
公 共 事 業    Prevent CR

年・月 工 事 件 名 施      主 施工業者 数量　　所在地

H １０.4 徳島大学建屋防食工事 国立徳島大学 日本パーカライジング㈱ 140㎡　　 徳島市

H 11.10 石屋川佐美也橋高欄防食塗装 神戸市建設局 ㈱トリム 　　　　　神戸市

 　12. 3 新門司マリーナ揚陸設備新設工事 北九州市港湾局 川鉄ﾏﾘｰﾅ㈱ 120㎡ 北九州市

笹小橋高欄防食塗装工事 神戸市建設局 ショーボンド建設㈱ 220㎡　　神戸市

守口市クリーンセンター設備防食塗装
工事

守口市建築課 ㈱辰見建設 110㎡　　大阪府

神戸市水環境センター ポンプ防食塗
装工事

神戸市建設局 ㈱トリム 　　　　　神戸市

5
東播磨港西二見浮き桟橋係留杭防食
戸装工事

加古川土木事務所 川鉄コンテナー㈱ 540㎡　　兵庫県

貝塚市立津田小学校外部鉄骨階段塗装
工事

貝塚市建築課 中野塗装㈱ 　　　　　大阪府

11
港島クリーンセンター洗煙設備冷却塔
塗装工事

神戸市環境局 ㈱トリム 　　　　　神戸市

   13. 3 南鹿児島駅前高架橋補修工事 国土交通省 建設サービス㈱ 350㎡　鹿児島市

港島クリーンセンターPTCヤード鉄骨塗装
工事

神戸市環境局 三菱重工㈱ 800㎡　　神戸市

6 照明用ポール防食塗装工事 堺市建設局 ㈲エラン 　45㎡　　　　堺市

8
浅香山中学校高架水槽架台防食塗装工
事

堺市教育委員会 ㈲エラン 　45㎡　　　　堺市

9
クリーンセンター金属屋根防食塗装
工事

堺市市民環境局 ㈲エラン 300㎡　　　　堺市

11 三宝下水処理場施設防食塗装 堺市環境局 ㈲エラン 140㎡　　　　堺市

12
東京湾アクワライン海ほたるSA暴露
試験

日本道路公団 財）日本塗料検査協会 東京都

   14. 2 市営住宅鉄部防食塗装工事 堺市建設局 ㈲エラン 堺市

宇佐漁港漁村活性化対策工事 北九州市 西田鉄鋼㈱ 北九州市

クリーンセンター金属屋根防食塗装
工事

堺市環境局 ㈲エラン 堺市

H  14. 8 百舌鳥養護学校鉄部防食塗装工事 堺市教育委員会 ㈲エラン 堺市

南蛮橋高欄防食塗装工事 堺市建設局 ㈲エラン 堺市

9
クリーンセンター金属屋根防食塗装追
加工事

堺市環境局 ㈲エラン 堺市

玉野浄化センター内汚泥脱水機防食塗装
工事

玉野浄化センター 月島機械㈱ 岡山県

施 工 実 績
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名古屋港塩止桟橋H鋼新設防食工事 名古屋港管理組合 淺沼組㈱ 名古屋市

10
東三国ヶ丘小学校前ガードレール防食塗
装工事

堺市建設局 ㈲エラン 堺市

家畜改良センター新築鋼材防食塗装 (独法）家畜改良センター 1400㎡　岩手県

家畜改良センター新築鋼材防食塗装 (独法）家畜改良センター 1100㎡　青森県

家畜改良センター新築鋼材防食塗装 (独法）家畜改良センター 8700㎡　北海道

小阪団地公園遊具塗装工事 堺市住宅部 ㈲エラン 　　　　　　 堺市

三国ヶ丘南線防護柵補修工事 堺市建設局 ㈲エラン 　 　　　　　堺市

11
六甲アイランド高校バックネット改修
工事

神戸市建設局 ㈱ミツワ 450㎡　 　神戸市

石津下水処理場鉄部防食塗装工事 堺市建設局 ㈲エラン 350㎡　　　　堺市

家畜改良センター新築鋼材防食塗装 (独法）家畜改良センター 2500㎡　北海道

川先橋高欄改修工事 堺市建設局 ㈲エラン 　　　　 　　堺市

石津下水処理場脱水塔防食塗装工事 堺市建設局 ㈲エラン 　　　　 　　堺市

12
東京湾アクワライン海ほたるSA施設防食
塗装

日本道路公団 ㈱ハーベスト技研 100㎡　　東京都

   15. 1 福泉住宅公園遊具防食塗装工事 堺市建設局 ㈲エラン 　　　　 　　堺市

高槻下水処理場南脱水機他防錆処理工
事

安威川・淀川右岸
流域下水道組合

月島機械㈱ 　　　　  大阪府

2 登美が丘東幼稚園庇改修工事 堺市教育委員会 ㈲エラン 　　　　　　 堺市

3 布引ダム管理路保存補修工事 神戸市水道局 奥村組㈱ 150㎡　　神戸市

下湯ダム堰堤改修工事 青森県土木整備事務所 ㈱イスミック 　　　　　青森県

大坂ダムサイト防食塗装工事 大阪府 ㈱村上鉄工所 　　　　　大阪府

4
柴田下水処理場汚泥脱水機の防錆
塗装

名古屋市下水道局
月島テクノメンテ
サービス㈱

　　　 名古屋市

鳥羽下水処理場汚泥脱水機防食塗装 京都市下水局
月島テクノメンテサー
ビス㈱

　　　　 京都市

   15. 4
鉄砲遠里小野１号線外道路防護柵
修繕

堺市建設局 ㈲エラン 　　　　　　 堺市

五箇荘東小学校体育館外部鉄骨塗装工
事

堺市教育委員会 ㈲エラン 　　　　　　 堺市

5 三宝公園野球場施設屋根塗装工事 堺市建設局 ㈲エラン 300㎡　　　　堺市

石津下水処理場放流流量計架台補修
防食塗装

堺市建設局 ㈲エラン 　　　　　　 堺市

大阪市港湾倉庫補修防食工事 大阪市港湾局 奥村組㈱ 240㎡　　 大阪市

6 街路照明灯塗装工事 堺市建設局 ㈲エラン 　　　　　　 堺市
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北清水団地防火扉塗装工事 堺市住宅部 ㈲エラン 　　　　　　 堺市

野遠６号線防護柵塗装工事 堺市建設局 ㈲エラン 　　　　　　 堺市

日置荘住宅公園遊具塗装工事 堺市住宅部 ㈲エラン 　　　　　　 堺市

平成１４年度公安維単大６－９号交通
安全工事

大分県 道路サービス㈱ 　　　　　大分県

7
玉野浄化センター内汚泥脱水機防食
塗装工事

玉野市下水道局
月島テクノメンテ
サービス㈱

290㎡　 岡山県

敦賀市天箇浄化センター第三汚泥
脱水機塗装

敦賀市下水道処理
事業団

月島テクノメンテ
サービス㈱

 50㎡　 福井県

泉北下水処理場ピークカット槽防食
塗装

堺市建設局 ㈲エラン 　　　　　　 堺市

8 堺市立浜寺中学校フェンス防食塗装 堺市教育委員会 ㈲エラン 　　　　　　 堺市

堺市立工業高校非常階段防食塗装 堺市教育委員会 ㈲エラン 　　　　　　 堺市

大道筋道路照明灯塗装工事 堺市建設局 ㈲エラン 　　　　　　 堺市

三宝下水処理場処理水配管架台防食塗
装

堺市建設局 ㈲エラン 　　　　　　 堺市

花見川終末処理場防食塗装工事 千葉県下水道公社
月島テクノメンテ
サービス㈱ 200㎡　　 千葉県

11
熊本東部浄化センターB系汚泥脱水
機№３オーバーホール

熊本市都市整備局
月島テクノメンテ
サービス㈱

230㎡　　 熊本市

東浅香山３６－１号線防護柵防食工事 堺市建設局 ㈲エラン 　　　　　　 堺市

  15. 11 百舌鳥住宅ゴミ置き場鉄部防食塗装 堺市住宅管理課 ㈲エラン 150㎡　　　 堺市

上野芝住宅遊具防食塗装 堺市住宅管理課 ㈲エラン 　　　　　　 堺市

トキ浜線照明灯ポール防食塗装 大阪府鳳土木事務所 ㈲エラン         　大阪府

12
安威川・淀川右岸流域下水道組合
高槻処理場南脱水機補修工事

安威川淀川右岸
流域下水道組合

月島機械㈱         　大阪府

西橋防食塗装 清末塗装㈱ 760㎡　　 大分県

コンジットゲート戸当り孔食部補修
国土交通省
九州地方整備局
鶴田ダム管理所

日立造船鉄鋼
エンジニアリング㈱

琵琶湖事務所屋上塔防食補修工事 独法）水資源機構 松田塗装 　　　　　滋賀県

H 16. 3 鳥羽下水処理場汚泥脱水機防食塗装 京都市下水道局
月島テクノメンテ
サービス㈱ 　　　　　京都市

9
六甲トンネル線ガードレール鋼管防食
塗装

神戸市道路公社 ㈱松野組 170㎡　　神戸市

11 六甲山トンネル天井吊棒他防食塗装 神戸市道路公社 ㈱ミツワ 1000㎡　神戸市

丸山大橋桁内面防食塗装 神戸市道路公社 今井塗装店 5400㎡　神戸市
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H 17. 4
平成16年度橋重単日第10－2号橋梁
補修工事

大分県日田土木
事務所

ピーエム工業㈱ 　　　　　　大分県

脱水機防食塗装 大垣市浄化センター
月島テクノメンテ
サービス㈱ 　80㎡　 岐阜県

7
芹一、芹二発電所水圧鉄管小支台
補修工事

大分県企業局 清末塗装㈱ 　　　　　　大分県

10 村立喬木第一小学校体育館改修工事 橋木村 神稲建設㈱ 　　　　　長野県

花見川終末処理場ベルトプレス脱水
機他修繕工事

千葉県下水道公社 月島機械㈱ 　　　　　千葉県

H 18. 1 脱水設備修繕 さいたまし浄化センター 月島機械㈱ 700㎡　さいたま市

2
東部浄化センターB系２号汚泥脱水機
オーバーホール工事

熊本市東部
浄化センター

クボタ機工㈱ 　　　　　熊本市

第３脱水設備脱水機改良工事 京都市上下水道局
月島テクノメンテ
サービス㈱ 　　　　　京都市

大淀処理場№４汚泥脱水機点検整備 宮崎市上下水道局
月島テクノメンテ
サービス㈱ 　　　　　宮崎市

5 阪南スカイタウンＢ団地建物補修工事 大阪府住宅供給公社 津田産業㈱ 　　　　  大阪府

8 浄化センター脱水機修繕工事 大垣市浄化センター
月島テクノメンテ
サービス㈱ 　　　　　 岐阜県

H 18. 8
クリーンセンター東第一工場砂濾過塔
防錆修繕工事

堺市環境局 ㈲エラン 230㎡　　　　堺市

中石津団地せせらぎ公園遊具防錆
塗装

堺市住宅管理課 ㈲エラン 　　　　　　 堺市

9
浄化センター ベルトプレス脱水機修繕
工事

五所川原浄化
センター

月島機械㈱ 　　　　　青森県

11 市営坪ヶ迫団地住宅金属屋根防食塗装 相馬市住宅課 相馬塗装企業組合 500㎡　　 群馬県

12 水環境センター脱水設備修繕 財法）埼玉県下水道公社 月島機械㈱ 1500㎡　 埼玉県

出雲川左岸浄化センター防錆塗装 出雲川浄化センター
月島テクノメンテ
サービス㈱ 　　　　  島根県

H 19. 3
河助第7043-0-009号円山川水系 出石
川 出石川上流その18（平田工区）

兵庫県豊岡土木
事務所

日立造船鉄鋼㈱ 　　　　　兵庫県

8
仙台原田ラジオ放送所送信空中線柱
基部補修工事

日本放送協会 ㈱丸藤電気工事所 　　　　　宮城県

9
一般廃棄物 終処分場（第２工区）
脱塩設備防食工事

奈良市 プラント機工㈱ 　　　　　奈良市

在庫 神戸市道路公社 60㎏　　神戸市

10 浄化センター脱水機修繕工事 一宮市東部浄化センター
月島テクノメンテ
サービス㈱ 　　　　　愛知県

歩道橋改修工事 ヤマト産業㈱ 400㎡　鹿児島県

11 街路灯根元防食工事 東京都港区役所土木課 橋梁塗装㈱ 　　　　　東京都
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中部水処理センターベルトコンベアー修理 福岡市下水道局 ㈱アクアエンジニアリング 　　　　　福岡市

12
特水汚水処理場脱水設備ベルトプレス
脱水機整備工事

一宮市水道事業等
管理者

月島テクノメンテ
サービス㈱

　　　　　愛知県

脱水設備修繕工事 中川水環境センター 月島機械㈱ 500㎡　　 埼玉県

Ｈ 20. 1 大淀処理場 №２汚泥脱水機補修工事 宮崎市上下水道局
月島テクノメンテ
サービス㈱ 　　　　　宮崎市

市営坪ヶ迫団地住宅金属屋根防食
塗装その２工事

相馬市住宅課 相馬塗装企業組合 　　　　　群馬県

3 大浪橋東取付高架橋外１橋補修工事 大阪市建設局 酒井工業㈱ 　　　　　大阪市

福栄橋外４橋床版補強工事 大阪市建設局 酒井工業㈱ 　　　　　大阪市

Ｈ 20. 7
半蔵門線三越前駅構内AB線９K551
～９K７６９ｍ ダクタイルセグメント漏
水箇所調査及び補修その他工事

東京メトロ 東亜グラウト工業㈱ 　　　　　東京都

平成１９年度道修国第２－２号橋梁補
修工事

大分県豊後大野
土木事務所

ピーエム工業㈱ 　　　　　大分県

8
半蔵門線三越前駅構内AB線９K551
～９K７６９ｍ ダクタイルセグメント漏
水箇所調査及び補修その他工事

東京メトロ 東亜グラウト工業㈱ 　　　　　東京都

橋木村老人福祉センター改修工事 橋木村 吉川建設㈱ 　　　　　長野県

10 鳥取空港鉄骨階段防食塗装 磯部塗装㈱ 　　　　 鳥取県

夢洲沈埋避難通路ボルト防食塗装 大阪市 磯部塗装㈱ 　　　　　大阪市

東部浄化センター２号汚泥脱水機
ほか修理工事

一宮市水道事業等
管理者

月島テクノメンテ
サービス㈱

　　　　　愛知県

11
葛西水再生センター汚泥脱水装置
改修工事

東京都下水道局 月島機械㈱ 　　　　　東京都

平成２０年度橋修振単日第１０号橋梁
補修工事

大分県日田土木
事務所

ピーエム工業㈱ 　　　　　大分県

雲出川左岸浄化センター３号汚泥
脱水機分解点検工事

財法）三重県下
水道公社

月島テクノメンテ
サービス㈱

　　　　  三重県

脱水設備修繕工事 中川水環境センター
月島テクノメンテ
サービス㈱ 　　　　 埼玉県

半蔵門線三越前駅構内AB線９K551
～９K７６９ｍ ダクタイルセグメント漏
水箇所調査及び補修その他工事

東京メトロ 東亜グラウト工業㈱ 　　　　　東京都

2
秋里下水終末処理場 №４汚泥脱水機
部品取替え工事

鳥取市下水環境部
月島テクノメンテ
サービス㈱

　　　　　鳥取県

葛西臨海公園放送設備改修工事 東京都建設局 三峰電気㈱ 　　　　　東京都

半蔵門線三越前駅構内AB線９K551
～９K７６９ｍ ダクタイルセグメント漏
水箇所調査及び補修その他工事

東京メトロ 東亜グラウト工業㈱ 　　　　　東京都

美々津橋改修塗装工事 宮崎県日向土木事務所 ショーボンド建設㈱ 4450㎡　 宮崎県
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年・月 工 事 件 名 施      主 施工業者 数量　　所在地

施 工 実 績

3
半蔵門線三越前駅構内AB線９K551
～９K７６９ｍ ダクタイルセグメント漏
水箇所調査及び補修その他工事

東京メトロ 東亜グラウト工業㈱ 　　　　　東京都

4
半蔵門線三越前駅構内AB線９K551
～９K７６９ｍ ダクタイルセグメント漏
水箇所調査及び補修その他工事

東京メトロ 東亜グラウト工業㈱ 　　　　　東京都

Ｈ 21. 7
雲出川左岸浄化センター2号汚泥脱水
機分解点検工事

財法）三重県下
水道公社

月島テクノメンテ
サービス㈱

　　　　  三重県

羽田空港共同溝内防食工事 国土交通省東京航空局 東急建設㈱ 　　　　　東京都

9
東部浄化センター№１汚泥脱水機
ほか整備工事

一宮市水道事業等
管理者

月島テクノメンテ
サービス㈱

　　　　　愛知県

10
一般国道274号むかわ町山水橋高欄
補修外一連工事

北海道開発局
室蘭開発建設部

門脇建設㈱ 　　　　 北海道

10
大江戸線新宿第二シールド漏水補修
工事

東京メトロ ㈱奥村組 　　　　　東京都

11
秋里下水終末処理場 №４汚泥脱水機
点検業務

鳥取市下水環境部
月島テクノメンテ
サービス㈱

　　　　　鳥取県

脱水設備修繕工事 中川水環境センター
月島テクノメンテ
サービス㈱ 　　　　 埼玉県

Ｈ 22. 1 美々津橋改修塗装第２期工事 宮崎県日向土木事務所 ショーボンド建設㈱ 4450㎡　 宮崎県

2
平成２１年度交付国橋中第５－３７－２号
橋梁補修工事

大分県中津土木
事務所

ピーエム工業㈱ 　　　　　大分県

3
平成21年度清水港新興津岸壁
（－15ｍ）築造工事

国土交通省
中部地方整備局

あおみ建設㈱ 3500㎡　 静岡県

長木川橋他耐震補強工事
国土交通省
東北地方整備局
能代河川国道事務所

㈱笹谷建設

4 定期点検修理（汚泥脱水機 №２） 知多市 月島機械㈱

終処分場浸出水処理施設鋼製水槽工事 福知山市役所 大京産業㈱
セラ

200㎡　　福知山市

5 下戸橋補修工事 宇陀市土木部 ㈱豊国 2150㎡　　奈良県

羽田空港共同溝内防食工事 国土交通省東京航空局 ㈱淺沼組 　　　　　東京都

7 羽田空港共同溝内防食工事 国土交通省東京航空局 ㈱淺沼組 　　　　　東京都

8 羽田空港共同溝内防食工事 国土交通省東京航空局 ㈱淺沼組 450㎡　　東京都

川瀬橋塗装工事 紀宝町 オクサコ塗装 2500㎡　　紀宝町

9 静清浄化センター汚泥脱水設備修繕工事 静岡県下水道公社
月島テクノメンテ
サービス㈱ 350㎡　 静岡県

平成21年度(繰越)市単独事業
豊洲小学校体育館屋根改修工事

須坂市役所 マツナガ建設株 　　　　 　長野県

10
平成21年度清水港 新興津岸壁
（-15ｍ）製造工事

国土交通省
中部地方整備局

りんかい日産建設㈱ 900㎡　　静岡県
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公 共 事 業    Prevent CR

年・月 工 事 件 名 施      主 施工業者 数量　　所在地

施 工 実 績

11 元荒川水環境センター脱水設備修繕
月島テクノメンテ
サービス㈱ 300㎡　 東京都

羽田空港共同溝内防食工事 国土交通省東京航空局 ㈱淺沼組 100㎡　　東京都

都営大江戸線新宿第二シールド漏水
補修工事

東京メトロ 徳倉建設㈱ 100㎡　 東京都

中島浄化センター脱水設備修繕
月島テクノメンテ
サービス㈱ 　　　　 静岡市

12 羽田空港共同溝内防食工事 国土交通省東京航空局 ㈱淺沼組 150㎡　　東京都

東部浄化センター汚泥脱水機
№３オーバーホール工事

熊本市上下水道局 月島機械㈱ 　  　　　　熊本市

東部浄化センター№３脱水機ほか整備工事
一宮市水道事業等
管理者

月島機械㈱ 100㎡　　愛知県

H 23. 1 衣浦西部浄化センター№３脱水機修繕 衣浦西部浄化センター 月島機械㈱ 　　　　　　愛知県

羽田空港共同溝内防食工事 国土交通省東京航空局 ㈱淺沼組 　　　　　東京都

大淀処理場№３汚泥脱水設備定期点検整備 宮崎市上下水道局 月島機械㈱ 　　　　　　宮崎市

寝屋川北部流域下水道

鴻池水みらいセンター
月島テクノメンテ
サービス㈱

200㎡　　東大阪市

2 羽田空港共同溝内防食工事 国土交通省東京航空局 ㈱淺沼組 　　　　　東京都

池田市緑のセンター施設防食塗装工事
財）池田市公共施設
管理公社 100㎡　　大阪府

大分空港歩道ルーフ塗装その他工事 国土交通省大阪航空局 400㎡　　大分県

南部浄化センター№３重力濃縮脱水
機オーバーホール工事

熊本市上下水道局 月島機械㈱ 　　　　熊本市

ふるさと農道緊急整備事業
伊唐地区繰 21－1工区

鹿児島県北薩地域振興局農
林水産部農村整備課 (有)背戸口塗装 　　　鹿児島県

ＣＲセラ

5 鹿児島道路サービス 　　　鹿児島県

9 鹿児島道路サービス 　　　鹿児島県

羽田空港共同溝内防食工事 国土交通省東京航空局 ㈱淺沼組 　　　　　東京都

11 脱水機設備修繕 中川水環境センター
月島テクノメンテ
サービス㈱ 　　　　 埼玉県

羽田空港共同溝内防食工事 国土交通省東京航空局 ㈱淺沼組 　　　　　東京都

H 24. 1 大淀処理場№2汚泥脱水設備定期点検整備 宮崎市上下水道局 月島機械㈱ 　　　　　　宮崎市

平成23年度延岡管内南地区橋梁補修
工事

国土交通省九州地方
整備局
延岡河川国道事務所 湯川建設㈱ 1000㎡　宮崎県

JAXA内之浦 ＃8000　鹿児島県

東部浄化センター№２脱水機ほか整備工事 一宮市 月島機械㈱ 　　　　　愛知県

寝屋川北部流域下水道

鴻池水みらいセンター
月島テクノメンテ
サービス㈱

100㎡　　東大阪市

2 雲出川左岸浄化センター汚泥脱水機点検工事
財法）三重県下水道公
社

月島機械㈱ 　　　　  三重県

2 衣浦西部浄化センター脱水機修繕工事 衣浦西部浄化センター 月島機械㈱ 　　　　　愛知県

六甲有料道路新土橋他1橋耐震補強・補修 神戸市道路公社 ボンドエンジニアリング 　800㎡　神戸市

伊唐大橋鉄部防食工事 ㈱桑木組 　　　鹿児島県

熊本菊鹿線（高田橋）単県橋梁補修
（地道債）工事

菊池地域振興局 ㈱ミサト技研 　　　 熊本県
ＣＲセラ
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公 共 事 業    Prevent CR

年・月 工 事 件 名 施      主 施工業者 数量　　所在地

施 工 実 績

3 工第建６７号（国）瑞穂橋改修工事 日立市長 (有)エスケー 　　　　日立市

5 霞橋架替工事(上部架設工） 横浜市道路局 北日本機械㈱ 　50㎡　横浜市

東部方面管理事務所管内橋梁補修工事 大阪市建設局 中井商工㈱ 　　　　大阪市

広川町橋梁長寿命化対策工事 広川町 ㈱初島組 200㎡　和歌山県

6
平成23年度延岡管内南地区橋梁補修
工事

国土交通省九州地方
整備局
延岡河川国道事務所 湯川建設㈱ 100㎡　宮崎県

8
寝屋川北部流域下水道

鴻池水みらいセンター
月島テクノメンテ
サービス㈱

      　　東大阪市

10 霞橋架替工事(上部架設工） 横浜市道路局 北日本機械㈱ 100㎡　横浜市

北浦大橋張出床板補修工事
茨城県潮来
土木事務所

㈱いずみや 　　　茨城県

工弟建６７号（国）瑞穂橋改修工事 日立市 (有)エスケー 　　日立市

11 中川水循環センター脱水機設備修繕 中川水環境センター
月島テクノメンテ
サービス㈱ 300㎡　埼玉県

H25・ 1
寝屋川北部流域下水道

鴻池水みらいセンター
月島テクノメンテ
サービス㈱

150㎡　　東大阪市

衣浦西部流域 下水道管理事業
２号脱水機計画修繕工事（工事番号
3122485）

愛知県知多建設
事務所

月島機械㈱ 150㎡　  愛知県

人吉水上線（柳瀬橋）単県橋梁補修工事
熊本県球磨
地域振興局

(有)田中土建 　　　　　　熊本県

平成24年度祝子大橋外橋梁補修工事
国土交通省九州整備局
延岡河川国道事務所 旭建設株 　　　　　宮崎県

2
三笠川浄化センター2系脱硫塔架台　　塗
装工事

福岡県下水道公社 月島機械㈱ 　　　　　福岡県

県中浄化センター第12中０００６号
汚泥処理設備点検整備

公益財団法人
福島県下水道公社

月島テクノメンテ
サービス㈱ 福島県　　　

一般国道375号新大渡橋橋梁補修工事 ㈱東豊建設 　　　東広島市

大淀処理場№４汚泥脱水設備定期
点検整備

宮崎市上下水道局 月島機械㈱ 　　　　　宮崎県

5 厳島橋橋梁長寿命化修繕工事 川崎市 ㈱澤田組 　　　　　川崎市

9 H24沼田管内橋梁補修工事
国土交通省関東地方備
局高崎河川国道事務所

ドービー建設工業㈱

9
高速電気軌道第1-7号線地下構造物改良
工事

大阪市交通局 東急建設㈱ 　　　大阪市

10 辻堂浄化センター6号汚泥脱水機工事 月島ﾃｸﾉﾒﾝﾃｻｰﾋﾞｽ㈱

農道保全対策事業(基幹)伊唐地区
25-1工区

㈱市坪建装

11 保全管理工事(25－土木） スバル興業㈱

田辺駅火災対策設備整備その他工事(建
築の部）

大阪市交通局 ㈱横井工務店 　　　大阪市

平成25年度　水管橋支承部補修工事 京築地区水道企業団 高分子防水㈱
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公 共 事 業    Prevent CR

年・月 工 事 件 名 施      主 施工業者 数量　　所在地

施 工 実 績

中川水循環センター脱水機設備修繕 中川水環境センター 月島ﾃｸﾉﾒﾝﾃｻｰﾋﾞｽ㈱ 　　埼玉県

花見川終末処理場
汚泥処理設備修繕工事

千葉県下水道公社 月島ﾃｸﾉﾒﾝﾃｻｰﾋﾞｽ㈱ 　　千葉県

H26・ 1 長原駅火災対策設備整備その他工事 大阪市交通局 ㈱横井工務店 　　　大阪市

東部浄化センター汚泥脱水機
№4オーバーホール工事

熊本市上下水道事業管
理者

月島機械㈱ 　　　熊本市

№3汚泥脱水機他修繕工事
公益財団法人
福岡下水道管理センター
多々良川浄化センター

月島機械㈱ 　　　福岡県

送水ポンプ室室内配管改修工事 交野水道局 ㈱西工務店 大阪府交野市

高須橋補強工事
茨城県龍ヶ崎事務
所

㈱平川建設 　　茨城県

高速電気軌道第1-7号線地下構造物改良
工事

大阪市交通局 東急建設㈱ 　　　大阪市

2
大淀処理場 №２汚泥脱水設備
定期点検整備

宮崎市上下水道局 月島機械㈱ 　　　宮崎市

平成25年度延岡管内北地区橋梁補修
工事

国土交通省 湯川建設㈱ 　　宮崎県

3 平成25年度鴨部川橋耐震補強工事
国土交通省香川河川
国道事務所 ㈱富田組

5
補助公共　社会資本総合整備(市街地
整備）　橋梁補修(塗装塗替工）

群馬県沼田土木事務所 ㈱フジ建装 　　群馬県

東京湾アクアライン管内道路保全
工事業務橋梁塗装工

㈱ネクスコ・メンテナン
ス関東アクア事務所 ㈱保全サービス

6 平成26年度福岡高速土木維持補修業務 国土交通省
㈱山九ロード
エンジニアリング 　　福島県

7 一般国道５号小樽市 張碓橋補修工事 国土交通省 ㈱阿部建設 　　　小樽市

9 一般国道５号小樽市 張碓橋補修工事 国土交通省 ㈱阿部建設 　　　小樽市

平成26年度みち維第51号
みちのく有料道路道路維持保全工事

国土交通省 ㈱大坂組

雲出川左岸浄化センター汚泥処理設備３号
汚泥脱水機分解整備工事

財法）三重県下水道公
社

月島機械㈱ 　　　　  三重県

10
平成26年度辻堂浄化センター汚泥
処理設備修繕工事

藤沢市 月島ﾃｸﾉﾒﾝﾃｻｰﾋﾞｽ㈱ 　　　藤沢市

中川水循環センター脱水機設備修繕 中川水環境センター 月島ﾃｸﾉﾒﾝﾃｻｰﾋﾞｽ㈱ 　　埼玉県

H27・ 1 白鬚橋長寿延命工事 東京都第六建設事務所 宮地エンジニアリング 　　　東京都

神崎橋塗装工事 大阪市建設局 ㈱小林塗装店 　　　大阪市

瓜破大橋 大阪市建設局 ファースト建設 　　　大阪市

市道中部593・594・595号線橋舗装
補修工事

相馬市 ㈱ハギハラ 　　相馬市

唐湊陸橋階段補修工事 鹿児島市 ㈱新栄

2 東山公園橋橋梁修繕工事 たつの市 ㈱西田組 　　　兵庫県
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公 共 事 業    Prevent CR

年・月 工 事 件 名 施      主 施工業者 数量　　所在地

施 工 実 績

西部水資源再生センター№４－１汚泥
脱水機修理

広島市西部水資源
再生センター

月島機械㈱ 　　　広島市

町道洞尾蔵土線（洞尾橋）橋梁舗装工事 古座川町 ㈲立会建設

重富跨線橋外１橋　橋梁補修工事 大英建設㈱
　鹿児島県
　　始良市

Ｈ２６常陸管内道路情報板工事
更新外工事

国土交通省関東地方整備局
常陸河川国道事務所 星和電機㈱

町道平井上地玉野線（後呂橋）橋梁塗装
工事

古座川町 東出組

3 長柄橋外１橋耐震対策その他工事 大阪市建設局 ショーボンド建設㈱ 　　大阪市

馬渡橋（市道東本荘県守線）橋梁補修
工事

篠山市 ㈱共栄 　　　兵庫県

6
越後湯沢石打間 171ｋ250ｍ付近
湯元跨線橋補修

新潟土木技術センター 東鉄工業㈱ 新潟県湯沢町

雲津川左岸浄化センター 汚泥処理設備
1号汚泥搬送コンベアほか修繕工事

公益財団法人
三重県下水道公社 月島機械㈱ 　　　　  三重県

7 平成２７年度 福岡高速土木維持補修業務
㈱山九ロード
エンジニアリング

9 灘浜大橋橋梁防食補修工事
兵庫県姫路市道路部
道路整備改善課 磯部塗装 　　　　姫路市

みちのく有料道路 道路維持保全工事 青森県道路公社 ㈱大坂組 　　　　青森県

10 北部方面管理事務所管内橋梁補修工事 大阪市建設局 ㈱山陽レジン 　　大阪市

辻堂浄化センター汚泥処理設備修繕工事 月島ﾃｸﾉﾒﾝﾃｻｰﾋﾞｽ㈱

下河原水再生センター汚泥脱水設備修繕
工事

宇都宮市下河原水
再生センター 月島機械㈱

汚泥共同処理施設焼却炉設備等
定期修繕工事

金沢市企画局 月島機械㈱

11 麦田橋外橋梁補修工事 宮城県松島町 ㈱丸本工業所

国道161号坂本高架橋他橋梁補修工事 滋賀国道事務所 ショーボンド建設㈱

道路橋りよう整備（交付）工事（橋梁補修）
野干橋

福島県南相津
建設事務所 久米工業㈱

中川水循環センター脱水機設備修繕 中川水環境センター 月島ﾃｸﾉﾒﾝﾃｻｰﾋﾞｽ㈱ 　　埼玉県

平成２７年度 小出維持管内橋梁補修工事 伊米ヶ崎建設株

平成２７年度 第Ｂ341-2号国道477号補助
道路橋梁修繕工事（神渓橋）

滋賀県甲賀
土木事務所 鳥羽建設㈱

平成２７年度 第Ｂ341-5号国道477号補助
道路橋梁修繕工事（夫婦岩橋）

滋賀県甲賀
土木事務所 鳥羽建設㈱

12
花見川終末処理場
汚泥処理設備修繕工事

千葉県下水道公社 月島ﾃｸﾉﾒﾝﾃｻｰﾋﾞｽ㈱ 　　千葉県

H28  1 国道161号坂本高架橋他橋梁補修工事 滋賀国道事務所 ショーボンド建設㈱

平成27年度 下施修第708号静静浄化
センターNo.１汚泥脱水設備修繕

月島ﾃｸﾉﾒﾝﾃｻｰﾋﾞｽ㈱
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公 共 事 業    Prevent CR

年・月 工 事 件 名 施      主 施工業者 数量　　所在地

施 工 実 績

東部浄化センターＢ系汚泥脱水機
No.３　オーバーホール工事

熊本市上下水道局 月島機械㈱

2 側川橋補修工事 和泉市 ㈱ＳＯＴＥＣ

花見川終末処理場
汚泥処理設備修繕工事

千葉県下水道公社 月島ﾃｸﾉﾒﾝﾃｻｰﾋﾞｽ㈱ 　　千葉県

大淀処理場 №４ 汚泥脱水機
定期点検整備

宮崎市上下水道局 月島機械㈱

新森小路橋外５橋架替その他工事 大阪市建設局 ㈱泉建設工業

4 飯田川地区構造物修繕工事
国土交通省東北地方
整備局秋田河川国道
事務所

㈱菅与組 　　秋田県

5 仙北地区橋梁補修工事
国土交通省東北地方
整備局秋田河川国道
事務所

はりま建設㈱ 　　秋田県

市道新幹線側道1号線354－1号橋梁
補修その３工事

開成建設㈱ 　　岩手県

市道橋補修工事（坂下橋） 大津市 ジョイテック㈱ 　　滋賀県

6
一般国道 170号外 橋梁維持修繕工事
(単価契約）（H28富田林土木事務所）

大阪府富田林
土木事務所

山本建設工業㈱ 　　大阪府

7
雲津川左岸浄化センター 汚泥処理設備
4号汚泥脱水機ほか分解整備工事

公益財団法人
三重県下水道公社 月島機械㈱ 　　　　  三重県

8
みちのく有料道路維持管理保全工事（桧木平
橋補修）　Ｐ1～Ｐ2径間橋梁補修工事 青森県道路公社 ㈱大坂組 　　　　青森県

9 橋梁長寿命化修繕工事 ゼロ建設工業株

静岡県富士市西部浄化センター
ＮＯ．3，４脱水機修繕工事

静岡県富士市
西部浄化センター

月島機械㈱

10 西部方面管内橋梁補修工事 中井商工㈱ 　　　　大阪府

静岡県富士市西部浄化センター
ＮＯ．3，４脱水機修繕工事

静岡県富士市
西部浄化センター

月島機械㈱

川津高野線 大股橋補修工事(防災・
安全交付金事業（地方道橋りょう補修））

奈良県五条
土木事務所

㈱長谷川建設

11
宇都宮市下河原水再生センター
汚泥脱水機設備修繕工事

宇都宮市上下水道
事業管理者

月島機械㈱

広芝橋ほか２橋補修及び耐震補強工事 吹田市土木部
㈱オカモトコントラク
ションシステム

大阪府吹田市

中川水循環センター脱水機設備修繕 中川水環境センター 月島ﾃｸﾉﾒﾝﾃｻｰﾋﾞｽ㈱ 　　埼玉県

高浜歩道橋補修工事 姫路市 ㈱交邦

辻堂浄化センター汚泥処理設備修繕
工事

月島ﾃｸﾉﾒﾝﾃｻｰﾋﾞｽ㈱

雲津川左岸浄化センター 汚泥処理設備 公益財団法人
三重県下水道公社 月島機械㈱ 　　　　  三重県

橋梁補修工事　土　第16号 ㈱オーテック

12 柳田歩道橋修繕工事

浦安橋維持工事(塗装） 東京都第五建設事務所 三和塗装工業㈱
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H29  1 平成２８年度 橋りょう補修工事 ㈱匠南建設

平成２８年度 防安地橋大 第４－１５号
　橋梁補修工事

大分土木事務所 ピーエム工業㈱ 　大分県

衣浦西部流域 下水道管理事業 愛知県知多建設
事務所

月島機械㈱ 　  愛知県

一宮東部浄化センター
一宮市水道事業等
管理者

月島テクノメンテ
サービス㈱

　　　　　愛知県

五条川右岸浄化
センター

2 大谷川橋歩道橋補修工事 城陽市 悠紀建設㈱ 　　　　城陽市

3
地下鉄南北線真美沢高架橋漏水対策
工事

仙台市交通事業者 ㈱丸本工業所 　　　仙台市

4 西部浄水場１系薬品沈殿池機械設備工事 香川県 月島機械㈱ 　　香川県

5
一般国道173号天王坂三之橋耐震
補強工事

大阪府都市整備部
池田土木事務所

㈱IHIインフラ建設 　　　大阪府

舞鶴クレインブリッジ(大波下浦入線）
　橋梁長寿命化補修工事

舞鶴市 ㈲スミノ塗装 　　　舞鶴市

6
平成29年度湯沢維持管内
橋梁補修工事

㈱レックス 新潟県湯沢町
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