
官公庁工事実績官公庁工事実績官公庁工事実績官公庁工事実績

時期 顧客名 物件名

1986年3月 岡山県 泡消火薬剤貯蔵タンク建設工事

1986年11月 倉敷市建設総務課 焼却残渣貯蔵槽設置工事

1987年3月 都市開発 渡り橋取替工事

1987年10月 都市開発 廃油処理施設（煙突取替）

1988年6月 倉敷下水処理場 №3 ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ脚修繕

1988年6月 岡山県企業局 鶴新田中央空調機取替

1988年10月 都市開発 港湾修繕 渡り橋設置

1988年11月 水島下水処理場 汚泥植ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ修繕

1988年11月 岡山県企業局 鶴新田ﾎﾟﾝﾌﾟ設置工事

1988年11月 岡山県企業局 鶴新田ﾎﾟﾝﾌﾟ修繕工事

1988年11月 倉敷下水処理場 極細月ｽｸﾘｰﾝ室換気扇の修繕

1988年12月 岡山県信用保証協会 車庫及び自転車置場

1988年12月 社会保険事務所 庁舎鉄骨梁加工工事

1988年12月 岡山県企業局 工業用水西之浦タラップ取替工事

1989年1月 都市開発 桟橋修繕

1989年2月 岡山県企業局 亀島排水ﾎﾟﾝﾌﾟ他修繕

1989年3月 倉敷下水処理場 ｹｰｷﾎｯﾊﾟｰ台車引出し装置

1989年7月 水島下水処理場 脱水機炉液受皿他修繕

1989年8月 水島下水処理場 沈砂池機械ｽｸﾘｰﾝｶﾊﾞｰ修繕

1989年10月 岡山県企業局 鶴新田屋外薬品配管修繕

1990年6月 水島下水処理場 汚泥棟ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ修繕

1990年7月 岡山県企業局 西之浦工業用水封水配管修繕

1990年12月 倉敷市建設総務課 国道430号線海岸通り１丁目歩道橋設置

（三菱自動車工業）

1991年8月 水島下水処理場 最終沈殿池ﾄﾗﾌ修繕

1991年9月 岡山県企業局 西之浦水封配管工事

1992年2月 倉敷市建設総務課 市営千鳥町団地高置水槽架台

1993年1月 児島下水処理場 脱臭ﾀﾝｸ修繕

1993年6月 岡山県企業局 西之浦本館 屋上点検用階段修繕工事

1993年8月 倉敷市下水処理場 児島ごみ焼却場 排水処理設備修理

1993年9月 倉敷市建設総務課 水島焼却場 炉体ｹｰｼﾝｸﾞ製作

（日立造船ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ）

1993年9月 倉敷市建設総務課 水島焼却場 煙道製作

 （日立造船ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ）

1993年11月 倉敷市味野 児島ごみ焼却場 №2砂ろ過棟取替

1993年11月 笠岡市役所 笠岡終末処理場 砂ろ過装置空洗管洗浄修繕

1994年1月 岡山県企業局 笠岡浄水場 1号､2号濃縮槽補修

1994年1月 倉敷市役所 白楽町ごみ焼却処理場EP灰排装置他移設

1994年7月 水島下水処理場 最終沈殿池（№2）ﾄﾗﾌ修繕

1994年7月 倉敷市役所 酒津浄水場 第一浄水池築造工事（附帯設備）

（阿部工業）

1994年8月 倉敷水道局 水道局バルブキー製作

1994年10月 倉敷市下水処理場 汚泥脱水機ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ2修繕

1994年10月 倉敷環境センター 白楽町し尿処理場脱臭ﾌｧﾝ修理

1994年11月 倉敷市役所 白楽町汚泥脱水機ｹｰｷｺﾝﾍﾞｱ修繕

1994年11月 倉敷市役所 白楽町し尿脱臭ﾌｧﾝ室取替工事

1994年12月 玉島浄水場 玉島長尾ﾀﾝｸ金物（ＳＵＳ）物件

（阿部工業）

1995年1月 倉敷市下水処理場 脱水機用ｸﾚｰﾝｵｲﾙ№1,2修繕

（野島船舶）

1995年1月 寄島町役場 里見渇水機場 ﾀﾗｯﾌﾟ修繕工事



1995年1月 倉敷市役所 中庄駅ﾊﾞｽﾀｽｼｰｼｪﾙﾀｰ工事

（佐藤製作所）

1995年1月 倉敷市役所 神亀小学校西 横断歩道橋設置工事

（川崎製鉄）

1995年8月 建設省 照明柱塗装設備

（水島ｾﾞﾈﾗﾙｻｰﾋﾞｽ）

1995年9月 倉敷市役所 中庄駅北広場ﾊﾞｽｼｪﾙﾀｰ設置工事

1995年10月 水島下水処理場 沈砂池水平ﾍﾞﾙﾄＣ／Ｖ修繕

1995年12月 タクシー協会 中庄駅北広場ﾀｸｼｰｼｪﾙﾀｰ工事

 （岡山交通）

1995年12月 倉敷市役所 種松山公園藤棚設置

（水島ｾﾞﾈﾗﾙｻｰﾋﾞｽ）

1995年12月 倉敷市西部清掃施設組合 清掃工場建設工事

（川崎ﾏｼﾅﾘｰ）

1995年12月 倉敷市役所 倉敷市寿町地区内  階段・踊場製作

1996年1月 西宮市役所 №1、№2 粗大ごみﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞﾎﾞｯｸｽ製作

（ＨＥＣ）

1996年4月 川鉄ﾒﾀﾙﾌｧﾌﾞﾘｶ 浜野橋脚補強工事

1996年8月 川鉄ﾒﾀﾙﾌｧﾌﾞﾘｶ 平井橋脚補強工事

1996年9月 岡山企業局 船穂揚水場自動除塵機修繕工事

1997年11月 川鉄ﾒﾀﾙﾌｧﾌﾞﾘｶ 3ｃｃ ﾛｰﾗｴﾌﾟﾛﾝ共同体

1997年12月 倉敷市役所 黒埼新町公園 藤棚

（水島ｾﾞﾈﾗﾙｻｰﾋﾞｽ）

1998年1月 倉敷市役所 県立ﾌﾗﾜｰﾊﾟｰｸ内部ﾒﾝﾃ移動

（水島ｾﾞﾈﾗﾙｻｰﾋﾞｽ）

1998年2月 川鉄物流 四国地区某発電所

1998年4月 スガテック 国道2号小溝他橋脚補強工事

1998年4月 川鉄物流 平井橋脚補強工事

1998年8月 有田市 ﾘｻｲｸﾙ処理場主灰出しｺﾝﾍﾞｱ

(商社)

1998年8月 日立中 廃ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ処理場向けC/V設備

1998年8月 袖ヶ浦 ﾘｻｲｸﾙ処理場向けC/V設備

1998年11月 東千鳥町町内会 東千鳥町町内ゴミステーション

1998年11月 岡山企業局 リンクベルト修繕

 （商社）

1999年1月 函南町 ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ灰出しC/V

（商社）

1999年2月 岡山県 水島警察署本署受水槽改修工事

1999年8月 倉敷市 倉敷焼却場投入扉修繕

1999年9月 倉敷市 白楽町し尿処理場しさｽｸﾘｭｰC/V修繕

1999年10月 倉敷市 東部粗大ごみ処理場集塵ダクト他修繕

1999年12月 鳥取県日南町 肥料精製設備

（商社）

1999年12月 鴨方町子供会 寿公園すべり台改修

2000年1月 運輸省 ｺﾞﾐ回収船塵芥回収製缶

 （商社）

2000年1月 中庄地区町内会 ｲﾝﾃｯｸ ｺﾞﾐｽﾃｰｼｮﾝ移設

2000年1月 倉敷市 最終処分場 放流ﾎﾟﾝﾌﾟ及電動仕切弁修繕

2000年2月 倉敷市 東部粗大ごみ処理場ｺﾝﾍﾞﾔｰ修繕

（商社）

2000年2月 岡山大学 環境管理ｾﾝﾀｰ無機廃液処理設備改修工事

2000年3月 鳥取県日南町 肥料袋詰装置

（商社）

2000年4月 人形峠環境技術センタ－ 鋼板ダクト製作設置

(商社)

2000年4月 倉敷市 白楽町ごみ焼却処理場給油用熱交換器他修繕



2000年9月 倉敷市 玉島下水処理場沈砂池ｽｸﾘ-ﾝかすﾎｯﾊﾟ-修繕

2000年10月 倉敷市 片島浄水場汚泥処理設備撤去

2000年11月 倉敷市 水道局NO1井水流量計ﾋﾟﾝﾄ鉄板取替え

2001年1月 埼玉県(川鉄物流) 滝沢ﾀﾞﾑ二次破砕設備

2001年2月 岡山県 岡山大学会館ﾎﾞｲﾗ-設備等撤去

2001年2月 倉敷市 生姫水門管理橋

2001月6月 倉敷市 片島沈澱池遮光ﾈｯﾄ改修修繕

(関西ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ)

2002年3月 岡山県 岡大教育学部ﾎﾞｲﾗｰ設備撤去

2002年4月 倉敷市 東部清掃工場向集塵灰搬送C/V

2002年6月 石川県　（商社） 奥能登ごみﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰｺﾝﾍﾞｱ

2002年10月 東京都　（商社） 東京下水道局向ﾌﾟﾗﾝﾄ機械設備工事

2002年12月 広島県　（商社） 福山ﾘｻｲｸﾙ発電所建設工事副資材搬送設備

2002年12月 北海道　（商社） 北海道向灰処理装置ｺﾝﾍﾞｱ

2002年12月 佐賀市 佐賀市向ｴﾌﾟﾛﾝｺﾝﾍﾞﾔ製作

2003年2月 倉敷市 中畝８０号樋門改修工事

2003年2月 倉敷市 真菰谷最終処分場ﾃﾞﾋﾟｭｰﾗｰ修繕

2003年3月 倉敷市 玉島下水処理場ﾏｲｸﾛｽﾄﾚｰﾅｰ架台修繕

2005年1月 倉敷市 最終沈殿池NO34ｺｰﾅｰｽｸﾚｰﾊﾟｰ修繕

2005年1月 倉敷市 片島町北面用水樋門改修工事

2006年10月 倉敷市 倉敷水島勤労青少年ﾎｰﾑ冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ等修繕

2006年12月 倉敷市 玉島下水一次二次消化汚泥引抜弁取替え修繕

2007年5月 倉敷市 倉敷林地区楠本井堰改修

2008年3月 備前県民局 備前県民局　単県道路工事　ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ1門

2008年3月 備前県民局 85-3-1号呼松水門樋板取替

2008年3月 倉敷下水道 児島下水道処理場NO1.2雨水叙塵機修繕

2008年6月 備前県民局 公共港湾工事渡り桟橋

2008年11月 備南水道 第4.6号取水井踊り場取替え工事

2009年3月 倉敷市 倉敷市帯江241号水路樋門改修工事

2009年11月 倉敷市 玉島北第2ポンプ場破砕機修繕

2010年3月 備中県民局 新見井倉地区　スイングゲート　4基

2010年3月 倉敷市 用財樋門　2基修繕

2010年3月 倉敷市 大西排水機場ベルトC/V水位計修繕

2010年3月 倉敷市 大西排水機場傾斜BC/V防風ｶﾊﾞｰ取替及水位計1台

2011年1月 備中県民局 大畠漁港海岸横引きｹﾞｰﾄ　ｽｳｨﾝｸﾞｹﾞｰﾄ　各1基

2011年3月 美作県民局 久米川4号水門巻上機交換

2012年3月 港湾事務所 単県漁港工事（ﾚｰﾙ改修）


