
スラモル（高流動埋戻し材）公共工事物件実績
納 入 年 月 日 事　業　主 施　工　者 工　　　　事　　　　名 納　入　場　所 数　量 打　設　箇　所

平成１３年 209.00

平成１４年 60.25

平成１５年 627.25

平成１６年 2,417.50

平成１７年 3,656.50

平成１８年 3,411.25

平成１９年 2,884.25

平成２０年 2,064.00

平成２１年 7,112.00

平成２２年 3,600.50

平成２３年 1,004.75

平成２４年 1,616.25

平成２５年 1,376.75

納 入 年 月 日 事　業　主 施　工　者 工　　　　事　　　　名 納　入　場　所 数　量 打　設　箇　所

平成２６年　　４月 横浜市環境創造局 横浜建設（株） 南部処理区中村地区下水道再整備工事（その５） 南区中村町4丁目270番地から302番地先までほか１か所 19.75 管廻り

平成２６年　　４月 横浜市環境創造局 浅井建設（株） 港北処理区篠原地区下水道整備工事（その１６） 横浜市港北区篠原町1268番地先から1508番地先まで 7.00 管廻り

平成２６年　　４月 横須賀市 京急建設（株） 鷹取雨水滞水池築造工事 横須賀市湘南鷹取２丁目２番地 52.50

平成２６年　　５月 横浜市環境創造局 浅井建設（株） 港北処理区篠原地区下水道整備工事（その１６） 横浜市港北区篠原町1268番地先から1508番地先まで 9.75 管廻り

平成２６年　　５月 横浜市環境創造局 横浜建設（株） 南部処理区中村地区下水道再整備工事（その５） 南区中村町4丁目270番地から302番地先までほか１か所 11.25 管廻り

平成２６年　　６月 横浜市環境創造局 浅井建設（株） 港北処理区篠原地区下水道整備工事（その１６） 横浜市港北区篠原町1268番地先から1508番地先まで 15.75 管廻り

平成２６年　　６月 横須賀市 京急建設（株） 鷹取雨水滞水池築造工事 横須賀市湘南鷹取２丁目２番地 74.50

平成２６年　　６月 相模原市 （株）山本組 平成25年度公共下水道第84処狸分区整備工事 相模原市緑区三ヶ木 6.00

平成２６年　　６月 横浜市港湾局 大成建設（株） 国際埠頭㈱港湾道路脇陥没部補修工事 横浜市中区豊浦町３番地先 5.50

平成２６年　　６月 横浜市環境創造局 宮本土木（株） 西部処理区大門第二雨水幹線下水道整備工事 横浜市瀬谷区本郷町4-39先 1.50 管廻り

横浜市環境創造局・横浜市港湾局・国土交通省・横浜市建築局・藤沢市・財務省・東京都水道局

横浜市環境創造局・藤沢市・横浜市消防局・横須賀市・鉄道建設・運輸施設設備支援機構

横浜市環境創造局・藤沢市下水道施設課・藤沢市・川崎市・横浜市港湾局・横須賀市・鎌倉市

横浜市下水道局・横浜市総務局・横浜市水道局・横浜市環境創造局・横浜市都市整備局・東京都水道局

横浜市環境創造局・横浜市総務局・横浜市交通局・横浜市水道局・横浜市道路局・横浜市港湾局・横須賀市・藤沢市・川崎市

横浜市水道局・逗子市都市整備部・横浜市環境創造局・横須賀米軍・防衛省・逗子市・横浜市道路局

横浜市環境創造局・相模原市都市建設局・南関東防衛局・横須賀土木・逗子市都市整備部・横浜治水事務所

横浜市環境創造局・国土交通省・横須賀市上下水道局・横須賀市土木みどり部・逗子市・川崎市

横浜市都市整備局・横浜市環境創造局・横須賀市・横浜市道路局・川崎市上下水道局・横浜市港湾局・横須賀市土木みどり部

平成３０年１２月末日現在

横浜市道路局・横浜市下水道局

横浜市下水道局

横浜市下水道局・横浜市建築局・防衛庁・鎌倉市下水道局

横浜市消防局・国土交通省・日本道路公団・横浜市交通局・横浜市下水道局・都市基盤整備公団・横浜市建築局・横浜市水道局
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スラモル（高流動埋戻し材）公共工事物件実績
納 入 年 月 日 事　業　主 施　工　者 工　　　　事　　　　名 納　入　場　所 数　量 打　設　箇　所

平成２６年　　７月 東日本高速道路(株) (株) 淺沼組 横環南栄IC・JCT下部（その２）工事 横浜市栄区飯島町地先 12.00 杭穴

平成２６年　　７月 横浜市環境創造局 浅井建設（株） 港北処理区篠原地区下水道整備工事（その１６） 横浜市港北区篠原地先 16.50 立坑

平成２６年　　７月 横浜市環境創造局 (株)ハシックス 南部処理区大久保地区下水道整備工事 横浜市港南区大久保２丁目 30.00 立坑

平成２６年　　７月 横浜市環境創造局 馬淵・白崎建設共同企業体 南部処理区磯子地区下水道再整備工事（その１２） 横浜市磯子区磯子３丁目 1.00 立坑

平成２６年　　７月 横浜市都市整備局 (株)　伊 勝 ＪＲ関内駅北口周辺整備事業エレベーター設置工事（建築工事その１） 横浜市中区伊勢佐木町１丁目 59.50 地下躯体廻り

平成２６年　　７月 横浜市環境創造局 風越建設 (株) 元町・中華街駅前トンネル湧水排水経路変更工事 2.00 立坑

平成２６年　　７月 横浜市市民局 大成・工藤・風越ＪＶ 南区総合庁舎移転新築工事（第１工区建築工事） 2.50 外構

平成２６年　　７月 相模鉄道(株) 鹿島・東亜・淺沼建設ＪＶ 星川・天王町駅付近連続立体交差工事（第７工区） 横浜市保土ヶ谷区星川地内 45.00 鉄道路線床

平成２６年　　８月　横浜市埠頭公社 香取建設 (株) （本牧）Ａ－８号給油所新設その他工事 横浜市中区本牧ふ頭 13.50 基礎廻り

平成２６年　　８月 横浜市水道局 横浜建設（株） 久木町ほか１か所口径100mmから200mm配水管敷設替工事 磯子区久木町9番地13号地先 5.75 立坑

平成２６年　　８月　横浜市環境創造局 日成建設(株) 横浜処理区老松地区下水道再整備工事（その３） 横浜市西区老松町２０番地他 5.75 立坑

平成２６年　　８月 横浜市市民局 (株)　大 建 戸塚区総合庁舎（旧庁舎）解体工事（その２） 横浜市戸塚区戸塚町157-3 10.00 杭穴埋戻し

平成２６年　　９月　横浜市消防局 (株)　富 創 泉区新橋町防火水槽撤去工事 横浜市泉区新橋町1389番４ 44.00 防火水嚢充填

平成２６年　　９月　横浜市市民局 (株)　大 建 戸塚区総合庁舎（旧庁舎）解体工事（その２） 横浜市戸塚区戸塚町157-3 200.00 杭穴埋戻し

平成２６年　　９月 神奈川県県土整備局 西武・新栄ＪＶ 都市計画道路安浦下浦線　深礎擁壁（北側工区）新設工事 横須賀市長沢３丁目～６丁目地内 10.00 空洞埋戻し

平成２６年　　９月　横浜市都市経営局 馬淵建設(株) 横浜市立大学文科系研究棟耐震その他工事 横浜市金沢区瀬戸２２－２ 27.00 躯体廻り

平成２６年　１０月 横浜市環境創造局 中鉢建設(株) 千代崎線口径600mm配水管敷設替工事 横浜市中区扇町3-7～松陰町3-9 72.00 立坑

平成２６年　１０月 横浜市建築局 （株）大　建 戸塚区総合庁舎（旧庁舎）解体工事（その２） 横浜市戸塚区戸塚町157-3 427.00 杭穴埋戻し

平成２６年　１０月　横須賀市 （株）二幸管理 １６工区久里浜第２排水第２排水区雨水枝線314号ほか築造工事 横須賀市久里浜8丁目16番地先 2.75 管充填

平成２６年　１１月　横浜市環境創造局 浅井建設（株） 港北処理区篠原地区下水道整備工事（その１６） 横浜市港北区篠原地先 2.00 立坑

平成２６年　１１月　横浜市政策局 馬淵建設(株) 横浜市立大学文科系研究棟 横浜市金沢区瀬戸22-2 3.25 基礎廻り

平成２６年　１１月　横浜市環境保全局 風越建設（株） 中土木館内下水道修繕工事 横浜市中土木管内 2.50 立坑

平成２６年　１１月　横浜市環境保全局 増井建設（株） 都筑処理区本宿地区下水道整備工事 旭区本宿町１番地１１から１番地２３まで 3.50 立坑

平成２６年　１１月　横浜市環境保全局 三輝建設（株） 栄処理区公田地区下水道整備工事（その24） 横浜市栄区桂町682番地先～667番地先まで 7.25 立坑

平成２６年　１１月　国土交通省 名工・鉄建ＪＶ 新幹線50Ｋ900付近縦貫道 神奈川県寒川町倉見3794－1 3.50 杭穴埋戻し
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スラモル（高流動埋戻し材）公共工事物件実績
納 入 年 月 日 事　業　主 施　工　者 工　　　　事　　　　名 納　入　場　所 数　量 打　設　箇　所

平成２６年　１１月　横浜市緑の協会 （株）ヨコテック 横浜市こども植物園 横浜市南区六ツ川3-122 2.00 土間下の埋戻し

平成２６年　１１月　横浜市環境保全局 横浜建設（株） 都市計画道路環状３号線街路整備工事（その20） 戸塚区戸塚町1673番地から1693番地まで 23.00 カルバート廻り

平成２６年　１２月　横須賀市 西武・新栄ＪＶ 都市計画道路安浦下浦線　深礎擁壁（北側工区）新設工事横須賀市安浦地区 8.00 防空壕埋戻し

平成２６年　１２月　国土交通省 名工・鉄建ＪＶ 新幹線50Ｋ900付近縦貫道 神奈川県寒川町倉見3794－1 3.50 地盤補強（夜間）

平成２６年　１２月　横浜市環境保全局 三輝建設（株） 栄処理区公田地区下水道整備工事（その24） 横浜市栄区桂町682番地先～667番地先まで 7.25 井戸埋戻し

平成２６年　１２月　横浜市道路局 (株)長野工務店 東川島歩道橋ほか１歩道橋耐震補強工事 保土ヶ谷区東川島町49番１０地先 10.5 橋脚廻り

平成２６年　１２月　逗子市環境都市部 (株)大春工務店 県営逗子桜山団地解体除去 逗子市桜山5丁目322外 14.00 杭穴埋戻し

平成２６年　１２月　藤沢市下水道施設課 飛島・エノモト・新都市建設ＪＶ 鵠沼東部１号貯留管築造工事 藤沢市鵠沼藤ヶ谷4丁目付近 3.00 管の新設

平成２６年　１２月　横浜市環境創造局 岳南建興　(株) 錦町口径300mm配水管新設工事 横浜市中区錦町18番地 16.25 廃棄管充填

平成２６年　１２月　横浜市環境創造局 (株)ヤマヤ土建 鶴見区矢向五丁目地区下水道改良工事 鶴見区矢向五丁目６番１号地先 18.00 カルバート躯体廻り

平成２７年　　１月　横浜市 東鉄工業　(株) 横浜・戸塚間岩間川外１橋りょう改良その５工事 横浜市保土ヶ谷区岩井町44 18.00 カルバート躯体廻り

平成２７年　　１月　藤沢市下水道施設課 飛島・エノモト・新都市建設ＪＶ 鵠沼東部１号貯留管築造工事 藤沢市鵠沼藤ヶ谷4丁目付近 9.00 管の新設

平成２７年　　１月　横浜市環境創造局 (有)松尾工務店 栄処理区長沼・小菅ヶ谷線送泥管整備工事 栄長沼町８２番地から栄小菅ヶ谷町２-5 10.00 廃棄管充填

平成２７年　　１月　横浜市環境創造局 浅井建設（株） 港北処理区篠原地区下水道整備工事（その１６） 横浜市港北区篠原地先 8.00 立坑

平成２７年　　２月　川崎市 (株)石塚土木 東小倉水道200mm～50mm配水管布設工事 川崎市幸区東小倉地先 1.00 廃棄管充填

平成２７年　　２月　横須賀市上下水道局 (株)二幸管理 平作４丁目地内汚水管ほか布設工事 横須賀市平作４丁目３番地先から7番地先 4.00 廃棄管充填

平成２７年　　２月　横浜市環境創造局 新光建設　(株) 西武処理区大門第二雨水幹線下水道整備工事（その8） 瀬谷区本郷二丁目33番地ほか１か所 14.00 立坑廻り

平成２７年　　２月　藤沢市下水道施設課 飛島・エノモト・新都市建設ＪＶ 鵠沼東部１号貯留管築造工事 藤沢市鵠沼藤ヶ谷4丁目付近 1.50 管の新設

平成２７年　　２月　横浜市環境創造局 (株)ハシックス 都筑処理区台村地区下水道整備工事（その15） 緑区台村町610番地から625番地まで 23.00 立坑廻り

平成２７年　　３月　横浜市 東鉄工業　(株) 横浜・戸塚間岩間川外１橋りょう改良その５工事 横浜市保土ヶ谷区岩井町44 423.00 カルバート躯体廻り

平成２７年　　３月　横浜市環境創造局 新光建設　(株) 西部処理区大門第二雨水幹線下水道整備工事（その8） 瀬谷区本郷二丁目３３番地ほか１か所 7.50 立坑廻り

平成２７年　　３月　横浜市環境創造局 (株)ハシックス 都筑処理区台村地区下水道整備工事（その15） 緑区台村町610番地から625番地まで 7.00 立坑廻り

平成２７年　　３月　横浜市環境創造局 三善建設　(株) 戸塚区下倉田地区下水道工事 戸塚区下倉田地内 4.00 廃棄管充填

平成２７年　　３月　横浜市環境創造局 都筑開発　(株) 港北処理区池辺地区下水道整備工事（その93） 都筑区池辺町2,939番地先 13.75 立坑廻り

平成２７年　　３月　横浜市環境創造局 千葉エンジニアリング(株) 神奈川土木管内下水道修繕工事（その４） 横浜市神奈川区三ツ沢下町34番地 3.00 立坑廻り
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スラモル（高流動埋戻し材）公共工事物件実績
納 入 年 月 日 事　業　主 施　工　者 工　　　　事　　　　名 納　入　場　所 数　量 打　設　箇　所

平成２７年　　３月　横浜市環境創造局 中鉢建設　(株) 矢口台ほか４ヶ所配水管 横浜市中区豆口台他 1.50 廃棄管充填

平成２７年　　３月　横浜市環境創造局 須藤工業　(株) 仏向西口径1100mm配水管充填工事 保土ヶ谷区仏向西５番２２号地先 7.5 立坑埋戻し

平成２７年　　４月 逗子市 (株)相洋建設工業 平成２６年度急傾斜地崩壊対策工事 逗子市山の根１丁目地内 51.00 防空壕の充填

平成２７年　　４月 横浜市環境創造局 (有)一建テック 金沢処理区六浦南地区下水 横浜市金沢区六浦南5-9-7他 44.75 勾配9.5%カルバート埋戻し

平成２７年　　５月 横浜市環境創造局 (有)一建テック 金沢処理区六浦南地区下水道整備工事 横浜市金沢区六浦南5-9-7他 59.00 カルバート埋戻し

平成２７年　　５月 横浜市環境創造局 旭建設(株) 港北水再生センター場内配水管整備工事 横浜市港北区大倉山7-40-1 2.00 ライナーと人坑間

平成２７年　　６月 横浜市環境創造局 (有)一建テック 金沢処理区六浦南地区下水道整備工事 横浜市金沢区六浦南5-9-7他 10.00 カルバート埋戻し

平成２７年　　６月 川崎市水道局 (株)石塚土木 宮前町450㎜～150㎜配水管布設工事 川崎市川崎区宮前町8-6～貝塚1-3 2.00 廃棄管の充填

平成２７年　　６月 横浜市総務局 横浜建設(株) 神奈川処理区地域防災拠点管きょ耐震工事 横浜市西区浅間町3-243他 1.00 立坑埋戻し

平成２７年　　７月 横浜市環境創造局 宮本土木(株) 金沢高区線口径600㎜排水管敷設替工事 横浜市金沢区富岡西6町目～能見台通33 4.00 立坑内管下埋戻し

平成２７年　　７月 横浜市環境創造局 奈良建設(株) 西部処理区上飯田地区下水道整備工事 横浜市泉区上飯田町4584～4335 4.75 ライナーと人坑間

平成２７年　　７月 横須賀市土木事務所 熊谷・ガイアート・田中石材 都市計画道路安浦下浦線深礎擁壁工事 横須賀市長坂6-14 202.50 道路路床部埋戻し

平成２７年　　７月 横浜市道路局 (株)松尾工務店 天神橋架替工事（その３） 横浜市磯子区丸山1-2～上町11 28.00 橋台と道路壁間

平成２７年　　８月 横浜市道路局 (株)松尾工務店 天神橋架替工事（その３） 横浜市磯子区丸山1-2～上町11 19.00 橋台と道路壁間

平成２７年　　８月 横須賀市土木事務所 熊谷・ガイアート・田中石材 都市計画道路安浦下浦線深礎擁壁工事 横須賀市長坂6-14 607.50 道路路床部埋戻し

平成２７年　　８月 川崎市水道局 (株)石塚土木 宮前町450㎜～150㎜配水管布設工事 川崎市川崎区宮前町8-6～貝塚1-3 33.50 廃棄管の充填

平成２７年　　９月 横浜市環境創造局 宮本土木 金沢高区線口径600㎜配水管布設替工事 横浜市金沢区富岡６丁目～能見台通33 6.00 管下埋戻し

平成２７年　１０月 横浜市環境創造局 奈良建設(株) 西部処理区上飯田地区下水道整備工事 横浜市泉区上飯田町4584～4335 15.50 下水管廻り

平成２７年　１０月 藤沢市下水道施設課 飛島・エノモト・新都市建設ＪＶ 鵠沼東部１号貯留管築造工事 藤沢市鵠沼藤ヶ谷4丁目付近 2.00 立坑廻り

平成２７年　１１月 逗子市 新明和工業(株) 公共下水道支線築造第１号工事 逗子市逗子７-２ 2.50 人孔とライナーの隙間

平成２７年　１１月 藤沢市下水道施設課 飛島・エノモト・新都市建設ＪＶ 鵠沼東部１号貯留管築造工事 藤沢市鵠沼藤ヶ谷4丁目付近 10.00 立坑廻り

平成２７年　１１月 横浜市環境創造局 豊栄建設(株) 西土木管内下水道修繕・取付管接続受託下水道工事 横浜市西区西戸部町2-193 1.00 人孔とライナーの隙間

平成２７年　１１月 横浜市環境創造局 浅井建設(株) 鶴見区上の宮地区下水道改良工事 横浜市鶴見区上の宮一丁目１３番地７地先 1.00 廃棄管の充填

平成２７年　１１月 横浜市環境創造局 奈良建設(株) 西部処理区上飯田地区下水道整備工事（その70） 横浜市泉区上飯田町４５８４番地先 2.00 人孔とライナーの隙間

平成２７年　１２月 藤沢市下水道施設課 飛島・エノモト・新都市建設ＪＶ 鵠沼東部１号貯留管築造工事 藤沢市鵠沼藤ヶ谷4丁目付近 9.50 立坑廻り
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平成２７年　１２月 藤沢市下水道施設課 大生建設(株) 港北処理区地域防災拠点(新吉田小）流末枝線管きょ耐震化工事（その２） 横浜市港北区新吉田東六丁目４４番地１番 3.00 ライナーと人坑の隙間

平成２７年　１２月 横浜市環境創造局 奈良建設(株) 西部処理区上飯田地区下水道整備工事（その70） 横浜市泉区上飯田町４５８４番地先 8.25 管廻り

平成２７年　１２月 国土交通省 大成ロテック(株) 湾岸道路本牧地区改良舗装他工事 横浜市中区錦町15 1.50 廃棄管の充填

平成２７年　１２月 相模原市 (有)和田建設 公共下水道御嶽地区第237雨水管整備工事（２工区） 相模原市南区大野台３丁目43-1 10.00 廃棄管の充填

平成２７年　１２月 横浜市役所 真田重機(有) 災害時下水道直結式仮設トイレ用下水道管整備工事（その63） 横浜市西区東が丘59 1.50 埋設管の埋戻し

平成２８年　　１月 横浜市環境創造局 (株)チュウバチ 中部処理区千代崎地区下水道再整備工事（その15） 横浜市中区千代崎町２丁目４３番地先 1.50 廃止管充填

平成２８年　　１月 横浜市環境創造局 増井建設(株) 釜利谷東4丁目口径50mmから150mm配水管布設替工事 横浜市金沢区釜利谷東四丁目２７番地１９号 2.00 廃止管の充填

平成２８年　　２月 横浜市環境創造局 国土開発工業(株) H27管内改築区間改良（その３）工事 横浜市中区錦町地区 7.00 廃止管の充填

平成２８年　　２月 横浜市環境創造局 宮内建設(株) 工業用水道新磯子町口径300mmから600mm配水管布設替工事（その４） 横浜市磯子区新磯子町３４番地 66.00 廃止管の充填

平成２８年　　２月 相模原市 アコック・東神興業JV 公共下水道湘南地区雨水幹線整備工事（２工区） 相模原市南区相南２丁目地内 7.00 ライナーと立坑隙間

平成２８年　　２月 神奈川県 (株)アコック 雨水管整備工事（その２） 神奈川県中郡大磯町　国府新宿　地内 24.50 管廻り

平成２８年　　２月 横須賀市 二幸管理 30工区野比地区汚水枝線238-1号ほか築造工事 横須賀市長沢６丁目５番地先 6.00 廃棄管の充填

平成２８年　　２月 横浜市環境創造局 (有)一建テック 港南土木管内下水道修繕工事（その３） 横浜市港南区最戸１丁目３番地先 2.00 立坑廻り

平成２８年　　２月 横浜市環境創造局 宮内建設 南部処理区南大田地区水道再整備工事（その２） 横浜市南区南太田二丁目４番１１号先 12.50 廃止管充填

平成２８年　　２月 横浜市環境創造局 宮内建設(株) 工業用水道新磯子町口径300mmから600mm配水管布設替工事（その４） 横浜市磯子区新磯子町３４番地 8.00 管廻り

平成２８年　　３月 横浜市環境創造局 丸藤建設(株) 神奈川処理区老松地区下水道整備工事 横浜市西区老松町４９番３号先 5.00 ライナーと立坑隙間

平成２８年　　３月 横浜市環境創造局 興信工業(株) 神奈川水再生センター場内排水管整備工事 横浜市神奈川区千若町1-1 7.00 立坑廻り

平成２８年　　４月 横浜市環境創造局 大永建設工業(株) 羽沢町ほか2か所口径100mmから150mm配水管布設替工事 横浜市神奈川区羽沢町500-3他 2.00 廃棄管の充填

平成２８年　　４月 横浜市環境創造局 (株)丸舗建設 神奈川処理区岩間地区下水道再整備工事 横浜市保土ヶ谷区天王町2-46-8他 19.00 ライナーと立坑の間

平成２８年　　４月 横浜市環境創造局 宮内建設(株) 南部処理区南太田地区下水道再整備工事 横浜市南区南太田2-4-11他 16.50 廃棄管の充填

平成２８年　　５月 横浜市環境創造局 (株)信友建設 港北処理区篠原地区下水道整備工事（その17） 横浜市港北区篠原町2977付近 1.50 立坑ライナー廻り

平成２８年　　６月 横浜市環境創造局 (株)兵頭建設 磯子土木管内下水道 横浜市磯子区土木管内 1.00 立坑廻り

平成２８年　　６月 横浜市環境創造局 (株)カネミツ建設 南土木管内下水道修繕工事（その1） 横浜市南区中里3-16他 3.00 廃棄管充填

平成２８年　　６月 横須賀市 川島建設(株) ２工区浦郷排水区雨水枝線10号ほか築造工事 横須賀市追浜東1-33～浜見台2-14 2.50 ヒューム管の充填

平成２８年　　６月 横浜市環境創造局 旭建設(株) 南部処理区石川地区下水道再整備工事（その14） 横浜市中区石川町3-113-5他 6.00 廃棄管充填
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平成２８年　　７月 横浜市環境創造局 旭建設(株) 南部処理区石川地区下水道再整備工事（その14） 横浜市中区石川町3-113-5他 3.00 廃棄管充填

平成２８年　　７月 横浜市環境創造局 横浜建設(株) 南部処理区磯子地区下水道再整備工事（その18） 横浜市磯子区磯子3-12他 62.00 ライナー廻り

平成２８年　　７月 相模原市 アコック・東神興業JV 公共下水道相南地区雨水幹線整備工事（2工区） 相模原市南区相南2丁目付近 12.00 立坑埋戻し

平成２８年　　７月 横浜市消防局 (有)六ツ川建設 港南区上大岡東防火水槽撤去工事 横浜市港南区上大岡東1-3-22 24.00 防火水槽の充填

平成２８年　　８月 横浜市環境創造局 (株)坂田組 神奈川処理区馬場地区下水道整備工事(その３) 横浜市鶴見区上ノ宮１丁目１２番３号地先～馬場７丁目７-15地先まで 19.50 立坑廻り

平成２８年　　８月 横浜市環境創造局 カネミツ建設(株) ＭＭ立坑工事 横浜市西区みなとみらい4-5地先 3.50 管廻り埋戻し

平成２８年　　８月 横浜市環境創造局 アコック・東神興業ＪＶ 公共下水道相南地区雨水幹線整備工事（２工区） 相模原市南区相南２丁目地内 4.00 ライナーと立坑間

平成２８年　　８月 横浜市環境創造局 (株)デック 小雀浄水場口径600㎜連絡管布設替工事 横浜市戸塚区小雀町2470番地から2148番地42地先まで 9.50 立坑廻り

平成２８年　　８月 横浜市環境創造局 やまぶき建設(株) 鶴見区北寺尾一丁目防火水槽撤去工事 横浜市鶴見区北寺尾一丁目３番13号 45.00 防火水槽充填

平成２８年　　９月 横須賀市消防局 (株)新晃産業 南消防署久里浜出張所前水路改修工事 横須賀市久里浜7丁目1番10号 2.00 河川カルバート廻り

平成２８年　　９月 横浜市環境創造局 真田重機(有) 栄処理区戸塚地区下水道整備工事（その2） 横浜市戸塚区戸塚町1569番地先 8.00 管廻りの埋戻し

平成２８年　　９月 横浜市環境創造局 (株)豊栄建設 中土木管内下水道修繕取付管接続受託下水道工事（その１） 横浜市中区不老町３丁目 1.25 廃止管の充填

平成２８年　　９月 横浜市消防局 根本建設(株) 野島集合住宅防火水槽充填工事 横浜市金沢区野島町地内 28.00 防火水槽充填

平成２８年　　９月 横浜市環境創造局 (株)岡田建設 都市計画道路長島大竹線街路整備工事(その2) 横浜市港北区北新横浜二丁目1番から新羽町1132番地先まで 177.00 大口配管充填

平成２８年　　９月 横浜市環境創造局 (株)三木組 神大寺線口径600㎜配水管撤去工事及口径150㎜配水管布設替工事 神奈川区神大寺四丁目18番７号地先から六角橋三丁目７番14号地先まで 82.00 排水管の廻り

平成２８年　１０月 横浜市環境創造局 新栄重機土木(株) 北部処理区矢向地区下水道整備工事 2.00 配管廻りの埋戻し

平成２８年　１０月 横浜市環境創造局 (株)三木組 神大寺線口径600㎜配水管撤去工事及口径150㎜配水管布設替工事 神奈川区神大寺四丁目18番７号地先から六角橋三丁目７番14号地先まで 58.00 排水管の廻り

平成２８年　１０月 藤沢市 鹿島建設・門倉組JV 藤沢市新庁舎建設工事 藤沢市朝日町1-1 27.00 躯体廻りの埋戻し

平成２８年　１０月 横浜市環境創造局 栄基建設(株) 磯子区森地区下水道工事 横浜市磯子区森三丁目３番１７号地先 12.00 廃止管の充填

平成２８年　１０月 横須賀市道路局 日建工業(株) 市道4590号線歩道整備工事 横須賀市坂本町1丁目地先 52.50 道路下充填

平成２８年　１０月 横浜市環境創造局 土志田建設(株) 港北処理区篠原地区下水道整備工事（その18） 横浜市港北区篠原町1249番地先から1367番地先までほか1か所 12.75 廃棄管充填

平成２８年　１１月 横浜市環境創造局 (株)信友建設 港北処理区篠原地区下水道整備工事（その１７） 港北区篠原町１２６８番地先から根岸町３３２番地先まで 4.75 下水管廻り

平成２８年　１１月 横浜市環境創造局 (株)坂田組 南部処理区蒔田地区下水道再整備工事(その16) 横浜市南区東蒔田1番地10地先 3.75 立坑の埋戻し

平成２８年　１１月 横浜市環境創造局 (株)岡田建設 港北区新羽地区下水道工事 港北区新羽町1121番地13地先 5.50 立坑の埋戻し

平成２８年　１１月 横浜市環境創造局 (株)デック 1号配水本管900mm既設管内配管工事 川崎市高津区北見方3丁目11番地6号他 1.00 立坑の埋戻し
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平成２８年　１１月 横浜市環境創造局 宮本土木(株) 工業用水道 杉田線口径500mmから900mm配水管布設替工事 磯子区磯子三丁目4番10号地先から森一丁目10番20号地先まで 150.00 立坑の埋戻し

平成２８年　１１月 横浜市環境創造局 (株)デック 小雀浄水場口径600㎜連絡管布設替工事 横浜市戸塚区小雀町2470番地から2148番地42地先まで 2.00 配管廻り

平成２８年　１２月 横浜市環境創造局 (株)デック 小雀浄水場口径600㎜連絡管布設替工事 横浜市戸塚区小雀町2470番地から2148番地42地先まで 22.50 配管廻り

平成２８年　１２月 横浜市環境創造局 土志田建設(株) 港北処理区篠原地区下水道整備工事（その18） 横浜市港北区篠原町1249番地先から1367番地先までほか1か所 5.00 廃棄管充填

平成２８年　１２月 横浜市環境創造局 (株)ヤマソウ 南部処理区堀ノ内地区下水道再整備工事（その２） 横浜市南区堀ノ内町１丁目６８番地先から102番地先まで 2.50 廃止管充填

平成２８年　１２月 横浜市環境創造局 (株)岡田建設 都市計画道路長島大竹線街路整備工事(その2) 横浜市港北区北新横浜二丁目1番から新羽町1132番地先まで 1.50 立坑の埋戻し

平成２８年　１２月 横浜市環境創造局 (株)KYOUWA 川井浄水場内試掘工事 横浜市旭区上川井町2555 2.50 立坑内管廻り充填

平成２８年　１２月 横浜市環境創造局 (株)岡田建設 港北区新羽地区下水道工事 港北区新羽町1121番地13地先 45.00 立坑の埋戻し

平成２８年　１２月 横須賀市 宇内建設(株) 20-1工区大楠地区汚水幹線0-77号ほか築造工事 横須賀市秋谷4290番地先 1.50 廃止管の充填

平成２９年　　１月 横浜市環境創造局 (株)岡田建設 港北区新羽地区下水道工事 港北区新羽町1121番地13地先 144.00 立坑の埋戻し

平成２９年　　１月 横浜市環境創造局 (株)三木組 神大寺線口径600㎜配水管撤去工事及口径150㎜配水管布設替工事 神奈川区神大寺四丁目18番７号地先から六角橋三丁目７番14号地先まで 22.50 配水管撤去後の埋戻し

平成２９年　　２月 横浜市環境創造局 (株)デック 上大岡線口径800mm配水管更新工事 横浜市港南区港南4-2-1付近 58.50 廃止管の充填

平成２９年　　２月 横浜市環境創造局 (株)カネミツ建設 災害時下水（その８７） 横浜市南区六ツ川3-122浦舟町4-57 1.00 ライナー廻り

平成２９年　　２月 横浜市環境創造局 日特建設(株) 美しが丘１丁目計画雨水排水工事 横浜市青葉区美しが丘1-8-1 6.00 管の基礎廻り

平成２９年　　２月 横浜市教育委員会 渡辺・根本・昭和建設ＪＶ みなとみらい本町小学校新築工事（建築工事） 横浜市西区高島町1-2-73 1,116.00 先行杭の埋戻し

平成２９年　　２月 横浜市環境創造局 横浜建設(株) 藤が丘一丁目ほか１か所配水管布設子替工事 横浜市青葉区藤が丘1-3-1他 7.50 廃止管の充填

平成２９年　　２月 横浜市環境創造局 大正建設(株) 西谷浄水場再整備事業 横浜市保土ヶ谷区川島町522 6.25 ライナーの裏込め

平成２９年　　２月 横浜市教育委員会 (株)春峰園 金沢小学校防火水槽撤去工事 横浜市金沢区町屋町26-26 42.00 防火水槽の充填

平成２９年　　３月 横浜市環境創造局 岡田建設 南部処理区三春台地区下水道再整備工事 横浜市南区前里町3-49～4-101 19.00 立坑とライナー間

平成２９年　　３月 横浜市環境創造局 大正建設 西谷浄水場再整備事業 横浜市保土ヶ谷区川島町522 20.75 ライナーの裏込め

平成２９年　　３月 横浜市教育委員会 渡辺・根本・昭和JV みなとみらい本町小学校新築工事（建築工事） 横浜市西区高島町1-2-73 576.00 先行杭の埋戻し

平成２９年　　３月 横浜市環境創造局 横浜建設 美しが丘二丁目口径100mm～200mm配水管布設替工事 横浜市青葉区美しが丘2-1-4他 5.50 立坑廻り

平成２９年　　３月 横浜市環境創造局 新栄建設(株) 平成２８年度決第412号二ツ橋町ほか配水管敷設替工事 横浜市瀬谷区二ツ橋町301 1.00 廃止管充填

平成２９年　　３月 横須賀市上下水道局 宇内建設 20-1工区大楠地区汚水幹線ほか築造工事 横須賀市秋谷4290 2.00 廃止管の充填

平成２９年　　３月 防衛相　海上自衛隊 清水建設 船越（27）庁舎等新設造成等工事（土木工事） 横須賀市船越町7-73 13.50 立坑・管廻りライナー廻り
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平成２９年　　３月 横浜市環境創造局 奈良建設 都筑処理区さちが丘地区下水道整備工事 横浜市旭区万騎が原１２１他 1.75 配管廻り

平成２９年　　４月 横浜市環境創造局 大正建設(株) 西谷浄水場再整備事業 横浜市保土ヶ谷区川島町522 6.25 ライナーの裏込め

平成２９年　　４月 横浜市環境創造局 浜崎建設工業(株) 港南区笹下地区下水道改良工事 横浜市港南区笹下4-12-15他 66.00 廃止管の充填

平成２９年　　５月 横浜市環境創造局 (株)デック 上大岡線口径800㎜配水管更新工事 横浜市港南区港南4-2-1付近 8.75 管廻りの埋戻し

平成２９年　　５月 横浜市環境創造局 (株)アオイ産業 栄処理区名瀬地区下水道整備工事（その36） 横浜市戸塚区名瀬町2700-8他 58.50 立坑の埋戻し

平成２９年　　５月 横浜市環境創造局 谷口建設(株) 西部処理区南瀬谷地区下水道整備工事 横浜市瀬谷区南瀬谷1-49他 40.00 ライナーと人孔間

平成２９年　　５月 横浜市環境創造局 銀杏建設(株) 栄処理区戸塚区戸塚地区下水道再整備工事 横浜市戸塚区戸塚町3350 9.00 ライナーと立坑間

平成２９年　　６月 横浜市道路局 (株)ミライト 平成28年度主要地方道山下本牧磯子線 横浜市磯子区原11 3.50 カルバート廻り埋戻し

平成２９年　　６月 横浜市環境創造局 横浜建設(株) 南部処理区磯子地区下水道再整備工事 横浜市磯子区磯子3-12他 6.00 廃止管の充填

平成２９年　　６月 横浜市環境創造局 銀杏建設(株) 栄処理区戸塚区戸塚地区下水道再整備工事 横浜市戸塚区戸塚町3350 17.00 ライナーと立坑間

平成２９年　　７月 横浜市環境創造局 (株)日建産業 都筑処理区さちが丘地区下水道整備工事（その34） 横浜市旭区さちが丘地区下水道整備工事（その34） 4.50 空洞の充填

平成２９年　　７月 横浜市環境創造局 都筑開発(株) 都筑処理区白根地区下水道整備工事 横浜市旭区白根3-26他 10.00 ライナーと立坑埋戻し

平成２９年　　７月 横浜市環境創造局 ㈱カネミツ建設 南土木管内下水道修繕工事（その１） 横浜市南区中里3-16他 2.75 廃止管の充填

平成２９年　　７月 横須賀市上下水道局 (株)いづみ工事 長沢地区配水本管布設工事（H28の1） 横須賀市長沢1-27他 13.00 廃止管の充填

平成２９年　　７月 横浜市環境創造局 新和建設(株) 西部処理区白百合地区下水道整備工事 横浜市泉区白百合1-14-21他 12.00 ライナー廻り埋戻し

平成２９年　　７月 厚木市下水道局 (有)大秀建設 平成29年度公共下水道（厚木排水区）52工区 厚木市旭町１丁目地内 3.00 廃棄管の充填

平成２９年　　７月 横須賀市上下水道局 武尊建設(株) 10-1工区下町第2地区汚水幹線築造工事 横須賀市三春町2-1地先 17.50 空隙の充填

平成２９年　　８月 横浜市環境創造局 (株)アース開発 災害時下水道直結式仮設トイレ用下水道管整備 横浜市港南区野庭町630 1.00 管廻りの埋戻し

平成２９年　　８月 横須賀市下水道局 武尊建設 10-1工区下町第2地区汚水幹線築造工事 横須賀市三春町2-1地先 17.50 空隙の充填

平成２９年　　９月 横浜市環境創造局 千代田建設㈱ 南部処理区初音地区下水道再整備（その５） 横浜市中区日ノ出町～初音町 3.00 残置管の充填

平成２９年　　９月 川崎市 セルス神奈川㈱ 市道上作延63号線道路補修工事 川崎市高津区上作延999 17.50 道路陥没埋戻し

平成２９年　１０月 横須賀市上下水道局 ユタカ建設(株) 浦郷町地区配水本管布設工事（Ｈ28-1） 横須賀市浦郷町5-2931　他 40.25 布設管廻り

平成２９年　１０月 横浜市環境創造局 (株)安西組 戸塚矢部町下水工事 横浜市戸塚区矢部町445 2.00 残置官の充填

平成２９年　１０月 横浜市道路局 (株)リアル建設神奈川 市道戸塚420号線戸塚町地内道路改良（その9） 横浜市戸塚区戸塚町3329番地先 他 6.00 残置管の充填

平成２９年　１１月 関東地方整備局 鉄建建設(株) 横浜湘南道路引地川改良工事 藤沢市城南3丁目 地内 54.00 鋼管内の充填
8 ページ



スラモル（高流動埋戻し材）公共工事物件実績
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平成２９年　１１月 横浜市環境創造局 親和興業(株) 小机町他1か所配水管布設工事 横浜市港北区小机町158　他 2.00 立坑廻り埋戻し

平成２９年　１２月 横浜市環境創造局 日栄建設(株) 港北処理区篠原地区下水道整備工事（その２３） 横浜市港北区篠原町1534-6 1.00 Ｕ字溝下埋戻し

平成２９年　１２月 横浜市環境創造局 横浜建設(株) 南部処理区岡村地区下水道再整備（その２１） 横浜市磯子区岡村3-13～16 6.50 立坑内埋戻し

平成２９年　１２月 横浜市環境創造局 横浜建設(株) 佐江戸町ほか３か所配水管布設替工事 横浜市都筑区砂江戸町600番他 1.50 人坑とライナー間充填

平成２９年　１２月 横浜市港湾局 東洋建設(株) 横浜港南本牧地区岸壁（-18ｍ）（耐震）上部等工事 横浜市中区南本牧地区 13.00 護岸ケイソン下充填

平成３０年　　１月 (株)山一施工 星山橋補修工事 三浦郡葉山町下山口字平地内 10.00 河川護岸部空洞の埋戻し

平成３０年　　１月 横浜市環境創造局 (株)内野工務店 鶴ヶ峰工事 横浜市旭区鶴ヶ峰2-71 3.75 残置換の充填

平成３０年　　１月 横浜市環境創造局 (株)大山組 災害時下水直結式仮設トイレ用下水管整備工事（その１３２）横浜市西区伊勢町2-115（戸部小学校） 4.00 組立ライナーの裏込め

平成３０年　　１月 特定建設工事共同企業体 大成・東急・大本・土支田ＪＶ 羽沢トンネル（到達部）工事 横浜市港北区新横浜 45.00 シールド到達部受壁

平成３０年　　１月 横浜市環境創造局 新栄建設(株) 竹山１丁目配水管布設替工事 横浜市緑区竹山1-3-1他 1.00 残置換の充填

平成３０年　　１月 横浜市港湾局 東洋建設(株) 横浜港南本牧地区岸壁（-18m）（耐震）上部等工事 横浜市中区南本牧6-1 18.00 ケーシング頭部空洞充填

平成３０年　　２月 横浜市環境創造局 (株)丸舗建設 港北処理区羽沢南地区下水道整備工事（その2） 横浜市金沢区羽沢南2-16-5　他 7.00 立坑とライナーの間充填

平成３０年　　２月 横浜市環境創造局 (株)テクノジャパン 南部処理区桜木地区下水道再整備工事（その14） 横浜市中区桜木町3-13　他 4.00 残置換の充填

平成３０年　　２月 横浜市港湾局 東洋建設(株) 横浜港南本牧地区岸壁（-18m）（耐震）上部等工事 横浜市中区南本牧6-1 252.00 ケーシング頭部空洞充填

平成３０年　　２月 横浜市建築局 松尾・小俣・土志田ＪＶ 寿町住宅立替及び寿町福祉会館整備工事 横浜市中区寿町4-14 4.00 躯体廻り

平成３０年　　２月 横浜市環境創造局 横浜建設(株) 矢向一丁目ほか１か所配水管布設替工事 横浜市鶴見区矢向1-10-1　他 2.00 残置換の充填

平成３０年　　２月 横浜市環境創造局 宮本土木(株) 工業用水道杉田線配水管布設替工事 横浜市磯子区磯子３－４－１０　他 26.00 立坑の埋戻し

平成３０年　　２月 横浜市環境創造局 日成工事(株) 南部処理区万世地区下水道整備工事（その2） 横浜市南区万世町2-32　他 15.50 人孔とライナーの間充填

平成３０年　　２月 横浜市 (有)大迫組 平成29年度 いたち川改修工事 横浜市栄区上郷町1164-6　他 240.00 仮設水路の埋戻し

平成３０年　　２月 横浜市 (有)佐藤組 鶴見区市場小学校地盤測定所補修委託 横浜市鶴見区元宮1-13-1 3.00 地盤沈下の充填

平成３０年　　２月 横須賀市下水道局 蒲工㈱ 都筑処理区新治地区下水道整備工事（その19） 横浜市緑区新治町７００番地　他 2.75 人孔とライナーの間充填

平成３０年　　２月 横須賀市 日立造船・五洋ＪＶ 横須賀ごみ処理施設工事 横須賀市長坂5-3878 256.50 躯体廻りの埋戻し

平成３０年　　３月 横浜市 (有)大迫組 平成29年度 いたち川改修工事 横浜市栄区上郷町1164-6　他 99.00 仮設水路の埋戻し

平成３０年　　３月 横浜市港湾局 東洋建設(株) 横浜港南本牧地区岸壁（-18m）（耐震）上部等工事 横浜市中区南本牧6-1 62.00 ケーシング頭部空洞充填

平成３０年　　３月 横須賀市 (株)伊之崎 野比第２水路施設小破修繕工事 横須賀市野比５丁目地内 14.00 護岸の裏込め
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平成３０年　　３月 横浜市環境創造局 宮内建設(株) 港北処理区篠原地区下水道整備工事（その２４） 横浜市港北区篠原町１５５８他 8.50 人工とライナー間充填

平成３０年　　３月 南土木事務所 新栄重機土木(株) 南区永田台歩道階段下補修工事 横浜市南区永田台28-16 26.50 階段下陥没埋戻し

平成３０年　　３月 横浜市環境創造局 (株)丸舗建設 港北処理区羽沢南地区下水道整備工事（その2） 横浜市金沢区羽沢南2-16-5　他 18.00 立坑とライナー間の充填

平成３０年　　３月 横浜市環境創造局 横浜建設(株) 南部処理区岡村地区下水道再整備（その21） 横浜市磯子区岡村3-13～16 2.00 立坑内埋戻し

平成３０年　　３月 横須賀市 日立造船・五洋ＪＶ 横須賀ごみ処理施設工事 横須賀市長坂5-3878 584.50 躯体廻りの埋戻し

平成３０年　　４月 横浜市南土木 新栄重機土木(株) 南区永田台歩道階段下補修工事 横浜市南区永田台28-16 2.00 階段下陥没埋戻し

平成３０年　　４月 横浜市環境創造局 (株)豊栄建設 中部処理区中区塚越地区下水道再整備工事 横浜市中区塚越１番地先 5.00 残置換の充填

平成３０年　　４月 横浜市環境創造局 (有)千田建設 西部処理区大門第二幹線下水道整備（その１３） 横浜市瀬谷区下瀬谷3-18-12 4.00 ライナーと人坑の間

平成３０年　　４月 横浜市環境創造局 千代田建設(株) 決第504号汲沢四丁目ほか配水管布設替工事 横浜市戸塚区汲沢4-24-17ほか 7.00 残置換の充填

平成３０年　　５月 横浜市環境創造局 宮内建設(株) 栄処理区笠間地区下水道整備工事 横浜市栄区笠間5-29-18他 8.00 ＢＯＸカルバート廻り

平成３０年　　５月 国土交通省 鹿島・竹中土木ＪＶ 横浜環状南線 公田笠間トンネル工事 横浜市栄区飯島町28-6 81.00 ＢＯＸカルバート廻り

平成３０年　　５月 横浜市環境創造局 (株)新世 決第113号別所線口径600mm配水管布設替（その３） 横浜市南区睦町1-4-1他 12.00 ライナーと人坑の間充填

平成３０年　　６月 横須賀市 日立造船・五洋建設ＪＶ 横須賀ごみ処理施設工事 横須賀市長坂5-3879 792.50 躯体廻り

平成３０年　　６月 横浜市環境創造局 (株)豊成建設 神奈川処理区台町地区下水道整備工事 横浜市神奈川区台町1-1　他 31.50 残置管の充填

平成３０年　　６月 横浜市環境創造局 宮本土木(株) 西部処理区南瀬谷地区下水道整備工事 横浜市瀬谷区南瀬谷１-57　他 3.00 ライナーと人坑の間

平成３０年　　６月 横浜市環境創造局 (株)新世 決第113別所線配水管府布設替 横浜市南区睦町1-4-1　他 15.00 ライナーと人坑の間

平成３０年　　７月 横浜市環境創造局 (株)豊成建設 神奈川処理区台町地区下水道整備工事 横浜市神奈川区台町１－１他 1.00 残置管の充填

平成３０年　　７月 横須賀市 日立造船・五洋ＪＶ 横須賀ごみ処理施設工事 横須賀市長坂5-3878 27.00 躯体廻り

平成３０年　　７月 横浜市鶴見土木 ＭＯＭ(株) 鶴見土木管内舗装補修工事 横浜市鶴見区寺谷2-18-4他 1.50 道路下陥没充填

平成３０年　　７月 横浜市環境創造局 (株)坂田組 横浜公園防火水槽補強工事 横浜市中区横浜公園 7.00 防火水槽廻り

平成３０年　　８月 横浜市環境創造局 大翔建設㈱ 災害時仮設トイレ用下水道管整備工事（その166） 横浜市港北区菊名5-18-1 12.00 ライナーと立坑の間

平成３０年　　８月 横浜市環境創造局 銀杏建設㈱ 災害時下水直結式仮設トイレ用下水道管整備工事（その139） 横浜市神奈川区西大口141 9.00 ライナーと人孔の間

平成３０年　　８月 国土交通省 奈良建設(株) 横環南栄IC・JCT下部（その32）工事 横浜市栄区田谷町　地先 63.50 杭穴の埋戻し

平成３０年　　８月 横浜市環境創造局 ジーテック㈱ 災害時下水直結式仮設トイレ用下水道管整備工事（その136） 横浜市鶴見区馬場町7-20-1 4.00 ライナーと人孔の間

平成３０年　　８月 国土交通省 東鉄工業(株) 横浜湘南道路小雀高架橋下部（その2）工事 横浜市戸塚区小雀町地先 54.00 橋脚基礎廻り
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平成３０年　　８月 横浜市環境創造局 ＮＢ・三木ＪＶ 南部水再生センター水処理施設（第四期）分水槽築造工事 横浜市磯子区新磯子町29番地 1.00 躯体廻り

平成３０年　　９月 横浜市環境創造局 小雀建設(株) 港北処理区篠原地区下水道整備工事（その26） 横浜市港北区篠原町1538 4.00 ライナーと人孔の間

平成３０年　　９月 横浜市環境創造局 宮本土木(株) 西部処理区南瀬谷地区下水道整備工事（その6） 横浜市瀬谷区南瀬谷1-57他 15.00 ライナーと人孔の間

平成３０年１０月 横浜市環境創造局 宮内建設㈱ 港北処理区篠原地区下水道整備工事（その26） 横浜市港北区篠原町1538　他 19.75 立坑の埋戻し

平成３０年１０月 横浜市港湾局 東洋建設㈱ 横浜港南本牧地区岸壁上部工事 横浜市中区南本牧6-1 17.00 人工とライナーの間充填

平成３０年１０月 国土交通省 奈良建設㈱ 横環南栄IC・JCT下部（その32）工事 横浜市栄区田谷町地先 61.50 杭穴の埋戻し

平成３０年１０月 横浜市環境創造局 ㈱泰山園 横浜市磯子区滝頭 横浜市磯子区滝頭2-5-14地先 102.00 防火水槽の充填

平成３０年１０月 横浜市環境創造局 ㈱丸舗建設 港北処理区羽沢地区ほか下水道整備工事 横浜市金沢区羽沢町1660他 8.50 立坑廻りの埋戻し

平成３０年１１月 横浜市環境創造局 宮内建設㈱ 港北処理区篠原地区下水道整備工事（その24） 横浜市港北区篠原町1538　他 19.25 立坑の埋戻し

平成３０年１１月 横浜市建築局 青野建設㈱ 金沢区総合庁舎改築工事 横浜市金沢区泥亀2-9-1 13.50 躯体と擁壁間の埋戻し

平成３０年１１月 横浜市環境創造局 デック 第一戸塚線口径700mm配水管緊急布設工事 横浜市栄区田谷町1343 他 3.50 道路下配管廻り

平成３０年１２月 横浜市環境創造局 宮内建設㈱ 港北処理区篠原地区下水道整備工事（その24） 横浜市港北区篠原町1538　他 17.25 立坑埋戻し

平成３０年１２月 横浜市環境創造局 東洋建設㈱ 横浜港南本牧地区岸壁上部工事 横浜市中区南本牧6-1 2.50 護岸陥没埋戻し

平成３０年１２月 横浜市環境創造局 小雀建設㈱ 港北処理区篠原地区下水道整備工事（その26） 横浜市港北区篠原町1538　他 1.00 ライナーと人坑間充填
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