
シッカリート工法公共工事実績表

元請/施工 ㎡ 地域 年 工事名称 仕様

1 　静岡県土木事務所/伸栄建設（株） 1,200㎡ 静岡 平成23年   黒俣急傾斜法面　 　初期乾燥収縮ひび割れ抑止 改質用

2 　合同工業（株）/住環境創建（株） 234.6㎡ 愛知 平成23年 　愛知県立篠目・安城北中学校プール外壁　化粧補修・改質工事

3 　大牟田市/（株）マツエイ 2200㎡ 福岡 平成24年 　大牟田市北別館外壁等改修工事 改質用

4 　那珂川町/（有）吉田工業 38㎡ 福岡 平成24年 　恵子町営住宅浴室床防水工事 改質用

5 　愛知県北設楽郡豊根村/（有）村松建設 420㎡ 愛知 平成24年 　湯～らんどパル豊根改修工事　タイル貼り浴槽防水工事 改質用

6 　長野県下伊那郡高森町/神稲建設（株） 480㎡ 長野 平成24年 　高森町立高森中学校新築工事　スラブ床コンクリート打設養生工事 改質用

7 　長野県下伊那郡高森町/神稲建設（株） 75㎡ 長野 平成24年 　高森町立高森中学校新築工事　外壁防水工事 改質用

8 　磐田市/石川建設（株） 36㎡ 静岡 平成25年 　平成２５年度静岡県立磐田南高等学校正門門柱及び舗装補修工事 改質用

9 　長門市/（有）藤建設 780㎡ 山口 平成25年 　通公民館屋上防水修繕工事 改質用

10 　石川建設（株）/住環境創建（株） 70㎡ 浜松 平成25年 　西遠女子学園生活会館　箱庭外壁タイル面防水工事 併用

11 　相模原市/（株）西尾産業 1000㎡ 神奈川 平成25年 　相模川ふれあい科学館再整備工事　水盤防水工事 改質用

12 　農林水産省/（株）土屋建設 120㎡ 三重 平成26年
　平成25年度　適正化-1　土地改良施設維持管理適正化事業

お川尻樋門整備補修工事
併用

13 　国土交通省/（株）田村建設 185㎡ 三重 平成26年
　平成25年度繰越　社会資本整備総合交付金事業

お三山橋外１橋耐震補強工事
併用

14 　静岡市/伸栄建設（株） 1,460㎡ 静岡 平成26年
　（国）362号 羽鳥 安西工区道路改良工事

お新設竪壁及び壁高欄　初期乾燥収縮ひび割れ抑止
改質用

15 　岡崎市/サンシン工販（株） 1777㎡ 愛知 平成26年   岡崎市民病院立体駐車場防水工事 改質用

16 　国土交通省/三井住友建設（株） 585㎡ 北海道 平成26年 　国道277号八雲町高滝ノ沢橋上部工事 吸水防止用

17 　国土交通省/日本高圧コンクリート（株） 148㎡ 北海道 平成26年 　函館南茅部線（B防-13）工事（亀尾橋） 吸水防止用

18 　国土交通省/（株）砂子組 923㎡ 北海道 平成26年 　国道451号新十津川町滝新橋補修外一連工事 吸水防止用

19 　国土交通省/加藤建設（株） 132㎡ 北海道 平成26年 　川西芽室音更線外B658-14改良工事（堺橋補修工）外 吸水防止用

20 　国土交通省/加藤建設（株） 760㎡ 北海道 平成26年 　川西芽室音更線外B658-14改良工事（堺橋補修工）外 改質用

21 　国土交通省/（株）ホクブテック 4413㎡ 北海道 平成26年 　国道236号芽室町士狩大橋補修外一連工事 吸水防止用

22 　静岡県/（株）イトー 158㎡ 静岡 平成27年   平成27年度（一）磐田掛川線橋梁修繕工事（道路維持）（今之浦橋補修工） 併用

23 　島根県/（株）カナツ技建 1300㎡ 島根 平成27年 　大芦～加賀第3期工事法面 改質用

24  　大町市/（株）傳刀組 640㎡ 長野 平成27年   大町山岳博物館 ライチョウ舎床コンクリート防水工事 改質用

25 　国土交通省/（株）カナツ技建 1040㎡ 島根 平成27年 　三刀屋拡幅里熊大橋床版工事 改質用

26 　知立市/（株）森工務店 1060㎡ 愛知 平成27年 　才兼池コンクリート護岸壁長寿命化工事 併用

27 　刈谷市/早川建設（株） 770㎡ 愛知 平成27年 　西田住宅C・D棟外壁改修工事 改質用

28 　大分県（有）樋口防水 50㎡ 大分 平成27年   平成27年度 防安地橋中 第1-9号 橋梁補修工事 吸水防止用

29 　国土交通省/（株）土屋建設 148㎡ 三重 平成28年
　平成28年度　歴-7　社会資本整備総合交付金事業

お御舘区画広場親水池環境対策工事
併用

30 　豊川市/（有）寺部組 228㎡ 愛知 平成28年 　平尾住宅B棟外壁改修工事　階段、通路コンクリート床面 改質用

31 　国土交通省/（株）土屋建設 123㎡ 三重 平成28年
　平成28年度 交付-12 社会資本整備総合交付金事業

お町道上御糸西1号線小薮橋外2橋橋梁補修工事
併用

32 　岐阜県/中央電子光学（株） 62㎡ 岐阜 平成28年 　防災行政無線移動系デジタル化工事 併用

33 　高石市/国誉建設（株） 320㎡ 大阪 平成28年 　二級河川 芦田川 改修工事 （加茂3号橋上下流）　上部工　防水工 改質用

34 　西海市/（株）信和 370㎡ 長崎 平成28年 　市道江崎線橋梁（江迎橋）補修工事 改質用

35 　諫早市/（株）信和 280㎡ 長崎 平成28年   市道中田線（中田橋）橋梁補修工事 改質用

36 西尾市市営須原住宅改修工事 270㎡ 愛知 平成29年 　共用部会部階段防水工事 改質用

37 西尾市市営須原住宅改修工事 125㎡ 愛知 平成29年 　共用部会部階段防水工事 改質用

38 　長門市 680㎡ 山口 平成29年 　長門市地域福祉センター屋上防水改修工事 改質用

39   刈谷市/（株）伊藤塗装 770㎡ 愛知 平成29年 　西田住宅A・B棟外壁改修工事 改質用

40   駿東郡小山町/（株）スエヒロ工業 320㎡ 静岡 平成29年 　道の駅すばしり外部階段タイル補修工事 併用

41 　（株）上山組 165㎡ 三重 平成29年 　蛍雪橋橋梁修繕工事 吸水防止用

42 　碧南市/サンシン工販（株） 185㎡ 愛知 平成29年
　公園緑地整備工事（交付金）建築工事その２

お油渕公衆トイレ新築屋根防水工事
改質用

43 　幕別町/（有）コハクシーリング 43㎡ 北海道 平成29年 　忠類診療所改修防水工事 併用

44 　出雲市/（株）浜村建設 160㎡ 島根 平成29年 　出雲市立大津小学校教室棟・廊下棟耐震補強他工事 改質用

45 　熱海市/（株）下田土建・（株）モリボー 196㎡ 静岡 平成30年 　泉寺坂市営団地外壁等改修工事 　ベランダ床防水工事 改質用


