 20.0 Ｈ30.6～9

熊本県 熊本市 下水道災害復旧工事(第73号)その3　止水 ｍ 81.0 Ｈ30.7

茨城県 ＪＸ金属㈱磯原工場 汚水桝浸入水対策補修工事 ｍ 24.0 Ｈ30.7

三重県 名張市 比奈知地区汚水処理施設前処理室防食工事 ㎡ 22.0 Ｈ30.7

小田原市 小田原工場製紙排水人孔桝修繕工事　Ｄ種 ㎡ 56.0

平塚市
Ｈ29年度 相模川流域下水道右岸処理場高段第一分水槽耐震
補強工事公共（その29）Ｈ29年度相模川流域下水道右岸処
理場揚水施設改築工事県単管理（その47）合併

㎡ 41.0

山梨県 (公財)山梨県下水道公社 桂川流域下水道管路補修　止水 ｍ 69.0 Ｈ30.7～11

山形県 天童市上下水道事業所 ストックマネジメント事業下水道マンホール防食工事(30-1) ㎡ 95.0 Ｈ30.8～12

岐阜県 国土交通省多治見砂防国道事務所 Ｈ30年度 多治見国道整備工事(横断管補修) ｍ 56.2 Ｈ30.8～Ｈ31.2

熊本県 人吉球磨広域行政事務組合 免田中継槽し尿貯留槽内部防食被覆補修 ㎡ 227.5 Ｈ30.9～10

愛知県 五条広域事務組合 中継槽梁部防食工事 ㎡ 37.8 Ｈ30.9～12

大阪府 民間 Ｂ地区排水処理設備下流配管人孔補修 ㎡ 44.2 Ｈ30.9～12

福島県 会津若松市 Ｈ30年度 会津南部農林水利事業門田幹線用水路(その6)工事 ㎡ 50.0 Ｈ30.10

愛媛県 松山市 汚水マンホール補修工事(維-145)　目地 ｍ 15.1 Ｈ30.10

愛知県 名古屋市上下水道局 北部管路センター管内下水本管目地補修工事 ｍ 135.7 Ｈ30.10～Ｈ31.2

千葉県 成田市 公共下水道不明水対策工事　止水　φ250 ｍ 24.0 Ｈ30.10～Ｈ31.2

宮城県 栗原市 花山地区下水道マンホール壁修繕工事　防食 ㎡ 48.5 Ｈ30.10～Ｈ31.2

愛知県 常滑武豊衛生組合 施設整備補修(3液貯留槽内防食工事) ㎡ 50.4 Ｈ30.10～Ｈ31.3

北陸先端大屋外実験系排水管改修工事 防食 ㎡ 284.5

　　　　　　　　〃　　　　　　　　止水 φ100～150 84.2

　　　　　　　  〃　　　　　　　 止水 φ40～75 9.2

　　　　　　　 〃　　　　　　　　 止水 φ600、φ900 174.8

神奈川県 綾瀬市 上土棚処理分区長寿命化対策工事　Ｃ種 ㎡ 20.0 Ｈ30.10～Ｈ31.3

石川県 企業局 下水道管修繕工事　１号人孔 ㎡ 8.0 Ｈ30.11

山口県 周南市上下水道局 原宿町下水道関連修繕　1号人孔 ㎡ 4.4 Ｈ30.11

福島県 喜多方市 熱塩加納地区公共下水道マンホール内面修繕工事　防食 箇所 1.0 Ｈ30.11

東京都 宮内庁 赤坂御用地事務所・収蔵庫棟新築ほか工事 ㎡ 3.0 Ｈ30.11

北海道 豊田通商㈱ トーメン石狩ニュータウン下水道管路施設修繕工事 ㎡ 7.5 Ｈ30.11

千葉県 千葉市 豊砂地区下水道補修工事(その6)　防食 ㎡ 176.0 Ｈ30.11～12

福島県 郡山市 特定環境保全公共下水道築造工事第302工区　防食 ㎡ 11.0 Ｈ30.11～12

中区三の丸一丁目始め2か所下水道改築工事　防食 ㎡ 27.4

　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　 止水 ｍ 113.0

岐阜県 多治見国道事務所 御嵩町内雨水管止水工事　φ1800 ｍ 72.8 Ｈ30.11～Ｈ31.1

奈良県 奈良県 基幹水利施設ストックマネジメント事業　管内 φ800 ㎡ 1.0 Ｈ30.11～Ｈ31.2

東京都 下水道局南部下水道事務所 呑川幹線外補修工事　管渠･人孔43箇所 ｍ 169.2 Ｈ30.11～Ｈ31.2

神奈川県 横浜国立大学(常盤台) Ｈ30.4

石川県
国立大学法人
北陸先端科学技術大学院大学

Ｈ30.10～Ｈ31.3

ｍ

愛知県 名古屋市上下水道局 Ｈ30.11～12

Ｈ30.7～9神奈川県

宮城県 ㎡

－ P.7 －
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平成30年度

都道府県 発　　注　　者 工　　種　（ 補 修 内 容 ） 単位 数 量 施工年月

山形県 天童市 ストックマネジメント事業下水道マンホール防食工事(30-2) ㎡ 75.0 Ｈ30.11～Ｈ31.3

広島県 東部建設事務所 沼田川流域下水道沼田川処理区沼田川幹線応急工事(その2) 箇所 1.0 Ｈ30.12

石川県 津幡町 津幡町公共下水道(改築)潟端緑陽台汚水中継ポンプ場電気機械工事 ㎡ 7.3 Ｈ30.12

三重県 菰野町 Ｈ30年度 農業集落排水事業小島地内管路内面等修繕 箇所 14.0 Ｈ30.12

奈良県 奈良市 奈良市三碓 汚水桝ライニング工事　防食 ㎡ 8.1 Ｈ30.12

神奈川県 横須賀市 若松排水区上町1丁目地内合流施設小破修繕 ㎡ 1.0 Ｈ30.12

青森県 六ヶ所村 建工第30-29号　千歳平3号幹外道路改良舗装工事 箇所 1.0 Ｈ30.12

東京都 西部第1事務所 桃園川幹線補修工事　止水 ｍ 33.4 Ｈ30.12～Ｈ31.2

宮城県 塩釜市 30-管　北浜一丁目汚水人孔止水工事 ㎡ 27.7 Ｈ30.12～Ｈ31.3

愛知県 岡崎市 秦梨排水場排水池補修工事 ｍ 39.3 Ｈ31.1

立川市 初沈引技ピット内防食補修工事 6.8

三鷹市 西部排水区8136の2号管きょ更生工事　人孔6基(ｶﾞﾗｽｸﾛｽ入り) 114.24

兵庫県 加西市 加西ハイツ地区人孔更生工事 ㎡ 399.6 Ｈ31.1～3

三重県 伊勢建設事務所 南島線道路改善工事　補強 箇所 1.0 Ｈ31.2

大阪府 民間 泉南中学校改築工事　φ900 ㎡ 5.0 Ｈ31.2

岐阜県 大垣市 Ｈ30年度 下水管補修第1工区工事　φ1100 ｍ 59.5 Ｈ31.2

神奈川県 厚木市 相模川流域管渠内部補修工事 止水 φ800～φ3000 箇所 16.0 Ｈ31.2

熊本県 鹿島町 マンホール等災害復旧工事(4工区) 止水　φ1800 ㎡ 17.0 Ｈ31.2

愛知県 常滑武豊衛生組合 施設設備補修(ろ液貯留槽内防食工事) ㎡ 50.4 Ｈ31.2

神奈川県 愛川町 Ｈ30年度 公共下水道管路施設更生工事(長寿命化) ㎡ 20.9 Ｈ31.2

東京都 下水道局南部下水道事務所 目黒区緑が丘一丁目5番先外管渠補修工事 ｍ 10.7 Ｈ31.2

福岡県 水巻町 野間・迎野野間3号橋外1橋橋梁補修工事 ㎡ 12.2 Ｈ31.2～3

第3池田第不明水対策工事　止水　管口 φ200 箇所 93.0

　　　　　〃　　　　　 　止水　φ900目地 ｍ 79.1

宮城県 石巻市 災復3809-4号釜排水路災外復旧工事　止水 ｍ 116.18 Ｈ31.2～3

千葉県 浦安市 公共下水道管路施設長寿命化工事　止水 ｍ 12.0 Ｈ31.2～3

三鷹市水再生課 下水道管路施設長寿命化工事その1　人孔7基 62.0

下水道局中部下水道事務所 渋谷区代々木神園町、代々木三丁目付近再構築工事 66.2

鳥取県 環境事業公社 包括松原人孔修繕工事　止水　φ900 箇所 19.0 Ｈ31.3

上越市 下水道管渠補修　φ200 12.6

長岡市 特下補寺第6号　公共下水道(マンホールポンプ設備)　防食 24.2

神奈川県 平塚市 農業集落排水修繕その2　φ150　止水 ｍ 2.7 Ｈ31.3

埼玉県 羽生市 下水道管渠補修工事 ｍ 34.8 Ｈ31.3

千葉県 成田市消防本部 防火水槽漏水修繕工事 ｍ 8.8 Ｈ31.3

雫石町 雫石町公共下水道繋十文字支線マンホール補修工事 12.7

陸前高田市 マンホール修繕工事 5.2

青森県 (公財)青森建設技術センター 下田幹線No.212～211管渠修繕　補強　φ200 箇所 1.0 Ｈ31.3

秋田県 秋田県 脱離液配管工事　管口φ600 ㎡ 1.1 Ｈ31.3

酒匂川流域管渠・人孔内部補修工事　止水　φ1000～φ1350 箇所 14.0

　　　　　　　　〃　　　　　　　　止水　人孔内部 ｍ 79.8

酒匂川流域管渠・人孔内部補修工事　止水　Ｄ種 ㎡ 20.3

茨城県 ＪＸ金属㈱ 厨房グリストラップ浸入水対策補修工事　止水 人孔目地 箇所 3.0 Ｈ31.3

岡山県 岡山市 岡山市一宮浄化センター改修工事　防食　2号人孔 ㎡ 13.8 Ｈ31.3

Ｈ31.2～3

神奈川県 小田原市 Ｈ31.3

ｍ

岩手県 ㎡ Ｈ31.3

東京都 Ｈ31.1～3㎡

長野県 Ｈ31.3

Ｈ31.2～3

東京都

宮崎県 宮崎市上下水道局

㎡

－ P.8 －



－ P. 9 －

令和元年度事例抜粋 　(防食ライニング工法　合計　3,000㎡　　接着補強型止水工法　合計　3,900ｍ)

都道府県 発　　注　　者 工　　種　（ 補 修 内 容 ） 単位 数 量 施工年月

鳥取県 鳥取市環境事業公社 公社緊急修繕　1号人孔 ㎡ 5.4 Ｈ31.4

埼玉県 三井住友金属鉱山伸銅㈱ 下段沈砂槽上壁補修　補強工 ㎡ 15.3 Ｒ1.5

長野県 伊那市 橋脚補修工事 ㎡ 7.0 Ｒ1.5

愛知県 名古屋市 港区十一屋二丁目付近ほか汚泥輸送管敷設工事に伴う下水管補修 φ3000 管渠 ㎡ 9.4 Ｒ1.5

長野県 豊丘村 Ｒ1年度下水管清掃・補修工事　止水 φ150 管口 箇所 24.0 Ｒ1.5～12

愛知県 名古屋市上下水道局 第4次堀川左岸雨水調整池流入管下水道築造工事　φ1500 管渠 ｍ 4.7 Ｒ1.5～6

青森県 八戸市 白銀町字三島下地内排水路修繕 ㎡ 3.0 Ｒ1.6

女子大通り幹線管渠補修工事　Ｃ種防食 大口径管渠内 ㎡ 7.3

　　　　　　〃　　　　　　　　止水 大口径管渠内 ｍ 9.2

茨城県 ＪＸ金属磯原工場㈱ グリストラップ浸入水対策補修工事　目地 止水 ｍ 42.0 Ｒ1.6

栃木県 宇都宮市 公共下水道築造工事 第4工区　1号人孔 ㎡ 2.4 Ｒ1.6～7

鹿児島県 中南衛生管理組合 し尿沈砂槽・受入槽修繕　防食 ㎡ 67.2 Ｒ1.6～7

大分県 民間 パルタウン大分宅地造成工事　防食 ㎡ 10.0 Ｒ1.6～7

神奈川県 厚木市 Ｈ30年度 公共下水道管渠施設修繕 ｶﾙﾊﾞｰﾄ600×600 止水 箇所 1.0 Ｒ1.7

宮城県 大河原町 神上線道路暗渠管補修工事　φ800 管渠 ㎡ 54.0 Ｒ1.7

福岡県 日産自動車㈱ 日産自動車㈱九州工業特高設備更新工事　止水 ㎡ 6.0 Ｒ1.7

東京都 立川市 立川市公共下水道管渠等維持工事その2 ㎡ 39.7 Ｒ1.7～11

千歳平4号線道路改良舗装工事(2工区) 5.2

　　　　　　〃　　　　　　 (1工区) 1.0

山梨県 (公財)山梨県下水道公社 管路内補修　φ1800 管渠　 ｍ 77.8 Ｒ1.7～12

青森県 東北町 下水道工事第6号 菩提寺地区農業集落排水マンホール防食工事 ㎡ 4.5 Ｒ1.7～9

東京都 瑞穂町 不明水対策工事(その1)　人孔17箇所 ㎡ 176.5 Ｒ1.7～Ｒ2.3

茨城県 常陸太田市 31市単下水道マンホール修繕工事　1号人孔 管口 止水 箇所 6.0 Ｒ1.8

埼玉県 川越市 城下橋合流改善貯蓄施設漏水修繕　貯蓄層内目地 ｍ 12.0 Ｒ1.8

静岡県 静岡クリスタル工業 工場内要排水管路及び桝補修工事　□600×600 箇所 6.0 Ｒ1.8

鹿児島県 北薩広域行政事務組合 硝化槽2防食被覆塗装補修 ㎡ 6.0 Ｒ1.8

愛知県 愛知県 原水槽防食工事 ㎡ 33.0 Ｒ1.8

奈良県 香芝市 香芝東中学校下水道更生工事　止水　1号人孔目地 箇所 3.0 Ｒ1.8

ひよどり台3丁目地区他汚水管改良工事　止水 ㎡ 20.5 Ｒ1.8～9

　　　　　　　　〃　　　　　　　　 　防食　φ350 桝 箇所 14.0 Ｒ1.9

東京都 交通局 大江戸線新宿第2シールドＮＭセグメント漏水補修工事 ｍ 12.6 Ｒ1.9

北海道 登別市 下水道管渠内面補修工事その1　1号人孔 1箇所 ｍ 2.8 Ｒ1.9

神奈川県 川崎市 木月3丁目合流φ900修繕工事　5箇所　止水 ｍ 14.1 Ｒ1.9

愛知県 名古屋市上下水道局 第4次中村中部雨水調整池流入管下水道築造工事　φ3750 管渠 ｍ 23.6 Ｒ1.9～10

神戸ヒルズデイズ 雨水・汚水桝修繕工事　φ900 桝 ㎡ 7.4

　　　　　　　〃　　　　　　　　　　桝壁側面 400×450 箇所 65.0

宮城県 (一財)宮城県環境事業公社 Ｒ1年度 第1埋立地原水ピット補修工事 ㎡ 54.0 Ｒ1.9～11

熊本県 人吉球磨広域行政組合 浄化槽汚泥貯留槽部分補修 ㎡ 1.4 Ｒ1.10

愛知県 蒲郡市 人孔更生工事(1)　防食 ㎡ 38.0 Ｒ1.10～11

堺市下水道局 百舌鳥赤畑町下水道管内面修繕工事(1-28) 12.0 Ｒ1.10～11

豊中市 令和元年度下水道改築工事(5工区勝部2丁目外)　防食 17.0 Ｒ1.10～12

狛江市下水道長寿命化対策工事　大口径管渠内 止水 ｍ 111.6

　　　　　　　〃　　　　　　　大口径管渠内 Ｃ種 ㎡ 38.4

佐賀県 佐賀市上下水道局 厘外汚水管渠補修工事　φ1650 ㎡ 41.8 Ｒ1.10～Ｒ2.2

石川県 石川県 二級河川犀川 県単河川防災工事 ㎡ 3.7 Ｒ1.11

大阪府 ㎡

東京都 武蔵野市 Ｒ1.6

東京都 東京都都市づくり公社 Ｒ1.10～12

青森県 六ケ所村 ｍ Ｒ1.7～12

兵庫県 神戸市

兵庫県 神戸ヒルズデイズ管理組合 Ｒ1.9～10

－ P.9 －



－ P. 10 －

令和元年度

都道府県 発　　注　　者 工　　種　（ 補 修 内 容 ） 単位 数 量 施工年月

広島県 庄原市 比和下水道マンホール内止水工事 ㎡ 5.0 Ｒ1.11～12

農業集落排水事業袖崎地区管路施設改築工事(第2工区) 12.0

　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　(第3工区) 4.5

金山町
Ｒ1年度 農業集落排水施設機能強化対策事業明安地区管路
施設改修工事(第1工区)

138.0

山梨県 (公財)山梨県下水道公社 管路内補修　人孔　30箇所 ｍ 38.8 Ｒ1.11～Ｒ2.3

酒匂川流域　管渠・人孔内部補修工事　防食 65.0

相模川流域　管渠・人孔内部補修工事　防食 78.0

山口県 周南市上下水道局 有楽町地内管路施設改築(長1工区)工事　2号人孔 ㎡ 5.6 Ｒ1.12

埼玉県 草加市 中川流域中央幹線マンホール防食工事 特殊人孔 Ｄ種防食 基 2.0 Ｒ1.12

新潟県 南魚沼地域振興局 魚野川取水工導水路鋼蓑曲り管補修　φ1000 1箇所 ㎡ 11.3 Ｒ1.12

長野県 民間飲料工場 排水処理ピット防食工事 ㎡ 28.0 Ｒ1.12～Ｒ2.1

宮崎県 南那珂農林振興局 Ｈ31年度 基幹水利施設ストマネ事業東郷地区1工区工事 ㎡ 3.7 Ｒ1.12～Ｒ2.1

愛知県 東三河建設事務所 東部管路センター管内ほか下水本管目地補修工事 φ800～1800 管渠 ｍ 118.0 Ｒ1.12～Ｒ2.1

北海道 札幌市 豊平峡ダムサイト園地便槽修繕業務 1槽 ㎡ 16.0 Ｒ1.12～Ｒ2.2

東京都 東京都下水道局中部下水道事務所 渋谷区広尾一丁目付近外雨水吐口管補修工事　止水 ｍ 141.4 Ｒ1.12～Ｒ2.2

宮城県 中南部下水道事務所 Ｈ31年度 阿武隈川下流流域下水道マンホール・管渠修繕工事　止水 ｍ 58.0 Ｒ1.12～Ｒ2.3

愛知県 豊田自動織機(ＳＭＫ) 誠和ハイツ浄化槽設備消毒槽・放流槽内壁補修工事 ㎡ 104.0 Ｒ2.1～2

岐阜県 大垣市 下水管補修工事その1　止水　φ1000 管渠 ｍ 1,199.0 Ｒ2.1～2

大宮前幹線外幹線補修工事　止水 ｍ 81.5

　　　　　〃　　　　　　　防食 箇所 1.0

神田川幹線外幹線補修工事　止水 ｍ 84.4

　　　　　　〃　　　　　　防食 ㎡ 2.7

千葉県 手賀沼終末処理場 総合地震対策 導水渠伸縮継手耐震補強工 ｍ 2.8 Ｒ2.1～2

高知県 香南市 南国市農業集落排水事業 久礼田地区管路施設修繕　止水 φ200 管口 ｍ 19.5 Ｒ2.1～3

石川県 金沢市企業局 下水道腐食修繕工事 ㎡ 2.8 Ｒ2.2

熊本県 熊本市農政局 乙畠排水機場吐出樋管補修工事　□1700×1000 矩形渠 ㎡ 5.0 Ｒ2.2

長野県 小布施町 Ｒ1年度 小布施町農業集落排水事業1号マンホール更生工事 ㎡ 4.2 Ｒ2.2

愛知県 東三河建設事務所 豊川流域下水道管理事業管きょ修繕工事（その２） ｍ 13.0 Ｒ2.2

東京都 東京都下水道局中部下水道事務所 恵比寿幹線外幹線補修工事　止水 ｍ 12.2 Ｒ2.2

愛知県 豊田市上下水道局 緊急雨水管修繕　□1500×1000 ㎡ 21.0 Ｒ2.2～3

香川県 丸亀市 塩屋ポンプ場放流管渠改修工事　放流管渠天井部 ㎡ 24.0 Ｒ2.2～3

佐賀県 鹿島市役所 Ｒ1年度 第36号下水道管路補修工事　止水 ㎡ 1.0 Ｒ2.2～3

山形県 鶴岡市 鶴岡市公共下水道事業汚水1号幹線ほか人孔改良工事（その2） ｍ 68.0 Ｒ2.2～3

石川県 加賀市 加賀市公共下水道事業　1号人孔 4箇所 ㎡ 21.8 Ｒ2.3

和歌山県 ＪＲ西日本 紀勢本線紀伊田原～古座駅間BP橋梁修繕 ㎡ 24.0 Ｒ2.3

福島県 会津若松建設事務所 横断管補強工事　雨水管管口 ㎡ 1.0 Ｒ2.3

新潟県 阿賀野市 島田本明65号管渠工事　1号人孔 ㎡ 9.0 Ｒ2.3

兵庫県 神戸市みなと総局 神戸複合産業団地他防災工事　人孔 管口 ㎡ 10.0 Ｒ2.3

東京都 小平市 下水道施設維持補修工事　人孔2箇所 ㎡ 9.0 Ｒ2.3

三重県 伊勢市 御薗町上條マンホール内面補修工事 防食 ㎡ 5.0 Ｒ2.3

姫路市 大善町地内人孔防食工事　防食 ㎡ 4.7

尼崎市 尼崎市扶桑町下水取付管補修工事　補強 箇所 1.0

宮城県 中南部下水道事務所 Ｒ1年度 吉田川流域下水道外マンホール修繕工事　1号人孔 ｍ 2.8 Ｒ2.3

千葉県 船橋市 宮本地区長寿命化対策工事(その2) 矩形渠 ｍ 33.6 Ｒ2.3

岡山県 倉敷市 本町地内マンホール修繕　補強 ㎡ 3.0 Ｒ2.3

(公財)神奈川県下水道公社 ㎡ Ｒ1.11～Ｒ2.3

東京都 下水道局西部第一下水道事務所 Ｒ2.1～2

兵庫県 Ｒ2.3

山形県
村山市

㎡ Ｒ1.11～Ｒ2.3

神奈川県

－ P.10 －



－ P. 11 －

令和2年度事例抜粋 　(防食ライニング工法　合計3,000㎡　　接着補強型止水工法　合計3,900ｍ)

都道府県 発　　注　　者 工　　種　（ 補 修 内 容 ） 単位 数 量 施工年月

熊本県 熊本市上下水道局 南部汚水17号幹線下水道改築工事　人孔5基　防食 ㎡ 67.0 R2.1～7

京都府 京都市上下水道局 公共下水道施設整備(その4)工事　特殊人孔(伏越)　防食 ㎡ 46.6 R2.3

北海道 札幌市 豊平川処理区I-04200(豊平7条7丁目)下水道新設工事 ㎡ 7.8 R2.4

鹿児島県 伊佐市 大口リサイクルプラザ第2調整槽修繕　防食 ㎡ 368.7 R2.4～5

千葉県 千葉県企業局 豊砂地区下水道補修工事　D種防食 ㎡ 27.0 R2.4～5

広島県 福山市農林整備課 茂浦池通水管修繕工事　φ1000　止水 ㎡ 5.0 R2.4～6

愛知県 東部知多衛生組合 汚泥貯留槽防食工事　防食 ㎡ 322.0 R2.4～6

埼玉県 三井住友金属鉱山伸銅㈱ 沈砂槽上壁補修　防食 ㎡ 11.8 R2.5

岡山県 倉敷市 船倉町地内下水道管修繕　止水　φ1800継手 箇所 2.0 R2.5

熊本県 熊本県 熊本県北部流域下水道(防災・安全)マンホール耐震補強工事 箇所 1.0 R2.5～6

埼玉県 川越市 新河岸第3処理分区圧送管布設工事(人孔防食工事)　1号人孔 ㎡ 4.0 R2.5～7

徳島県 鳴門教育大学 鳴門教育大学(高島)ライフライン再生(屋外排水管)工事　D種防食 ㎡ 211.3 R2.5～8

京都府 京都市 管路地震対策(その53)公共下水道工事 φ1288　 ㎡ 2.8 R2.6

宮城県 大河原町 神上線道路暗渠管補修工事　φ1200　補強 ㎡ 60.0 R2.6

愛媛県 松山市 汚水人孔補修工事(維-65)　φ200管口　1号楕円人孔目地 ｍ 3.1 R2.6

愛知県 東三河建設事務所 豊川流域下水道管理事業管きょ修繕工事 φ1000 ㎡ 6.0 R2.6

三重県 名張市 中央浄化センター汚泥処理棟排水管補修　150U字溝 ｍ 2.0 R2.6

神奈川県 相模原市 公共下水道施設修繕(その9)　止水　φ2000 ㎡ 12.6 R2.6

長野県 豊丘村 下水道本管管梁清掃補修工事　φ150×16　管口　止水 ｍ 7.5 R2.6～7

ＵＲ都市機構 既設人孔ライニング補強工事　2号人孔 ㎡ 21.5

中部下水道事務所 中央区銀座八丁目付近管渠補修工事　補強 ｍ 6.4

宮城県 仙台市 (指-55)荒巻本沢1丁目10-20地先雨水本管修繕工事　φ900　防食 ㎡ 2.6 R2.6～8

京都府 綾部市 公共下水道管渠築造(2-5)工事　1号人孔 ㎡ 7.8 R2.6～9

中南衛生管理組合 汚泥再生処理センター浄化槽汚泥沈砂槽・受入槽　防食 86.5

北薩広域行政事務組合 衛生センター浄化槽汚泥貯留槽部分補修　防食 4.5

神奈川県 ＵＲ都市機構 桝・人孔クリスタルライニング工事　防食 ㎡ 7.0 R2.7

高知県 テクス・月灘特定建設工事共同企業体 宮ノ越底樋管補修　止水 ｍ 3.5 R2.7

みなかみ町 防火水槽補修工事　止水　外壁6箇所 23.0

若田浄水場9号、10号ろ過池流入パルプ室クラック修繕工事　補強 11.0

　　　　　　　　　　　〃 9.0

岐阜県 関市 (公共)尾太マンホールポンプ防食工事 ㎡ 47.7 R2.7～11

埼玉県 埼玉下水道局 中川流域処理場3号重力濃縮タンク防食工事　D種防食 ㎡ 173.0 R2.7～11

神奈川県 厚木市 公共下水道(厚木排水区)管渠施設修繕　補強 ㎡ 182.8 R2.7～11

埼玉県 川越市 川越江川第5-1-1処理分区不明水対象工事　防食 ㎡ 55.0 R2.7～12

東京都 瑞穂町 不明水対策工事(その2)　人孔内止水(21基) ㎡ 205.6 R2.7～12

静岡県 大興製紙 チェストコーティング補修工事　防食 ㎡ 3.0 R2.7～8

奈良県 香芝市 流域下水道第1処理区内学校施設排水設備改築工事　管口　止水 ㎡ 56.6 R2.7～8

岐阜県 関市 (公共・農業)不明水対策事業ライニング修繕　φ150・φ200　止水 箇所 111.0 R2.7～R3.1

神奈川県 伊勢原市 公共下水道事業第2工区　1号人孔　防食 ㎡ 25.9 R2.7～R3.1

加古川上流浄化センター1/9系防食塗装工事　C種防食 1,130.0

　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　 　D種防食 178.0

静岡県 明治東海工場 2号館出荷口用排水路管更生工事　防食　□600桝 ㎡ 8.0 R2.8

越知町環境水道課 No.10マンホールポンプ他人孔管口止水工事　φ200 ｍ 1.2

香南市上下水道課 水農管第02024 十ノ木6号マンホールポンプ場人孔内補修工事 ｍ 1.2

R2.7

兵庫県 加東土木事務所 R2.8㎡

高知県 R2.8

㎡

ｍ群馬県 R2.7
高崎市

鹿児島県

東京都 R2.6～7
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令和２年度

都道府県 発　　注　　者 工　　種　（ 補 修 内 容 ） 単位 数 量 施工年月

神奈川県 ＵＲ都市機構 桝・人孔クリスタルライニング工事　防食 ㎡ 5.4 R2.8

群馬県 吉岡町 単独公共農業集落排水事業管内補修工事　止水 ｍ 8.0 R2.8

鹿児島県 屋久島町 クリーンセンター予備し尿貯留槽補修　防食 ㎡ 158.1 R2.8～9

長野県 須坂市水道局 上下水道課 (公共)第4処理区マンホール内防食修繕工事 ㎡ 5.6 R2.8～9

愛知県 トヨタ車体 汚水排水路漏洩防止工事(2020年度分) ㎡ 5.5 R2.8～9

山梨県 (公財)山梨県下水道公社 桂川流域下水道 管路内補修　φ1000以上　止水 ｍ 71.1 R2.8～R3.1

神奈川県 鶴見区役所 鶴見土木管内下水道修繕工事　止水　φ900目地 ㎡ 2.8 R2.9

愛媛県 民間 TK502A/B～TK504埋設管工事　防食　φ500管口 箇所 4.0 R2.9～10

小布施町公共下水道事業 林地区1号マンホール更生(その1)工事 5.1

　 　　　　　　〃　　　　　 林地区1号マンホール更生(その2・その3)工事 7.5

兵庫県 神戸市 備後町1丁目地区他汚水管改築更新工事　止水 ㎡ 14.0 R2.9～11

東京都 中部下水道事務所 港区白金五丁目12番先外管渠補修工事　止水 ｍ 10.2 R2.9～11

いなべ工場生産系汚水埋設管更生工事　1号人孔 2.0

　　　　　　　　　〃　　　　　　　　2号人孔 2.5

福井県 勝山市 松田第1汚水中継ポンプ所防食塗装修繕工事　D種防食 ㎡ 55.4 R2.9～12

高知県 南国市水道局 南国市農業集落排水事業 久礼田地区人孔内修繕工事 ｍ 101.0 R2.9～R3.2

東京都 東京都都市づくり公社 狛江市公共下水道長寿命化対策工事(令和2年度修繕)　止水 ｍ 65.1 R2.9～R3.2

大阪府 豊中市 下水道改築工事(3工区庄内東町3丁目外)その2　防食　人孔10基 ㎡ 39.0 R2.9～R3.3

神奈川県 茅ヶ崎市 公共下水道事業本宿町地内外管渠改築更新工事　止水 ㎡ 23.5 R2.9～R3.3

山口県 協和発酵バイオ㈱ 1課NJ処理水埋設配管 ピット蓋更新工事(二期)　防食 ㎡ 9.0 R2.10

青森県 六ケ所村 千尋平4号線道路改良舗装工事　φ600　 ｍ 1.4 R2.10

鹿児島県 鹿屋市 衛生処理場し尿貯留槽修繕　防食 ㎡ 2.1 R2.10

桝・人孔クリスタルライニング工事　防食 2.7

　　　　　　　　　　〃　　　　　　防食 12.0

宮城県 名取市 高舘1号幹線マンホール防食修繕工事　防食 ㎡ 13.0 R2.10

兵庫県 神戸市建設局 東水環境センター 都通2丁目地区他汚水管改築更新工事　φ900 ㎡ 9.0 R2.10

茨城県 ㈱コスモテック 共通地下埋設排水管区分「Ｂ」修理作業その3　φ300管口 箇所 3.0 R2.10

大阪府 門真市 公共下水道鳥頭第1管渠築造工事(4)　人孔 ㎡ 43.4 R2.10～11

兵庫県 神戸市すまいまちづくり公社 和田地区浸入水防水工事　φ900 ㎡ 4.0 R2.10～11

東京都 小笠原 マンホールポンプ改良工事　D種 ㎡ 30.0 R2.10～11

新潟県 村上市 山河委第1号準用河川恵ビス川暗渠管補修工事　ﾎﾞｯｸｽ目地 ㎡ 10.7 R2.10～12

東京都 府中市 府中市現業事務所し尿処理施設 槽内天井及び上壁ライニング修繕 ㎡ 20.0 R2.10～R3.3

北海道 登別市 下水道管渠内面補修工事その1　φ900～φ1200　止水 ｍ 20.0 R2.11

茨城県 日立市企業局 管路施設耐震化工事　φ2000　補強 ㎡ 41.0 R2.11

新潟県 村上市 準用河川恵ビス川暗渠管補修工事 ｍ 25.0 R2.11

埼玉県 川越市 川越江川第5-1-1処理分区不明水対策工事　人孔6基 ㎡ 9.2 R2.10～11

愛媛県 上島町 農業集落排水西部地区マンホール接続部補修工事　止水 ｍ 38.3 R2.11～12

東京都 日野市 下水道施設人孔補修(R2-1)工事 ㎡ 15.8 R2.9～10

新潟県 佐渡市 佐渡市内人孔防食被覆工事 ㎡ 54.0 R2.11～R3.1

福岡県 久留米市上下水道局 安武南筰マンホールポンプ工場 ㎡ 49.2 R2.11～R3.2

基幹水利施設ストックマネジメント事業 東郷地区1工区工事 12.0

　　　　　　　　〃　　　　　　　　　東郷地区2工区工事 5.2

岐阜県 大垣市 下水管補修第2工区工事　止水　人孔　φ1000～1100 ｍ 66.3 R2.11～R3.3

愛知県 名古屋市上下水道局 南部管路センター管内下水本管目地補修工事　φ800～1800 ｍ 590.9 R2.11～R3.3

南那珂農林振興局 R2.11～R3.2㎡宮崎県

埼玉県 ＵＲ都市機構 R2.10㎡

三重県 トヨタ車体 R2.9～12

長野県 R2.9～11小布施町 建設水道課 ㎡

㎡
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令和２年度

都道府県 発　　注　　者 工　　種　（ 補 修 内 容 ） 単位 数 量 施工年月

神奈川県 茅ヶ崎市 公共下水道事業柳島一丁目地内管渠改築更新工事　止水　φ250 箇所 2.0 R2.11～R3.3

山形県 金山町 明安区管路施設改築工事(第2工区)　1号人孔　7基 ㎡ 63.0 R2.12

長野県 飲料メーカー 排水処理施設地下ピット防食　水面上部平面 ㎡ 3.0 R2.12

兵庫県 三田市下水道課 人孔内修繕工事　φ900・φ600・φ150 箇所 4.0 R2.12

神奈川県 伊勢原市 公共下水道事業第2工区　1号人孔　D種防食 ㎡ 6.0 R2.12

茨城県 ＡＧＣセイミケミカル㈱ 人孔内止水工事　1号人孔目地 ｍ 7.1 R2.12

東京都 東京都都市づくり公社 府中市公共下水道修繕工事(公2-1)　止水　φ200～1500 箇所 19.0 R2.12

西落合幹線外幹線補修工事　防食 ㎡ 12.4

　　　　　　〃　　　　　　止水 ｍ 85.0

栃木県 那須塩原市 鍋掛地内公共下水道管路布設替工事　3号人孔　防食 ㎡ 8.4 R2.12～R3.3

公共下水道島頭第1管渠改築工事(4)　防食 43.4

公共下水道舟田北管渠築造工事　防食 8.4

山梨県 (公財)山梨県下水道公社 管路内補修　止水　1号目地　φ250 ｍ 3.6 R2.12～R3.3

青森県 おいらせ町 イオン流量計槽防水防食工事　特殊人孔 ㎡ 20.0 R2.12～R3.3

酒匂川流域管渠・人孔内部補修工事　止水 ｍ 18.0

　　　　　　　　　〃　　　　　　　防食 ㎡ 242.0

岐阜県 大垣市 下水道管補修工事その1　止水 ｍ 34.6 R2.12～R3.3

新潟県 新発田市 加治川第3処分区(3250他)管渠工事　防食 ㎡ 5.0 R2.12～R3.3

神奈川県 (公財)神奈川県下水道公社 相模川流域管渠・人孔内部補修工事　止水 ｍ 71.0 R2.12～R3.3

宮城県 山元町 花笠処理分区マンホール修繕工事　φ900人孔目地 ㎡ 39.6 R2.12～R3.3

大阪府 門真市 公共下水道船田北管渠築造工事　人孔 ㎡ 8.0 R3.1

宮城県 柴田町 船岡城址公園第一ポンプ槽　防食 ㎡ 6.0 R3.1

兵庫県 神戸市すまいまちづくり公社 農集岩岡地区他汚水管改築更新工事　φ900 ㎡ 1.0 R3.1

豊明市 人孔内部分補修工事 ㎡ 1.4

海部建設事務所 日光川下流流域下水道事業水処理施設防食塗装工事 ㎡ 1.0

兵庫県 神戸市 ひよどり台1丁目地区他汚水管改良工事　止水 ㎡ 10.9 R3.1

宮城県 仙台市 仙塩工水 宮町四丁目外導入水路修繕工事 ㎡ 14.0 R3.1

東京都 立川市 立川市公共下水道管渠等維持工事 その3　人孔防食 ㎡ 34.1 R3.1～2

愛知県 清須市 雨水管渠改良工事　暗渠水路 ㎡ 36.0 R3.1～2

群馬県 高崎市 マンホール更生工事　D種防食 ㎡ 50.0 R3.1～2

山形県 鶴岡市 鶴岡市集落排水事業羽黒中央地区荒川5号ほか改良工事 ㎡ 10.3 R3.1～2

和歌山県 ＪＲ 紀勢本線黒江・紀三井寺間373k　163ｍ付近　φ900　補強 ㎡ 3.1 R3.1～3

大阪府 堺市 大美野ほか下水管布設工事(1-1)　補強　人孔 ㎡ 22.0 R3.1～3

岐阜県 大垣市水道部下水道課 下水管補修第2工区工事　φ1100　人孔目地 ｍ 67.0 R3.1～3

兵庫県 西脇市 農業集落排水事業 中畑地区不明水対策工事　止水 ㎡ 368.0 R3.1～3

福島県 双葉町 双葉1号汚水幹線マンホール補修工事　止水 ｍ 136.0 R3.1～3

山口県 防府市上下水道局 人丸水源地3号井戸スラグ補修工事　防食 ㎡ 29.0 R3.2

福岡県 宗像市 天平台1号調整池擁壁補修 ㎡ 1.0 R3.2

金沢地区管渠マンホール漏水修繕　止水　管口 2.0

　　　　　　　〃　　　　　　　　止水　人孔 5.0

松山市 中島大浦(市道大浦～吉木線)排水施設補修工事　 ｍ 1.9

福武汚水管路施設修繕　φ150管口 箇所 1.0

下島山人孔修繕　1号楕円人孔目地　止水 ｍ 5.0

兵庫県 神戸市建設局 西水環境センター 五色山4丁目地区他汚水管改良工事　φ350桝 箇所 1.0 R3.2

愛知県 R3.1

愛媛県
西条市

R3.2

山形県 新庄市上下水道課 R3.2箇所

神奈川県 (公財)神奈川県下水道公社 R2.12～R3.3

R2.12～R2.3東京都 下水道局

門真市 ㎡大阪府 R2.12～R3.3

－ P.13 －
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神奈川県 茅ヶ崎市 公共下水道事業本宿町地内外管渠改築更新工事　止水 ｍ 21.6 R3.2

群馬県 嬬恋村 防火水槽天端修繕　止水　内外壁2箇所 ｍ 18.0 R3.2

山形県 鶴岡市 鶴岡市集落排水事業羽黒中央地区荒川5号ほか改良工事 ｍ 12.0 R3.2

長野県 松川町 町単下水管路補修工事　φ150×18 φ200×15 管口　止水 ｍ 17.9 R3.2～3

愛知県 豊明市 人孔更生工事　14基 ㎡ 84.4 R3.2～3

佐賀県 鹿島市 下水道管路補修工事　補強　 ㎡ 1.1 R3.2～3

千葉県 千葉県企業局 豊砂地区下水道補修工事(その27)　人孔防食15基 ㎡ 192.0 R3.2～3

山口県 美祢社会復帰推進センター 女子2区雨水及び汚水マンホール等修繕工事　止水　2号人孔 ｍ 32.0 R3.3

東京都 瑞穂町 不明水対策工事(その4)　人孔内止水4基 ㎡ 23.9 R3.3

北海道 登別市 下水道管渠内面補修工事その2　φ900～φ1200　止水 ｍ 34.6 R3.3

神奈川県 平塚市 農業集落排水修繕　φ150　止水 箇所 8.0 R3.3

北信連設事務所(中野)維持管理課 県単小破修繕工事　側溝 20.0

高森町 町単新田地区不明水箇所補修工事　φ150×2 管口　止水 0.9

小布施町 建設水道課 小布施町公共下水道事業 林地区1号マンホール更生(その4)工事 ㎡ 4.7

石川県 金沢市企業局 下水道管修繕工事　1号目地　補強 箇所 1.0 R3.3

菰野町下水道課 農業集落排水事業 小島地内人孔内面等修繕　φ75・φ100　止水 箇所 2.0

四日市上下水道局下水道建設課 坂部汚水管渠布設工事　1号人孔　防食 ㎡ 3.5

西脇市 西脇市公共下水道事業合山地区不明水対策工事 1.5

姫路市 下水道施設緊急対応及び公共ます調査等常務委託　防食　人孔4基 22.7

尼崎市 西向島町地内下水管きょ修繕　補強　管渠φ800 6.0

千葉県 松戸市 マンホール洗掘防止 基 2.0 R3.3

岡山県 倉敷市 日ノ出町地内マンホール修繕　補強　インバート ㎡ 2.3 R3.3

兵庫県 神戸市まちづくり公社 野中地区機能強化対策設備工事　防食 ㎡ 2.0 R3.3

高知県 香南市上下水道課 水公管第02058 野市町土居地区汚水管渠修繕工事　φ200 ｍ 1.2 R3.3

神奈川県 厚木市 公共下水道管渠施設修繕(その2)　補強　φ1350 ㎡ 2.0 R3.3

長野県 R3.3

三重県

兵庫県 R3.3

R3.3

㎡

ｍ

－ P.14 －
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令和３年度

都道府県 発　　注　　者 工　　種　（ 補 修 内 容 ） 単位 数 量 施工年月

山口県 美祢社会復帰促進センター 女子2区汚水マンホール等修繕工事　止水　2号人孔 ｍ 25.0 R3.3

埼玉県 朝霞市 溝沼7丁目人孔止水工事　φ900　φ1200 ㎡ 9.9 R3.3

神奈川県 平塚市 農業集落排水修繕　止水　φ150 箇所 4.0 R3.3

千葉県 千葉県企業局 豊砂地区下水道補修工事(その27)　D種　1号人孔 ㎡ 90.7 R3.3～6

長野県 高森町建設課 町単不明水箇所補修工事　止水　管口　φ200 箇所 2.0 R3.3～R4.3

鹿児島県 南大隈衛生管理組合 し尿受入槽補修 ㎡ 12.3 R3.4

大阪府 和泉市 和泉市春木町造成工事　防食　1号人孔 ㎡ 7.5 R3.4

児島小川2丁目地内マンホール修繕　2号人孔ｲﾝﾊﾞｰﾄ・管口 1.0

日ノ出町1丁目地内取付桝修繕　 1.0

鹿児島県 南大隈衛生管理組合 活性炭原水槽補修 ㎡ 40.3 R3.4～5

愛知県 三菱UFJ銀行 東側厨房排水槽補修工事　防食 ㎡ 6.4 R3.4～5

神上線道路暗渠管補修工事　φ1200×13箇所 20.0

堤南岸地区排水管修繕工事　φ800×6箇所 6.0

神戸市建設局　中央水環境センター 緑が丘1丁目地区汚水管改築更新工事(その2) 3.1

神戸市建設局　東水環境センター 本山南町6丁目地区他汚水管改築更新工事 1.2

大阪府 大阪府北部流域下水道事務所 安威川流域下水道茨木吹田幹線管渠補修工事(R2-1) ｍ 19.8 R3.5

神奈川県 民間企業 1号人孔洗掘防止工事 ㎡ 4.0 R3.5

青森県 おいらせ町 第19号染屋地区マンホール防食工事　防食　1号人孔 ㎡ 3.6 R3.5～6

宮城県 亘理町 倉庭地区外管路施設改築工事　1号・2号人孔目地 ｍ 48.0 R3.5～6

長野県 須坂市水道局上下水道課 東横町マンホール内防食修繕工事　防食 ㎡ 14.9 R3.5～7

栃木県 宇都宮水道局 公共下水道築造工事第5工区　1号人孔　防食 ㎡ 3.6 R3.5～7

青森県 八戸市環境部 国道45号ほか下水道管路施設補修工事　止水・補強 ㎡ 21.4 R3.6

宮城県 仙台市 大貝橋撤去に伴う汚水圧送管移設工事　防食 ㎡ 4.2 R3.6

鹿児島県 指宿広域市町村圏組合 浄化槽汚泥貯留槽B槽内補修 ㎡ 2.4 R3.6

宮前地内マンホール修繕　φ250管口 1.0

児島小川2丁目地内マンホール修繕　1号人孔ｲﾝﾊﾞｰﾄ・目地 1.0

高知県 香南市上下水道課 水農管第03027号 夜須町人孔管口補修工事　止水 ｍ 5.7 R3.6

福岡県 筑紫野市 里山・里海宝宝満村上下水道新設工事　防食　 ㎡ 134.0 R3.6～11

三重県 伊勢市 御薗町新開マンホール内面補修工事　防食 ㎡ 5.5 R3.6～8

神奈川県 厚木市 公共下水道(厚木排水区)函渠施設修繕 ㎡ 76.8 R3.6～9

宮城県 松島町 松島町公共下水道マンホール更生工事　防食 ㎡ 9.4 R3.7

大阪府 堺市上下水道局 大美野ほか下水管布設工事(1-1)　防食 ㎡ 22.0 R3.7

広島県 福山市 稗田池取水施設修繕工事　1号人孔 箇所 1.0 R3.7

群馬県 千代田町 西邑楽水質浄化センター防食修繕　D種　沈殿槽壁部 ㎡ 2.0 R3.7

桜口町2丁目地区他汚水管改築更新工事 ㎡ 1.4

　　　　　　　〃　　　　　　　　　　φ350桝 箇所 3.0

柳津西山地熱発電所 冷却塔内部ピット修繕工　補強 80.0

柳津町 マンホール更生工事　1号人孔 6.7

秋田県 五城目町 マンホール内部補修工事　防食　1号人孔 ㎡ 16.5 R3.７～10

新潟県 新潟市 江南区横越上町1丁目地内人孔改修(機能向上)工事　防食 1号人孔 ㎡ 19.0 R3.7～8

神戸市建設局 東水環境センター 烏帽子町2丁目地区他汚水管改築更新工事　φ900 8.2

神戸市建設局 中央水環境センター 唐櫃台4丁目地区他汚水管改築改良工事　φ900 3.6

神奈川県 厚木市 公共下水道函渠施設修繕　D種　函渠側壁・管口 ㎡ 75.1 R3.7～8

東京都 (公財)東京都都市づくり公社 府中市公共下水道長寿命化管更生修繕工事(公3-1) ｍ 198.2 R3.7～R4.3

熊本県 人吉球磨広域行政組合 し尿貯留槽マンホール補修 ㎡ 3.4 R3.8

福島県 R3.7㎡

R3.7～8㎡兵庫県

㎡大河原町宮城県

R3.4～5兵庫県

R3.6箇所倉敷市岡山県

㎡

兵庫県 神戸市建設局　東水環境センター R3.7

R3.4箇所倉敷市岡山県

R3.4～5

－ P.15 －
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令和3年度

都道府県 発　　注　　者 工　　種　（ 補 修 内 容 ） 単位 数 量 施工年月
奈良県 奈良県流域下水道センター 第二浄化センター終沈水路耐震化工事　補強 ㎡ 5.7 R3.8

石川県 企業局 下水道管修繕工事　防食 ㎡ 5.4 R3.8

兵庫県 神戸市建設局 中央水環境センター 白川台3丁目地区他汚水管改良工事　φ900 箇所 1.0 R3.8

三重県 名張市上下水道局 中央浄化センター側溝補修工事　防食　水路底部 ｍ 25.0 R3.8

神奈川県 伊勢原市 3号雨水修繕工事 ｍ 16.0 R3.8

群馬県 藤岡市 中栗須東1号幹線管内補修工事 ㎡ 1.5 R3.8

高知県 香南市上下水道課 市道南屋敷西澤線汚水管渠人孔管口修繕工事 ｍ 1.3 R3.8

東京都 三鷹市 下水道管路施設長寿命化工事その1(牟礼四丁目)  φ2000目地 ｍ 6.3 R3.8

新潟県 新潟市 江南区駒込2丁目地内人孔改修(機能向上)工事　防食　特1号人孔 ㎡ 6.0 R3.8～10

神奈川県 流域下水道事務所 相模川流域管渠・人孔内部補修工事　止水 ｍ 72.0 R3.8～12

宮城県 栗原市 築舘上宮野浦ノ沢地区用水路(管路)修繕工事　φ800×2箇所 ｍ 5.6 R3.8～9

岐阜県 関市下水道課 〈公共〉不明水対策事業　ライニング修繕　 箇所 27.0 R3.8～R4.1

公共下水道人孔補修工事　止水　管口 箇所 3.0

　　　　　　〃　　　　　止水 ｍ 11.9

東京都 (公財)東京都都市づくり公社 府中市公共下水道長寿命化管更生修繕工事(公3-2) ｍ 5.4 R3.8～R4.3

宮城県 国土交通省 仙台空港排水施設改良工事　防食　 ㎡ 39.0 R3.9

大阪府 堺市上下水道局 協和町下水管内面補修工事(3-21) ㎡ 8.3 R3.9

甲地地区農業集落排水マンホール内目地補修修繕 11.3

　　　〃　　　　　マンホール調整コンクリート補修修繕 2.8

下水道腐食修繕工事　防食 3.0

下水道本管修繕被覆工事　防食　φ2000 9.3

愛知県 北名古屋衛生組合 藤岡最終処分場汚泥処理槽防水補修工事　止水　 ㎡ 8.2 R3.9

高知県 南国市上下水道局 南国市農業集落排水事業 久礼田地区人孔内止水修繕工事　管口 箇所 1.0 R3.9

宮城県
コカ・コーラボトラーズ
ジャパン

人孔底部補強工事　止水 箇所 2.0 R3.9

新潟県 新潟市下水道部 江南区駒込2丁目地内人孔改修工事　防食　特1号人孔 ㎡ 6.0 R3.9～10

兵庫県 神戸市建設局 中央水環境センター 青葉台地区汚水管改良工事(その2)　φ900 ㎡ 2.7 R3.9～10

愛知県 名古屋市上下水道局 最初沈殿池内部分補修 ㎡ 1.0 R3.9～10

王塚台7丁目地区他汚水管改築更新工事 1.1

本多聞2丁目地区他汚水管改築更新工事 1.2

神戸市建設局　東水環境センター 大和町4丁目地区他汚水管改築更新工事 箇所 1.0

神戸市建設局　中央水環境センター 苅藻通4丁目地区他汚水管改築更新工事 ㎡ 1.0

新潟県 新潟市下水道部 江南区嘉木地内人孔改修工事　防食　1号人孔 ㎡ 14.0 R3.9～11

青森県 六ケ所村 千歳平4号線道路改良舗装工事(5工区)　φ800管口 ㎡ 1.0 R3.9～11

岐阜県 関市 西神野吉祥寺ＭＰライニング工事 ㎡ 9.8 R3.9～R4.1

埼玉県 埼玉県荒川右岸下水道事務所 中川流域処理場1号重力濃縮タンク防食工事　C種 ㎡ 168.0 R3.9～R4.3

山形県 河北町 マンホール修繕工事　補強　φ200管口　φ900目地 ㎡ 0.9 R3.10

三重県 四日市市上下水道局 下水管渠修繕工事(緊急)　φ350　管口 箇所 1.0 R3.10

愛媛県 四国中央市 寒川地区人孔改築更新工事　防食　1号人孔 ㎡ 7.0 R3.10

宮城県 仙台市 令和2年度汚水延伸整備工事　防食　 ㎡ 14.1 R3.10

高知県 安芸市上下水道課 港町2丁目管路修繕業務　止水 ｍ 3.8 R3.10

愛知県 名古屋市上下水道局 下水道管渠内面補修(φ800～1500)　止水 ｍ 105.0 R3.10

東京都 昭島市 公共下水道維持管理工事(宮沢町雨水ｶﾙﾊﾞｰﾄ補修Ⅱ期) ｍ 46.5 R3.10

R3.8～R4.3飯田市下水道課長野県

R3.9ｍ東北町下水道課青森県

R3.9㎡企業局石川県

兵庫県 R3.9～10

㎡神戸市建設局　西水環境センター

－ P.16 －
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令和3年度

都道府県 発　　注　　者 工　　種　（ 補 修 内 容 ） 単位 数 量 施工年月

小布施町公共下水道事業林地区1号ﾏﾝﾎｰﾙ更生(その1)工事　防食 6.6

　　　　　　〃　　　　　　　　　　(その2)工事　防食 6.2

　　　　　　〃　　　　　　　　　　(その3)工事　防食 5.7

公共下水道管きょ修繕工事　補強　1号人孔目地 8.0

　　　　〃　　　　　　　　止水　2号人孔 8.0

管路内補修　人孔 21.8

　　〃　　　管きょ 0.5

秋田県 北秋田市 北秋田ＭＨ改修工事　防食　φ900 ㎡ 1.5 R3.10～R4.3

長野県 豊丘村産業建設課 下水管清掃・補修工事　止水　管口　φ150 箇所 5.0 R3.10～R4.3

相模川流域管渠・人孔内部補修工事　止水 ｍ 115.7

酒匂川流域管渠・人孔内部補修工事 ㎡ 160.6

ニッパン機工㈱ カルバート内クリスタルライニング工　止水 ｍ 38.8

東京都 (公財)東京都都市づくり公社 狛江市公共下水道長寿命化対策工事(令和3年度修繕) ｍ 97.8 R3.10～R4.3

鹿児島県 北薩摩広域行政事務組合 二次脱窒素槽2防食被覆塗装補修 ㎡ 5.2 R3.11

山梨県 山梨県 横断ヒューム管補修　止水　φ800　 ｍ 10.0 R3.11

兵庫県 神戸市建設局 東水環境センター 大石東町5丁目地区他汚水管改築更新工事　φ900 ㎡ 5.2 R3.11

栃木県 宇都宮市上下水道局 下水道管きょ施設修繕工事　φ2000 ｍ 2.7 R3.11

栃木県 宇都宮市 老朽管渠修繕工事・追跡調査　止水　φ2000管渠 箇所 1.0 R3.11

福島県 会津若松市 公共下水道マンホール補修工事(その1) 箇所 2.0 R3.11

西区上新栄町3丁目地内人孔改修工事　防食　2号人孔 9.0

西区みずきの4丁目地内人孔改修工事　防食　1号人孔 5.0

兵庫県 神戸市建設局 下水道部 宮本通7丁目地区他汚水管改築更新工事　1号人孔 ㎡ 6.8 R3.11～12

宮城県 村上市 山河委第1号準用河川恵ビス川暗渠管補修工事 ㎡ 10.8 R3.11～R4.1

島根県 出雲市農林基盤課 遥堪北幹線用水路修繕工事 ㎡ 10.0 R3.11～R4.2

長野県 松川町建設水道課 町単下水道管路補修工事　止水　管口　φ150 箇所 4.0 R3.11～R4.3

東京都 小金井市 管路施設補修工事　 ｍ 114.8 R3.11～R4.3

飲料工場 排水最終槽防食工事 15.0

小布施町 マンホール更生工事　D種　1号人孔 19.5

神奈川県 座間市 公共下水道管きょ修繕　止水 ㎡ 5.6 R3.12

宮崎県 宮崎県 基幹水利施設ストマネ事業東郷2期地区1工区　止水 φ900 ｍ 2.8 R3.12～R4.1

兵庫県 神戸市建設局 下水道部 橘通2丁目地区他汚水管改築更新工事　1号人孔 箇所 1.0 R3.12～R4.1

愛知県 名古屋市上下水道局 西部管路センター・管内ほか下水道管目地補修工事　止水 ｍ 74.9 R3.12～R4.1

宮城県 大河原町 川根工業団地雨水函渠補修工事　2000×2000ﾎﾞｯｸｽ目地 ㎡ 60.0 R3.12～R4.1

大阪府 大阪府 泉佐野地区導水路管補修(3)工事　止水 ｍ 2.8 R3.12～R4.2

岐阜県 大垣市 下水管補修第1工区工事　φ1000　φ1350 ｍ 15.6 R3.12～R4.2

長野県 飯田市下水道課 農集排人孔補修工事　止水　管口　φ200 箇所 2.0 R3.12～R4.3

愛知県 豊川市 雨水管路施設修繕　補強 ㎡ 20.0 R3.12～R4.3

下水管補修第2工区工事　止水 ｍ 31.9

　　　　　〃　　　　　 防食D種 ㎡ 3.2

茅ヶ崎市 公共下水道南湖地区外管渠改築更新工事　止水 5.4

横浜市 栄区小菅ヶ谷二丁目修繕工事　止水　φ900 1.6

東京都 国立大学法人東京学芸大学 東京学芸大学小金井団地基幹整備(排水管補修)工事 ｍ 1.8 R3.12～R4.3

山梨県 (公財)山梨県下水道公社 釜無川流域下水道事業　管路補修　止水 ｍ 5.6 R3.12～R4.3

愛知県 豊川市 特定環境保全公共下水道人孔改良工事　防食　C種 ㎡ 5.0 R4.1

岡山県 倉敷市 寿町地内外管更生工事(その3-1)　防食　2号人孔 基 4.0 R4.1

島根県 出雲市農林基盤課 神門妙蓮寺用水路修繕西工区 ㎡ 3.0 R4.1

R3.10～12㎡小布施町建設水道課長野県

R3.10～R4.1ｍ座間市神奈川県

山梨県 R3.10～R4.1ｍ(公財)山梨県下水道公社

神奈川県 ｍ R3.12～R4.3

神奈川県
(公財)神奈川県下水道公社

R3.10～R4.3

岐阜県 大垣市 R3.12～R4.3

R3.11～12㎡新潟市下水道部新潟県

R3.12㎡長野県

－ P.17 －



－ P. 1 － － P. 18 －



〒467‐0806 　名古屋市瑞穂区瑞穂通8丁目9-1
 新瑞センタービル6階
ＴＥＬ（052）918‐2555　ＦＡＸ（052）918‐2556
ＨＰ　https://www.crystal-l.com/

Ｒ４.７版

〒111‐0053 東京都台東区浅草橋５丁目1-34
ＴＥＬ（03）5820‐0708　ＦＡＸ（03）3863‐7704
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