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令和3年度（2021年）

◎建 設
・大阪府東部流域下水道事務所 寝屋川流域下水道 桑才ポンプ場 ４号外雨水ポンプ設備更新工事

〇定検・補修
・ＪＦＥ倉敷事業所機械設備保全工事
・令和3年度猪名川流域下水道 原田処理場 第1ポンプ場汚水ポンプ補修工事
・京都市 泰長老排水機場 維持補修（2号ポンプ整備）工事
・令和4年度十三川ポンプ場1号ポンプ整備修繕業務

令和2年度（2020年）

◎建 設
・大阪府東部流域下水道事務所 寝屋川流域下水道 茨田(中継)ポンプ場 1号雨水ポンプ設備更新工事

〇定検・補修
・ＪＦＥ倉敷事業所機械設備保全工事
・猪名川流域下水道 原田処理場第1ポンプ場 №6汚水ポンプ補修工事
・大阪市下水道局 大淀配水場外２か所配水ポンプ外整備修繕
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平成31年度（2019年）

◎建 設
・大阪市下水道局 中浜下水処理場 中浜下水処理外1か所第4ポンプ棟汚水ポンプ設備工事
・大阪市下水道局 放出下水処理場 会所撤去及び送水管据付工事700φ

〇定検・補修
・尼崎市東部処理場ポンプ修繕工事
・ＪＦＥ倉敷事業所機械設備保全工事
・京都市泰長老排水機場維持補修１,３号ポンプ工事

平成30年度（2018年）

◎建 設
・大阪市下水道局 中浜下水処理場 中浜下水処理外1か所第4ポンプ棟汚水ポンプ設備工事
・大阪市下水道局 放出下水処理場 会所撤去及び送水管据付工事700φ

〇定検・補修
・渚水みらいセンター振動高原因調査神鋼神⼾第4四半期一般補修工事
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平成29年度（2017年）

◎建 設
・大阪市下水道局 中浜下水処理場中浜下水処理外1か所第4ポンプ棟汚水ポンプ設備工事
・大阪市下水道局 放出下水処理場会所撤去及び送水管据付工事 700φ
・伊丹市 鶴田雨水ポンプ場改築更新工事

〇定検・補修
・環境事業局 平野工場タービン開放点検 焼却設備整備工事
・東京電力株式会社 柏崎刈羽原子力発電所 6号弁耐火間仕切壁設置工事
・壬生川火力発電所タービン関係点検工事

平成28年度（2016年）

◎建 築
・京都市 水垂排水機場 2号機整備その他工事
・岸和田市 磯ノ上下水処理場 3号汚水ポンプ更新工事
・伊丹市 鶴田雨水ポンプ場 改築更新工事

〇定検・補修
・神鋼神⼾ 神⼾火力発電所 １号タービン設備解放点検工事
・東京電力株式会社 柏崎刈羽原子力発電所 原子炉補器冷却水系注入配管追設 100φ～200φ
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平成27年度（2015年）

◎建 築
・大阪市下水道局 放出下水処理場 雨水汚水ポンプ据付工事及び土木工事一式 1号機～6号機
・寝屋川北部流域下水道組合 氷野ポンプ場 雨水沈砂池機械設備外更新工事
・豊中伊丹建設所 豊中伊丹市クリーンランド構内 ごみ処理焼却施設建設工事
・京都市 水垂排水機場 自家用発電機他電機他点検整備委託工事
・京都府建設局 三栖排水機場 三栖排水機場3号ポンプ分解整備工事

〇定検・補修
・関西電力株式会社 南港火力発電所 2号タービン本体定期点検工事 60万KW
・東京電力株式会社 柏崎刈羽原子力発電所 1・6号代替高圧注水設備設置工事 200φ
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平成26年度（2014年）

◎建 築
・大阪市下水道局 放出下水処理場 雨水汚水ポンプ据付工事及び土木工事一式 1号機～6号機
・寝屋川北部流域下水道組合 氷野ポンプ場 雨水沈砂池機械設備外更新工事
・豊中伊丹建設所 豊中伊丹市クリーンランド構内 ごみ処理焼却施設建設工事
・京都市 水垂排水機場 自家用発電機他電機他点検整備委託工事
・京都府建設局 三栖排水機場 三栖排水機場3号ポンプ分解整備工事

〇定検・補修
・東京電力株式会社 柏崎刈羽原子力発電所 1号代替高圧注水設備設置工事 200φ
・関西電力株式会社 南港火力発電所 3号タービン定検工事 60万KW
3号タービン主要弁定期点検工事 3号タービン主蒸気止弁他修繕助勢工事他

・大飯原子力発電所 3・4号スプリンクラー消化装置配管他設置工事
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平成25年度（2013年）

◎建 築
・氷野ポンプ場 雨水沈砂池機械設備外更新工事
・豊中伊丹建設所 豊中伊丹市クリーンランド構内 ごみ処理焼却施設建設工事
・大阪市下水道局 放出下水処理場 雨水汚水ポンプ据付工事及び土木工事一式 1号機～6号機

〇定検・補修
・関西電力株式会社 南港火力発電所 2号機タービン本体定検工事 60万KW
・海南火力発電所 3号タービン制御装置開放点検復旧工事
・東京電力株式会社 柏崎刈羽原子力発電所 1号代替高圧注水設備設置工事 200φ
・神⼾製鋼株式会社 加古川発電所 4号高炉送風機解体工事



8

平成24年度（2012年）

◎建 築
・大阪市下水道局 放出下水処理場 雨水汚水ポンプ据付工事及び土木工事一式 1号機～6号機
・吹田市川面下水処理場 2号機雨水ポンプ機械設備工事
・大阪市役所建設局 福町抽水所 3号機･4号機汚水ポンプ据付工事

〇定検・補修
・関西電力株式会社 高浜原子力発電所 EH・3号タービン制御装置定検工事
・南港火力発電所 タービンGV修繕工事
・埼玉太平洋セメント タービン・補機定検工事
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平成23年度（2011年）

◎建 築
・大阪市建設局 福町抽水所 雨水ポンプ設備工事（ポンプ更新）500φ 放流ゲート撤去
・大阪市下水道局 放出下水処理場 雨水汚水ポンプ据付工事及び土木工事一式 1号機～6号機
・雨水汚水ポンプ設備工事（仮設工事）大阪市役所建設局 国次抽水所 ポンプ据付工事（更新工事）

〇定検・補修
・東京電力株式会社 柏崎原子力発電所 1～5号機耐震補強工事
・敦賀火力発電所 CWP定検工事・BWフィルター定検工事
・志賀原子力発電所 2号CWP定検工事
・関西電力株式会社 南港火力発電所 主要弁定検工事



10

平成22年度（2010年）

◎建 築
・大阪市役所建設局 国次抽水所 雨水ポンプ設備工事(更新工事）
・大阪市建設局 福町抽水所 雨水ポンプ設備工事
・前島ポンプ場 1号ポンプ定期点検工事

〇定検・補修
・東京電力株式会社 柏崎原子力発電所 1～5号機耐震補強工事
・敦賀火力発電所 CWP定検工事・BWフィルター定検工事
・志賀原子力発電所 2号CWP定検工事
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平成21年度（2009年）

◎建 築
・淀川右岸流域下水道 前島ポンプ場 低段ポンプ設備工事その2及び土木工事一式
・大阪市建設局 国次抽水所 雨水ポンプ設備工事（ポンプ更新）1,200φ×2台

〇定検・補修
・関西電力株式会社 南港火力発電所 2号機タービン本体定検工事 60万KW
・高浜原子力発電所 3号機タービン本体定検工事 80万KW
・敦賀火力発電所 2号機循環水ポンプ分解・点検工事 2,500φ
・柏崎原子力発電所 1～5号機耐震補強工事
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平成20年度（2008年）

◎建 築
・枚方市水道部 犬田川ポンプ場 主ポンプ設備修繕工事 1,650φ×1台
・寝屋川市 唐繰ポンプ場 発電機据付工事 200KW自家発電機
・東・近江地域振興局 城南Ⅱ地区揚水機場主配管、ポンプ据付工事 450φ×2台 350φ×3台
・淀川右岸流域下水道 前島ポンプ場 低段ポンプ設備工事その１及び土木工事一式
1,200φ×2台 2,000φ×2台

〇定検・補修
・関西電力株式会社 南港火力発電所 ２号機タービン本体定検工事 60万KW
３号機タービン本体定検工事 60万KW

・神⼾製鋼自家発電１号機タービン本体定検工事 75万KW
・高浜原子力発電所３号機タービン本体定検工事 80万KW ４号機タービン本体定検工事 80万KW
・大和川上流流域下水道 第二処理区 奈良県第二浄化センター
汚水ポンプ速度制御装置更新工事 2,000φ×1台

・兵庫県西宮市 甲子園浜浄化センター汚水ポンプ点検分解整備工事 300φ×2台
・大阪市建設局 今福処理場 ターボブロワ設備点検整備工事 8,000Kpa
・紀州製紙株式会社 紀州工場 電動機取替工事 250KW発電機
・東京電力株式会社 柏崎原子力発電所 2号機主要弁定検工事 115万KW
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平成19年度（2007年）

◎建 築
・奈良県生駒市 流域関連公共下水道北田原第２
・水中ポンプ機械据付工事及び土木工事一式 中継ポンプ場 1,000φ×2台 800φ×1台
・京都市上下水道局下水道部 鳥羽環境保全センター汚泥ポンプ撤去据付工事 250φ×1台
・東京電力株式会社 柏崎原子力発電所 柏崎ＩＰＣ３号機配管改造工事 115万KW
・寝屋川南部広域下水道組合 新家ポンプ場 汚水ポンプ据付工事 650φ×1台
・大阪市建設局 恩貴島抽水所 雨水ポンプ設備工事 1,500φ×1台

〇定検・補修
・関西電力株式会社 大飯原子力発電所 ４号機インターナル分解点検工事 80万KW
・南港火力発電所 ２号機タービン本体定検工事 60万KW
・奈良県天理市 天理ポンプ場 送水ポンプ設備修繕工事 300φ×2台
・大阪府水道部 村野階層浄水場 ポンプ設備補修工事 800φ 900kW
・大阪市都市環境局 平野抽水場 雨水ポンプ修繕工事 2,200φ×1台
・猪名川広域水道事務所 多田浄水場 送水ポンプ点検整備工事 1,200φ×2台
・寝屋川北部流域下水道組合 鴻池水みらいセンターＤＥ系ブロワ点検整備工事1,000φ 800kW
・関西電力株式会社 高浜原子力発電所 日常点検補修工事 82万KW
・１号機原子炉容器点検工事 82万kW
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平成18年度（2006年）

◎建 築
・氷室高区排水場 点検歩廊及び鋼製サポート製作
・氷室高区低区排水場 送水ポンプ据付工事
・五位堂駅前北第二地区調整池 水位計用ジョイントボックス移設工事
・十日市浄水場第３中継ポンプ 機械据付・配管・撤去工事
・大阪市交通局豊里停留場換気機及び排煙機製作据付工事
・大阪都市環境局千島処理場 点検架台設備工事
・大阪道路公社箕面有料道路 排風機設備工事及び土木工事一式 排風機据付、点検歩廊製作据付工事
・大阪都市環境局千島処理場汚水ポンプ設備工事その２及び土木工事一式

〇定検・補修
・関西電力株式会社 大飯原子力発電所 2号冷却水ポンプ点検工事
・姫路火力発電所 2号機タービン本体定検工事
・高浜原子力発電所 ３号機タービン本体定検工事
・南港火力発電所 1号機タービン本体定検工事
・神⼾市ポートアイランド処理場 水処理電気設備工事
・平野川分水路排水機場 主ポンプ設備点検工事
・和歌山紀州製紙 7H／Cドライブ装置更新工事
・滋賀県湖北地域振興局農業用水 揚水機補修整備工事
・再編対策事業天の川揚水機場
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平成17年度（2005年）

◎建 築
・公共下水道新高井田幹線 高井田幹線ポンプ設備工事
・五位堂駅前北第二地区調整池 ポンプ設備工事及び土木工事一式
・十日市浄水場第２中継ポンプ 機械据付・配管・撤去工事
・洲本福良港第３排水機場 主ポンプ据付配管工事
・放出下水処理場 機械室ターボブロワ設備工事
・大阪都市環境局津守下水処理場 架台据付工事
・豊岡市新田揚水機場 災害復旧工事の内、架台据付工事
・南大阪湾岸流域下水道北部処理場 立軸渦巻斜流ポンプ設備工事
・大阪都市環境局千島処理場汚水ポンプ設備工事その１及び土木工事一式

〇定検・補修
・大和川下流流域下水道組合 主ポンプ分解点検整備工事
・今池処理場 甲子園浜浄化センター 汚水ポンプ点検整備工事
・京都市石田水環境保全センター ４号汚水ポンプ点検整備工事
・関西電力株式会社 高浜原子力発電所 ２・４号機タービン補修工事
・大飯火力発電所 １号機タービン本体定検工事
・南港火力発電所 １号機タービン本体定検工事
・中部電力株式会社 浜岡原子力発電所 ３号機タービン本体定検工事 ３号機主要弁定検工事
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平成16年度（2004年）

◎建 築
・関西電力株式会社 舞鶴火力建設所 舞鶴火力発電１Ｂ建設工事
・東京電力株式会社 柏崎事業所 柏崎ＩＰＣ４号機配管改造工事
・市原パワー建設所 市原パワー発電設備建設工事
・古江浄水場 浄水場内機械据付工事
・宝塚桜台下 スラブ補強工事
・淀川左岸流域下水道渚処理場 送風機据付設備工事及び土木工事一式
・大阪都市環境局津守下水処理場 汚水ポンプ設備工事及び土木工事一式
・柏崎原子力発電所 柏崎ＩＰＣ３号機配管改造工事

〇定検・補修
・関西電力株式会社 南港火力発電所 １号機タービン本体定検工事 ２号機タービン本体定検工事
３号機タービン本体定検工事

・御坊火力発電所 ３号機ＢＦＰ－Ｔ本体定検工事
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平成15年度（2003年）

◎建 築
・中部電力株式会社 豊田ＰＣＢ建設所 豊田ＰＣＢ建設工事
・東京電力株式会社 柏崎原子力発電所 柏崎ＩＰＣ２号機配管改造工事
・市原パワー建設所 市原パワー発電設備建設工事
・関西電力株式会社 舞鶴火力建設所 舞鶴火力発電１Ｂ建設工事

〇定検・補修
・関西電力株式会社 南港火力発電所 １号機タービン本体定検工事 ２号機タービン本体定検工事
３号機タービン本体定検工事

・御坊火力発電所 ３号機ＢＦＰ－Ｔ本体定検工事
・美浜原子力発電所 ２号機タービン本体定検工事 ３号機タービン本体定検工事
・高浜火力発電所 ３号機タービン本体定検工事 ３号機主要弁定検工事 ４号機タービン本体定検工事
・東大阪市立上小阪小学校 市立小阪小学校養護教室空調設備工事
・西宮甲子園浜浄化センター ４号機汚水ポンプ点検整備工事
・大阪市平野市町 平野市町ポンプ増設工事
・東大阪市六万寺配水池 六万寺配水池ポンプ据付・配管工事
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平成14年度（2002年）

〇定検・補修
・東大阪市立小阪小学校 市立小阪小学校理科室改造・その他衛生設備工事
・東大阪市水走配水場 水走配水場１５００平区配水集合管補修点検工事
・武庫川下流浄化センター 汚水ポンプ設備工事
・桂川右岸流域下水道洛西 洛西浄化センター送風機設備工事
・東大阪市立上小阪小学校 市立上小阪小学校保健室空調設備工事
・関西電力株式会社 高浜原子力発電所 ４号機主要弁定検工事
・神鋼神⼾発電所 ２号機タービン制御装置定検工事
・南港火力発電所 ２号機タービン本体定検工事 ３号機タービン本体定検工事
・３号機主要弁定検工事 ４号機タービン本体定検工事 ４号機主要弁定検工事
・東京電力株式会社 横浜火力発電所 ガスタービン据付工事
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平成13年度（2001年）

◎建 築
・大阪府北部流域摂津雨水ポンプ場 ９号機増設工事
・太平電業株式会社 川口清掃工場建設 川口清掃工場建設工事
・神鋼神⼾事業所 神鋼神⼾建設工事
・北海道電力株式会社 苫東厚真建設所 苫東ガスタービン建設工事

〇定検・補修
・大阪市平野ゴミ焼却場 ポンプ・タンク・架台及び機器据付工事
・東大阪市菱屋西配水場 配水場排気口防音パネル取付工事
・配水池マンホール 開閉防止金具取付補修工事 マンホール開閉防止金具取付及び換気口
フード取付改造補修

・関西電力株式会社 大飯火力発電所２・３号機タービン本体定検工事
・姫路火力発電所６号機タービン本体定検工事
・南港火力発電所３号機タービン本体定検工事
・高浜原子力発電所 １号機タービン本体定検工事 ３号機主要弁及びタービン制御装置定検工事
・中部電力株式会社 浜岡原子力発電所 浜岡４号機タービン本体定検工事
・東大阪市水走配水場 水走配水場中高区１・２号機ポンプ電気設備工事
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平成12年度（2000年）

◎建 築
・大阪市千島雨水処理場 ２・３号機￠１８００雨水ポンプ増設工事
・太平電業株式会社 常陸那珂火力発電所常陸那珂太平建設工事
・東燃川崎建設所 東燃川崎タービン据付工事
・ジャパンエナジー株式会社 糸魚川建設所 太平洋セメント糸魚川工事

〇定検・補修
・東京電力株式会社 横浜原子力発電所 横浜８－２軸定検工事
・関西電力株式会社 高浜原子力発電所 １～４号機タービン補修工事
・大飯火力発電所 ２号機タービン本体定検工事
・南港火力発電所 １号機タービン本体定検工事
・御坊火力発電所 御坊火力ボイラー点検
・中部電力株式会社 浜岡原子力発電所 ３号機タービン本体定検工事 ３号機主要弁定検工事
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平成11年度（1999年）

◎建 築
・大阪府東部流域 寝屋川流域下水道 鴻池処理場第二送風機設備工事
・大阪市千島雨水処理場 ￠１８００雨水ポンプ据付工事

〇定検・補修
・東京電力株式会社 柏崎原子力発電所７号機タービン本体定検工事
・関西電力株式会社 高浜原子力発電所 ３号機タービン本体定検工事
・大飯原子力発電所 ４号機インターナル分解点検工事
・東亜合成徳島工場 １号機タービン本体定検工事 ２号機タービン本体定検工事
・３号機タービン本体定検工事
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平成10年度（1998年）

◎建 築
・東京電力株式会社 ＪＲ建設 ＪＲ川崎排ガスファン据付工事

〇定検・補修
・東京電力株式会社 大飯火力発電所 大飯火力１Ｔ定検工事
・柏崎原子力発電所 ２号機タービン本体定検工事 タービン本体ＲＣＷ一般設備主要弁工事
３号機タービン本体定検工事

・関西電力株式会社 高浜原子力発電所 高浜１～４号機補修工事
・大飯火力発電所 ２号機タービン本体定検工事 ３号機タービン本体定検工事
・南港火力発電所４号機タービン本体定検工事 南港補修工事
・中部電力株式会社 浜岡原子力発電所 浜岡太平日常点検 浜岡太平２号機タービン点検工事
２号機主要弁定検工事
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平成9年度（1997年）

◎建 築
・九州電力株式会社 松浦火力発電所 ２号機タービン本体据付工事
・中国電力株式会社 三隅火力発電所 １号機タービン本体据付工事
・東京電力株式会社 横浜火力発電所 ガスタービン据付工事

〇定検・補修
・関西電力株式会社 大飯原子力発電所 ２号機ＳＧ－Ｒ工事
・尼崎東火力発電所 ２号機タービン本体定検工事
・高浜原子力発電所 ３号機タービン本体定検工事 ４号機タービン本体定検工事
・三菱重工業株式会社 横浜製作所金沢工場Ｋ地点 ガスタービン定検工事
・東京電力株式会社 大飯火力発電所 １号機タービン本体定検工事 ２号機タービン本体定検工事
３号機タービン本体定検工事 ２号機主要弁定検工事



24

平成8年度（1996年）

◎建 築
・中部電力株式会社 川崎火力発電所 ガスタービン据付工事
・九州電力株式会社 松浦火力発電所 ２号機タービン本体据付工事
・中国電力株式会社 三隅火力発電所 １号機タービン本体据付先行工事

〇定検・補修
・東京電力株式会社 柏崎刈羽原子力発電所 ２号機主要弁定検工事
・関西電力株式会社 高浜原子力発電所 ２号機ＳＧ－Ｒ工事 ３号機タービン本体定検工事
４号機タービン本体定検工事

・南港火力発電所 １号機タービン本体定検工事 ２号機タービン本体定検工事
３号機タービン本体定検工事
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平成7年度（1995年）

◎建 築
・東京電力株式会社 横浜火力発電所 ＨＲＳＧタービン据付工事

〇定検・補修
・関西電力株式会社 高浜原子力発電所 １号機ＳＧ－Ｒ工事 ３号機タービン本体定検工事
４号機タービン本体定検工事 ４号機主要弁定検工事

・南港火力発電所１号機タービン本体定検工事 ２機タービン本体定検工事
３号機タービン本体定検工事
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平成6年度（1994年）

◎建 築
・関西電力株式会社 姫路火力発電所 ６号機ガスタービン据付工事 ６号機スチームタービン据付工事

〇定検・補修
・関西電力株式会社 南港火力発電所 日常点検補修工事 １号機タービン本体定検工事
３号機タービン本体定検工事

・高浜原子力発電所日常点検補修工事 １号機原子炉容器点検工事 ２号機ＳＧ－Ｒ工事
４号機タービン本体定検工事 ４号機主要弁定検工事 ４号機ＦＷＰ定検工事

・美浜原子力発電所 ２号機タービン本体定検工事
・東京電力株式会社 柏崎原子力発電所 ２号機主要弁定検工事
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平成5年度（1993年）

〇定検・補修
・関西電力株式会社 大飯原子力発電所 １号機冷却材ポンプ点検工事
・高浜原子力発電所 ３号機タービン本体定検工事 ３号機主要弁定検工事
４号機タービン本体定検工事 ４号機主要弁定検工事 ２号機ＳＧ－Ｒ工事

・美浜原子力発電所 ２号機タービン本体定検工事
・南港火力発電所 日常点検補修工事 １号機タービン本体定検工事 ２号機タービン本体定検工事
３号機タービン本体定検工事

・日本原子力発電株式会社 敦賀原子力発電所 ２号機海水ポンプ定検工事
・東京電力株式会社 柏崎刈羽原子力発電所 ２号機主要弁定検工事
・南横浜火力発電所 ２号機タービン及び発電機点検工事
・三菱重工業株式会社 横浜製作所金沢工場 １４９．５ＭＷガスタービン設備定検工事
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平成4年度（1992年）

◎建 築
・関西電力株式会社 大飯火力発電所 ４号機１次系機器据付工事
・富士電気株式会社 川崎工場 ６９ＭＷガスタービン据付工事

〇定検・補修
・関西電力株式会社 南港火力発電所 １号機タービン本体定検工事 ２号機タービン本体定検工事
３号機タービン本体定検工事

・御坊火力発電所 ３号機ＢＦＰ－Ｔ本体定検工事
・美浜原子力発電所 ２号機タービン本体定検工事 ３号機タービン本体定検工事
・高浜原子力発電所３号機タービン本体定検工事 ３号機主要弁定検工事 ４号機タービン本体定検工事
４号機主要弁定検工事

・日本原子力発電株式会社 敦賀原子力発電所 ２号機ＳＷＳＰ定検工事
・三菱重工業株式会社 横浜製作所金沢工場 １４９．５ＭＷガスタービン設備定検工事
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平成3年度（1991年）

◎建 築
・関西電力株式会社 南港火力発電所 ２号機タービン本体据付工事
・大飯火力発電所 ４号機１次系機器据付工事
・中部電力株式会社 浜岡原子力発電所 ４号機建設工事
・鹿島北共同発電株式会社 ４号機タービン本体据付工事

〇定検・補修
・関西電力株式会社 南港火力発電所 １号機タービン本体定検工事 ２号機タービン本体定検工事
３号機タービン本体定検工事

・高浜原子力発電所３号機タービン本体定検工事 ３号機主要弁定検工事 ４号機タービン本体定検工事
４号機主要弁定検工事

・美浜原子力発電所 ２号機タービン本体定検工事
・御坊火力発電所 ３号機ＢＦＰ－Ｔ本体定検工事
・東京電力株式会社 千葉火力発電所 ４号機タービン本体定検工事
・日本原子力発電株式会社 敦賀原子力発電所 ２号機ＳＷＳＰ定検工事
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平成2年度（1990年）

◎建 築
・関西電力株式会社 南港火力発電所 ２号機タービン本体据付工事 ３号機タービン本体据付工事
・大飯原子力発電所 ３・４号機１次系機器据付工事

〇定検・補修
・関西電力株式会社 大飯火力発電所 ２号機ＲＣＰ定検工事
・高浜原子力発電所 ４号機タービン本体定検工事
・美浜原子力発電所 ２号機タービン本体定検工事
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平成元年度（1989年）

◎建 築
・関西電力株式会社 南港火力発電所 ２号機タービン本体据付工事
・東京電力株式会社 東扇島火力発電所 ２号機ボイラー据付工事

〇定検・補修
・関西電力株式会社 高浜原子力発電所 ３号機タービン本体定検工事 ３号機主要弁定検工事
・美浜原子力発電所 ３号機タービン本体定検工事
・中部電力株式会社 浜岡原子力発電所 ２号機配管改造工事
・日本原子力発電株式会社 敦賀原子力発電所 ２号機定検工事の内小型ポンプ点検工事
制御用空気圧縮機定検工事 原子炉容器定検工事 ＳＷＰ定検工事
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昭和63年度（1988年）

〇定検・補修
・関西電力株式会社 大飯原子力発電所 １号機フランジボルト取替工事
・美浜原子力発電所 １号機タービン本体定検工事 ２号機タービン本体定検工事
・３号機タービン本体定検工事
・高浜原子力発電所 ３号機タービン本体定検工事 ４号機タービン本体定検工事
・南横浜火力発電所 焼却炉取替工事
・横浜火力発電所 ２号機主要弁取替工事
・品川火力発電所 発電機復旧工事
・敦賀原子力発電所 ２号機定検の内原子炉容器点検工事
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昭和62年度（1987年）

〇定検・補修
・関西電力株式会社 美浜原子力発電所 ２号機タービン本体定検工事 ３号機タービン本体定検工事
・高浜原子力発電所 ３号機タービン本体定検工事 ４号機タービン本体定検工事
・春日出火力発電所 ２号機タービン本体定検工事
・福島第一原子力発電所 ２号機タービン本体定検工事
・南横浜火力発電所 ２号機主要弁取替工事
・横浜火力発電所 焼却炉取替工事
・敦賀原子力発電所 ２号機定検の内原子炉容器定検工事
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昭和61年度（1986年）

◎建 築
・関西電力株式会社 赤穂火力発電所 １号機ボイラー補機据付工事 ２号機復水器据付工事

〇定検・補修
・関西電力株式会社 大飯火力発電所 ２号機ＲＣＰ定検工事
・春日出火力発電所 １号機タービン本体定検工事
・日本原子力発電株式会社 敦賀原子力発電所 ２号機１００％休転工事
・東京電力株式会社 柏崎刈羽原子力発電所 １号機ハウスボイラー定検工事 １号機復水器定検工事
・北海道電力株式会社 苫東厚真火力発電所 ２号機タービン本体定検工事
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昭和60年度（1985年）

◎建 築
・関西電力株式会社 高浜原子力発電所 ４号機タービン本体据付工事

〇定検・補修
・関西電力株式会社 大飯火力発電所 ２号機ＲＣＰ定検工事
・美浜火力発電所 ２号機タービン本体定検工事 ３号機タービン本体定検工事
・春日出火力発電所 １号機タービン本体定検工事 ２号機タービン本体定検工事

昭和59年度（1984年）

◎建 築
・関西電力株式会社 高浜原子力発電所 ４号機タービン本体据付工事

〇定検・補修
・関西電力株式会社 大飯火力発電所 ２号機ＲＣＰ定検工事
・春日出火力発電所 １号機タービン及び発電機定検工事 ２号機タービン及び発電機定検工事
・美浜火力発電所 ２号機タービン本体定検工事
・東京電力株式会社 福島第一原子力発電所 ６号機ＲＰＶ点検工事
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昭和58年度（1983年）

◎建 築
・関西電力株式会社 御坊火力発電所 ２号機タービン及び発電機据付工事 ２号機ＢＦＰ－Ｔ据付工事

〇定検・補修
・関西電力株式会社 大飯火力発電所 ２号機ＲＣＰ定検工事
・美浜火力発電所 ３号機タービン本体定検工事


