
〒920-0041 本 社 石川県金沢市長田本町チ１０番地１　    TEL 076-263-2151(代)
FAX 076-263-1677

〒924-0051 白 山 事 業 所 石川県白山市福留町５５５番地          TEL 076-277-2121(代)
FAX 076-277-2127

〒374-0031 関 東 営 業 所 群馬県館林市東美園町３０-１０ TEL 0276-52-8331(代)
FAX 0276-52-8334

〒531-0062 大 阪 営 業 所 大阪府大阪市北区長柄中２丁目１番27号 TEL 06-6358-4491(代)
FAX 06-6358-4492

〒491-0911 名古屋営業所 愛知県名古屋市熱田区伝馬１丁目５番１８号 TEL 052-253-6351(代)
FAX 052-253-6352

〒939-0351 富 山 営 業 所 富山県射水市戸破字若宮3159番５ TEL 0766-55-1892(代)
FAX 0766-55-2460

〒983-0045 仙 台 営 業 所 宮城県仙台市宮城野区宮城野１丁目20-15 TEL 022-290-5141(代)
FAX 022-290-5142

水　門　工　納　入　実　績

平成３０年　６月 現在



No.2

発　　　　注　　　　先 事　　　　　 　業　　　　 　　名 形　     　式 門 数 施工年月日

 ステンレス製転倒ゲート2.2m×0.85m 各1門

 ステンレス製スライドゲート1m×0.6m

 平成28年度　県営かんがい排水事業大慶寺用水地区  ステンレス製簡易ゲートΦ100

 5-2号支線水門製作据付工事  ステンレス製転倒ゲート2.2m×0.85m

 ステンレス製スライドゲート0.6m×0.4m

 ステンレス製簡易ゲートΦ100

 平成28年度　基幹水利施設予防安全対策事業  鋼製ローラーゲート12.5m×3.08m 1門

 能瀬地区　水門据付工事

  二級河川　八日市川　新幹線関連　  ゴム堰 1門

 河川付替受託工事（7工区）

 平成28年度　県営かんがい排水事業大慶寺用水地区  トルク軸式ステンレス製起伏ゲート 1 門

 水門製作据付工事

 尾山製作所  二級河川熊坂川河川管理施設等長寿命化工事  ゴム堰 1 門

　　　　　　  　　　（石川県） （熊坂川ゴム堰設備更新工その2）

 二級河川三谷川河川管理施設等長寿命化工事  ゴム堰 1 門

（三谷川ゴム堰設備更新工その2）

  平成27年度 県営かんがい排水事業中村用水  ステンレス製起伏ゲート 1 門

 第2三期地区水門製作据付工事

 ステンレス製ローラーゲート2.0m×2.0m 1 門

  平成26年度 県営かんがい排水事業中島用水地区  起伏ゲート 1 門

 水門製作据付工事  スライドゲート 1 門

 県営かんがい排水事業 七ヶ用水地区

 三浦口分水工水門付帯施設製作据付工事

平成28年 3月

 二級河川町野川　広域河川改修工事（ゲート工）

水門工納入実績表

平成26年 3月

 石川県　県央農林総合事務所 平成30年 3月

 石川県　南加賀土木総合事務所

 石川県　石川農林総合事務所 平成30年 3月

 石川県

 石川県　石川農林総合事務所

 石川県 平成28年 1月

 石川県

 石川県

平成29年 3月

平成29年11月

平成26年10月

 石川県

平成28年 8月



No.3

発　　　　注　　　　先 事　　　　　 　業　　　　 　　名 形　     　式 門 数 施工年月日

 ステンレス製スライドゲート6m×8m 1 門

 ステンレス製スライドゲート8m×8.4m 1 門

 ステンレス製スライドゲート6m×5.8m 1 門

 平成24年度 用排水施設整備事業 郷用水第2地区  起伏ゲート4.0m×0.5m 各1門

 水門製作据付工事  スライドゲート1.4m×0.5m

 ステンレス製スライドゲート0.9m×0.85m 各1門

 ステンレス製スライドゲート0.6m×0.6m

 ステンレス製スライドゲート0.6m×0.5m

 平成23年度 県営かんがい排水事業大慶寺用水地区  ステンレス製起状ゲート2.9m×0.9m 各1門

 水門製作据付工事  ステンレススライドゲート2.7m×0.8m

 平成23年度 県営かんがい排水事業中村用水  ステンレス製スライドゲート1.5m×1.0m 各1門

 第2三期地区水門製作据付工事  ステンレス製スライドゲート0.8m×0.5m

 薬品流水防止用水門 1 門

 0.6m×1.0m

 犀川辰巳治水ダム建設事業辰巳ダム放流設備工事  ダム用スクリーン 1 基

（スクリーン工）その3  6.1m×17.9m

 尾山製作所  犀川辰巳治水ダム建設事業辰巳ダム放流設備工事  ダム用スクリーン 1 基

　　　　　　  　　　（石川県） （スクリーン工）その2  6.1m×17.9m

  アクア技研  犀川辰巳治水ダム建設事業辰巳ダム放流設備工事  ダム用スクリーン 1 基

　　　　　　  　　　（石川県） （スクリーン工）その1  6.1m×17.9m

 平成21年度県農林用水再編対策事業新宮竹地区  電動ステンレス製スライドゲート 3 門

 沈砂池管理水門据付工  5.7m×0.9m

 平成20年度県農林用水再編対策事業新砂川地区  ステンレス製起状ゲート4.6m×1.1m 各1門

 7－2号支線水路水門製作据付工事  ステンレススライドゲート0.9m×0.7m

 町野川総合開発事業　  固定式バースクリーン 1 門

 北河内ダム取水設備工事（スクリーン工）  26m×4m

 加賀東芝E(工）NO.6雨水水門設置工事

平成21年 8月 石川県　北河内ダム建設事務所

 石川県

 石川県　南加賀農林総合事務所

平成24年 2月

平成25年 3月

 石川県 石川農林総合事務所

 石川県

 ㈱エリオ総建

平成25年11月
 平成24年度 基幹水利施設予防保全対策事業
 七ヶ用水地区 水門製作据付工事その2

平成23年 7月

 石川県

 石川県 石川県

 石川県
 平成22年度 農業用水再編対策事業新砂川地区
 7-1号支線水門製作据付工事

 石川県

平成24年 3月

平成23年 3月

平成22年3月



No.4

発　　　　注　　　　先 事　　　　　 　業　　　　 　　名 形　     　式 門 数 施工年月日

 平成19年度海岸保全施設整備事業白浜地区  鋼製ロ－ラ－ゲ－ト 1 門

 水門製作据付工事  5.0m×3.1m

 平成19年度県営かんがい排水事業中島第2地区  SUS製スライドゲ－ト 1 門

 水門製作据付工事  0.6m×0.6m

 SUS製起伏ゲ－ト 1 門

 4.5m×0.8m

 4.5m×1.1m

 SUS製スライドゲ－ト 1 門

 1.1m×0.6m

 1.0m×0.6m

 0.3m×0.3m

 SUS製起伏ゲ－ト 1 門

 2.0m×0.55m

 SUS製スライドゲ－ト 1 門

 0.55m×0.6m

 SUS製起伏ゲ－ト 2 門

 3.7m×0.5m

 SUS製スライドゲ－ト 2 門

 0.5m×0.5m

 鋼製角落しゲ－ト 1 門

 2.2m×2.5m

 鋼製角落しゲ－ト 1 門

 2.0m×2.5m　

 SUS製起伏水門　 1 門

 3.1m×0.6m

 平成16年度農業用水再編対策事業松任中央地区
 4－4号支線水門製作据付工事その3

 九谷ダム試験湛水・仮排水路水門製作据付工事

 平成17年度県営かんがい排水事業中村用水第２地区
 水門製作据付工事その2

 平成18年度県農林用水再編対策事業新砂川地区
 7－2号支線水路水門製作据付工事

 平成18年度県農林用水再編対策事業新砂川地区
 7－2号支線水路水門製作据付工事

平成17年 3月

 熊谷・ハザマ・前田・真柄
 共同企業体

 石川県 石川農林総合事務所

 石川県 中能登農林総合事務所

平成18年 3月

平成20年 3月

 石川県 石川農林総合事務所

 石川県 石川農林総合事務所

 石川県 石川農林総合事務所

 石川県 石川農林総合事務所

 石川県 石川農林総合事務所

 平成15年度用排水施設整備事業田中地区
 2－2号支線水門製作据付工事

平成19年 2月

平成16年10月

平成16年 3月



No.5

発　　　　注　　　　先 事　　　　　 　業　　　　 　　名 形　     　式 門 数 施工年月日

 SUS製スライドゲ－ト 1 門

 1.0m×1.0m

 国土交通省 北陸地方整備局  ﾌﾟﾚ-ﾄｶﾞ-ﾀ式鋼製ﾛ-ﾗｹﾞ-ﾄ３門＋防護柵 3 門

 金沢河川国道事務所  2.45m×2.45m

 大聖寺川総合開発事業九谷ダム取水設備工事  鋼製固定式全面スクリ－ン 1 門

 （スクリ－ン設置工）　  36.32m×7.5m

 二級河川大野川床上浸水対策特別緊急工事  ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製引戸式ｹﾞ-ﾄ 1 門

 （その1）　  16.0m×1.7m

 国土交通省 北陸地方整備局  鋼製ロ－ラ－ゲ－ト 1 門

 金沢工事事務所  1.5m×2.5m

 ステンレス製ロ－ラ－ゲ－ト 1 門

 平成14年度中島地区七ケ用水発電所  2.6m×2.6m

 水門製作据付工事  鋼製スライドゲ－ト 2 門

 1.4m×4.5m

 ステンレス製ロ－ラ－ゲ－ト 1 門

 用戸当り

 2.6m×2.6m

 ステンレス製ロ－ラ－ゲ－ト 1 門

 3.0m×3.2m

 角落しゲ－ト 2 門

 3.65m×1.3m

 ステンレス製土砂吐ゲ－ト 2 門

 0.4m×0.8m

 鋼製ロ－ラ－ゲ－ト 1 門

 30.5m×2.5m

 ステンレス製転倒ゲ－ト 1 門

 4.2m×0.6m

平成15年 3月

 九竜橋川排水機場ゲ－ト設備工事

 平成13年度中島地区七ケ用水発電所
 水門製作据付工事

 東馬場地区水門製作据付工事

 塩津地区水門製作据付工事

 石川県 金沢農林総合事務所

 石川県 七尾農林総合事務所

 平成12年度小橋地区水門製作据付工事

 石川県 石川農林総合事務所

 石川県 七尾農林総合事務所

 石川県 石川農林総合事務所

 軽海排水樋門ゲ－ト設備工事

 平成13年度中島地区七ケ用水発電所
 制水門製作据付工事（ゼロ国）

平成15年11月 石川県 金沢土木事務所 

 石川県 九谷ダム建設事務所 

 石川県 石川農林総合事務所

平成16年 2月

平成13年 3月

平成14年11月

平成16年 3月

 石川県 石川農林総合事務所
 平成15年度用排水施設整備事業田中地区
 2－2号支線水門製作据付工事

平成13年 4月



No.6

発　　　　注　　　　先 事　　　　　 　業　　　　 　　名 形　     　式 門 数 施工年月日

 電動ラック式スライドゲ－ト 1 門

 1.0m×1.0m

 ステンレス製土砂吐ゲ－ト 1 門

 800m×800m

 鋼製ロ－ラ－ゲ－ト 1 門

 平成11年度小橋地区水門製作工事その2  30.4m×2.5m

 (電気制御盤)

 鋼製ロ－ラ－ゲ－ト 1 門

 30.5m×2.5m

 電動ラック式スライドゲ－ト 1 門

 1.0m×1.0m 他修繕

 電動ワイヤ－ロ－プ巻取式  1 基

 傾斜長 50.24m

 高田機工  ステンレス製起伏ゲ－ト 1 門

 （建設省 紀南工事事務所）  4.0m×1.88m

 白山建設  ロ－ラ－ゲ－ト 電動 1 門

（建設省 金沢工事事務所）  1.5m×1.5m

 スライドゲ－ト 電動 1 門

 1.05m×1.2m

 転倒ゲ－ト 手動 1 門

 2.6m×1.3m

 尾山製作所  スライドゲ－ト 電動 2 門

（建設省 金沢工事事務所）  1.0m×1.0m

 ロ－ラ－ゲ－ト 電動 1 門

 2.0m×1.4m

 転倒ゲ－ト 手動 1 門

 2.5m×0.75m

平成12年 6日

 コノ下、下浦樋管ゲート受託工事

 上小松第2排水樋管ゲート受託工事

 ふるさと支援道路整備（地域交流軸道路整備）工事

 オッチャ樋管ゲート製作据付工事

平成11年 3月 鶴ケ島樋管改築工事

 石川県 羽咋農林総合事務所

 石川県 金沢農林総合事務所

 石川県 羽咋農林総合事務所

 建設省 金沢工事事務所

 大谷地区取水施設製作据付工事

 石川県 小松土木事務所

 吉場樋管ゲ－ト修繕外2件工事

 宇奈月ダムインクライン設備工事

 市田川浄化水取水口ゲ－ト設備設置工事

 平成11年度小橋地区水門製作工事 石川県 金沢農林総合事務所

平成12年12月

 建設省 金沢工事事務所

 石川県 金沢土木事務所

 建設省 金沢工事事務所

平成10年10月

平成11年 2月

平成12年 3月

平成13年 3月

平成10年 3月

 鍋谷川ゲ－ト製作据付工事

 仏木地区水門製作据付工事

平成11年 6月

 建設省 黒部工事事務所



No.7

発　　　　注　　　　先 事　　　　　 　業　　　　 　　名 形　     　式 門 数 施工年月日

 ロ－ラ－ゲ－ト 電動 2 門

 2.5m×2.0m

 2.6m×2.2m 手動 1 門

 ソ－ラ型   電動 1 門

 鶴来第一樋管ゲ－ト新設工事  スライドゲ－ト

 1.0m×1.0m

 電動油圧式 転倒ゲ－ト 1 門

 11.8m×1.5m 他

 ロ－ラ－ゲ－ト 電動 1 門

 12.7m×3.9m

 角落し 3 門

 0.5m×0.5m

 丸島アクアシステム  ロ－ラ－ゲ－ト 電動 2 門

 （石川県輪島土地改良事務所）  6.0m×3.1m

 ロ－ラ－ゲ－ト 電動 1 門

 湖西地区水門製作据付工事  (フラップ付)

 7.0m×1.1m

 ロ－ラ－ゲ－ト 電動 1 門

 12.7m×3.9m

 丸島アクアシステム  ロ－ラ－ゲ－ト 電動 2 門

 甲地区水門製作工事  6.0m×3.1m

 7.0m×1.1m

 スライドゲ－ト 電動 1 門

 1.0m×1.0m

 栗本鐵工所  電動油圧式 転倒ゲ－ト 1 門

 （石川県羽咋土地改良事務所）  17.5m×1.9m

 ヘシ川樋管機械工事

 六ヶ用水水門製作据付工事

 明神川地区水門製作据付工事

 川尻地区水門据付工事

 浅野本町地内農業用水門設置工事

 甲地区水門据付工事

 金沢第4地区　潟端北第4排水機場
 水門製作据付工事

 石川県 津幡土地改良事務所

 石川県 津幡土地改良事務所

 金沢市役所

 石川県 津幡土地改良事務所

平成 7年 6月
 （石川県輪島土木事務所）

 建設省 金沢工事事務所

平成 9年 3月
 建設省 金沢工事事務所

 石川県 津幡農林総合事務所

平成 8年 2月

平成 7年 8月 川尻地区1号水門製作工事

 石川県 津幡農林総合事務所

平成 7年11月

平成 7年 3月



No.8

発　　　　注　　　　先 事　　　　　 　業　　　　 　　名 形　     　式 門 数 施工年月日

 スライドゲ－ト 電動 1 門

 1.5m×1.25m

 ロ－ラ－ゲ－ト 電動 2 門

 12.7m×3.9m

 スライドゲ－ト 角落し 3 門

 1.2m×1.0m 他

 ロ－ラ－ゲ－ト 電動 1 門

 12.7m×3.9m

 電動２段式スライドゲ－ト 1 門

 3.45m×1.36m

 ロ－ラ－ゲ－ト 電動 1 門

 川尻地区2号水門製作工事  (フラップゲ－ト付)

 12.7m×3.9m

 栗本鐵工所  電動油圧式 転倒ゲ－ト 1 門

 （石川県羽咋土地改良事務所）  17.5m×1.9m

 石川県 八ヶ川ダム建設事務所  八ヶ川ダム係船設備（昇降台車等）製作据付工事 1 門 平成 5年12月

 スライドゲ－ト 2 門

 大聖寺川せせらぎふれあい空間整備工事  1.8m×1.02m

 1.0m×0.75m

 角落しゲ－ト 1 門

 3.85m×2.44m

 荏原商事 1 門

（石川県小松土地改良事務所）

1 門

 浅野本町地内農業用水門設置工事

 川尻地区3号水門製作工事

 南新保町地区水門設置工事

 六ヶ用水堰水門製作据付工事

 小屋ダム洪水吐試験湛水用ゲ－ト設置工事

 小松南部排水機製作据付工事

 牛島地区水門製作据付工事

 川尻地区水門据付工事

平成 6年 3月

平成 6年 8月

 石川県 大聖寺土木事務所

平成 4年 7月

平成 3年10月

 金沢市 駅西開発課

 石川県 津幡土地改良事務所

 金沢市

 石川県 津幡土地改良事務所

 石川県小屋ダム建設事務所

平成 3年 3月

平成 6年12月

 石川県 小松土地改良事務所

平成 7年 3月

平成 6年 3月

 石川県 津幡土地改良事務所

 栗本鐵工所  大川地区水門製作据付工事

平成 5年 3月



No.9

発　　　　注　　　　先 事　　　　　 　業　　　　 　　名 形　     　式 門 数 施工年月日

 ロ－ラ－ゲ－ト 電動 1 門

 2.9m×1.425m

 徳川建設  転倒堰3.7m×0.5 2 門

 七ツ滝遊歩道転倒堰及びスルースゲート  スル－スゲ－ト

 0.6m×0.65m

 スライドゲ－ト 電動 2 門

 2.9m×1.4m

 1.4m×0.99m

 吉光組  スライドゲ－ト 1 門

（建設省 金沢工事事務所）  1.0m×1.0m

 丸西組  スライドゲ－ト 1 門

（建設省 金沢工事事務所）  0.9m×0.9m

 向出組  スライドゲ－ト 1 門

（建設省 金沢工事事務所）  1.0m×1.0m

 スライドゲ－ト 1 門

 1.97m×1.61m

 スライドゲ－ト 電動 2 門

 1.0m×1.0m

1 門

 大和建設  スライドゲ－ト ため池栓 1 門

 （七尾市役所）  0.7m×0.7m

 白　石  ロ－ラ－ゲ－ト 電動 1 門

（建設省 金沢工事事務所）  2.3m×1.8m

 シェル型２段 電動 １ 門

 10.0m×1.6m

 前川地区右岸第1水門製作据付

 希望の丘公園建設工事

 園排水樋管新設受託工事

 十人川中小河川改良工事新保本用水堰上部工

 佐野地区水門製作据付

 金沢西部地区土地区画整理事業
 幹線５号水路水門設置工事

 石川県 小松土地改良事務所 平成 2年 9月

平成 2年10月

 石川県 金沢駅鉄道高架事務所

 石川県 金沢土木事務所

 石川県 大聖寺土地改良事務所

 どうと川樋管応急対策工事

 佐々木町樋管応急対策工事

 川田川樋管応急対策工事

平成 3年 3月

 石川県 小松土地改良事務所

平成 3年 2月

平成元年 3月

 ２段ロ－ラ－ゲ－ト 電動

平成 2年 3月

 合河地区水門製作据付工事

 　　　　　　　（辰口町役場）

 金沢市  駅西第2都市1号幹線改修に伴う水門設置工事



No.10

発　　　　注　　　　先 事　　　　　 　業　　　　 　　名 形　     　式 門 数 施工年月日

 酒井鉄工所

 （水資源開発公団）

 三井造船 1 門

 　　　　　　　（千葉県）

 丸誠重工  ロ－ラ－ゲ－ト 電動 1 門

 　　　　　　　（大阪府）  3.3m×2.5m

 丸誠重工  シェル型　電動 1 門

 （石川県金沢土木事務所）  12.5m×1.7m

 高田組  金沢駅西土地区画整理事業鞍月用水水門  スル－スゲ－ト 手動 1 門

 　　　　　　　　（金沢市） （ゲ－ト工）  2.0m×0.7m

1 門

 丸石建設  スル－スゲ－ト 手動 1 門

 （石川県松任土地改良事務所）  1.2m×0.7m

 ロ－ラ－ゲ－ト 電動 1 門

 3.0m×2.2m

1 門

1 門

 住友電気工業  ロ－ラ－ゲ－ト 電動 1 門

 （石川県金沢土木事務所）  2.5m×1.5m

 尾山製作所  ロ－ラ－ゲ－ト 電動 1 門

 （石川県小松土地改良事務所）  2.0m×1.5m

 酒井鉄工所  シェル型　油圧 1 門

 （石川県金沢土木事務所）  

 吹田市南吹田区下水処理場放流中間ゲ－ト

 十人川中小河川改良工事森戸下流堰上部工

 中ノ郷地区水門製作、据付

 浅野川中小河川改修事業転倒ゲート

 安津見川局部改良工事（ゲ－ト工）

 安産川小規模河川改良工事（ゲート工）

 小松市安宅地内梯川右岸地区水門

 大同川開閉装置制水ゲ－ト、調節ゲ－ト

 高滝ダム小洪水放流設備製作

昭和63年 3月

昭和64年 1月

昭和63年10月

 石川県 羽咋土木事務所

 石川県  安産川スクリ－ン製作据付工事

 石川県 津幡土地改良事務所  上矢田地区水門（戸当り）工事  シェル型　電動

昭和61年 3月

昭和61年 7月

昭和61年11月

昭和61年10月

昭和62年12月

 金沢市  鞍月用水水門工事



No.11

発　　　　注　　　　先 事　　　　　 　業　　　　 　　名 形　     　式 門 数 施工年月日

 栗本鐵工所  ロ－ラ－ゲ－ト 電動 2 門

 （石川県大聖寺土木事務所）  15.0m×6.0m

 スル－スゲ－ト 電動 1 門

 3.0m×2.0m

 三井造船  ロ－ラ－ゲ－ト 電動 1 門

 （金沢市農林部）  14.0m×4.0m

 石川島播磨重工業  ボックス 1 門

 （石川県金沢港湾事務所）  15.0m×5.6m

 尾山製作所  ロ－ラ－ゲ－ト 電動 2 門

（石川県小松土地改良事務所）  2.0m×1.5m

 フラップゲート 電動 2 門

 30.0m×2.8m

 三伸工業 1 門

　　　　　　　　　（山口県）

 ロ－ラ－ゲ－ト 手動 1 門

 1.0m×1.5m

 スライドゲ－ト 1 門

 2.0m×2.5m

 (激特)三谷河川改良工事（門扉）

 (激特)大聖寺川逆流防止水門工事

 内川ダム表面取水土砂吐ゲ－ト

 内川ダム仮排水路用ゲ－ト

 大徳川防潮水門工事

 金沢港改修水門（防潮水門予備ゲート）

 木場潟、三谷地区水門

 金沢港材木地区 1,2号水門

 大防ダム予備ゲ－ト 昭和49年 2月

昭和57年 6月

昭和61年 3月

昭和48年12月

昭和48年 4月

 石川県 大聖寺土木事務所

 石川県 土地開発公社

 石川県

 石川県

昭和59年 3月

昭和59年 1月

昭和60年 3月



No.11

発　　　　注　　　　先 事 　　　　　　業　 　　　　　名 施工年月日

 栗本鐵工所

　　　　　　 　　（石川県）

 関西電力　蟹寺発電所

 栗本鐵工所

（石川県小屋ダム建設事務所）

 酒井鉄工所  琵琶湖大日川2機分巻上機

　　　　 （水資源開発公団）  調節ゲ－ト　1機、制水ゲ－ト　2機

 酒井鉄工所

　　　　　　　 （関西電力）

 酒井鉄工所

　　　　　　　　 （長野県）

 酒井鉄工所

　　　　 （水資源開発公団）

 酒井鉄工所

　（建設省 関東地方建設局）

 酒井鉄工所

　（建設省）

平成 2年 7月

平成27年12月

平成27年 3月

平成15年 2月

平成 5年 3月

昭和63年11月

昭和62年11月

昭和63年 3月

昭和63年 2月

昭和63年 1月

 新利根河口水閘門ｹﾞｰﾄ開閉装置整備工事

 豊川用水太郎池調節堰ゲート設備整備工事

 九谷ダム常用洪水吐設備工事（巻上装置）

 インクライン巻上装置

 小屋ダムゲ－ト巻上機

 読書発電所取水制水門開閉装置

 本川ゲ－ト開閉装置

 琵琶湖大同川ゲ－ト巻上機

 相野谷川水門開閉装置

 石川県　県央農林総合事務所  平成28年度　基幹水利施設予防安全対策事業 能瀬地区 水門製作工事 平成29年　3月

 相ノ谷ゲ－ト巻上機 

水門開閉機納入実績

 水資源機構　利根川下流総合管理

 水資源機構　豊川用水総合事業部

昭和63年 3月



No.12

発　　　　注　　　　先 事 　　　　　　業　 　　　　　名 施工年月日

 酒井鉄工所

　　　　 （関西電力）

 川崎重工業

　　　　 （水資源開発公団）

 酒井鉄工所

　（建設省 関東地方建設局）

 酒井鉄工所

　（建設省 関東地方建設局）

 酒井鉄工所

  　　　 （水資源開発公団）

 酒井鉄工所

　　　　 （水資源開発公団）

 酒井鉄工所

　　　　 （関西電力）

 酒井鉄工所

　　　　 （水資源開発公団）

 酒井鉄工所

　　　　　　　 （石川県）

 石川島播磨重工業

　　　　　　　 （関西電力）

 千代田組

　　　　　　　 （関西電力）

 石川島播磨重工業

　　　　　　　 （北陸電力）

 川崎重工業

　　　　　　　　 （石川県）

昭和61年 9月

昭和60年12月

昭和60年 4月

昭和56年 9月

昭和55年 6月

 新愛本発電所　ゲ－ト巻上機

 黒部川第3発電所　インクライン巻上機

 有峰発電所　巻上機

昭和55年 3月

昭和62年 3月

昭和62年 1月

昭和62年12月

 水門川閘門開閉装置

 水圧鉄管点検用ゴンドラ及び巻上機

 阿木川ダム常用洪水吐主ゲ－ト開閉装置

 浅野川中小河川改修事業開閉装置

 取水制水門開閉装置

 琵琶湖津田江北ゲ－ト巻上機

 玉川排水樋門巻上機その2

 玉川排水樋門巻上機　その1

 吉崎巻上機

 阿木川ゲ－ト巻上機

昭和62年 3月



No.13

発　　　　注　　　　先 事 　　　　　　業　 　　　　　名 施工年月日

 電源開発

　　　　　　　　 （石川県）

 石川島播磨重工業

　　　　　　　 （北陸電力）

 石川島播磨重工業

　　　　　　　　 （石川県）

 石川島播磨重工業  管王川治水ダム　洪水吐ゲ－ト、クレストゲ－ト、巻上機

　　　　　　　　 （兵庫県）  各 1 基

 川崎重工業

　　　　 （水資源開発公団）

 川崎重工業

　　　　　　　　 （石川県）

 川崎重工業

　　　　　　　　 （岩手県）

 石川島播磨重工業

　　　　　　　　 （秋田県）

 川崎重工業

　　　　　　　　 （新潟県）

昭和51年 3月

昭和50年 3月

昭和53年 3月

昭和52年12月

昭和52年10月

昭和52年 8月

昭和51年10月

昭和51年10月

 電源開発

　　　　　　　　　　　（石川県）

昭和53年 7月

昭和54年 8月

昭和54年 6月

 手取川発電所第2，第3水門巻上機

 集塵船巻上装置

 監視船巻上装置

 金沢港水門巻上機

 赤瀬ダムゲ－ト巻上機

 三陸高潮対策宇部川水門巻上機

 槻ノ木頭道ゲ－ト巻上機

 児ノ木頭首工1，2号　洪水吐ゲ－ト巻上装置

 手取川ダムインクライン

 川崎重工業

 大惣川ダム巻上機

 大石ダム主放流予備ゲ－ト巻上機

 宇部川巻上機



No.14

発　　　　注　　　　先 事 　　　　　　業　 　　　　　名 施工年月日

 川崎重工業

  （建設省 関東地方建設局）

 川崎重工業

　　　　　　　 （四国電力）

 川崎重工業

　　　　 （台湾　達見ダム）

 川崎重工業

（建設省 霞が浦工事事務所）

 川崎重工業

　　　　　 （群馬県企業局）

 栗本鐵工所

　　　　　　 （東北農政局）

 川崎重工業

　　　　　　　　 （兵庫県）

 川崎重工業

　　　　　　　 （東京電力）

昭和48年 3月

昭和48年 2月

昭和47年 5月

昭和47年 3月

昭和43年 8月

昭和49年 4月

昭和49年 4月

昭和48年10月

 水殿発電所　水門巻上機　6基

昭和48年 9月

 予備ゲ－ト巻上機

 小平高津発電所 洪水吐ゲ－ト巻上機、制水門巻上機

 千五沢ダム余水吐ラジアルゲ－ト巻上装置

 宮島川水門巻上機　3基

 池田発電所　放水路取水口ゲ－ト巻上機

 達見ダムゲ－ト巻上機　5基

 内川ダム監視艇巻上機

 運河用巻上機

 石川県



No.15

発　　　　注　　　　先 事　　　　 　　業　 　　　　　名 施工年 月日

 水資源機構
 利根導水総合事業所

須加樋管ゲート設備整備工事 平成30年 6月

 水資源機構
 琵琶湖開発総合管理所

 琵琶湖総官大同川水門制水ゲート設備整備工事 平成30年 4月

 石川県　県央農林総合事務所
 平成28年度　国営造成揚水施設等管理事業
 河北潟地区　防潮水門1号扉体補修工事

 水資源機構
 利根導水総合事務所

 利根導水水門設備等整備工事

 石川県　県央農林総合事務所  平成28年度　基幹水利施設予防保全対策事業能瀬地区　水門補修工事

 石川県　県央農林総合事務所
 平成28年度　国営造成揚水施設等管理事業
 河北潟地区　防潮水門1号ワイヤーロープ取替工事

平成28年 6月

 水資源機構
 利根川下流総合管理所

 新附洲閘門機場ゲート整備工事

 水資源機構
 利根導水総合事務所

 行田浄水非常用ゲート設備整備工事

 金沢河川国道事務所  Ｈ27手取川ダム機械設備修繕工事　

 石川県　県央農林総合事務所
 平成27年度　国営造成揚水施設等管理事業
 河北潟地区　防潮水門1号扉体補修工事

 石川県　中能登農林総合事務所  羽咋川潮止水門（無停電電源装置更新）工事 平成28年 2月

 石川県　河川課  犀川ダム堰堤改良（インクライン設備）工事 平成27年 11月

平成29年 3月

平成28年 3月

水門及びダムゲ－ト補修工事実績表



No.16

発　　　　注　　　　先 事　　　　 　　業　 　　　　　名 施工年 月日

 石川県　金沢港湾事務所  金沢港県単港湾修繕（防潮水門補修）工事 平成27年 3月

 石川県　県央農林総合事務所  平成25年度農業用河川工作物応急対策事業東蚊爪地区　水門付帯施設工事 平成27年 3月

 石川県　河川課  犀川ダム堰堤改良（非常放流管設備）工事 平成26年 12月

 ㈱尾山製作所
                       (石川県)

 二級河川三谷川河川管理施設等長寿命化工事（熊坂川ゴム堰更新工）

 石川県  二級河川三谷川河川管理施設等長寿命化工事（三谷川ゴム堰更新工）

 石川県　中能登農林総合事務所  邑知潟地区　羽咋川潮止水門補修工事平成25年度　国営造成揚水施設等管理事業

 石川県　県央農林総合事務所  河北潟地区　防潮水門3号門ﾜｲﾔｰ取替工事平成26年度　国営造成揚水施設等管理事業 平成26年 6月

 ㈱アクア技研
　　　　　　　　　　   (石川県)

 二級河川犀川河川管理施設等長寿命化工事（犀川転倒堰その2）

 ㈱尾山製作所
　　　　　　　　　　　 (石川県)

 二級河川大聖寺川河川管理施設等長寿命化工事（愛宕樋門）

 石川県 県央農林総合事務所  河北潟地区　防潮水門管理棟自家発電装置更新工事

 国土交通省北陸地方整備局
 金沢河川国道事務所

 平成25年度 手取川ダム利水放流設備外修繕工事

 水資源機構
 豊川用水総合事業部

 豊川用水二川調節堰外ゲート設備整備工事

 石川県 県央農林総合事務所  平成24年度 農業河川工作物応急対策事業東蚊爪地区　水門補修工事　その2

  石川県 県央土木総合事務所  二級河川新大徳川河川管理施設等長寿命化工事（新大徳川防潮水門）

平成26年 3月

平成26年 10月



No.17

発　　　　注　　　　先 事　　　　 　　業　 　　　　　名 施工年 月日

 石川県 県央土木総合事務所  二級河川犀川河川管理施設等長寿命化工事（犀川転倒堰その1）

 石川県 大聖寺土木事務所  二級河川大聖寺川河川管理施設等長寿命化工事（大聖寺川逆流防止水門）

 石川県 金沢港湾事務所  金沢港県単港湾管理(防潮水門ｹﾞｰﾄ点検整備)工事

 石川県 大聖寺土木事務所
 二級河川三谷川外河川管理施設等長寿命化工事
（三谷川取水樋門・熊坂川取水樋門）

 石川県 県央土木総合事務所  二級河川犀川河川管理施設等長寿命化工事（三ヶ用水堰その1）

 石川県 県央農林総合事務所
 平成25年度 国営造成揚水施設等管理事業河北潟地区
 防潮水門4号扉体補修工事

 石川県 石川土木総合事務所  二級河川高橋川　月橋水門･高橋川分流堰河川管理施設長寿命化工事

 石川県 石川土木総合事務所  一級河川安産川河川維持工事 平成26年 2月

 石川県 河川課  犀川ダム堰堤改良工事 平成25年12月

 石川県 農林水産部
 大日川ダム管理事務所

 平成25年度 　国営造成揚水施設等管理手取川地区　大日川ﾀﾞﾑｲﾝｸﾗｲﾝ補修工事 平成25年10月

 石川県 奥能登土木総合事務所  町野川外　河川管理施設長寿命化 平成25年 8月

 石川県 県央農林総合事務所
 河北潟基幹施設管理所

 平成25年度 国営造成揚水施設等管理事業 河北潟地区 防潮水門4号扉体補修工事

 石川県 県央農林総合事務所  平成24年度 農業用河川工作物 応急対策事業　東蚊爪地区 水門補修工事

平成25年 3月

平成26年 3月
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発　　　　注　　　　先 事　　　　 　　業　 　　　　　名 施工年 月日

 平成23年度 　国営造成揚水施設等管理事業

 河北潟地区 防潮水門3号扉体補修工事

 平成22年度 　国営造成揚水施設等管理事業 河北潟地区

 予備ゲート補修工事

 平成21年度 　国営造成揚水施設等管理事業 河北潟地区

 防潮水門１号扉体補修工事

 平成20年度 　国営造成揚水施設等管理事業 河北潟地区

 防潮水門１号扉体補修工事

 平成20年度 　国営造成揚水施設等管理事業 河北潟地区

 防潮水門4・5号扉体補修工事

 平成20年度 　国営造成揚水施設等管理事業 河北潟地区

 室水門補修工事

 国土交通省北陸地方整備局

 黒部河川事務所

 丸西組

(国土交通省金沢河川国道事務所)

 国土交通省北陸地方整備局

 金沢河川国道事務所

 国土交通省北陸地方整備局

 富山工事事務所

 水資源開発公団

 琵琶湖開発総合管理所

 津幡町役場

 平成13年度 　川尻水門２号水門維持工事 津幡町役場

 石川県 県央農林総合事務所

 宇奈月ダム修繕工事

 九竜橋川排水機場改築工事

 ダム機械設備修繕工事

 小矢部大堰修繕工事

 石川県 県央農林総合事務所

 平成14年度 湖南地区開閉装置整備工事

 平成14年度 　川尻水門1号・3号水門修繕工事

平成24年 3月

平成23年 3月

平成23年 3月

平成22年 3月

平成21年12月

 石川県 県央農林総合事務所

 津幡町川尻用水土地改良区  幡川川尻水門ガイドローラー修繕工事

平成21年 5月

平成21年 2月

平成21年 3月

平成16年 3月

平成15年 3月

平成15年 2月

平成14年11月

平成13年12月
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発　　　　注　　　　先 事　　　　 　　業　 　　　　　名 施工年 月日

 水資源開発公団

 琵琶湖開発総合管理所

 石川島播磨重工業

(石川県 犀川ダム管理事務所)

 石川島播磨重工業

(石川県 内川ダム管理事務所)

 石川島播磨重工業

(石川県 内川ダム管理事務所)

 石川島播磨重工業

(石川県 内川ダム管理事務所)

 石川島播磨重工業

(石川県 犀川ダム管理事務所)

平成10年12月

 手取川ダム洪水吐ゲ－ト修繕工事

 内川ダム堰堤改良(ダムゲ－ト設備改良)工事

 建設省金沢工事事務所

 犀川ダム堰堤修繕工事

 建設省金沢工事事務所

 川辺町樋管修繕

 美川水門操作階段修繕

 内川ダムクレストゲ－ト改良工事

 内川ダムコンジットゲ－ト改良工事

 手取川ダム繋船設備修繕工事 建設省金沢工事事務所

 石川県 我谷ダム管理事務所  我谷ダム減勢池水量調節ゲ－ト修繕工事

 平成12年度 湖南地区開閉装置取替工事

 建設省北陸地方建設局  手取川ダムインクライン設備修繕工事

 犀川ダム充水装置設置工事

平成13年 3月

平成12年 3月

平成11年 3月

平成11年12月

平成10年 3月

平成9年11月

平成9年 3月

平成8年 3月



No.20

発　　　　注　　　　先 事　　　　 　　業　 　　　　　名 施工年 月日

 石川島播磨重工業

(石川県 内川ダム管理事務所)

 尾山製作所

  (金沢市企業局)

 川崎重工業

(建設省金沢工事事務所)
 手取川ダム洪水吐ゲ－ト修繕工事

 犀川ダム堰堤修繕（係船設備修繕）工事

 河北潟地区防潮水門補修工事

 河北潟地区防潮水門塗装工事

 建設省金沢工事事務所

 石川県 津幡土地改良事務所

 石川県 犀川ダム管理事務所

 石川県 津幡土地改良事務所

 駅西第二都市下水路戸水水門操作盤改造工事 金沢市役所駅西開発課

 石川県 津幡土地改良事務所  防潮水門４号門扉補修工事

 手取ダム洪水吐ゲ－ト水密ゴム取替

 河北潟地区防潮水門門扉補修工事

 内川ダムコンジット予備ゲ－ト ワイヤ－ロ－プ取替充水バルブ点検整備

 犀川浄水場電動バルブ修繕

 海岸船庫扉体修繕工事

 島田町樋管修繕工事

 川辺町樋管他修繕工事

 建設省金沢工事事務所

平成7年12月

平成6年 3月

平成5年 4月

平成5年 3月

平成4年 2月

平成3年 3月

平成2年12月

平成2年11月

平成元年11月

平成元年10月

平成元年 3月

昭和63年 7月

昭和63年11月
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発　　　　注　　　　先 事　　　　 　　業　 　　　　　名 施工年 月日

 石川島播磨重工業

(関西電力)

 石川県 土地開発公社  金沢港材木地区 1号水門改修 昭和60年 9月

 尾山製作所

(石川県 津幡土地改良事務)

 高田重工

(石川県 金沢港湾事務所)

 石川県 津幡土地改良事務所

昭和60年 3月

昭和60年10月

昭和61年10月

 河北潟地区防潮水門点検、整備工事

 金沢港材木地区 2号水門改修

 河北潟地区防潮水門補修工事

 金沢港改修水門（吊下装置）補修工事

 河北潟地区第2防潮水門補修工事

 石川県 津幡土地改良事務所

 金沢市

 石川県 土地開発公社

 河北潟地区第3・4号防潮水門補修工事

 北陸電力新我谷発電所

 石川県 津幡土地改良事務所

 石川県 津幡土地改良事務所

 河北潟地区第4号防潮水門塗装工事

 大徳川予備ゲ－ト補修工事

 石川県 津幡土地改良事務所  河北潟地区防潮水門補修工事

 表面取水ゲ－トワイヤ－ロ－プ取替工事

 河北潟地区防潮水門補修工事

 坂上発電所小原ダム洪水吐ゲ－ト取替工事 昭和61年 8月

昭和62年 9月

昭和60年 4月

昭和59年 9月

昭和59年10月
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発　　　　注　　　　先 事　　　　 　　業　 　　　　　名 施工年 月日

 真柄建設  内川ダムインクライン逸走防止装置

(石川県 内川ダム管理事務所)  ワイヤ－ガイド、レ－ル加工

 建設省金沢工事事務所  手取川ダムインクライン台車改造

 内川ダム 取水ゲ－トワイヤ－ロ－プ取替

 　　　　 コンジットゲ－ト水密ゴム取替

 川崎重工業

(建設省)

 金太

(北陸農政局)

 石川県 津幡土地改良事務所

昭和55年12月

昭和57年 3月

 梯川逆水門巻上機改造　3基

 我谷ダムインクライン補修工事

 県単増泉川逆水門修繕工事 石川県 

 我谷ダムクレストゲ－ト水密ゴム改良工事 石川県 我谷ダム管理事務所

 石川県 内川ダム管理事務所

 内川ダム表面取水ゲ－ト塗装 コンジットゲ－ト水密ゴム製作 石川県 内川ダム管理事務所

 河北潟地区防潮水門補修工事

 河北潟地区防潮水門補修工事

 石川県 内川ダム管理事務所  内川ダム繋船設備改良工事

 河北潟放水路防潮水門操作塔階段及び手摺取替工事 石川県 津幡土地改良事務所

 石川県 津幡土地改良事務所

昭和55年11月

昭和40年 9月

昭和44年10月

昭和56年 3月

昭和54年11月

昭和58年 2月

昭和58年11月

昭和59年 9月
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発　　　　注　　　　先 事 　　　　　　業　 　　　　　名 施 工 年 月 日

　平成27年　7月

　　　～平成28年 3月

　平成23年　4月

　　　～毎年継続

　平成22年　4月

　　　～毎年継続

　平成18年　4月

　　　～毎年継続

　平成19年　4月

　　　～毎年継続

　 平成13年 6月

 　　　 ～毎年継続

　 平成 5年 5月

 　　　 ～毎年継続

 　平成 3年 5月

 　　　 ～毎年継続

　 平成元年 5月

 　　　 ～毎年継続

 　昭和62年 5月

 　　　 ～毎年継続

　 昭和62年 5月

 　　　 ～毎年継続

 　平成20年 4月

 　　　 ～毎年継続

 二級河川大聖寺川外維持補修（点検）業務委託

 県ダム放流設備保守業務委託

 小屋ダム設備保守点検

 高橋川放水路水門他 保守点検業務委託

 金沢港県単港湾管理（防潮水門ゲート点検整備）工事

 石川県　金沢港湾事務所 金沢港県単港湾管理（湖南陸閘点検）業務委託

 新大徳川防潮水門保守点検業務委託

 犀川三ヶ用水堰保守点検業務委託

 石川県　石川土木事務所

 石川県　奥能登土木事務所

 石川県　

 石川県　南加賀土木事務所

 石川県　県央土木事務所

水門点検業務実績表

 水資源機構　利根導水総合事務所

 石川県　中能登土木総合事務所

 石川県　奥能登土木総合事務所

 石川県　中能登農林総合事務所

 石川県　金沢港湾事務所

 邑知潟地区　羽咋川潮止水門　保守点検業務

 北河内ダム設備　保守点検業務

 御祓川 分水堰・分流堰 保守点検業務

 利根導水施設水門設備等点検整備業務
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 　昭和62年 4月

 　　　 ～毎年継続
 国交省　金沢河川国道事務所  手取川ダム機械設備点検整備作業


