
番号 納 入 年 月 施 工 者 名 納 入 場 所 数量 m
3 備　　考

1 平成　８年度 825.50

2 平成　９年度 135.25

3 平成１０年度 751.50

4 平成１１年度 1,493.50

5 平成１２年度 2,741.00

6 平成１３年度 3,948.25

7 平成１４年度 12,364.25

8 平成１５年度 9,684.50

9 平成１６年度 12,157.00

10 平成１７年度 13,010.75

11 平成１８年度 8,815.75

12 平成１９年度 10,716.75

13 平成２０年度 10,198.25

14 平成２１年度 14,603.50

15 平成２２年度 12,710.25

16 平成２３年度 9,506.25

17 平成２４年度 7,710.75

18 平成２５年度 11,830.75

19 平成２６年度 6,414.25

20 平成２７年度 9,300.75

21 平成２８年度 10,140.50

22 平成２９年度 7,720.50

23 平成３０年　４月 (株)三木組 高島町市街地環境設計新築工事 8.00 地下躯体廻り

24 平成３０年　４月 (株)長谷工コーポレーション 川辺町計画新築工事 49.50 杭穴の埋戻し

25 平成３０年　４月 新栄重機土木(株) 南区永田台歩道階段下補修工事 2.00 階段下陥没埋戻し

26 平成３０年　４月 (株)建翔 扇町4丁目簡易宿泊新築工事 19.50 基礎廻り埋戻し

27 平成３０年　４月 大博建設(株) Ｆコート　三ツ境 3.50 ベランダ下埋戻し

28 平成３０年　４月 (株)豊栄建設 中部処理中区塚越下水道整備工事 5.00 残置換の充填

29 平成３０年　４月 (有)千田建設 西部処理区大門下水道整備工事 4.00 ライナーと人坑の間

30 平成３０年　４月 戸田建設(株) 聖隷横浜病院新外来棟工事 117.00 躯体廻りの埋戻し

31 平成３０年　４月 千代田建設(株) 汲沢四丁目配水管布設工事 7.00 残置換の充填

32 平成３０年　５月 清水建設(株) ＡＯＫＩ本社増築計画工事 54.00 躯体廻り

33 平成３０年　５月 (株)新栄託建 横浜山手キリスト教会新築工事 176.00 擁壁の裏込め

34 平成３０年　５月 宮内建設(株) 栄処理区笠間地区下水道整備工事 8.00 BOXカルバート廻り

35 平成３０年　５月 鹿島・竹中土木ＪＶ 横浜環状南線 公田笠間トンネル 81.00 〃

36 平成３０年　５月 大成・東急・大本ＪＶ 羽沢トンネル（到達部）工事 76.50 シールド受壁の充填

37 平成３０年　５月 (株)長谷工コーポレーション （仮）川崎市幸区柳丁計画 36.00 基礎廻り

38 平成３０年　５月 和同建設(株) 長津田幼稚園増築工事 21.00 擁壁の裏込め

埋戻し材納入実績
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39 平成３０年　５月 (株)大勝 クリオ横須賀中央新築工事 35.00 基礎廻り埋戻し

40 平成３０年　５月 (有)上北工業 保土ヶ谷化学工業浄化槽埋戻し工事 10.00 浄化槽埋戻し

41 平成３０年　５月 (株)藤建設 汲沢町富井様邸沈下埋戻し工事 1.50 地下空洞充填

42 平成３０年　５月 (株)新世 決第113別所線配水管府布設替 12.00 ライナーと人坑の間

43 平成３０年　５月 キリタ 秋谷・石丸 2.00

44 平成３０年　５月 増井建設(株) ＧＡレジデンス　栗田谷33-45 3.00

45 平成３０年　５月 (株)小川組 （仮）長津田 穐元ＭＳ新築工事 10.00 地下ピット廻り

46 平成３０年　６月 日立造船・五洋建設ＪＶ 横須賀ごみ処理施設工事 792.50 躯体廻り

47 平成３０年　６月 大成ロテック(株) 酒井様邸陥没修繕工事 27.00 陥没充填

48 平成３０年　６月 (株)青葉建設 南区別所4-2-46 1.00

49 平成３０年　６月 (株)豊成建設 神奈川処理区台町地区下水道整備工事 31.50 残置管の充填

50 平成３０年　６月 宮本土木(株) 西部処理区南瀬谷地区下水道整備工事 3.00 ライナーと人坑の間

51 平成３０年　６月 (株)大勝 クリオ横須賀中央新築工事 48.50

52 平成３０年　６月 (株)松原組 ＪＸ日鉱日石根岸 20.00 空洞の充填

53 平成３０年　６月 (株)三木組 セルアージュ青木町新築工事 7.00 基礎廻り

54 平成３０年　６月 (株)新世 決第113別所線配水管府布設替 15.00 ライナーと人坑の間

55 平成３０年　６月 奈良建設(株) （仮）大口通ダイアモンドＭＳ新築工事 15.00 基礎・躯体廻り

56 平成３０年　６月 宮本土木(株) 工業用 38.00

57 平成３０年　７月 ㈱長谷工コーポレーション （仮称）新杉田計画新築工事 273.50 杭穴の埋戻し

58 平成３０年　７月 (株)豊成建設 神奈川処理区台町地区下水道整備工事 1.00 残置管の充填

59 平成３０年　７月 日立造船・五洋ＪＶ 横須賀ごみ処理施設工事 27.00 躯体廻り

60 平成３０年　７月 ＭＯＭ(株) 鶴見土木管内舗装補修工事 1.50 道路下陥没充填

61 平成３０年　７月 (株)鶴松 旭区上川井資材置き場工事 33.50 擁壁の裏込め

62 平成３０年　７月 六国建設(株) 清水マンションⅡ新築工事 101.50 基礎廻り埋戻し

63 平成３０年　７月 土屋商事㈱ 大矢部地下タンク埋戻し工事 20.00 地下タンク充填

64 平成３０年　７月 (株)坂田組 横浜公園防火水槽補強工事 7.00 防火水槽廻り

65 平成３０年　７月 (株)丸信土木 藤沢市湘南台 12.00 擁壁内の埋戻し

66 平成３０年　７月 (株)松原組 ＪＸ日鉱日石根岸 4.25 空洞の充填

67 平成３０年　７月 増井建設(株) 子安小学校 6.00

68 平成３０年　７月 戸田建設(株) （仮）Cougar Cafe,Activity 378.00 躯体下の埋戻し

69 平成３０年　８月 大翔建設㈱ 災害時下水直結式仮設トイレ整備工事 12.00 ライナーと人坑の間

70 平成３０年　８月 奈良建設(株) 横環南栄IC・JCT 63.50

71 平成３０年　８月 東鉄工業(株) 横浜湘南道路小雀高架橋下部工事 54.00 橋脚基礎廻り

72 平成３０年　８月 ＮＢ・三木建設ＪＶ 南部水再生センター水処理施設 1.00 廃棄人坑の充填

73 平成３０年　８月 共栄建設 オーシャンテラス　一色2448-2 2.00

74 平成３０年　８月 戸田建設(株) （仮称）Cougar Cafe,Activity 41.50 躯体下の埋戻し

75 平成３０年　８月 (株)大勝 （仮）横浜市保土ヶ谷区峰沢町計画 61.50 躯体廻りの埋戻し

76 平成３０年　８月 日建産業 御所山 2.00
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77 平成３０年　８月 銀杏建設㈱ 災害時下水直結式仮設トイレ整備工事 9.00 ライナーと人坑の間

78 平成３０年　８月 ジーテック㈱ 災害時下水直結式仮設トイレ整備工事 4.00 ライナーと人坑の間

79 平成３０年　８月 (株)建研 （仮）常盤台計画Ｂ棟新築工事 81.50 地中梁内の充填

80 平成３０年　９月 小雀建設㈱ 港北処理区篠原地区下水道整備工事（その26） 4.00 ライナーと人坑の間

81 平成３０年　９月 長谷工コーポレーション㈱ (仮称)鎌倉市手広 36.00 山留と躯体の間埋戻し

82 平成３０年　９月 ファーストコーポレーション・三信住建ＪＶ (仮称)横須賀市小川町計画新築工事 94.50 基礎躯体廻り

83 平成３０年　９月 鹿島道路㈱ (仮称)新山下商業施設新設工事 2.00 躯体と埋設管の隙間

84 平成３０年　９月 宮本土木㈱ 西部処理区南瀬谷地区下水道整備工事（その6） 15.00 ライナーと人坑の間

85 平成３０年１０月 ㈲玉城建設 横須賀市武 3.00

86 平成３０年１０月 大高組 横浜市磯子区森が丘 2.00

87 平成３０年１０月 宮内建設㈱ 港北処理区篠原地区下水道整備工事（その26） 19.75 立坑の埋戻し

88 平成３０年１０月 ㈱第一ヒューテック アーバンネット横浜ビル 524.00 地下部の埋戻し

89 平成３０年１０月 馬淵建設㈱ 第二ハイツ耐震補強工事 55.00 機械式駐車場の埋戻し

90 平成３０年１０月 東洋建設㈱ 横浜港南本牧地区岸壁上部工事 17.00 護岸陥没の埋戻し

91 平成３０年１０月 奈良建設㈱ 横環南栄IC・JCT下部（その32）工事 61.50 杭穴の埋戻し

92 平成３０年１０月 東亜・多田建設共同企業体 （仮称）戸塚駅前計画　新築工事 7.00

93 平成３０年１０月 長谷工コーポレーション㈱ （仮称）辻堂計画（Ｂ敷地）新築工事 99.00 杭穴の埋戻し

94 平成３０年１０月 ㈲西山土木工業 日吉本町　1-5-8 6.00

95 平成３０年１０月 ㈱泰山園 横浜市磯子区滝頭 102.00 防火水槽の充填

96 平成３０年１０月 長谷工コーポレーション㈱ （仮称）港南区日野南3丁目計画 64.50 躯体廻りの埋戻し

97 平成３０年１０月 京急建設㈱ 南太田～井土ヶ谷駅間法面擁壁裏込め工事 27.00 裏込め

98 平成３０年１０月 ㈱丸舗建設 港北処理区羽沢地区ほか下水道整備工事 8.50 立坑廻りの埋戻し

99 平成３０年１０月 ファーストコーポレーション・三信住建ＪＶ (仮称)横須賀市小川町計画新築工事 148.50 躯体廻りの埋戻し

100 平成３０年１１月 ㈱第一ヒューテック アーバンネット横浜ビル 25.00 地下部の埋戻し

101 平成３０年１１月 清水建設㈱ 富士通川崎工場中１３番館解体工事 15.00 躯体廻りの埋戻し

102 平成３０年１１月 ㈱大勝 （仮称）横浜市保土ヶ谷区峰沢町計画新築工事 22.50 躯体廻りの埋戻し

103 平成３０年１１月 ㈱現代環境建設 アデニウム鎌倉山外部階段下補修工事 2.00 階段下空洞埋戻し

104 平成３０年１１月 馬淵建設㈱ 第二ハイツ耐震補強工事 7.00 機械式駐車場の埋戻し

105 平成３０年１１月 修都㈱ 本牧緑ヶ丘作業所 10.00 庭下の嵩上げ

106 平成３０年１１月 宮内建設㈱ 港北処理区篠原地区下水道整備工事（その26） 19.25 立坑の埋戻し

107 平成３０年１１月 青野建設㈱ 金沢区総合庁舎改築工事 13.50 躯体と擁壁間の埋戻し

108 平成３０年１１月 ㈲キリタ 西塚邸擁壁補修工事 4.00 擁壁裏の埋戻し

109 平成３０年１１月 デック 第一戸塚線口径700mm配水管緊急布設工事 3.50 道路下配管廻り

110 平成３０年１１月 長谷工コーポレーション㈱ 神奈川区幸ケ谷12計画新築工事 18.00 躯体廻り埋戻し

111 平成３０年１１月 ㈱シビックロード 横浜市栄区野七里一丁目 1.50

112 平成３０年１１月 ㈲佐藤設備工業所 スカイタウン新横浜浄化槽充填工事 142.50 浄化槽の充填

113 平成３０年１１月 木内建設㈱ 東京都世田谷区弦巻3丁目 6.50 空洞の充填

114 平成３０年１１月 澤田建設㈱ 横浜市神奈川区羽沢南２丁目 6.00
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115 平成３０年１１月 鳳建設㈱ 横浜市中区JXTGエネルギー 4.00

116 平成３０年１１月 ㈱キクシマ 仮）中原区複合施設新築工事 72.50 基礎廻りの埋戻し

117 平成３０年１１月 ㈱松原組 横浜市磯子区JXTG根岸 5.00

118 平成３０年１２月 ㈱大勝 （仮称）横浜市保土ヶ谷区峰沢町計画新築工事 34.00 躯体廻り埋戻し

119 平成３０年１２月 宮内建設㈱ 港北処理区篠原地区下水道整備工事（その26） 17.25 立坑埋戻し

120 平成３０年１２月 東洋建設㈱ 横浜港南本牧地区岸壁上部工事 2.50 護岸陥没埋戻し

121 平成３０年１２月 小雀建設㈱ 港北処理区篠原地区下水道整備工事（その26） 1.00 ライナーと人坑間充填

122 平成３０年１２月 東急建設㈱ 横浜市泉区新橋町 6.00

123 平成３０年１２月 藤崎建業㈱ 栄土木管内 6.00

124 平成３０年１２月 坪井工業㈱ 逗子市久木４丁目　2-9 134.00 基礎廻りの埋戻し

125 平成３０年１２月 馬淵建設㈱ 第二ハイツ耐震補強工事 7.00 機械式駐車場の埋戻し

126 平成３０年１２月 ㈱第一ヒューテック アーバンネット横浜ビル 44.50 地下部の埋戻し

127 平成３０年１２月 長谷工コーポレーション㈱ 神奈川区幸ケ谷12計画新築工事 36.00 躯体廻り埋戻し

128 平成３０年１２月 宮本・長野建設ＪＶ 中部処理区下水道整備工事 22.50

129 平成３０年１２月 総合地質㈱ 横浜市戸塚区上矢部 1.50 空洞の充填

130 平成３０年１２月 国際航業㈱ 横浜市金沢区六浦 184.50 汚染土の入替


