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● ＣＳモルタル工法 施工実績件数・面積（集計期間：2006年～2022年3月末まで）

ＣＳモルタル工法の施工事例につきましては、
水路補修改修工法研究会ウェブサイト（ https://www.i-care.gr.jp/ )をご覧ください。
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2006年度 岩手県 岩手県 ため池等整備事業 渋民地区第１号工事 255 m2

2006年度 香川県 舟岡池土地改良区 平成１８年度 単独市費補助土地改良事業 宮西水路改修工事 165 m2

* 2007年度 山形県 東北電力(株) 立谷沢川第一(発) 導水路他修繕工事 436 m2

2007年度 香川県 舟岡池土地改良区 平成１９年度 単独市費補助土地改良事業 寺井北角地区水路改修工事 367 m2

2007年度 香川県 観音寺市 平成１９年度 柞田幹線水路排水改良事業 (八丁２－１工区)水路整備工事 103 m2

2007年度 香川県 観音寺市 平成１９年度 柞田幹線水路排水改良事業 (八丁２－２工区)水路整備工事 193 m2

2007年度 香川県 北条池土地改良区 平成１９年度 単独市費補助土地改良事業 杉尾地区工事 419 m2

2007年度 香川県 観音寺市 平成１９年度 柞田幹線水路排水改良事業 (八丁１－１工区)水路整備工事 159 m2

2007年度 香川県 舟岡池土地改良区 平成１９年度 単独市費補助土地改良事業 野上地区 水路改修工事 523 m2

2007年度 香川県 一宮土地改良区 鹿角支線水路 改修工事 20 m2

2008年度 群馬県 群馬県 平成２０年度 経営体育成基盤整備事業 内郷地区 171 m2

2008年度 香川県 北条池土地改良区 平成２０年度 単独県費補助土地改良事業 杉尾地区工事 597 m2

2008年度 香川県 舟岡池土地改良区 平成２０年度 単独県費補助土地改良事業 柳原地区水路補修工事 458 m2

2008年度 香川県 太田土地改良区 平成２０年度 単独市費補助土地改良事業 下下所地区水路改修工事 12 m2

2008年度 香川県 香川用水土地改良区 平成２０年度 西部幹線井関カルバート補修工事 78 m2

2008年度 香川県 観音寺市 平成２０年度 柞田幹線水路排水改良事業 (大野原１工区)水路整備工事 64 m2

2008年度 香川県 平池土地改良区 平成２０年度 単独市費補助土地改良事業 上百相水路改修工事 17 m2

2008年度 香川県 平池土地改良区 平成２０年度 単独市費補助土地改良事業 原崎水路改修工事 25 m2

2008年度 香川県 舟岡池土地改良区 平成２０年度 単独市費補助土地改良事業 野上水路改修工事 485 m2

2008年度 香川県 舟岡池土地改良区 祇園水路補修工事 32 m2

2008年度 香川県 一宮土地改良区 平成２０年度 単独市費補助土地改良事業 下所水路改修工事 8 m2

2008年度 愛媛県 萩尾土地改良区 小泉水路改修工事 27 m2

2008年度 愛媛県 今治市 高橋大縄手水路外３改良工事 61 m2

2008年度 愛媛県 愛媛県 小松南川水路補修工事 20 m2

* 2009年度 山形県 東北電力(株) 大針(発)沈砂池修繕工事 101 m2

* 2009年度 新潟県 上越市 坪野地区 防火水槽漏水修繕工事 56 m2

2009年度 富山県 富山市 平成２１年度 広田用水 田畑地区水路改修工事 200 m2

2009年度 香川県 香川用水土地改良区 平成２１年度 西部幹線井関カルバート補修工事(その２) 180 m2

2009年度 香川県 観音寺市 平成２１年度 柞田幹線水路排水改良事業 (大野原地区)水路整備工事 26 m2

2009年度 香川県 舟岡池土地改良区 平成２１年度 単独県費補助土地改良事業 池尻地区水路改修工事 631 m2

2009年度 香川県 丸亀市 平成２１年度 単独県費補助(土地改良)事業 西村地区水路工事 74 m2

2009年度 香川県 三豊市 農地有効利用支援整備事業 川向２号地区水路工事 88 m2

2009年度 香川県 北条池土地改良区 平成２１年度 農地有効利用支援整備事業 本鴨１号地区 116 m2

2009年度 香川県 舟岡池土地改良区 平成２１年度 単独市費補助土地改良事業 東長井水路改修工事 96 m2

* 2009年度 愛媛県 松山市 北梅本下水排水路補修工事 22 m2

2009年度 愛媛県 松山市 吉藤五丁目水路補修工事 57 m2

2009年度 愛媛県 新居浜市 農単第８号 萩生地区水路改修工事 50 m2

* 2009年度 愛媛県 松山市 苞木下水排水路改良工事(その２) 90 m2

2009年度 愛媛県 西予市 王下水路整備工事 87 m2

* 2009年度 愛媛県 松山市 苞木下水排水路改良工事「緊急経済対策分」 60 m2

* 2009年度 愛媛県 松山市 府中下水排水路改良工事「緊急経済対策分」 23 m2

2009年度 高知県 高知市 五色山(その２)地区(農地有効利用)水路改修工事 126 m2

* 2010年度 新潟県 上越市 高尾学校前防火水槽 漏水処理工事 10 m2

* 2010年度 富山県 富山市 八尾町下新町地区 側溝補修工事 60 m2

2010年度 富山県 富山市 平成２２年度 県単独農業農村整備事業 広田地区用排水整備事業 242 m2

2010年度 富山県 富山市 平成２２年度 県単独農業農村整備事業 杉谷地区水路改修工事 158 m2

ＣＳモルタル工法 施工実績表 №1

施工年度 施工地域 発注者 工事名 施工面積

2



* 2010年度 福井県 国土交通省 国道８号 元比田跨道橋他橋梁補修工事 11 m2

2010年度 岡山県 岡山市 明石地区農業用水路改良工事 264 m2

2010年度 岡山県 鏡野町 沖地区水路改修工事 50 m2

2010年度 香川県 舟岡池土地改良区 平成２２年度 単独市費補助土地改良事業 狸塚水路改修工事 308 m2

2010年度 香川県 観音寺市 平成２２年度 柞田幹線水路排水改良事業 (大野原７工区)水路整備工事 103 m2

2010年度 香川県 観音寺市 平成２２年度 柞田幹線水路排水改良事業 (大野原８工区)水路整備工事 17 m2

2010年度 香川県 龍満池土地改良区 平成２２年度 単独県費補助土地改良事業 一本木水路改修工事 52 m2

2010年度 香川県 舟岡池土地改良区 平成２２年度 単独県費補助土地改良事業 法徳水路改修工事 254 m2

2010年度 香川県 龍満池土地改良区 平成２２年度 単独県費補助土地改良事業 天満井水路改修工事 105 m2

2010年度 香川県 観音寺市 粟井水路改修工事 10 m2

2010年度 香川県 一宮土地改良区 平成２２年度 単独市費補助土地改良事業 下所水路改修工事 159 m2

2010年度 香川県 一宮土地改良区 平成２２年度 単独市費補助土地改良事業 古水水路改修工事 110 m2

2010年度 香川県 内場池土地改良区 平成２２年度 単独県費補助土地改良事業 世中水路改修工事 275 m2

2010年度 香川県 香川県 香東川沿岸地区 一宮幹線改修その２工事 991 m2

2010年度 愛媛県 松山市 南久米町２４番地先 水路補修工事 22 m2

2010年度 愛媛県 松山市 上高野町４１番地先 水路補修工事 15 m2

* 2010年度 愛媛県 松山市 苞木甲８－１１番地先 下水排水路改良工事 60 m2

2010年度 愛媛県 新居浜市 三反地水路他２箇所改修工事 7 m2

2010年度 愛媛県 松山市 上難波水路改修工事 16 m2

2010年度 愛媛県 今治市 高橋大井出水路改修工事Ａ・Ｂ箇所 59 m2

2010年度 愛媛県 松山市 畑寺水路補修工事 31 m2

2011年度 山梨県 山梨県 県営中山間地域総合整備事業 身延北部地区 農業用用排水路第２・３号水路工事 172 m2

2011年度 富山県 富山市 平成２３年度 広田用水 田畑地区用水路補修工事 266 m2

2011年度 富山県 広田用水土地改良区 平成２３年度 上冨居地区水路改良工事 323 m2

2011年度 香川県 香川県 香東川沿岸(左岸下流)地区 中央幹線改修その２工事 1,787 m2

2011年度 香川県 香川県 香東川沿岸(左岸下流)地区 弦打幹線改修その１工事 1,320 m2

2011年度 香川県 牟礼町土地改良区 平成２３年度 単独県費補助土地改良事業 川骨池地区水路改修工事 55 m2

2011年度 香川県 舟岡池土地改良区 平成２３年度 単独県費補助土地改良事業 狸塚地区水路改修工事 616 m2

2011年度 香川県 四箇池土地改良区 平成２３年度 単独県費補助土地改良事業 十川幹線水路地区水路補修工事 506 m2

2011年度 香川県 香川用水土地改良区 平成２３年度 東部幹線鯰越１号トンネル等漏水補修工事 47 m2

2011年度 香川県 香川県 平成２３年度 香東川沿岸(左岸下流)地区 本津幹線改修その１工事 201 m2

2011年度 香川県 香川県 平成２３年度 柞田川地区水路補修その１工事 1,730 m2

2011年度 香川県 香川県 平成２３年度 柞田川地区水路補修その２工事 1,631 m2

2011年度 香川県 一宮地区環境保全団体 農地・水向上活動交付金 一宮地区環境保全団体 古水地区水路補修工事 166 m2

2011年度 香川県 一宮土地改良区 平成２３年度 単独市費補助土地改良事業 古水水路改修工事 160 m2

2011年度 香川県 一宮土地改良区 平成２３年度 単独市費補助土地改良事業 円座川向水路改修工事 111 m2

2011年度 愛媛県 松山市 夏目水路改修工事 109 m2

2011年度 愛媛県 松山市 北条高田水路改良工事 11 m2

2011年度 愛媛県 東温市 川之内狩場上井手集水桝補修工事 8 m2

2011年度 愛媛県 今治中寺保全会 中寺横町２号線水路補修工事 64 m2

2011年度 愛媛県 松山市 高井町８５６番地先水路補修工事 35 m2

2011年度 愛媛県 今治市 高橋新井手水路外１改良工事 62 m2

2011年度 愛媛県 新居浜市 古川水路修繕工事 32 m2

2011年度 愛媛県 松山市 池ノ尾用水路修繕工事 24 m2

* 2012年度 山梨県 東京電力(株) 芦川第二(発)導水路修繕工事 1,100 m2

* 2012年度 山梨県 東京電力(株) 釜無川第１(発)取水ダム修繕工事他１件(２号暗渠) 120 m2

2012年度 山梨県 山梨県 落合・湯沢地区農用排１４号及び１５号水路工事 19 m2

2012年度 岡山県 鏡野町 布原地区水路修繕工事 160 m2
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2012年度 徳島県 那賀川北岸土地改良区 Ｈ２４維持管理適正化事業 那賀川北岸地区 坂野幹線水路改良工事 206 m2

2012年度 香川県 舟岡池土地改良区 平成２４年度 単独市費補助土地改良事業 宮西水路改修工事 43 m2

2012年度 香川県 香川県 平成２４年度 香東川沿岸(上流)地区 ーの井幹線改修その５工事 806 m2

2012年度 香川県 香川県 平成２４年度 香東川沿岸(左岸下流)地区 中央幹線改修その３工事 1,464 m2

2012年度 香川県 香川県 県営北条幹線地区水路補修その１工事 1,630 m2

2012年度 香川県 舟岡池土地改良区 平成２４年度 単独県費補助土地改良事業 西長井地区水路補修工事 690 m2

2012年度 香川県 舟岡池土地改良区 平成２４年度 単独市費補助土地改良事業 野上水路補修工事 204 m2

2012年度 香川県 香川県 平成２４年度 香東川沿岸(左岸下流)地区 弦打幹線改修その２工事 466 m2

2012年度 香川県 一宮土地改良区 平成２４年度 単独市費補助土地改良事業 下所井水路改修工事 351 m2

2012年度 香川県 一宮土地改良区 平成２４年度 単独市費補助土地改良事業 古水水路改修工事 19 m2

2012年度 香川県 楠見地区水路保全組合 農地・水向上活動交付金 楠見池地区水路補修工事 87 m2

2012年度 香川県 朝早田６７９ 平成２４年度 池ノ尾用水路修繕工事 39 m2

2012年度 香川県 舟岡池土地改良区 百相坂水路補修工事 40 m2

2012年度 愛媛県 松山市 恵原町１４３７番地先水路補修工事｢緊急経済対策分｣ 21 m2

2012年度 愛媛県 松山市 中通４１９－１番地先水路補修工事｢緊急経済対策分｣ 52 m2

2012年度 愛媛県 松山市 恵原町１４５１番地先水路補修工事｢緊急経済対策分｣ 7 m2

2012年度 愛媛県 松山市 北梅本町３０４１番地地先水路補修工事 48 m2

* 2012年度 愛媛県 国土交通省 平成２３－２４年度 松山管内構造物補修工事 25 m2

2012年度 愛媛県 西予市 平成２３年度 農友1号水路改修工事 198 m2

2012年度 愛媛県 今治市 町谷久万ノせき堤農道外２改良工事 69 m2

2012年度 愛媛県 今治市 玉川長谷上井出水路改良工事 40 m2

2012年度 愛媛県 松山市 末町２７６番地先水路補修工事 70 m2

2013年度 新潟県 新潟県 上根知地区 用水路第3次工事 153 m2

* 2013年度 山梨県 東京電力(株) 早川第一(発)各所渓流取水ダム修繕工事 50 m2

2013年度 富山県 富山市 平成２４年度 農業農村基盤整備促進事業 広田用水地区断面補修工事 789 m2

2013年度 徳島県 那賀川北岸土地改良区 Ｈ２５土地改良施設維持管理適正化事業 那賀川北岸地区坂野幹線用水路補修工事 124 m2

2013年度 香川県 舟岡池土地改良区 平成２５年度 単独市費補助土地改良事業 神宮寺地区水路改修工事 458 m2

2013年度 香川県 舟岡池土地改良区 平成２５年度 単独市費補助土地改良事業 祇園水路改修工事 123 m2

2013年度 香川県 香川県 平成２５年度 香東川沿岸(左岸下流)地区 中央幹線改修その４工事 1,583 m2

2013年度 香川県 香川県 平成２５年度 香東川沿岸(上流)地区 弦打幹線改修その１工事 1,019 m2

2013年度 香川県 香川県 平成２５年度 香東川沿岸(上流)地区 弦打幹線改修その２工事 1,363 m2

2013年度 香川県 香川県 県営まんのう地区新生下水路改修その２工事 13 m2

2013年度 香川県 舟岡池土地改良区 平成２５年度 単独県費補助土地改良事業 法徳地区水路補修工事 793 m2

2013年度 香川県 四箇池土地改良区 平成２５年度 単独県費補助土地改良事業 香伯木太頭首工地区頭首工改良工事 41 m2

2013年度 香川県 香川県 さぬき南部地区羽鹿池導水路その３工事 96 m2

2013年度 香川県 東植田土地改良区 農地・水保全管理支払交付金(向上活動支援交付金) 岩上水路補修工事 54 m2

2013年度 香川県 舟岡池土地改良区 平成２５年度 単独県費補助土地改良事業 法徳支線地区水路補修工事 221 m2

2013年度 香川県 さぬき市 平成２５年度 単県石神池地区水路改修工事 88 m2

2013年度 香川県 林町土地改良区 平成２５年度 単独県費補助土地改良事業 三角水路補修工事 90 m2

2013年度 香川県 楠見池土地改良区 平成２５年度 農地・水保全管理支払交付金 楠見池地区水路補修工事 136 m2

* 2013年度 愛媛県 松山市 苞木５９－２番地先下水排水路補修工事 50 m2

* 2013年度 愛媛県 松山市 北条辻下水排水路改良工事(その２) 70 m2

2013年度 愛媛県 松山市 北斎院町水路修繕工事 20 m2

* 2013年度 愛媛県 松山市 苞木７２－２番地先下水排水路補修工事 50 m2

2013年度 愛媛県 西予市 平成２５年度 市単独稲生赤滝川用水路補修工事 100 m2

2013年度 愛媛県 治良丸土地改良区 治良丸水路目地補修工事 47 m2

2013年度 愛媛県 新居浜市 本又水路修繕工事 30 m2

ＣＳモルタル工法 施工実績表 №3
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2014年度 群馬県 群馬県 平成２５年度 県営障害防止対策事業 相馬ヶ原地区 榛名幹線水路２工事 48 m2

2014年度 富山県 広田用水土地改良区 平成２６年度 県単独農業農村整備事業 水落地区水路改修工事 143 m2

2014年度 富山県 富山市 向新庄地区 水路改修工事 132 m2

2014年度 徳島県 那賀川北岸土地改良区 H26土地改良施設維持管理適正化事業 那賀川北岸地区坂野支線水路補修工事 124 m2

2014年度 香川県 舟岡池土地改良区 単独県費補助土地改良事業 池尻地区水路改修工事 116 m2

2014年度 香川県 舟岡池土地改良区 単独県費補助土地改良事業 東長井地区水路改修工事 132 m2

2014年度 香川県 舟岡池土地改良区 単独県費補助土地改良事業 広田原地区水路修繕工事 252 m2

2014年度 香川県 香川県 香東川沿岸(上流)地区ーの井幹線改修その6工事 1,716 m2

2014年度 香川県 香川県 香東川沿岸(上下流)地区弦打幹線改修その4工事 1,641 m2

2014年度 香川県 香川県 香東川沿岸(上流)地区中央幹線改修その3工事 1,568 m2

2014年度 香川県 四箇池土地改良区 単独県費補助土地改良事業 坂瀬池地区ため池改良工事 89 m2

2014年度 香川県 内場池土地改良区 単独県費補助土地改良事業 嫁坂地区水路改良工事 207 m2

2014年度 香川県 東植田土地改良区 単独県費補助土地改良事業 宮田地区水路改良工事 52 m2

2014年度 香川県 舟岡池土地改良区 単独県費補助土地改良事業 百相坂地区水路改修工事 70 m2

2014年度 香川県 香川県 杵田川地区上の段幹線水路第1工区工事 931 m2

2014年度 香川県 東植田土地改良区 多面的機能支払交付金 資源向上支払(長寿命化)岩上水路補修工事 97 m2

2014年度 香川県 造田地域保全活動組織 多面的機能支払交付金(施設の長寿命化)造田地域保全活動組織水路工事 58 m2

* 2014年度 愛媛県 松山市 桑原1丁目排水路改修工事 50 m2

* 2014年度 愛媛県 松山市 北斎院町排水路改修工事 5 m2

2014年度 愛媛県 新居浜市 開田水路補修工事 68 m2

2014年度 愛媛県 新居浜市 坂井井手水路改修工事 38 m2

2014年度 愛媛県 岸ノ下土地改良区 磯地中又水路改修工事 50 m2

2014年度 愛媛県 松山市 上高野町甲41-3番地先水路補修工事 29 m2

2014年度 愛媛県 松山市 善応寺甲412番地先水路補修工事 33 m2

2014年度 愛媛県 垣生土地改良区 垣生線用水路補修工事 144 m2

2014年度 愛媛県 新居浜市 下内間水路改修工事 40 m2

2014年度 愛媛県 新居浜市 上常福井出外1ケ所水路改良工事 24 m2

2014年度 愛媛県 今治市 玉川三反地大野水路改良工事 169 m2

2015年度 香川県 舟岡池土地改良区 単独県費補助土地改良事業 正塚地区水路改良工事 282 m2

2015年度 香川県 香川県 柞田川地区上の段幹線水路第２工区工事 322 m2

2015年度 香川県 香川県 平成２７年度柞田川地区下林幹線水路工事 1,215 m2

2015年度 香川県 香川県 平成２７年度 県営北条幹線地区水路補修その９工事 1,171 m2

2015年度 香川県 農林水産省 香川用水土器川沿岸農業水利事業 仁池水路改修工事 147 m2

2015年度 香川県 四箇池土地改良区 単独県費補助土地改良事業 春日川幹線地区水路改良工事 852 m2

2015年度 香川県 舟岡池土地改良区 単独県費補助土地改良事業 東長井地区水路改良工事 243 m2

2015年度 香川県 東植田土地改良区 多面的機能支払交付金 資源向上支払(長寿命化)岩上水路補修工事 125 m2

2015年度 香川県 北地資源保全活動組織 石船池地区水路補修工事 60 m2

2015年度 香川県 朝早田保全活動組織 平間池用水路修繕工事 108 m2

2015年度 愛媛県 垣生土地改良区 垣生線用水路補修工事 80 m2

2015年度 愛媛県 岸之下土地改良区 磯地中又水路改修工事 27 m2

2015年度 愛媛県 西予市 農友１号水路補修工事 484 m2

* 2015年度 愛媛県 松山市 北斎院町排水路補修工事 10 m2

2015年度 愛媛県 岸之下土地改良区 磯地中又水路改修工事 27 m2

2015年度 愛媛県 松山市 祝谷5丁目6番地先水路改良工事 24 m2

2015年度 愛媛県 松山市 平田町991番地先水路修繕工事 12 m2

2016年度 岩手県 農林水産省 猿ヶ石川農業水利事業 谷内幹線用水路(その8)工事 102 m2

2016年度 岩手県 農林水産省 猿ヶ石川農業水利事業 地区内幹線用水路他周辺整備工事 1,000 m2

2016年度 岩手県 水土里ネットいわて 幹線用水路他整備工事 500 m2

ＣＳモルタル工法 施工実績表 №4
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* 2016年度 福島県 東北電力(株) 鮫川発電所 3号暗渠修繕工事 959 m2

* 2016年度 福島県 東北電力(株) 鮫川発電所 4号暗渠修繕工事 400 m2

* 2016年度 福島県 東北電力(株) 石神発電所 導水路他修繕工事 40 m2

* 2016年度 福島県 東北電力(株) 小玉川第二発電所 導水路№1マンホール他修繕工事 30 m2

* 2016年度 福島県 東北電力(株) 小川発電所 余水路修繕工事 40 m2

2016年度 新潟県 新潟県 西川水路橋水路補修工事 618 m2

2016年度 静岡県 御前崎市 池新田川改修工事 90 m2

2016年度 愛知県 (独)水資源機構 天伯支線保全管理工事 80 m2

* 2016年度 岡山県 西粟倉村 影石地区小水力発電導水路 補修工事 14 m2

* 2016年度 岡山県 香々美川土地改良区 香々美水力発電所 改修工事 170 m2

2016年度 徳島県 板野町地区農地･水･環境保全会 多面的機能支払交付金(施設の長寿命化)坂野幹線(苅匡地区)1期工事 109 m2

2016年度 香川県 香川県 柞田川地区柞田幹線水路(井関)第2工区工事 30 m2

2016年度 香川県 香川県 柞田川地区柞田幹線水路(井関)第3工区工事 537 m2

2016年度 香川県 舟岡池土地改良区 単独県費補助土地改良事業 坊の南地区水路改良工事 160 m2

2016年度 香川県 四箇池土地改良区 単独県費補助土地改良事業 春日川幹線水路地区水路改良工事 553 m2

2016年度 香川県 古高松土地改良区 単独県費補助土地改良事業 上原地区水路改良工事 58 m2

2016年度 香川県 高松香西土地改良区 単独県費補助土地改良事業新田中筋28水路改修工事 20 m2

2016年度 愛媛県 松山市 余戸西2丁目2496-1番地先水路補修工事 50 m2

2016年度 愛媛県 松山市 鷹子町1159-2番地先水路補修工事 80 m2

2016年度 愛媛県 松山市 鷹子町上池ため池補修工事 50 m2

2016年度 愛媛県 新居浜市 堂の内水路1路線改修工事 60 m2

2016年度 愛媛県 松山市 東方水路改良工事 980 m2

2016年度 愛媛県 松山市 上高野町41-3番地先水路補修 50 m2

* 2017年度 福島県 東北電力(株) 夏井川第三発電所 水路橋内壁修繕工事 80 m2

2017年度 新潟県 新潟県 県営ため池等整備事業 赤沢地区第8次工事 58 m2

* 2017年度 山形県 舟形町 平成29年度 長尾地区防火水槽改修工事 92 m2

2017年度 徳島県 那賀川北岸土地改良区 H29土地改良施設維持管理適正化事業 那賀川北岸地区 板野支線水路補修工事 147 m2

2017年度 徳島県 板野町地区農地･水･環境保全会 多面的機能支払交付金(施設の長寿命化)板野幹線(苅屋地区)2期工事 148 m2

2017年度 香川県 香川県 柞田幹線水路(下組)第3工区工事 1,502 m2

2017年度 香川県 船岡池土地改良区 単独県費補助土地改良事業 西長井地区水路改良工事 314 m2

2017年度 香川県 香川県 柞田川地区柞田幹線水路(下組)第2工区工事 514 m2

2017年度 香川県 香川県 柞田川地区袂池用水路工事 286 m2

2017年度 香川県 四箇池土地改良区 単独県費補助土地改良事業 鹿角地区水路改良工事 216 m2

2017年度 香川県 楠見池地域保全活動組織 多面的機能支払交付金(施設の長寿命化)12・13号水路工事 90 m2

2017年度 香川県 香川県 香東川沿岸(上流)地区一の井幹線改修その8工事 1,342 m2

2017年度 香川県 香川県 四箇池地区城池公渕池幹線改修その2工事 1,285 m2

2017年度 愛媛県 新居浜市 下改第13号多喜浜4丁目排水路外3箇所改良工事 60 m2

2017年度 愛媛県 新居浜市 宇高西幹線水路改修工事 120 m2

2018年度 秋田県 秋田県 能代1期地区基幹水利施設ストックマネジメント工事 300 m2

2018年度 徳島県 板野町地区農地･水･環境保全会 多面的機能支払交付金(施設の長寿命化)板野幹線(苅屋地区)3期工事 140 m2

2018年度 香川県 舟岡池土地改良区 単独県費補助土地改良事業 北門地区水路改良工事 242 m2

2018年度 香川県 舟岡池土地改良区 単独県費補助土地改良事業 祇園２地区水路改良工事 151 m2

2018年度 香川県 香川県 柞田川地区下組幹線水路工事 744 m2

2018年度 香川県 香川県 柞田川地区花稲放水路第１工区工事 1,715 m2

2018年度 香川県 内場池土地改良区 単独県費補助土地改良事業 新生地区水路改良工事 78 m2

2018年度 香川県 舟岡池土地改良区 単独県費補助土地改良事業 池尻地区水路改良工事 228 m2

2018年度 香川県 舟岡池土地改良区 単独県費補助土地改良事業 中筋地区水路改良工事 200 m2

2018年度 香川県 内場池土地改良区 単独県費補助土地改良事業 鹿角支線２号地区水路改良工事 228 m2

ＣＳモルタル工法 施工実績表 №5
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2018年度 香川県 内場池土地改良区 単独県費補助土地改良事業 鹿角支線３号地区水路改良工事 183 m2

2018年度 香川県 平池土地改良区 単独市費補助土地改良事業 原崎水路改修工事 60 m2

2018年度 香川県 一宮土地改良区 単独市費補助土地改良事業 鹿角上分水路補修工事 54 m2

2018年度 愛媛県 松山市 東方町甲521番地先水路補修工事 20 m2

2018年度 愛媛県 松山市 星岡町8-2番地先水路補修工事 58 m2

2019年度 愛知県 (独)水資源機構 天伯保全管理工事 224 m2

2019年度 徳島県 板野町地区農地･水･環境保全会 多面的機能支払交付金(施設の長寿命化)板野幹線(苅屋地区)4期工事 135 m2

2019年度 香川県 舟岡池土地改良区 単独県費補助土地改良事業 祇園地区水路改良工事 277 m2

2019年度 香川県 舟岡池土地改良区 単独県費補助土地改良事業 西長井地区水路改良工事 236 m2

2019年度 香川県 舟岡池土地改良区 単独県費補助土地改良事業 北角地区水路改良工事 310 m2

2019年度 香川県 小田奈良須両池土地改良区 単独県費補助土地改良事業 下川部東水路改修工事 17 m2

2019年度 香川県 一宮土地改良区 単独県費補助土地改良事業 鹿角支線４号地区水路改良工事 47 m2

2019年度 香川県 香川県 香東川沿岸(上流)地区一の井幹線改修その11工事 1,439 m2

2019年度 香川県 香川県 柞田川地区花稲放水路第２工区工事 1,426 m2

2019年度 香川県 麻環境保全会 多面的機能支払交付金(施設の長寿命化)吉池導水路補修工事 22 m2

2019年度 香川県 平池土地改良区 単独県費補助土地改良事業 上神宮寺地区水路改良工事 355 m2

2019年度 香川県 舟岡池土地改良区 単独県費補助土地改良事業 中筋地区水路改良工事 301 m2

2019年度 香川県 小田奈良須両池土地改良区 単独県費補助土地改良事業 高橋地区水路改良工事 236 m2

2019年度 香川県 丸亀市垂水活動組織 多面的機能支払交付金(施設の長寿命化)川原１号水路工事 63 m2

2019年度 香川県 舟岡池土地改良区 単独県費補助土地改良事業 大塚地区水路改良工事 183 m2

2019年度 香川県 轟地域資源保全会 多面的機能支払交付金(施設の長寿命化)船江用水路補修工事 24 m2

2019年度 香川県 一宮土地改良区 単独県費補助土地改良事業 下所井地区水路改修工事 10 m2

2019年度 愛媛県 松山市 南高井町539番地先水路改良工事 67 m2

2019年度 愛媛県 松山市 星岡町8-4番地先水路補修工事 9 m2

2019年度 愛媛県 新居浜市 筋違北側水路改修工事 9 m2

2020年度 富山県 広田用水土地改良区 令和2年度 基盤整備促進事業(水利施設整備事業) 米田地区用水路整備工事 2,668 m2

2020年度 岐阜県 郡上市 大島地区用水路改良工事 251 m2

2020年度 徳島県 板野町地区農地･水･環境保全会 多面的機能支払交付金(施設の長寿命化)坂野西幹線(か里や開地区)１期工事 82 m2

2020年度 香川県 東植田土地改良区 多面的機能支払交付金 資源向上支払(長寿命化)寒風水路補修工事 214 m2

2020年度 香川県 香川県 柞田川地区花稲放水路第３工区工事 393 m2

2020年度 香川県 香川県 柞田川地区柞田放水路工事 325 m2

2020年度 香川県 舟岡池土地改良区 単独県費補助土地改良事業 北角地区水路改良工事 323 m2

2020年度 香川県 舟岡池土地改良区 単独県費補助土地改良事業 大塚２地区水路改良工事 203 m2

2020年度 香川県 地域資源保全会 下林地区水路補修工事 47 m2

2020年度 香川県 香川町南部土地改良区 単独県費補助土地改良事業 上嫁坂水路改修工事 9 m2

2020年度 香川県 内場池土地改良区 単独県費補助土地改良事業 東部幹線１号地区水路改良工事 103 m2

2020年度 愛媛県 新居浜市 宇高中幹線水路工事 35 m2

2020年度 愛媛県 松山市 津吉町水路補修工事 50 m2

2021年度 神奈川県 寒川町 花川用水路予防保全対策(一期)その2工事 331 m2

2021年度 山梨県 山梨県 市川三郷地区 用排水路1号改修工事 1,260 m2

2021年度 富山県 広田用水土地改良区 令和3年度 基盤整備促進事業(団体営水利施設整備交付金事業) 米田地区用水路整備工事 1,363 m2

2021年度 香川県 舟岡池土地改良区 単独県費補助土地改良事業 祇園水路改良工事 346 m2

2021年度 香川県 香川県 県営満濃池幹線２期地区豊原庄幹線水路補修その１工事 832 m2

2021年度 香川県 城の里活動組織 多面的機能支払交付金資源向上支払(長寿命化)台尾水路補修工事 113 m2

2021年度 香川県 城の里活動組織 多面的機能支払交付金資源向上支払(長寿命化)宝地水路補修工事 217 m2

2021年度 香川県 舟岡池土地改良区 単独県費補助土地改良事業 大塚地区水路改良工事 118 m2

2021年度 香川県 山本町土地改良区 単独県費補助土地改良事業 瓦地地区水路改良工事 50 m2

ＣＳモルタル工法 施工実績表 №6

施工年度 施工地域 発注者 工事名 施工面積
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2021年度 香川県 一宮土地改良区 多面的機能支払交付金(長寿命化)太田井水路更新工事 111 m2

2021年度 香川県 香川県 三豊干拓遊水池浚渫その４工事(箱１号海岸補修工事) 103 m2

2021年度 香川県 地域資源保全会 下林地区水路補修工事 48 m2

「＊」：発電所水路など、農業農村整備事業（ＮＮ事業）以外の実績

ＣＳモルタル工法 施工実績表 №7

施工年度 施工地域 発注者 工事名 施工面積
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