
1 九州農政局
宮崎県都城盆地農業水利事業
木ノ川内導水路１工区建設工事

大林・青木あすなろJV NTRﾌｫｰﾑ30 2006年7月 空洞充填

2
群馬県
富岡土木事務所

群馬県462号
下久保トンネル補修工事

佐田建設㈱ NTRﾌｫｰﾑ30 2006年7月 裏込め

3 横浜市　交通局
神奈川県横浜高速鉄道4号線
恩田川工区シールド

フジタＪＶ NTRﾌｫｰﾑ30 2006年8月 漏水防止

4 東京地下鉄㈱
東京都地下鉄13号線
高田馬場Ｂ線工区注入工事

熊谷JV NTRﾌｫｰﾑ30 2006年8月 漏水防止

5 西日本高速道路㈱
熊本県九州道熊本管内
構造物補修工事
(内田第1高架橋)

㈱中川組 NTRﾌｫｰﾑ40 2006年10月 中空床板

6
東京電力㈱
猪苗代電力所

福島県丸守発電所　導水路トン
ネル修繕工事

日本工営㈱ NTRﾌｫｰﾑ12 2006年10月 裏込め

7 イビデン㈱
岐阜県発電所水路トンネル修繕
工事

日本基礎技術㈱ NTRﾌｫｰﾑ40 2006年10月 空洞充填

8 農水省
岩手県岡山第三工区　治山工事
（24・25号）

㈱山下組 NTRﾌｫｰﾑ30 2006年11月
深礎工事型枠裏込

め

9 鳥取県　企業局
鳥取小鹿第二発電所
無圧隧道修繕工事

(株)創建 NTRﾌｫｰﾑ40 2006年11月 裏込め

10
富山県
砺波農地林務事務所

H18年度かんがい排水事業桜
ｹ池地区下流幹線用水路第一
工区工事

安達建設(株) NTRﾌｫｰﾑ40 2006年11月 裏込め

11 東海旅客鉄道㈱
岐阜県高山線　三川原トンネル
裏込注入工事

名工建設㈱ NTRﾌｫｰﾑ40 2006年12月 空洞充填

12
東京電力㈱
栃木支社

所野第二発電所水路トンネル修
繕工事他2件

東武建設㈱ NTRﾌｫｰﾑ30 2006年12月 裏込め

13
東京電力㈱
山梨支社

八ﾂ沢発電所　導水路トンネル
修繕工事

日本工営㈱ NTRﾌｫｰﾑ12 2007年1月 裏込め

14 東京都　交通局
都営新宿線　住吉シールド強化
工事

鹿島建設(株) NTRﾌｫｰﾑ12 2007年1月 空洞充填

15
高知県中央西土木
事務所　越知事務所

国道494号斗賀野トンネル補修
工事

長香開発㈱ NTRﾌｫｰﾑ40 2007年1月 裏込め

16
愛媛県　西条地方局　　　伊
予三島土木事務所

（主）川之江大豊線防災緊急対
策工事（笹ヶ峰トンネル）

ショーボンド建設㈱ NTRﾌｫｰﾑ40 2007年1月 裏込め

17
農林省東北農政局最上川  下
流沿岸農業水利事業所

山形県最上川左岸幹線　　トン
ネル改修（その１）工事

㈱佐藤工務 NTRﾌｫｰﾑ30 2007年1月 裏込め

18 東海旅客鉄道㈱
山梨県身延線　第二内船トンネ
ル　　　　　覆工修繕工事

名工建設㈱ NTRﾌｫｰﾑ40 2007年2月 裏込め

19
関東農政局　中信平
二期農業水利事業所

長野県H18年度中信平二期農業
水利事業　梓川幹線その２工事

ライト工業㈱ NTRﾌｫｰﾑ10 2007年2月 裏込め

20 千葉県　水道局 花見川水管橋　法面修繕工事 九州建設工業㈱ NTRﾌｫｰﾑ40 2007年2月 空洞充填

21 イビデン㈱
岐阜県発電所水路トンネル補修
工事

㈱奥村組 NTRﾌｫｰﾑ40 2007年2月 裏込め

22 九州農政局
宮崎県都城盆地農業水利事業
木ノ川内導水路１工区建設工事

大林・青木あすなろJV NTRﾌｫｰﾑ12 2007年4月 空洞充填

23
富山県
砺波土木事務所

滝谷トンネル補強工事 中越興業㈱ NTRﾌｫｰﾑ40 2007年5月 裏込め

24 鉄道運輸機構
長野県北幹　飯山Ｔ(富倉）他
工事

熊谷・日本国土・大本JV NTRﾌｫｰﾑ30 2007年5月 間詰め

25
四国地方整備局
中村河川国道事務所

高知県間トンネル補修工事 ミタニ建設工業㈱ NTRﾌｫｰﾑ40 2007年5月 裏込め

26 国土交通省
東京都圏央道高尾山トンネル
（その１）工事

大成・大林・大豊JV NTRﾌｫｰﾑ12 2007年5月 間詰め

27
静岡県
下田土木事務所

国135号災害防除工事
(熱川トンネル補修工)

河津建設㈱ NTRﾌｫｰﾑ40 2007年6月 裏込め

28 伊豆急行㈱
平成19年度ﾄﾝﾈﾙ補強工事
朝日台ﾄﾝﾈﾙ（その1）・
城山ﾄﾝﾈﾙ（その4）

東急建設(株) NTRﾌｫｰﾑ40 2007年6月 裏込め

29 東海旅客鉄道㈱
07新工決第210号東栄・出馬間
城山トンネル復工修繕工事

名工建設㈱ NTRﾌｫｰﾑ12 2007年6月 裏込め

30 東京地下鉄㈱
新宿線　篠崎駅エレベータ
設置土木工事

(株)熊谷組 NTRﾌｫｰﾑ30 2007年8月 裏込め
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31 小田急電鉄㈱ 東京都小田急代田工事 鹿島・奥村・フジタJV NTRﾌｫｰﾑ30 2007年10月 裏込め

32 東京電力㈱
栃木県栗山発電所　水路修繕工
事

日本工営㈱ NTRﾌｫｰﾑ12 2007年10月 裏込め

33
北陸地方整備局
長岡国道事務所

新潟８号線　災害復旧工事 ㈱植木組 NTRﾌｫｰﾑ12 2007年10月 間隙充填

34
兵庫県　　　　　　　豊岡土
地改良事務所

浮田堰隧道　水路トンネル ライト工業㈱ NTRﾌｫｰﾑ30・40 2007年11月 裏込め

35
農林省東北農政局最上川  下
流沿岸農業水利事業所

最上川右岸幹線トンネル改修
（その３）工事

㈱佐藤工務 NTRﾌｫｰﾑ30 2007年11月 裏込め

36 東京電力㈱
箒川発電所導水路交差部
補強工事

大成建設㈱ NTRﾌｫｰﾑ12 2007年11月 裏込め

37 愛知県 多米トンネル 青葉工業㈱ NTRﾌｫｰﾑ40 2007年12月 裏込め

38 千葉県
江戸川左岸流域下水道
管渠築造工事

大林・岡本JV NTRﾌｫｰﾑ40 2007年12月 裏込め

39 東日本旅客鉄道㈱
岩手県山田線大志田浅岸間
折戸Ｔ覆工修繕工事

仙建工業(株) NTRﾌｫｰﾑ40 2008年1月 裏込め

40 青森県
蔦川地区災害関連
緊急治山工事

田中建設工業㈱ NTRﾌｫｰﾑ30 2008年1月 裏込め

41 新潟県開発公社
第二太夫浜霊苑
鋼製擁壁補強工事

㈱近藤組 NTRﾌｫｰﾑ12 2008年2月 間隙充填

42 東北森林管理局
庄内森林管理署

鱒淵沢（Ⅱ）災害関連
緊急治山工事

㈱大栄 NTRﾌｫｰﾑ30 2008年2月 裏込め

43
埼玉県川越農林
振興センター

19古南第102号
樋管補強工事

初雁興業㈱ NTRﾌｫｰﾑ12 2008年2月 裏込め

44
国土交通省
四国地方整備局

高知県赤土トンネル補修工
事

ミタニ建設工業㈱ NTRﾌｫｰﾑ40 2008年2月 裏込め

45
(独）水資源機構
群馬用水総合事務所

宮昌寺第２トンネル
応急対策工事

㈱栗原組 NTRﾌｫｰﾑ40 2008年2月 裏込め

46 昭和電工(株)
埼玉秩父発電所
導水路補修工事

日本工営㈱ NTRﾌｫｰﾑ12 2008年2月 裏込め

47 九州農政局
都城盆地農業水利事業　木ノ川
内導水路１工区建設工事

大林・青木あすなろJV NTRﾌｫｰﾑ12 2008年4月 空洞充填

48 東京電力(株)
群馬県福岡発電所
水路修繕工事

萬屋建設㈱ NTRﾌｫｰﾑ30 2008年5月 裏込め

49 奈良県
川上村地すべり対策工事
（集水井裏込め注入工）

双和建設(株) NTRﾌｫｰﾑ30 2008年6月 裏込め

50
群馬県
中之条土木事務所

単独道路維持修繕事業
（国道405号白砂ﾄﾝﾈﾙ）

池原工業(株) NTRﾌｫｰﾑ12 2008年7月 裏込め

51 西日本旅客鉄道㈱
京都府新幹線　西大路高架
橋耐震補強工事

大鉄・大林・鉄建JV NTRﾌｫｰﾑ12 2008年10月 間隙充填

52
明星ｾﾒﾝﾄ(株)　　田海鉱
業所

新潟県金坂坑道補強工事 鹿島建設(株) NTRﾌｫｰﾑ12 2008年10月 裏込め

53
国交省四国地整
徳島河川国道事務所

H20年度池田管内ﾄﾝﾈﾙ補修工
事(国道192号境目ﾄﾝﾈﾙ)

ショーボンド建設㈱ NTRﾌｫｰﾑ12 2008年11月 裏込め

54 東海旅客鉄道㈱
飯田線
久頭合ﾄﾝﾈﾙ補修工事

名工建設㈱ NTRﾌｫｰﾑ12 2008年11月 裏込め

55 富山県
大長谷第二発電所
還流水路ﾄﾝﾈﾙ補修工事

㈱笹津組
NTRﾌｫｰﾑ12
NTRﾌｫｰﾑ40

2008年11月 裏込め

56 京浜急行電鉄㈱
京急本線　汐入第一隧道
(19T)空隙注入工事

㈱大林組
NTRﾌｫｰﾑ12
NTRﾌｫｰﾑ20

2008年11月 裏込め

57 三峰川発電㈱
三峰川第一発電所
本流隧道修繕工事

日本工営㈱ N-TBU 2008年12月 地山改良

58 東日本旅客鉄道㈱
東北新幹線
一ノ関ﾄﾝﾈﾙ補修工事

ユニオン建設㈱ NTRﾌｫｰﾑ12 2008年12月 裏込め

59
国交省中部地整
三重河川国道事務所

国道23号線ＢＰ
津南部地区維持工事

東進産業(株) NTRﾌｫｰﾑ12 2008年12月 間隙充填

60 京浜急行電鉄㈱
京急本線　野毛山隧道(3T)
空隙注入工事（その１）

京急建設JV NTRﾌｫｰﾑ20 2009年1月 裏込め
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61
神奈川県　　　　　　　横須
賀土木事務所

H20年度道路改良工事(公共)
(その1)(国134号桜山隧道補強)

(株)大本組 NTRﾌｫｰﾑ12 2009年2月 ｽﾄｯﾊﾟｰ

62 秩父太平洋ｾﾒﾝﾄ(株) 叶山隧道修繕工事 日本基礎技術㈱ NTRﾌｫｰﾑ30 2009年2月 裏込め

63 東京電力(株)
土村第一発電所
放水路空隙充填工事

(株)新津組 NTRﾌｫｰﾑ12 2009年3月 裏込め

64
(独）水資源機構
豊川用水総合事業部

豊川用水西武幹線水路
千両ﾄﾝﾈﾙ補修工事

日本ｾﾞﾆｽﾊﾟｲﾌﾟ(株) NTRﾌｫｰﾑ40 2009年3月 裏込め

65
沖縄総合事務局
南部国道事務所

安謝川ﾎﾞｯｸｽ背面空洞充填工
事

國幸興發(株) NTRﾌｫｰﾑ12 2009年3月 裏込め

66 東日本旅客鉄道㈱
東北本線
浦島ﾄﾝﾈﾙ覆工変状対策工事

仙建工業(株) NTRﾌｫｰﾑ40 2009年4月 裏込め

67 昭和電工(株)
秩父発電所
改良工事

日本工営㈱ NTRﾌｫｰﾑ40 2009年5月 間隙充填

68 松山市下水道部 石井5号雨水幹線ｼｰﾙﾄﾞ工事
協和エクシオ・アイエン工
業JV

NTRﾌｫｰﾑ30 2009年5月 裏込め

69 中日本高速道路(㈱ 富士川ﾄﾝﾈﾙ 鹿島建設㈱ NTRﾌｫｰﾑ12 2009年5月 ｽﾄｯﾊﾟｰ

70 京浜急行電鉄㈱
逸見第1隧道(17T)他1箇所空
隙注入工事(その1)

(株)大林組 NTRﾌｫｰﾑ20 2009年6月 裏込め

71 京浜急行電鉄㈱
野比隧道(久1T)　空隙注入
その他工事(その1)

鹿島建設(株) NTRﾌｫｰﾑ20 2009年6月 裏込め

72
西日本高速道路㈱九州支
社

九州道　粟野～鹿児島間
舗装補修工事(下り伊敷橋)

日本道路(株) NTRﾌｫｰﾑ40 2009年7月 中空床板

73 横浜市　交通局 環状4号　相武隧道補修工事 ショーボンド建設(株) NTRﾌｫｰﾑ12 2009年7月 裏込め

74 京浜急行電鉄㈱
京急本線　野毛山隧道(3T)
空隙注入工事（その２）

京急建設JV NTRﾌｫｰﾑ20 2009年8月 裏込め

75 高知県 千石ﾄﾝﾈﾙ補強工事 木本工業(株) NTRﾌｫｰﾑ40 2009年8月 裏込め

76 松山市下水道部 石井5号雨水幹線ｼｰﾙﾄﾞ工事 協和エクシオ・アイエン工業JV NTRﾌｫｰﾑ12 2009年8月 裏込め

77
山口県　岩国土木建築事
務所

主）欽明路ﾄﾝﾈﾙ補修工事 勝井建設(株) NTRﾌｫｰﾑ40 2009年10月 裏込め

78 昭和電工(株) 湯野上発電所水路修繕 日本工営㈱
NTRﾌｫｰﾑ12　NTRﾌｫｰ

ﾑ40
2009年10月 裏込め

79 東京電力(株) 鬼怒川発電所水路修繕 日本工営㈱ NTRﾌｫｰﾑ12 2009年10月 裏込め

80 大阪市建設局
国道479号清水共同溝設置工事
‐3‐3

西松・青木あすなろ・福田ＪＶ NTRﾌｫｰﾑ12 2009年10月 裏込め

81 愛知県東三河建設事務所
平成21年度　道路災害防止工事
(多米トンネル)

青葉工業㈱ NTRﾌｫｰﾑ40 2009年10月 裏込め

82 立山黒部貫光㈱ 立山ケーブル路線改修工事 日特建設㈱ NTRﾌｫｰﾑ12 2009年11月 裏込め

83 東京電力㈱ 小松発電所水路修繕工事 佐田建設㈱ NTRﾌｫｰﾑ12 2009年11月 裏込め

84 福島県
農村域環境保全整備工事2101工
事長沼地区

㈱安藤組 NTRﾌｫｰﾑ40 2010年2月 裏込め

85 東急電鉄㈱ 境山隧道（逗1T) 東急建設(株) NTRﾌｫｰﾑ40 2010年2月 裏込め

86 静岡ガス 静浜幹線 鹿島建設(株) NTRﾌｫｰﾑ30 2010年3月 裏込め

87 山梨県 山伏TN 渡建工業㈱ NTRﾌｫｰﾑ40 2010年6月 裏込め

88 東京電力 東電大塚シールド 不二グラウト工業 NTRﾌｫｰﾑ20 2010年7月 裏込め

89 三島市 下土狩文教線地盤改良工事 日特建設㈱ NTRﾌｫｰﾑ40 2010年10月 裏込め

90 立山黒部貫光㈱ 立山ケーブル路線改良工事 日特建設㈱ NTRﾌｫｰﾑ12 2010年10月 裏込め
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91 愛知県 多米トンネル改修工事 青葉工業㈱ NTRﾌｫｰﾑ40 2010年10月 裏込め

92 秋田県 楢森トンネル ライト工業㈱ NTRﾌｫｰﾑ40 2010年10月 裏込め

93 岩手県 島越トンネル 日特建設㈱ NTRﾌｫｰﾑ40 2010年11月 裏込め

94 箱根温泉供給㈱ 箱根送水管補修工事 鹿島建設㈱ NTRﾌｫｰﾑ40 2010年11月 裏込め

95 東京電力㈱ 栗山発電所水路修繕工事 日本工営㈱ NTRﾌｫｰﾑ12 2010年11月 裏込め

96 岐阜県 洞谷補給水路覆工修繕工事 協業組合H・C建設 NTRﾌｫｰﾑ40 2011年1月 裏込め

97 近畿日本鉄道㈱ 新亀谷トンネル剥落対策 ㈱大阪防水建設社 NTRﾌｫｰﾑ12 2011年1月 裏込め

98 中四国農政局 買田幹線水路改修 ライト工業㈱ NTRﾌｫｰﾑ40 2011年1月 裏込め

99 東京電力㈱
八ﾂ沢発電所　導水路トンネル
修繕工事

日本工営㈱ NTRﾌｫｰﾑ12 2011年1月 裏込め

100 京浜急行電鉄㈱ 長沢隧道覆工背面空隙注入工事 鹿島建設㈱ NTRﾌｫｰﾑ40 2011年4月 裏込め

101 熊本県 芦北地区宮浦トンネル補修工事 佐藤工業㈱ NTRﾌｫｰﾑ30 2011年4月 裏込め

102 ㈱熊谷組
福島第一原子力発電所トレンチ
遮蔽

㈱熊谷組 NTRﾌｫｰﾑ12 2011年4月 開孔閉鎖

103 如宝寺
如法寺石積擁壁補強及び墓地排
水工事

如法寺 NTRﾌｫｰﾑ12 2011年5月 裏込め

104 松本市 犀川護岸補修工事 松本土建㈱ NTRﾌｫｰﾑ12 2011年5月 裏込め

105 日油株式会社 500ｍ射場漏水防止工事 アキテック NTRﾌｫｰﾑ40 2011年7月 裏込め

106
北陸地方整備局
立山砂防事務所

水谷トンネル補修工事 杉本建設㈱ NTRﾌｫｰﾑ40 2011年7月 裏込め

107 東京電力㈱ 新高瀬川発電所水路補修工事 日本工営㈱ NTRﾌｫｰﾑ40 2011年8月 裏込め

108 大阪ガス㈱ 大阪ガス鞍掛工事 ㈱大林組 NTRﾌｫｰﾑ40 2011年8月 裏込め

109 日本原子力発電㈱
原子炉建屋背後斜面追加面取工
事

前田建設㈱ NTRﾌｫｰﾑ40 2011年8月 裏込め

110 福井県 大谷・真名峡トンネル補修工事 日特建設㈱ NTRﾌｫｰﾑ40 2011年8月 裏込め

111 大分県 野田隧道補修工事 堀土木㈱ NTRﾌｫｰﾑ12 2011年10月 裏込め

112 JR西日本
新疋田・敦賀間愛発架道橋新設
工事

大鉄工業㈱ NTRﾌｫｰﾑ40 2011年10月 裏込め

113 ジースタイル㈱ 鈴木邸補修工事 大友基礎工業㈱ NTRﾌｫｰﾑ12 2011年11月 地盤注入

114 神奈川県道路公社 真鶴トンネル補修工事 ショーボンド建設㈱ NTRﾌｫｰﾑ10 2011年11月 裏込め

115 秋田県 昭和地区構造物補修工事 ㈱清水組 NTRﾌｫｰﾑ12 2011年11月 裏込め

116 農水省
御園第二サイホン放水路充填工
事

青葉工業㈱ NTRﾌｫｰﾑ12 2011年11月 裏込め

117 横浜市 汐見台隧道補修工事 日特建設㈱ NTRﾌｫｰﾑ12 2011年12月 裏込め

118 旭化成㈱ 日向川隧道補修工事 ㈱熊谷組 NTRﾌｫｰﾑ40 2011年12月 裏込め

119 東京電力㈱ 土村発電所補修工事 ㈱新津組 NTRﾌｫｰﾑ12 2012年1月 裏込め

120 中部電力㈱ 馬伏川発電所補修工事 日本工営㈱ NTRﾌｫｰﾑ12 2012年1月 裏込め



年月 施工内容注入材施工者発注者 工事名

121 東京電力㈱ 島川原発電所水路補修工事 ㈱新津組 NTRﾌｫｰﾑ12 2012年1月 裏込め

122 JR東日本 試験施工 東鉄工業㈱ NTRﾌｫｰﾑ40 2012年1月 裏込め

123 中部電力㈱
浜岡原子力発電所防波壁設置工
事(東工区)

ハザマ・大林・前田ＪＶ
NTRﾌｫｰﾑ30
NTRﾌｫｰﾑ40

2012年10月 裏込め

124 東京電力㈱ 須川発電所他水路補修工事 日本国土開発㈱ NTRﾌｫｰﾑ12 2012年11月 裏込め

125 浜松市
浜松市新都田地区排水管改修工
事

鹿島・須山ＪＶ
NTRﾌｫｰﾑ12
NTRﾌｫｰﾑ20
NTRﾌｫｰﾑ30

2012年12月 裏込め

126 日本原子力発電㈱ 敦賀原発 福井・前田建設ＪＶ NTRﾌｫｰﾑ40 2012年12月 裏込め

127 東京電力㈱
箕輪発電所水路トンネル保全対
策工事

日本工営㈱ NTRﾌｫｰﾑ12 2013年1月 裏込め

128 東日本旅客鉄道㈱ JR滑川トンネル他補修工事 日特建設㈱ NTRﾌｫｰﾑ12 2013年1月 裏込め

129 東京電力㈱
菅沼発電所　馬伏川水路修繕工
事

日本国土開発㈱ NTRﾌｫｰﾑ40 2013年1月 裏込め

130 関西電力㈱ 寝覚発電所他導水路補修工事 環境総合テクノス NTRﾌｫｰﾑ30 2013年1月 裏込め

131 　京浜急行電鉄㈱
平坂隧道（22T)背面空洞注
入工事

三信建設工業(株) T-SRF-Aw 2013年5月 裏込め

132 新潟県 奥胎内隧道修繕工事 日特建設(株) NTRﾌｫｰﾑ30 2013年7月 開孔閉鎖

133 福井県福井土木事務所 報郷トンネル補修工事 (株)ＡＫＩＴＥＣ NTRﾌｫｰﾑ40 2013年10月 裏込め

134
神奈川県小田原土木事務
所

根府川隧道補修工事 (株)エイ・エス・ケイ NTRﾌｫｰﾑ40 2013年12月 裏込め

135 東京電力㈱
鳩川調整池右岸水路修繕工
事

不二ボーリング工業(株)
NTRﾌｫｰﾑ30
NTRﾌｫｰﾑ40

2013年12月 裏込め

136 東京電力㈱
落合発電所河内川水路修繕
工事

不二ボーリング工業(株) NTRﾌｫｰﾑ12 2014年2月 裏込め

137
石川県南加賀土木総合事
務所

橋立港線道路災害防除工事
小野坂隧道補修工事

日特建設(株) NTRﾌｫｰﾑ40 2014年3月 裏込め

138 富山県 浮体充填補修工事 日特建設(株) NTRﾌｫｰﾑ12 2014年5月 間隙充填

139 三峰川電力(株)
第一発電所熊沢隧道補修工
事

日本工営㈱ NTRﾌｫｰﾑ20 2014年7月 裏込め

140 東京電力(株) 長野県穂高充填工事 (株)辰巳商会 NTRﾌｫｰﾑ40 2014年9月 空洞充填

141 東京電力(株) 霞沢発電所導水路補修工事 (株)新津組 NTRﾌｫｰﾑ12 2014年11月 裏込め

142 東京電力(株)
旧竜島発電所 閉塞水路保全
対策工事

日本綜合建設(株)（平林建
設(株)）

NTRﾌｫｰﾑ12 2015年3月 裏込め

143
青森県三八地域県民局 八
戸港管理所

八戸港改修(総合補助)八太
郎トンネル(改良)補修工事

ショーボンド建設(株)　青
森営業所

NTRﾌｫｰﾑ40 2015年4月 裏込め

144 長野県
国道158号（修繕）災害防除
トンネル裏込め工事

金多屋建設(株) NTRﾌｫｰﾑ40 2015年10月 裏込め

145 東京電力㈱
高瀬川第一発電所水路修繕
工事（陥没対策工）

(株)新津組 NTRﾌｫｰﾑ12 2015年10月 空洞充填

146 　三峰川電力㈱ 長野県熊沢隧道補修工事 不二ボーリング工業㈱ NTRﾌｫｰﾑ20 2015年11月 裏込め

147 　東京電力㈱
東洋電力㈱小田原支社松田
制御所保守工事

東静建設株式会社
NTRﾌｫｰﾑ12
NTRﾌｫｰﾑ40

2015年11月 裏込め

148
　中国地方整備局
　広島国道事務所

広島県呉市上長迫団地擁壁
補修工事

(株)増岡組/日特建設㈱ NTRﾌｫｰﾑ12 2015年12月 擁壁空洞充填

149 　千葉県君津土木事務所
県単災害防止工事（松丘隧
道・覆工その２）

(株)宮本組/ライト工業㈱ NTRﾌｫｰﾑ40 2015年12月 裏込め

150 　大分県
防案地隧竹第1-3号トンネル
補修

㈱友岡建設 NTRﾌｫｰﾑ40 2016年1月 裏込め

151 　兵庫県高砂市 北浜隧道補修工事 ㈱澤田組 NTRﾌｫｰﾑ40 2016年2月 裏込め
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152 　青森県三八地域県民局
八戸港改修(総合補助)八太
郎トンネル(改良)補修工事

ショーボンド建設(株)　青
森営業所

NTRﾌｫｰﾑ40 2016年2月 裏込め

153 　東京電力㈱
高瀬川第五発電所調整池下
流水路改良工事

前田建設工業(株) NTRﾌｫｰﾑ12 2016年7月 裏込め

154 　古川日光発電㈱ 背戸山余水路修理工事 日本工営㈱ NTRﾌｫｰﾑ30 2016年8月 裏込め

155 東京電力(株) 霞沢発電所導水路補修工事 (株)新津組 NTRﾌｫｰﾑ12 2016年9月 裏込め

156 　東京都奥多摩出張所 室沢トンネル長寿命化工事 佐久間建設(株) NTRﾌｫｰﾑ40 2016年11月 裏込め

157 千葉県大多喜町建設課 葛藤筒森線塚越隧道工事 ㈱大磐/ライト工業㈱ NTRﾌｫｰﾑ40 2016年2月 裏込め

158 栃木県宇都宮土木事務所
地下河川耐震化工事
釜川放水路（その１）

山本建設㈱/ライト工業㈱ NTRﾌｫｰﾑ40 2017年2月 裏込め

159 群馬県藤岡土木事務所
国道トンネル保美濃山トン
ネル補修工事

塚越土建㈱/ライト工業㈱ NTRﾌｫｰﾑ40 2017年3月 裏込め

160
近畿地方整備局　北勢国道
事務所

名阪国道維持修繕工事 日本ハイウエイサービス㈱ NTRﾌｫｰﾑ40 2017年5月 空洞充填

161 JR東日本（株） 古館矢幅間橋梁補修工事 ショーボンド建設（株） NTRﾌｫｰﾑ40 2017年6月 空洞充填

162 東北電力（株）
十和田発電所小幌内川取水
路修繕工事

丸井重機建設(株) NTRﾌｫｰﾑ40 2017年9月 空洞充填

163 奈良県五条土木事務所 高時トンネル補修工事 ショーボンド建設（株） NTRﾌｫｰﾑ40 2017年10月 裏込め

164 神奈川県厚木土木事務所
高取トンネル・大沢トンネ
ル補修工事

湘南テクノ(株) NTRﾌｫｰﾑ40 2017年10月 裏込め

165 近畿農政局大和紀伊平野事務所 導水路トンネル補修 (株)エイ・エス・ケイ NTRﾌｫｰﾑ40 2017年11月 裏込め

166 奈良県五条土木事務所 猿谷トンネル補修工事 (株)宗部建設 NTRﾌｫｰﾑ40 2017年11月 裏込め

167 東京電力(株) 中ノ沢発電所補修工事 日本工営(株) NTRﾌｫｰﾑ20 2018年1月 裏込め

168
中部地方整備局
富士砂防事務所

由比地区集水井補修工事 (株)イー・ワークス NTRﾌｫｰﾑ10 2018年1月 裏込め

169
北海道開発局旭川開発建設部
名寄農業開発事業所

剣和幹線用水路補修工事 北海道三祐(株) NTRﾌｫｰﾑ12 2018年2月 裏込め

170 東京電力(株) 中ノ沢発電所水路補修工事 日本工営(株) NTRﾌｫｰﾑ20 2018年2月 裏込め

171 東京電力(株)
落合発電所又沢水路補修工
事

(株)田代組 NTRﾌｫｰﾑ40 2018年2月 裏込め

172 東京電力(株)
鬼怒川発電所放水路
廃止斜坑陥没対策工事

日本工営(株) NTRﾌｫｰﾑ12 2018年3月 裏込め

173 神奈川県土木部
H30年度R171号　新沢山トン
ネル修繕工事

ミツワ建設株式会社 NTRﾌｫｰﾑ40 2018年9月 裏込め

174 岸和田市道路維持課
主要地方道　大阪和泉泉南
線他舗装道維持修繕工事

常磐工業株式会社 NTRﾌｫｰﾑ12 2019年3月 裏込め

175 西日本電信電話(株)
大阪東総30-REC0008電気通
信設備工事

(株)ミライト NTRﾌｫｰﾑ12 2019年4月 裏込め

176 西日本高速道路(株) 関西支社大阪地区保全工事 メンテナンス関西(株) NTRﾌｫｰﾑ12 2019年5月 裏込め

174

175


