
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年度　 7,660.00

24 平成３１年　４月 三輝建設(株) 中部処理区大和地区下水道整（その10） 3.50 立坑廻り

25 平成３１年　４月 ㈱長谷工コーポレーション （仮）新杉田計画新築工事 97.50 基礎廻り

26 平成３１年　４月 大生建設㈱ 富岡西六丁目流量計室築造工事 39.50 躯体廻り

27 平成３１年　４月 (株)大勝 （仮）横浜市保土ヶ谷区 40.50 基礎廻り

28 平成３１年　４月 馬淵建設(株) 聖ヨゼフ病院増築 99.00 基礎廻り

29 平成３１年　４月 宮内・水村建設ＪＶ 栄処理区大面川第二雨水幹線下水道 108.00 ボックスカルバート

30 平成３１年　４月 三輝建設㈱ 川崎競馬場下水道管埋戻し工事 2.00 残置換充填

31 平成３１年　４月 横浜建設(株) 中部処理区元町幹線下水道 27.50 立坑廻り

32 平成３１年　４月 日栄建設(株) 鍛冶ヶ谷市民の森基盤整備工事 4.00 ライナーと人孔間

33 平成３１年　４月 (有)キリタ 逗子・鈴屋　4-1-1 1.50

34 平成３１年　４月 大成・フジタ・銭高ＪＶ 横浜環状南線トンネル工事 25.00 シールド壁

35 平成３１年　４月 豊和工業(株) 上依知付近管路新設工事 2.00 ライナー裏込め

36 平成３１年　４月 国際航業(株) （仮）金沢区六浦１丁目土壌対策工事 148.50 土壌の置換

37 平成３１年　４月 三木組 クリオ綱島ガーデンマークス新築工事 2.00 躯体廻り

38 令和　１年　５月 国際航業(株) （仮）金沢区六浦１丁目土壌対策工事 337.50 土壌の置換

埋戻し材納入実績
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埋戻し材納入実績

39 令和　１年　５月 横浜建設(株) 中部処理区元町幹線下水道 39.00 立坑廻り

40 令和　１年　５月 (株)ＮＩＰＰＯ (仮)磯子3丁目マンション新築工事 76.50 躯体と山留間

41 令和　１年　５月 日栄建設(株) 鍛冶ヶ谷市民の森基盤整備工事 6.00 ライナーと人孔間

42 令和　１年　５月 大成・フジタ・銭高ＪＶ 横浜環状南線トンネル工事 78.00 シールド壁

43 令和　１年　５月 松栄建設 南部処理区災害医療拠点枝線管渠 4.00 立坑埋戻し

44 令和　１年　５月 (株)大勝 （仮）横浜市保土ヶ谷区 31.50

45 令和　１年　５月 大成・フジタ・銭高ＪＶ 横浜環状南線トンネル工事 25.00 シールド壁

46 令和　１年　５月 (株)渡辺組 三浦市沿岸卸売市場外改修工事 42.00 杭引抜後の埋戻し

47 令和　１年　５月 (株)共信建設 都筑処理区二俣川地区下水道 1.50 埋設管下埋戻し

48 令和　１年　５月 渚工業(株) 浦上台地区配水管布設工事 5.00 残置換充填

49 令和　１年　５月 岩澤土木(有) 横須賀老人ホーム排水設備 1.00 残置換充填

50 令和　１年　５月 豊和工業(株) 並木３丁目付近管路新設工事 6.25 ライナー裏込め

51 令和　１年　５月 佐藤工業(株) 大船駅北市街地再開発工事 162.00 山留裏込め

52 令和　１年　６月 千代田建設(株) 工業水道根岸線配水管布設工事 80.50 立坑廻り

53 令和　１年　６月 佐藤工業(株) （仮）山手町松﨑邸新築工事 11.75 基礎廻り

54 令和　１年　６月 横浜建設(株) 中部処理区元町幹線下水道 12.00 立坑廻り

55 令和　１年　６月 (株)松原組 JX日鉱日石根岸 10.50

56 令和　１年　６月 (株)坂田組 西部処理区原宿地区下水道工事 3.00 立坑廻り

57 令和　１年　６月 泰平建設(株) 都筑処理区中希望が丘下水整備工事 12.25 ライナー内埋戻し

58 令和　１年　６月 (株)渡辺組 三浦市沿岸卸売市場外改修工事 55.50 杭引抜後の埋戻し

59 令和　１年　７月 (株)渡辺組 三浦市沿岸卸売市場外改修工事 75.50 杭引抜後の埋戻し

60 令和　１年　７月 シルバーコード(株) 南区睦町１丁目マンション新築工事 3.50 基礎廻り

61 令和　１年　７月 日栄建設(株) 都筑処理区 1.00

62 令和　１年　７月 (株)豊栄建設 中土木管内下水道修繕工事 5.50 残置換充填

63 令和　１年　７月 (株)加藤組 北部処理区矢向地区下水道再整備 5.50 立坑廻り

64 令和　１年　７月 谷口建設(株) 栄処理区芹が谷地区下水道整備 1.00 残置換充填

65 令和　１年　７月 (有)竹内工務所 平成30年度道路災害防除工事 40.50 道路と護岸の間

66 令和　１年　７月 豊和工業(株) 並木３丁目付近管路新設工事 5.25 ライナー裏込め

67 令和　１年　７月 (株)大神 藤和ガーデンハイツ浄化槽廃止 100.00 浄化槽の埋戻し

68 令和　１年　７月 新栄重機土木(株) 都市計画道路川向線街路整備 7.00 立坑の埋戻し

69 令和　１年　７月 (有)グローバンス 災害時下水直結仮設トイレ用下水管 1.00 門扉基礎下埋戻し

70 令和　１年　７月 髙松建設(株) （仮）西蒲田7丁目ビル新築工事 1.00 Ｌ型下空洞の充填

71 令和　１年　８月 奈良建設(株) 南部処理区井土ヶ谷幹線下水道整備（その3） 200.00 カルバート廻り埋戻し

72 令和　１年　８月 新和建設(株) 南部処理区磯子地区下水道再整備工事 1.25 立坑廻り

73 令和　１年　８月 清水建設(株) 三菱鉛筆横浜事業所倉庫計画工事 30.00 杭穴の埋戻し

74 令和　１年　８月 三信建設（株） 長浦機材 1.25

75 令和　１年　９月 清水建設（株） 三菱鉛筆横浜事業所倉庫計画工事 302.00 杭穴の埋戻し

76 令和　１年　９月 (有)キリタ 鎌谷市五十嵐邸新築工事 3.00 躯体廻り埋戻し
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77 令和　１年　９月 シーゲイト 追浜 0.25

78 令和　１年　９月 大生建設㈱ 富岡西六丁目 16.50

79 令和　１年　９月 ジーテック(株) 災害時下水直結式仮設トイレ用下 12.00 配管廻埋戻

80 令和　１年　９月 (株)大勝 （仮称）戸塚区品濃町計画新築工事 241.50 躯体廻り埋戻し

81 令和　１年　９月 松尾・大洋・安藤建設JV 港南公会堂及び港南土木事務所整備工事 180.00 地下の躯体廻り

82 令和　１年　９月 (株)大勝 （仮称）戸塚区品濃町計画新築工事 64.50 躯体廻り埋戻し

83 令和　１年　９月 大洋建設(株) 特別養護老人ホーム泥亀 5.00 空洞部の埋戻し

84 令和　１年　９月 蒲工㈱ 栄処理区公田地区下水道整備工事 4.00 ライナー廻り

85 令和　１年　９月 上建工業㈱ 緑土木管内道路整備工事(その1） 16.00 道路下空洞充填

86 令和　１年　９月 (有)丸善興業 土橋１丁目排水管敷設工事 7.00 残置管の充填

87 令和　１年　９月 東亜建設工業 第２～３突堤 8.00

88 令和　１年　９月 ㈱長谷工コーポレーション （仮称）藤沢市鵠沼東Ⅱ計画新築工事 108.00 既存躯体地下部埋戻し

89 令和　１年１０月 清水建設（株） 三菱鉛筆横浜事業所倉庫計画工事 316.00 杭穴の埋戻し

90 令和　１年１０月 上建工業㈱ 緑土木管内道路整備工事(その1） 4.00 道路下空洞充填

91 令和　１年１０月 (有)清水総建 道路構造物損傷 4.00 道路下空洞充填

92 令和　１年１０月 ㈱長谷工コーポレーション 三井不動産　小菅ヶ谷計画（Ａ） 22.25 躯体廻り埋戻し

93 令和　１年１０月 松尾・大洋・安藤建設JV 港南公会堂及び港南土木事務所整備工事 139.50 地下の躯体廻り

94 令和　１年１０月 （株）松尾工務店 横環南栄ICJCT下部（その1）工事 54.00 橋脚廻りの埋戻し

95 令和　１年１０月 鎌倉土建㈱ 稲村ガ崎緊急工事 21.00 道路下陥没埋戻し

96 令和　１年１０月 神奈川管工㈱ 富岡西　7-31-20 1.00 配管廻りの埋戻し

97 令和　１年１０月 ㈱長谷工コーポレーション （仮称）藤沢市鵠沼東Ⅱ計画新築工事 213.00 既存躯体地下部埋戻し


