
工種 工事件名 施工場所 工事内容 工法 受注日

推進 新町地内汚水管渠築造工事 福岡県 コブラ φ300ＨＰ Ｌ＝87.17ｍ（2ｓ） 2017年1月
推進 西部幹線（勝谷～長府珠の浦）建設工事 山口県 試掘工 地質調査 1式 1式 2017年1月
推進 防府400Ａ導管工事（Ⅱ期工事）推進C部 山口県 ケーシング立坑 薬液注入工 φ500鋼管 φ2000　2箇所 1式 Ｌ＝6.00ｍ 2017年2月
推進 防府400Ａ導管工事（Ⅱ期工事）推進D部 山口県 ケーシング立坑 薬液注入工 φ500鋼管 φ2000　2箇所 1式 Ｌ＝7.00ｍ 2017年2月
推進 防府400Ａ導管工事（Ⅱ期工事）推進E部 山口県 ケーシング立坑 薬液注入工 φ500鋼管 φ2000　2箇所 1式 Ｌ＝10.00ｍ 2017年2月
推進 防府400Ａ導管工事（Ⅱ期工事）推進F部 山口県 ケーシング立坑 薬液注入工 φ500鋼管 φ2000　2箇所 1式 Ｌ＝9.00ｍ 2017年2月
大口径 井堀西港町主要幹線（その2）管渠更生工事 福岡県 管渠更生工事 ＳＰＲ φ900 309.210ｍ 2017年3月
小口径 平成28年度　浜脇三丁目雨水管きょ更生工事 大分県 管渠更生工事 シームレスシステム φ450 86.25ｍ 2017年2月
小口径 宮の杜団地内管渠補修工事 福岡県 管渠布設替工事 シームレスシステム 本管内面補修工　φ250mm 枝管部分内面補修工φ250-150mm 部分布設替工 ４箇所 ２３箇所 4ｍ 2017年2月
小口径 下水道災害復旧工事（第78号） 熊本県 災害復旧工事 管渠更生工 内面補強工 止水工 1式 4箇所 5箇所 2017年2月
土木 T鋼3CC（T鋼第3連続鋳造設備） 福岡県 2017年2月
土木 大字呼野他配水管布設替工事 福岡県 中詰注入工 Ｌ＝27.50ｍ 2.60m3 2017年2月
土木 城山西線道路改築工事（28-5） 福岡県 道路土工 Ｕ字擁壁工（底版） 構造物取壊工 アスファルト舗装工 1式 1式 1式 2017年3月
土木 下水道災害復旧工事（第116号） 熊本県 開削（ＰＲＰφ200他） 管渠更生工（ＨＰφ250他） 996.6ｍ他 22.1ｍ他 2017年4月
推進 九州北部幹線建設工事2区間7-5工区月田川推進工事 福岡県 推進工事 立坑φ4000 φ800鋼管 薬液注入工 2基 Ｌ＝22.70ｍ 1式 2017年2月
推進 上馬寄一丁目他配水管布設替工事 福岡県 推進工事 推進工 薬液注入工 立坑工（発進・到達） 1式 1式 φ2500　φ1500 2017年3月
推進 西港町配水管布設替工事（28-2） 福岡県 小口径推進工 φ500他 立坑工φ2000 薬液注入工 1箇所他 2箇所他 1式 2017年6月
推進 九州北部幹線建設工事1区間（3工区） 福岡県 ライナープレート立坑φ3000 φ800鋼管 薬液注入工 2基 Ｌ＝8.00ｍ 1式 2017年6月
特殊 下水道災害復旧工事（第77号） 熊本県 止水工事 マグマロック 止水工 4箇所 2017年2月

ポリウレア スレート屋根B補修塗装工事 A棟 B棟 福岡県 ポリウレア樹脂吹付工 ポリウレア吹付 2017年3月
大口径 青山一丁目地内他管渠更生工事 福岡県 管更生工 ＳＰＲ φ500 φ600 φ700 63.8ｍ 51.4ｍ 295.8ｍ 2017年8月
大口径 門司港新町遮集幹線（その2）管渠更生工事 福岡県 管渠更生工 管更生工 φ1500 Ｌ＝180.0ｍ 180.0ｍ 2017年10月
大口径 東水町大手町主要幹線（その2）管渠更生工事 福岡県 管渠更生工 ＳＰＲ φ2000 191.300ｍ 2017年11月
小口径 平成29年度　北九州地区保全工事（横断管補修工） 福岡県 本管管渠更生工 昼11.30ｍ（補修延長）　 夜235.60ｍ（補修延長） 1スパン 17スパン 2017年4月
小口径 平成29年度　久留米地区保全工事（横断管補修工） 福岡県 本管管渠更生工 昼33.0ｍ（補修延長） 夜268.0ｍ（補修延長） 2スパン 13スパン 2017年4月
小口径 管内一円道路維持管理業務委託豊浦町大字吉永横断暗渠補修 山口県 アルファライナー 2017年6月
小口径 井堀一丁目地内管渠更生工事 福岡県 φ200 取付管更生工 Ｌ＝198.05ｍ 23箇所 2017年7月
小口径 桜ケ丘町地内他管渠更生工事 福岡県 管更生工 φ250他 Ｌ＝487.75ｍ 61.5ｍ他 2017年8月
小口径 下吉田三丁目地内（その9）管渠更生工事 福岡県 管更生工 取付管更生工 枝管部分更生工 Ｌ＝189.60ｍ 25箇所 2箇所 2017年10月
小口径 一枝幹線（その5）管渠更生工事 福岡県 本管更生工 シームレスシステム 管更生工 φ250他 Ｌ＝323.00ｍ 37.3ｍ他 2017年10月
小口径 西本町一丁目地内他管渠更生工事 福岡県 本管更生工 シームレスシステム 管更生工 φ450他 Ｌ＝432.9ｍ 245.5ｍ他 2017年10月
小口径 西本町三丁目地内他管渠更生工事 福岡県 管更生工 φ250他 Ｌ＝676ｍ 335.4ｍ他 2017年10月
小口径 南本町地内他管渠更生工事 福岡県 管更生工 φ200 Ｌ＝714.95ｍ 714.95ｍ 2017年10月
小口径 勝山一丁目地内管渠更生工事 福岡県 管更生工φ200 取付管更生 Ｌ＝210.0ｍ 26.0箇所 2017年11月
小口径 西新町二丁目地内他（その1）管渠更生工事 福岡県 管渠更生工 管更生工 φ400 Ｌ＝428.200ｍ 428.00ｍ 2017年10月
小口径 南丘一丁目地内他管渠更生工事 福岡県 管渠更生工 シームレスシステム 本管更生（φ200） 枝管部分補修工（φ200） 取付管更生工 241.400ｍ 1箇所 30箇所 2017年10月
小口径 井堀四丁目地内管渠更生工事 福岡県 管渠更生工 シームレスシステム 本管更生工（φ200） 取付管更生工 296.700ｍ 35箇所 2017年10月
小口径 吉志七丁目地内管渠更生工事 福岡県 管渠更生工 シームレスシステム 本管更生工（φ200他） 枝管部分補修工 取付管更生工 100.200ｍ他 3箇所 1箇所 2017年11月
小口径 下吉田三丁目地内（その10）管渠更生工事 福岡県 本管更生工 本管更生工（φ200） 取付管更生工 枝管部分更生 Ｌ＝220.5ｍ 6箇所 18箇所 2017年12月
土木 苅田倉庫　整地・舗装工事 福岡県 整地・舗装工 1式 2017年7月
土木 新山口駅北口駅前広場施設整備に伴う屋上緑化工事 山口県 2017年9月
土木 椎田処理区管渠築造工事（8-10区） 福岡県 ケーシング立坑 φ1590ｍｍ 1.0基 2017年11月
推進 九州北部幹線建設工事2区間7-4工区汐入川推進工事 福岡県 推進工・薬液注入工 コブラ φ4000他 φ800鋼管 薬液注入工 Ｈ＝12.05ｍ他 Ｌ＝90.0ｍ 1式 2017年10月
推進 駅周辺再開発事業に伴う下水管渠移設工事（29-1工区） 長崎県 推進工 コブラ φ600ＲＭ Ｌ＝79.75ｍ 2017年8月
推進 中部汚水1号幹線及び枝線外枝線下水道築造工事（6233工区） 熊本県 推進工 パイプリターン・コブラ φ450鋼管 φ250ＨＰ Ｌ＝33.500ｍ Ｌ＝149.500ｍ 2017年6月
特殊 吉見中継ポンプ場築造工事 マグマロック 2017年5月
特殊 農災第１３号　農地等災害復旧工事（今町サイホン） 熊本県 マグマロック φ1200 6箇所 2017年10月

ポリウレア メゾーン福永Ｆ3　スレート屋根コーティング工事 福岡県 ポリウレア樹脂吹付工 ポリウレア吹付 1式 2017年7月
ポリウレア ㈱東谷本社ベランダ修繕工事 福岡県 ポリウレア樹脂吹付工 ポリウレア吹付 1式 2017年7月

管径・種類 延長・数量


