
SSBB官公庁関連施⼯実績(林物産(株))

No. ⼯ 事 名 称 区分 容量m3 施 主 ⼯事場所
1 本宮緑地貯⽔槽築造⼯事 防⽕⽤⽔ 65 茨城県⽇⽴市 茨城県⽇⽴市
2 公共下⽔道事業宅内貯留 ⾬⽔貯留槽 158 宮城県塩竈市下⽔道課 宮城県塩竈市
3 市道0062号線浸透施設築造⼯事 ⾬⽔貯留槽 150 埼⽟県川越市 埼⽟県川越市
4 ⼀本松公園浸透施設築造⼯事 ⾬⽔浸透槽 20 静岡県清⽔市 静岡県静岡市
5 公共下⽔道事業宅内貯留 ⾬⽔貯留槽 153 宮城県塩竈市下⽔道課 宮城県塩竈市
6 藤倉保育所貯⽔槽築造⼯事 ⾬⽔貯留槽 288 宮城県塩竈市下⽔道課 宮城県塩竈市
7 東糀⾕公園貯⽔槽築造⼯事 ⾬⽔貯留槽 20 東京都⼤⽥区 東京都⼤⽥区
8 排⽔路整備⼯事 ⾬⽔貯留槽 40 埼⽟県草加市 埼⽟県草加市
9 三鷹市⽔源の森整備⼯事 ⾬⽔浸透槽 520 東京都三鷹市 東京都三鷹市
10 公共下⽔道事業宅内貯留 ⾬⽔貯留槽 249 宮城県塩竈市下⽔道課 宮城県塩竈市
11 私⽴中富⼩学校整備⼯事 ⾬⽔･貯留、浸透施設 90 埼⽟県所沢市 埼⽟県所沢市
12 コンフォール浦安マンション整備⼯事 ⾬⽔貯留槽 21 住都公団 千葉県浦安市
13 ⼿原新団地整備⼯事 ⾬⽔貯留槽、浸透槽 125 栗東町開発公社 滋賀県栗東町
14 ⼭の下⼩学校貯⽔槽築造⼯事 ⾬⽔貯留槽、浸透槽 100 新潟県新潟市 新潟県新潟市
15 ミューズガーデン貯⽔槽築造⼯事 ⾬⽔貯留槽 40 筑波⼤学 茨城県つくば市
16 天久公園貯⽔槽築造⼯事 ⾬⽔貯留槽 2,000 沖縄県沖縄市 沖縄市天久公園
17 新得町サッカー場貯⽔槽⼯事 ⾬⽔貯留槽 52 上川郡新得町 北海道川越郡
18 中主町⼯場団地浸透槽築造⼯事 ⾬⽔浸透槽 4,380 滋賀県中主町 滋賀県中主町
19 松⼾⾼校流域貯留･浸透施設 ⾬⽔貯留槽 543 千葉県松⼾市 千葉県松⼾市
20 伊吹町防⽕⽔槽設置⼯事 ⾬⽔貯留槽 40 伊吹町⼟⽊事業所 滋賀県伊吹町
21 市道⾬⽔浸透槽設置⼯事 ⾬⽔貯留槽 50 栃⽊県⿅沼市 栃⽊県⿅沼市
22 明野町コミュニティーガーデン ⾬⽔貯留槽 42 宮城県明野町 宮城県明野町
23 公共下⽔道事業宅内貯留 ⾬⽔貯留槽 296 宮城県塩竈市下⽔道課 宮城県塩竈市
24 茨⽥⼤宮分譲住宅建築⼯事 ⾬⽔貯留槽 165 ⼤阪府⼤阪市 ⼤阪府⼤阪市
25 琵琶湖⽂化会館公園⼯事 ⾬⽔貯留槽 976 滋賀県⼤津市 滋賀県⼤津市
26 萓橘台住宅街溝⼯事 ⾬⽔貯留槽 150 千葉県四街道 千葉県四街道
27 新潟市学校貯⽔槽 ⾬⽔貯留槽 10 新潟市教育委員会 新潟県新潟市
28 東京農⼤貯留槽設置⼯事 ⾬⽔貯留槽 20 東京農業⼤学
29 ハーモニータワー松原⾬⽔調整 ⾬⽔貯留槽 950 都市基盤整備公団 埼⽟県
30 北上中学校⾬⽔貯留槽設置⼯事 ⾬⽔浸透槽 230 静岡県三島市⼟⽊課 静岡県三島市
31 本牧南⼩学校ビオトープ⼯事 ⾬⽔貯留槽 5 横浜市本牧南⼩学校 神奈川県横浜市
32 ⽊⼾⼩学校⾬⽔貯留⼯事 ⾬⽔貯留槽 3 新潟市⽊⼾⼩学校 新潟県新潟市
33 ⼩学校⾬⽔貯留⼯事 ⾬⽔貯留槽 18 新潟市松崎⼩学校 新潟県新潟市
34 ⾬⽔流出抑制⼯事 ⾬⽔貯留槽 27 千葉県⼟岐市 千葉県⼟岐市
35 御殿場市内公園⾬⽔浸透槽設置⼯事 ⾬⽔浸透槽 430 静岡県御殿場市役所 静岡県御殿場市
36 御殿場市内公園貯⽔槽設置⼯事 貯留槽(⼭⽔) 40 静岡県御殿場市役所 静岡県御殿場市
37 燕東⼩学校⾬⽔貯留槽設置⼯事 ⾬⽔貯留槽 6.5 新潟県燕東⼩学校 新潟県燕市
38 ハーモネスタワー松原⾬⽔調整⼯事 ⾬⽔貯留槽 767 都市基盤整備公団 埼⽟県草加市
39 代々⽊公園⾬⽔浸透槽設置⼯事 ⾬⽔浸透槽 63 東京都新宿区 東京都新宿区代々⽊
40 公共下⽔道事業宅内貯留 ⾬⽔貯留槽 63 宮城県塩竈市⽔道課 宮城県塩竈市
41 湘南海岸⾼潮対策事業 ⾬⽔浸透槽 30 神奈川県 神奈川県
42 三郷村堆肥センター⾬⽔貯留層設置⼯事 ⾬⽔浸透槽 67 ⻑野県南安曇郡三郷村 ⻑野県南安曇三郷村
43 公共下⽔道事業宅内貯留 ⾬⽔貯留槽 75 宮城県塩竈市下⽔道課 宮城県塩竈市
44 新設⼩学校⾬⽔貯留施設新設⼯事 ⾬⽔浸透槽 1,300 愛知県安城市⼟⽊課 愛知県安城市
45 茅ヶ崎ケアセンター⾬⽔貯留浸透槽設置⼯事 ⾬⽔貯留、浸透槽 45 川崎県茅ヶ崎市 川崎県茅ヶ崎市
46 哲学堂野球場⾬⽔浸透設置⼯事 ⾬⽔浸透槽 20 東京都中野区 東京都中野区
47 公共下⽔道事業宅内貯留 ⾬⽔貯留槽 6 宮城県塩竈市⽔道課 宮城県塩竈市
48 ⻄都原古墳⾬⽔貯留層設置⼯事 ⾬⽔貯留槽 320 宮崎県⻄都原市 宮城県⻄都原市
49 豊川ディサービス施設造成⼯事 ⾬⽔浸透槽 240 島根県益⽥市 島根県益⽥市
50 ⼩学校⾬⽔貯留桝設置⼯事 ⾬⽔浸透槽 45 仁和⼩学校 京都市
51 公共下⽔道事業宅内貯留 ⾬⽔貯留槽 46 塩釜市 宮城県
52 御前⼭フロイデガルデン設置⼯事 ⾬⽔貯留槽 275 茨城県東茨城郡 御前⼭村
53 公園改修⼯事（貯留槽設置） ⾬⽔貯留槽 20 江東区 東京都江東区
54 親⽔公園改修⼯事 ⾬⽔貯留槽 25 江東区役所 東京都江東区
55 上⽔南公園浸透槽設置⼯事 ⾬⽔浸透槽 100 昭島市 東京都昭島市
56 学校ビオトープ⼯事 ⾬⽔貯留槽 14 新潟市役所 新潟県新潟市
57 ⼩学校 ⾬⽔貯留槽 6 ⻑岡市役所 ⻑岡市
58 光ヶ丘中学校⾬⽔貯留浸透槽 ⾬⽔貯留槽 1,300 柏市役所⼟⽊課 柏市
59 味岡⼩学校新設⼯事 ⾬⽔貯留槽 557 愛知県⼩牧市 愛知県⼩牧市
60 ⼩学校ビオトープ⼯事 15 新潟市 新潟市
61 松⽥邸宅内貯留施設⼯事 ⾬⽔貯留槽 6 塩釜市 宮城県
62 及川邸宅内貯留施設⼯事 ⾬⽔貯留槽 6 塩釜市 宮城県
63 勤労商⼯市⺠センター駐⾞場 3 昭島市 東京都



64 庚塚開発⼯事 343 塩釜市 宮城県
65 市営上九沢住宅建設⼯事 161 相模原市 神奈川県
66 北沢⼜ニュータウン造成⼯事 112 福島県
67 ⽟川貯留 ⾬⽔貯留槽 7 塩釜市 宮城県
68 北沢⼜ニュータウン造成⼯事 118 福島県
69 元住吉職員住宅⽴替⼯事 187 東京都 東京都
70 ⿃取環境⼤学敷地造成⼯事 ⾬⽔貯留槽 22 ⿃取県
71 市営上九沢住宅建設⼯事 ⾬⽔貯留槽 143 相模原市 神奈川県
72 我孫⼦⾼野⼭宅地造成 86 千葉県
73 藤崎地区排⽔⼯事 76 ⼭形県
74 菅⾥地区排⽔⼯事 15 ⼭形県
75 市営上九沢住宅建設⼯事 ⾬⽔貯留槽 71 相模原市 神奈川県
76 ⼾出消防署グランド⼯事 285 富⼭県
77 ⼆和東５丁⽬宅地造成 ⾬⽔貯留槽 143 船橋市 千葉県
78 主要地⽅道花巻⼤曲線吹張町地区 ⾬⽔貯留槽 40 花巻地⽅振興局 岩⼿県
79 ⾼岡中央駐⾞場調整池新築⼯事 ⾬⽔貯留槽 370 ⾼岡市 富⼭県
80 北沢⼜ニュータウン造成⼯事 ⾬⽔貯留槽 78 福島市 福島県
81 北沢⼜ニュータウン造成⼯事 ⾬⽔貯留槽 316 福島市 福島県
82 村中グランド整備⼯事 ⾬⽔浸透槽 105 ⼩牧市 愛知県
83 鎌⽥邸造成⼯事 ⾬⽔浸透槽 22 塩釜市 宮城県
84 新今宮開発センター建設⼯事 ⾬⽔浸透槽 12 ⼤阪市 ⼤阪府
85 塩釜市宅内貯留施設設置⼯事 ⾬⽔浸透槽 62 塩釜市 宮城県
86 野川⼤沢調整池整備⼯事（その４） ⾬⽔貯留槽 528 東京都 東京都
87 ⼤形⼩学校⾬⽔浸透槽設置⼯事 ⾬⽔浸透槽 106 新潟市 新潟県
88 ⼭の下中学校浸透槽築造⼯事 ⾬⽔浸透槽 550 新潟市 新潟県
89 美堀町2丁⽬地区浸透槽設置⼯事 ⾬⽔浸透槽 202 昭島市 東京都
90 塩釜市宅内貯留施設設置⼯事 ⾬⽔浸透槽 22 塩釜市 宮城県
91 師勝町調整池設置⼯事 ⾬⽔貯留槽 488 師勝町 愛知県
92 パークサイド鎌ヶ⾕建設⼯事 ⾬⽔浸透槽 152 都市基盤整備公団 千葉県
93 塩釜市宅内貯留施設設置⼯事 ⾬⽔浸透槽 8 塩釜市 宮城県
94 蕨市⾬⽔調整池設置⼯事 ⾬⽔貯留槽 5500 蕨市 埼⽟県
95 板橋清掃⼯場外構整備⼯事 ⾬⽔貯留槽 448 東京都23区事務整備組合 東京都
96 JR⻑泉納⽶⾥駅新築⼯事 ⾬⽔浸透槽 50 ⻑泉町役場 静岡県駿東郡⻑泉町
97 塩釜市宅内貯留施設設置⼯事 ⾬⽔浸透槽 21 塩釜市 宮城県
98 塩釜市宅内貯留施設設置⼯事 ⾬⽔浸透槽 21 塩釜市 宮城県
99 ⻘森総合運動公園新築⼯事 ⾬⽔浸透槽 30 ⻘森市 ⻘森県
100 安城市歴史博物館⾬⽔貯留槽設置⼯事 ⾬⽔貯留槽 825 安城市 愛知県
101 ⿅沼市市道5037号線浸透槽設置⼯事 ⾬⽔浸透槽 24 ⿅沼市 栃⽊県
102 ⽩鳳中学校⾬⽔貯留槽設置⼯事 ⾬⽔貯留槽 681 富⿇町 奈良県
103 豊⽥市⽴挙⺟⼩学校流域貯留施設設置⼯事 ⾬⽔浸透槽 1381 豊⽥市 愛知県
104 富⼠⾒市市⺠⽂化会館キラリ富⼠⾒外構⼯事 ⾬⽔貯留槽 611 富⼠⾒市 埼⽟県
105 柏市⻄原中学校⾬⽔貯留槽設置⼯事 ⾬⽔貯留槽 725 柏市 千葉県
106 新潟市学校貯⽔槽設置⼯事 ⾬⽔貯留槽 15 新潟市 新潟県
107 ⽯神⼩学校建築⼯事 貯留浸透槽 234 東海村 茨城県
108 塩釜市宅内貯留施設設置⼯事 貯留浸透槽 23 塩釜市 宮城県
109 中主町⼄窪⼯業団地造成事業 貯留浸透槽 5403 中主町 滋賀県
110 秋葉⼭公園整備⼯事(調整池) 貯留浸透槽 1350 清⽔市 静岡県清⽔市
111 秋葉⼭公園整備⼯事(⾬⽔貯留槽) ⾬⽔貯留槽 50 清⽔市 静岡県清⽔市
112 都島⼩学校増築その他⼯事(調整池) ⾬⽔貯留槽 190 ⼤阪市 ⼤阪府


