
過去の⼯事経歴

下請⼯事
発注者 ⼯事名称 施⼯場所 施⼯時期 ⼯事内容

ﾉダック(株) 鮒⽥⽔⾨耐震補強⼯事 三重県 令和2年11⽉ ⽔⾨耐震補強⼯事

中林建設（株） ⼀級河川六軒屋川防潮堤補強⼯事（朝⽇橋上流） ⼤阪府 令和2年9⽉ 護岸型枠⼯事

コンクリートコーリング(株) 神鋼IPP放⽔路・放⽔⼝⼯事 兵庫県 令和2年6⽉ ⽔中コアボーリング⼯事

(株)カナヤマ建設 宇治系送⽔管路更新・耐震化⼯事（久御⼭接続古川横断推進⼯） 京都府 令和2年6⽉ ⽔中到達鏡切断マシン誘導⽌⽔⼯

鉄建建設株式会社 奈良線⻩檗・宇治間路盤新設他⼯事 京都府 令和2年5⽉ 鋼⽮板⽔中切断⼯事

熊⾕・三井住友・⽇宝特定建設⼯
事共同企業体

⻑堀抽⽔所⾬⽔滞⽔池築造⼯事(その10） ⼤阪府 令和2年1⽉ 既設管渠内調査⼯

⽇本防蝕⼯業(株) ⼀級河川⽊津川護岸電気防⾷⼯事 ⼤阪府 令和2年1⽉ アルミ陽極取付⼯事

ﾉダック(株) 永瀬発電所取⽔⼝除塵機1号スクリーン修繕 ⾼知県 令和1年12⽉ 取⽔⼝除塵機スクリーン新設⼯事

ﾉダック(株) 鮒⽥⽔⾨耐震補強⼯事 三重県 令和1年12⽉ ⽔⾨耐震補強⼯事

(株)三枝組 鎌⽥川1⼯区河川⼯事 ⼭梨県 令和1年12⽉ ハット型⽮板⽔中切断⼯事

(株)橋本建設 新⽥⼤橋修繕補強⼯事 ⼤阪府 令和1年12⽉ 橋脚仮⽌⽔枠設置撤去⼯事

北越コーポレーション(株) ⽔源地取⽔塔調査及び清掃⼯事 ⼤阪府 令和1年11⽉ 取⽔塔スクリーン調査清掃⼯事

⼤阪海洋潜⽔事業協同組合 千歳渡船場外１補修⼯事 ⼤阪府 令和1年10⽉ 浮き桟橋アンカー他改修⼯事

(株)ラスコジャパン ⻑池⽔上発電所⽔中アンカー設置⼯事 兵庫県 令和1年9⽉
⽔上ソーラー発電フロートアン
カー設置⼯事

(株)藤井組 城東貨物北線城北川護岸改修⼯事 ⼤阪府 令和1年8⽉ 橋脚撤去⼯事

ﾉダック(株) 天神ダム選択放流施設（潜⽔作業3回⽬） 宮崎県 令和1年8⽉ ダム設備設置⼯事

(株)久本組 港区港晴堤防⼯事その4 ⼤阪府 令和1年9⽉ 護岸型枠⼯事

(株)アオヤマエコシステム 琵琶湖取⽔⼝清掃⼯事 滋賀県 令和1年8⽉ 取⽔塔スクリーン清掃⼯事

(株)⼤和⼯業所 東部浄化センターポンプ棟⾬⽔ポンプ設備改築⼯事 兵庫県 平成31年4⽉ 配管閉塞⼯事

協和道路(株) 2017-2019年度関⻄国際空港⼟⽊施設維持修繕⼯事 ⼤阪府 平成31年4⽉ 排⽔路調査⼯事

⽇本防蝕⼯業㈱ ⼀級河川尻無川護岸電気防⾷⼯事（H30尻無川⽔⾨） ⼤阪府 平成31年3⽉ アルミ陽極取付⼯事

あおみ建設(株) 18C淀川⼤堰耐震対策⼯事 ⼤阪府 平成31年2⽉ 耐震対策⼯事

⽇本防蝕⼯業(株) ⼤阪港 在来地区⼯事 ⼤阪府 平成31年2⽉ アルミ陽極取付⼯事

⼤阪海洋潜⽔事業協同組合 堺泉北港海岸 堺新港地区 防潮堤耐震対策等⼯事その2 ⼤阪府 平成31年1⽉ 防潮堤耐震対策⼯事

ノダック株式会社 天神ダム選択放流施設（潜⽔作業） 宮崎県 平成30年11⽉ 選択放流施設新設⼯事

㈱明電舎
京都市上下⽔道局下⽔道部/⽯⽥⽔環境保全センター ⾃家発電設
備⼯事

京都府 平成30年11⽉ 設備内配管⽌⽔⼯事

ノダック株式会社 永瀬発電所取⽔⼝除塵機2号スクリーン修繕 ⾼知県 平成30年10⽉ 取⽔⼝除塵機スクリーン新設⼯事

⼤林道路㈱ 堺市⾦剛東線応急復旧⼯事のうち鋼管推進⼯事（φ1100㎜） ⼤阪府 平成30年3⽉ 鋼管推進⼯事に伴う⽌⽔⼯事

能美防災㈱ 京都御所消⽕設備整備⼯事 京都府 平成30年4⽉ 仮⽌⽔板設置⼯事

⽇本防蝕⼯業㈱ 東横堀川護岸補修その他⼯事-2 ⼤阪府 平成30年3⽉ 護岸防蝕⼯事

ノダック㈱ 平荘ダム選択取⽔ゲート修繕⼯事 兵庫県 平成30年2⽉ 取⽔ゲート修繕⼯事

⼤林道路㈱ 南排⽔路（桜ノ宮公園）改修⼯事 ⼤阪府 平成29年12⽉ ⽌⽔⼯事

㈱久本組 安治川防潮堤補強⼯事 国道43号 ⼤阪府 平成30年1⽉ ⾜場取付⼯事

ノダック㈱ 永瀬ダム堰提改良⼯事 ⾼知県 平成30年1⽉ 取⽔⼝除塵機スクリーン新設⼯事

川⻄⼟⽊㈱ 朝凪町防潮堤耐震対策⼯事（その7） 兵庫県 平成29年11⽉ 海上架台設置⼯事

㈱モリオ建⼯ おおさか東線寝屋川橋りょう外新設他⼯事 ⼤阪府 平成29年10⽉ 護岸型枠⼯事

㈲北陸海洋潜⽔ 気仙沼漁港⼤浦防潮堤外災害復旧⼯事 482⼤浦防潮堤 宮城県 平成29年3⽉ 捨て⽯均し⼯事



寄隆建設㈱ 淀川⼤堰耐震対策補強⼯事（Ｐ3全部） ⼤阪府 平成29年2⽉ ⽌⽔シェル設置⼯事

プラント機⼯㈱ ⼤野下⽔処理場沈澱池設備⼯事 ⼤阪府 平成28年11⽉ 仮⽌⽔壁設置⼯事

㈲北陸海洋潜⽔ 気仙沼漁港⼤浦防潮堤外災害復旧⼯事 481⼩々汐防潮堤 宮城県 平成28年9⽉ ⽔中型枠⼯事

関⻄化⼯建設㈱ ⾼浜発電所、取⽔⼝有孔堤修繕⼯事 福井県 平成28年9⽉ 取⽔⼝有孔堤修繕⼯事

万⽔電機設備⼯業㈱
市岡下⽔処理場外1ヵ所反応槽外設備⼯事（Ｎｏ.3、Ｎｏ.4反応
槽）

⼤阪府 平成28年9⽉ 仮⽌⽔板設置⼯事

⽇本防蝕⼯業㈱ Ｃ1〜4桟橋上部⼯改修（その8）及びその他⼯事 ⼤阪府 平成28年8⽉ 陽極取付⼯事

機動建設⼯業㈱ 堺⼋ケーブル取替に伴う⽯津公園付近管路改修⼯事(管路2⼯区） ⼤阪府 平成28年3⽉ ⽔中鏡切断⼯事

㈲⽥村エンジニアリング 浅野ポンプ場 ⽌⽔版設置⼯事 ⽯川県 平成28年2⽉ 仮⽌⽔板設置⼯事

中林建設㈱ 道頓堀川堤防耐震対策⼯事 ⼤阪府 平成28年2⽉ 護岸型枠⼯事

㈱森本組 宮古港⽇⽴浜地区⽇⽴浜-2.0m物揚場災害復旧（23災65号）⼯事 岩⼿県 平成27年12⽉ 捨て⽯均し⼯事

⽇本防蝕⼯業㈱ C1〜4桟橋上部⼯改修（その7）およびその他⼯事 ⼤阪府 平成27年12⽉ 陽極取付⼯事

ノダック㈱ ⼀級河川正蓮寺川⽔⾨補強⼯事 ⼤阪府 平成27年11⽉ ⽌⽔シェル設置⼯事

⼤阪海洋潜⽔事業協同組合 尾崎港外防波堤改修等⼯事 ⼤阪府 平成27年9⽉ 防波堤改修⼯事

㈱森本組 宮古港⽇⽴浜地区海岸防波堤ほか⼯事 岩⼿県 平成27年8⽉ 捨て⽯均し⼯事

㈱森本組 宮古港⽇⽴浜地区海岸防波堤ほか⼯事 岩⼿県 平成27年8⽉ 捨て⽯均し⼯事

⽇本防蝕⼯業㈱ ⼤阪港埠頭南港フェリー桟橋補強⼯事 和歌⼭県 平成27年7⽉ ⽔中型枠⼯事

⽇本防蝕⼯業㈱ 港区尻無川右岸（⽔⾨上流）堤防⼯事（その12） 和歌⼭県 平成27年6⽉ 陽極取付⼯事

⽇本防蝕⼯業㈱ 阿尾漁港整備（機能保全）⼯事 和歌⼭県 平成27年3⽉ 防⾷⼯事

さいかい建設㈱ 平成26年度王⼦川都市下⽔路鋼⽮板改修⼯事 ⼤阪府 平成26年8⽉ 残存型枠設置⼯事

岸本建設㈱ ⼭陰線須佐橋梁外災害復旧他⼯事 ⼭⼝県 平成26年8⽉ ⽌⽔シェル設置⼯事

（株）藤井組 正蓮寺川⻄⼯区開削トンネル他⼯事 ⽯川県 平成25年9⽉ 仮設桟橋設置⼯事

⽇本防蝕⼯業（株） 美川護岸修繕外⼯事 ⽯川県 平成25年9⽉ 陽極取付⼯事

（株）森本組 鮎川漁港-3.0m岸壁外災害復旧（その２）⼯事 宮城県 平成25年8⽉ 捨て⽯均し⼯事

東亜技研（株） 埋設構造物総点検業務（関⻄空港） ⼤阪府 平成25年8⽉ ⽔中型枠⼯事

⽇本海建設（株） 美川護岸修繕外⼯事 ⽯川県 平成25年8⽉ ⽔中型枠⼯事

（株）森本組 鮎川漁港-3.0m岸壁外災害復旧（その2）⼯事 宮城県 平成25年8⽉ 岸壁復旧⼯事

⽇本海建設（株） 美川護岸修繕外⼯事 ⽯川県 平成25年8⽉
ブロック撤去・設置⼯事、被覆防
⾷⼯事

東亜技研（株） 埋設構造物総点検業務（関⻄空港） ⼤阪府 平成25年7⽉ ⽔路調査⼯事

奈良建設（株） 三軒家千島幹線導流渠築造⼯事 ⼤阪府 平成25年7⽉ ⽌⽔枠設置⼯事

（株）ムラヤマ USJラグーンステージ解体撤去⼯事 ⼤阪府 平成25年5⽉ ステージ解体⼯事

⼤阪臨海熱供給（株） （南）海⽔取⽔⼝ネットバースクリーン点検・清掃 ⼤阪府 平成25年5⽉ 取⽔⼝清掃⼯事

（株）森本組 志津川漁港⼤森岸壁外災害復旧⼯事 宮城県 平成24年12⽉ 岸壁復旧⼯事

（株）森本組 鮎川漁港-3.5m岸壁外災害復旧⼯事 宮城県 平成24年12⽉ 岸壁復旧⼯事

⽇本防蝕⼯業（株） ⼀級河川神崎川外鋼⽮板護岸等腐⾷調査委託 ⼤阪府 平成24年12⽉ 防⾷⼯事

スバル興業（株） ⽊津川⼤橋耐震対策⼯事-2 ⼤阪府 平成24年12⽉ ⽌⽔枠設置⼯事

基礎地盤コンサルタンツ（株） 六軒家川⽔路⽔質調査等業務 ⼤阪府 平成24年11⽉ ⽔路調査⼯事

（株）森本組 平成23年度⿂施機強志-A03号志津川漁業浜町岸壁嵩上げ⼯事 宮城県 平成24年11⽉ 護岸復旧⼯事

津⽥海運（株） 鮎川漁港浜丁岸壁外災害復旧⼯事 宮城県 平成24年8⽉ 護岸復旧⼯事

（株）⾼知丸⾼
仙台塩釜港仙台港区外港地区沖防波堤（災害復旧）上部外⼯事（変
更）

宮城県 平成24年7⽉
鋼管⽔中切断⼯事、鋼管引き揚げ
⼯事



（株）ジオダイナミック 管島ケーソン⼯事 ⼤阪府 平成24年6⽉ ⽔中掘削⼯事、⽔中調査⼯事

⼤阪臨海熱供給（株） （南）取⽔⼝ネットバースクリーン点検・清掃 ⼤阪府 平成24年4⽉ 取⽔⼝清掃⼯事

（株）⾼知丸⾼ 平成23-24年度⻑安⼝D貯⽔池内仮設構台設置⼯事 徳島県 平成24年3⽉ 浅橋築造⼯事、⽔中溶接⼯事

⽇本防蝕⼯業（株） ⼤正区⽊津川運河南岸（アルミニウム合⾦陽極取付）⼯事 ⼤阪府 平成24年2⽉ 電気防⾷⼯事

（株）川島⼯務店 本新地区樋管⽬地補修⼯事 茨城県 平成24年1⽉ 漏⽔防⽌⼯事

平⼭建設（株） 古渡・⼤坪⽤排⽔機場復旧⼯事 茨城県 平成24年1⽉ 漏⽔調査⼯事

清和管⼯（株）
平成23年度災害復旧⼯事古屋地区揚排⽔樋管⽬地補修⼯事
（521/442）

茨城県 平成24年1⽉ 漏⽔防⽔⼯事

東亜グラウト⼯業（株） 吉野川北岸ストックマネジメント技術⾼度化事業 徳島県 平成23年12⽉ 農⽔路調査⼯事

（株）⾼知丸⾼ 平成23年度⻑安⼝D貯⽔池内仮設構台設置⼯事 徳島県 平成23年12⽉ 桟橋築造⼯事、⽔中溶接⼯事

オリエンタル⽩⽯（株） 浅川橋耐震補強⼯事 徳島県 平成23年12⽉ 橋脚補強⼯事

⼤阪海洋潜⽔事業協同組合 堺泉北港堺2区⼲潟整備⼯事（⽯積⼯）その20 ⼤阪府 平成23年12⽉ ⼲潟整備⼯事

⽇本防蝕⼯業（株）
⼀級河川安治川（旧淀川）護岸電気防⾷⼯事（安治川⽔⾨下流右
岸）

⼤阪府 平成23年12⽉ 電気防⾷⼯事

（有）三⽣⼯業
平成23年度災害復旧⼯事島津地区揚排⽔樋管⽬地補修⼯事
（510/443・509/443）

茨城県 平成23年12⽉ 漏⽔防⽔⼯事

斎藤商事（株）
平成23年度災害復旧⼯事掛⾺地区揚排⽔樋管⽬地補修⼯事
（511/443）

茨城県 平成23年12⽉ 漏⽔防⽔⼯事

ショーボンド建設（株） ⽊津川⼤橋耐震対策⼯事 ⼤阪府 平成23年12⽉ ⽌⽔枠設置⼯事

⽇本防蝕⼯業（株） ⼀級河川神崎川護岸電気防⾷⼯事（神埼⼤橋上流右岸）（その2） ⼤阪府 平成23年12⽉ 電気防⾷⼯事

⼤阪臨海熱供給（株） （南）取⽔⼝ネットバースクリーン点検・清掃 ⼤阪府 平成23年5⽉ 取⽔⼝清掃⼯事

（株）⾼地丸⾼ 平成22年度⻑安⼝ダム貯⽔池内仮設構台設置⼯事 徳島県 平成23年1⽉ 浅橋築造⼯事、⽔中溶接⼯事

藤森⼟⽊建設（株） 平成21年度国補河川災害復旧助成⼯事 ⻑野県 平成23年1⽉ 鋼⽮板⽔中切断⼯事

⽇本防蝕⼯業（株） ⼀級河川正蓮寺川護岸電気防⾷⼯事（正蓮寺川⽔⾨下流右岸）H22 ⼤阪府 平成22年12⽉ 電気防⾷⼯事

中林建設（株） 道頓堀川⽔辺整備⼯事（深⾥橋〜⼤⿊橋） ⼤阪府 平成22年11⽉ 河川設備⼯事

⽇本基礎技術（株）
⼤阪港北港南地区（-15cm）（C-11）改良⼯事（第⼆⼯区）に伴
う薬液注⼊⼯

⼤阪府 平成22年10⽉ 地盤改良⼯事

⼤阪海洋潜⽔事業協同組合 今川2丁⽬外150mmその他配管布設⼯事 ⼤阪府 平成22年5⽉ ⽔道管布設⼯事

⿅児島建設（株） 稲葉ダムコンクリートフェーシング潜⽔調査 ⼤分県 平成22年4⽉ 漏⽔調査⼯事

⼤阪臨海熱供給（株） （南）取⽔⼝ネットバースクリーン点検・清掃 ⼤阪府 平成22年4⽉ 取⽔⼝清掃⼯事

（株）⾹⼭組 道頓堀川⽔辺整備⼯事（道頓堀橋下区間）-2 ⼤阪府 平成22年2⽉ 河川設備⼯事

（株）⾨建設 加古川上流浄化センター急速ろ過池漏⽔部補修⼯事 兵庫県 平成22年1⽉ 漏⽔調査⼯事

（株）アプコ ⼀級河川⽊津川⽊津川⽔⾨扉体洗浄装置外改修⼯事 ⼤阪府 平成22年1⽉ ⽔⾨扉体改修⼯事

⽇本防蝕⼯業（株） ⼀級河川神崎川護岸電気防⾷⼯事（神埼⼤橋上流右岸） ⼤阪府 平成22年1⽉ 電気防⾷⼯事

ショーボンド建設（株） 国道9号出雲郷⼤橋側道橋外補修⼯事 島根県 平成21年12⽉ ⽌⽔枠設置⼯事

若築建設（株） 07淀川⼤堰補修（変更） ⼤阪府 平成21年10⽉ 橋脚補強⼯事

（株）⽇本海洋サービス 港区福崎2・3丁⽬堤防補修⼯事 ⼤阪府 平成21年10⽉ 堤防補修⼯事

若築建設（株） 07淀川⼤堰補修 ⼤阪府 平成21年10⽉ ⽌⽔枠設置⼯事

池⽥⼯業（株） 洲本沖灯浮標全交換 ⼤阪府 平成21年9⽉ 灯浮標交換⼯事

藤森⼟⽊建設（株） 平成20年度国補河川災害復旧助成⼯事（H18年災）追加分 ⻑野県 平成21年9⽉ 鋼⽮板⽔中切断⼯事

⼤阪海洋潜⽔事業協同組合 ⼀級河川佐⾨殿川外正蓮寺積替基地補修⼯事その2 ⼤阪府 平成21年8⽉ 浅橋補修⼯事、⽔中溶接⼯事

藤森⼟⽊建設（株） 平成20年度国補河川災害復旧助成⼯事（H18年災） ⻑野県 平成21年9⽉ 鋼⽮板⽔中切断

（株）久本組 ⼤⿊橋架替その他⼯事 ⼤阪府 平成21年2⽉ 障害物撤去⼯事

（株)栗本鐵⼯所 福岡県中部⽔処理センター調査閉鎖⼯事 福岡県 平成21年2⽉ ⽌⽔枠設置⼯事



（株）⾹⼭組 道頓堀川⽔辺整備⼯事（⼤⿊橋〜新戒橋間）磁気探査 ⼤阪府 平成21年2⽉ 磁気探査

伊藤建設⼯業（株） 雄物川上流萩野地区護岸⼯事鋼⽮板⽔中切断 秋⽥県 平成21年2⽉ ⽔中切断⼯事

⽇本防蝕⼯業（株） ドルフィン鋼管杭被覆防⾷補修⼯事 ⼤阪府 平成20年12⽉ 被覆防⾷⼯事

⽇本メンテナスエンジニアリング
（株）

咲洲運河海⽔取⽔⼝点検清掃 ⼤阪府 平成20年11⽉ 取⽔⼝点検清掃⼯事

（株）サブマリン 堺泉北港堺4区 4号物揚場補修⼯事その2 ⼤阪府 平成20年11⽉ 護岸補修⼯事

⽇本防蝕⼯業（株） ⼀級河川正連寺川・正連寺川護岸電気防⾷⼯事 ⼤阪府 平成20年11⽉ 電気防⾷⼯事

（株）サンセイ ⼀級河川尻無川尻無川⽔⾨掃流設備改修⼯事 ⼤阪府 平成20年11⽉ ⽔中型枠⼯事、⽔中配管⼯事

若築建設（株） 07淀川⼤堰補修 ⼤阪府 平成20年10⽉ ⽌⽔枠設置⼯事

⾦⼭建設⼯業（株） 尼崎⻄宮芦屋港東掘護岸補強⼯事（その8） 兵庫県 平成20年9⽉ 潜⽔調査

（株）藤井組 ⼀級河川佐⾨殿川外正蓮寺積替基地補修⼯事 ⼤阪府 平成20年7⽉ 鋼管杭補強⼯事

浪速建設（株） ⼀級河川尻無川防潮堤補強⼯事（国道43号上流左岸その18） ⼤阪府 平成20年4⽉ ⽔中型枠⼯事

⽇神建設（株） 淀川⼤堰補修第⼆期他⼯事 ⼤阪府 平成20年3⽉ ⽌⽔枠設置⼯事

福⽥⼟⽊⼯業（株） （⼀）淀川⽔系庄下川護岸補強⼯事（その6） 兵庫県 平成20年2⽉ 端部締切築造⼯事

（株）北栄建設 ⼤正区鶴町機械⼯場上架台補修⼯事 ⼤阪府 平成20年1⽉ 設備補修⼯事

県尼管東堀護岸補強その7

簡易潜⽔探査（磁気探査）

⽇本防蝕⼯業（株） （株）⾠⺒商会安治川作業所桟橋電気防⾷装置更新⼯事 ⼤阪府 平成20年1⽉ 電気防⾷⼯事

⼤阪臨海熱供給（株） （南）取⽔⼝ネットバースクリーン清掃（1⽉） ⼤阪府 平成20年1⽉ 清掃⼯事

（株）北栄建設 ⼤正区⽊津川運河北岸堤防補修⼯事（その3） ⼤阪府 平成20年1⽉ ⽔中型枠⼯事

⼤阪海洋潜⽔事業協同組合 咲洲南埠頭J岸壁電気防⾷及びその他⼯事 ⼤阪府 平成19年12⽉ 電気防⾷・防舷材取付⼯事

⽇本防蝕⼯業（株） 新⽇⽯ ⼤阪製油所D桟橋電気防⾷補修⼯事 ⼤阪府 平成19年12⽉ 電気防⾷⼯事

（株）城東⼟⽊ 阪南港⽊材地区中央野積場補修⼯事 ⼤阪府 平成19年12⽉ 護岸補修⼯事

吉野建設（株） ⼤正区南恩加島5丁⽬堤防⼯事 ⼤阪府 平成19年12⽉ 端部締切築造⼯事

カジマ・リノベイト（株） 14期下期関⻄雑件⼯事（不⼆製油（株）既設岸壁調査⼯事） ⼤阪府 平成19年11⽉ 鋼管腐⾷調査⼯事

（株）クボタ⼯建⼤阪⽀社 神崎川⽀障物堆積状況調査 ⼤阪府 平成19年11⽉ 堆積物調査⼯事

⽇⽴造船鉄構（株） Ｈ19七⾊発電所河川維持流量放流設備点検 和歌⼭ 平成19年11⽉ 閉塞調査点検⼯事

（株）⾼岡⼯務店
舞鶴⽕⼒発電所新設⼯事（2号機）のうち主要建築第3⼯区・主要
⼟⽊⼯事のうち取放⽔路閉塞壁調査⼯事

京都府 平成19年11⽉ 閉塞調査⼯事

⽇本防蝕⼯業（株） クボタ松下電⼯⼤浜⼯場電気防⾷装置更新⼯事 ⼤阪府 平成19年10⽉ 電気防⾷⼯事

太陽コンサルタンツ㈱ ⼤⾕ダム潜⽔調査⼯事（仮） ⼤分県 平成19年9⽉ 堆積物調査⼯事

⼤阪臨海熱供給（株） （南）取⽔⼝ネットバースクリーン点検、清掃（9⽉） ⼤阪府 平成19年9⽉ 清掃⼯事

リテックエンジニアリング（株）
⼀級河川⻄島川漏⽔調査補修検討委託（両島橋下流右岸）潜⽔調査
⼯

⼤阪府 平成19年9⽉ 漏⽔調査⼯事

（有）サブマリン ⼤正区⽊津川運河北岸堤防補修⼯事（その2） ⼤阪府 平成19年8⽉ ⽔中型枠⼯事

家島建設(株) ⼤迫ダム遮断ゲート⽔密板補修⼯事 奈良県 平成18年 ⽔中溶接⼯・⽌⽔⼯

(株)⾼岡⼯務店 淀川⼤堰補修⼯事に伴う鋼製シェルガイド設置撤去⼯事 ⼤阪府 平成18年 ⽌⽔枠設置、撤去⼯・⽌⽔⼯

(株)北梅組 道頓堀川⽔辺整備⼯事 ⼤阪府 平成18年
⽔中溶接⼯・⽔中切断⼯・ジャカ
ゴ設置⼯

(株)宮本ダイバー⼯業 港区尻無川右岸（⽔⾨下流）堤防補修電気防⾷その他⼯事） ⼤阪府 平成18年
⽔中溶接⼯・コンクリート打設
⼯・電気防⾷⼯

佐伯建設⼯業(株) 05磯島取⽔場⽌⽔ ⼤阪府 平成18年 ⽌⽔枠設置、撤去⼯・⽌⽔⼯

寄神建設(株) 道頓堀川⽔辺周辺⼯事 ⼤阪府 平成18年
⽔中溶接⼯・⽔中切断⼯・障害物
撤去⼯・ジャカゴ設置⼯

(株)北栄建設 ⼀級河川⽊津川防潮堤補強⼯事（国道43号下流右岸その2） ⼤阪府 平成17年
型枠⼯・⽔中溶接⼯・アンカー打
設⼯・コンクリート打設⼯

（株）柄⾕⼯務店 兵庫県 平成20年1⽉ 潜⽔探査⼯事



奥栄建設(株) 城北川浮標設置⼯事 ⼤阪府 平成17年 アンカー打設⼯・浮標設置⼯

神野潜⽔⼟⽊⼯業(株) 港区中央突堤緑地護岸補修⼯事 ⼤阪府 平成17年
型枠⼯・⽔中溶接⼯・アンカー打
設⼯・コンクリート打設⼯

⼤阪海洋潜⽔事業協同組合 港区尻無川右岸（⽔⾨上流）堤防⼯事 ⼤阪府 平成17年 地盤改良⼯・鋼管打設⼯

⼤豊建設(株) 美章園〜⽥辺幹線下⽔管渠築造⼯事 ⼤阪府 平成17年 ⽔中推進⼯・⽔中溶接、切断⼯


