ＩＰＨ工法 / 大野塗装店 施工実績表

(一般社団法人) I P H工法協会四国支部

公共土木分野
№ 施工時期

発注者

工 事 名

施工概要(変状)
欠損、断面、ひび割れ

工事場所

1

H22. 10 松山市

来住町(市道久米線)暗渠ｺﾝｸﾘｰﾄ補修工事

2

H25. 03 松山市

星岡３丁目(星岡橋)橋梁補修工事（北端部） 欠損、断面、ジャンカ、浮き

松山市星岡

3

H25. 11 新居浜市

常盤橋外１橋補修工事(落神川橋)

ひび割れ、浮き

新居浜市

4

H26. 03 愛媛県公営企業局 地下共同溝漏水修繕

ひび割れ・漏水、浮き

西条市

5

H26. 03 松山市

林道水ヶ峠線水ヶ峠橋外1橋補修工事

ひび割れ、浮き、ジャンカ

松山市米野町

6

H26. 03 松山市

林道桧皮田線無名橋外3橋補修工事

ひび割れ、浮き、ジャンカ

松山市米野町

7

H26. 03 松山市

林道山の神線橋外2橋補修工事

ひび割れ、浮き、ジャンカ

松山市米野町

8

H26. 05 松山市

星岡３丁目(星岡橋)橋梁補修工事（中央部） 欠損、断面、ジャンカ、浮き

9

H27. 01 松山市

中之川地下駐車場改修工事

漏水ひび割れ、欠損、断面 松山市二番町

10

H27. 03 松山市

星岡4丁目(星岡橋)橋梁補修工事（南端部）

欠損、断面、ジャンカ、浮き

11

H27. 05 久万高原町

町道面河線関門第2ﾄﾝﾈﾙ補修工事

欠損、断面、浮き、ひび割れ 久万高原町

12

H27. 08 上島町

小漕港浮桟橋支承部他補修工事(第77号)

欠損、断面、浮き

13

H27. 09 久万高原町

平成27年度 町道面河線関門第2ﾄﾝﾈﾙ補修工事 欠損、断面、浮き、漏水補修 久万高原町

14

H27. 12 愛媛県公営企業局 銅山川第三発電所鉄管隧道漏水修繕工事

15

H28. 04 高知県いの町

平成26年度 林道長沢川口線長沢出合橋改良工事 （胸壁ｺﾝｸﾘｰﾄ）せん断破壊 高知県いの町

16

H28. 06 上島町

小漕港浮桟橋支承部他補修工事

17

H29. 01 愛媛県八幡浜土木 防交橋(国)197号橋りょう補修工事（ニ名津大橋）

18

H29. 01 愛媛県中予地方局 防交橋橋りょう補修工事 松山東部環状線（窪田橋） (PC桁)ひび割れ、浮き、断面欠損 松山市久米窪田町

19

H29. 03 愛媛県八幡浜土木 防交橋橋りょう補修工事（堀切大橋）

20

H29. 04 松山市 下水

中央浄化センター県道横断管廊外耐震補強工事 遊離石灰・漏水ひび割れ

21

H29. 05 国交省大洲工事

平成28⁻29年度 立間跨道橋橋梁補修外工事

(PC桁)ひび割れ、欠損、断面 宇和島市津島町

22

H29. 12 西予市

八千代橋補修工事

欠損、ジャンカ、断面、浮き、ひび割れ

23

H29. 12 西予市

林道下惣川線橋梁補修工事

欠損、断面、浮き、ひび割れ 西予市城川町

24

H30. 05 愛媛県西予土木

防交舗修第234号の1他 舗装補修工事

ひび割れ

25

H30. 06 愛媛県西予土木

防交橋第169号の1 橋りょう補修工事（黒瀬橋） 欠損、断面修復、浮き、ひび割れ 西予市野村町

26

H30. 12 新居浜市

道橋第２号 柳川橋補修工事

27
28

漏水ひび割れ

松山市

松山市星岡
松山市星岡
上島町
四国中央市

断面欠損、浮き、ひび割れ

上島町

浮き、欠損、断面

西宇和郡伊方町

浮き、欠損、断面

西宇和郡伊方町

松山市南江戸
西予市城川町
西予市野村町

欠損、断面修復、浮き

新居浜市多喜浜

H31. 03 愛媛県南予地方局 須賀川ダム導流壁左岸側補修業務

ひび割れ

宇和島市柿原

R 1. 05 宇和島市

浮き、断面接合、

宇和島市元結掛

新田町1号線道路修繕工事

その他 / 土木分野
№ 施工時期

発注者

工 事 名

施工概要(変状)

工事場所

1

H24. 02 四国電力

面河第二発電所水路点々修繕工事

漏水ひび割れ

久万高原町

2

H24. 08 四国電力

松山線81敷地コンクリート補修

せん断破壊、ひび割れ

砥部町

3

H25. 03 四国電力

面一ＰＳ水路トンネル修繕工事

漏水ひび割れ、せん断破壊 久万高原町

4

H26. 10 四国電力

五黒ＰＳ屋敷谷支水路修繕工事

（ヒューム管）ひび割れ

5

H26. 11 四国電力

壬生川線７基礎補修工事 （鉄塔基楚）

ひび割れ、欠損、断面、浮き 西条市

6

H27. 08 四国電力 送電

松山ＳＳ洞道ひび割れ補修

ひび割れ、欠損、断面、浮き 松山市

7

H27. 10 土木会社

架道橋ボックスカルバート補修工事

漏水ひび割れ、浮き

松前町

8

H27. 12 四国電力 送電

石井連絡線№10基礎コンクリート補修

ひび割れ

松山市

9

H28. 02 四国電力 送電

番町洞道ひび割れ補修

ひび割れ、欠損、断面、浮き 松山市2番町

10

H28. 11 四国電力 送電

春日洞道ひび割れ補修工事Ⅰ

ひび割れ、欠損、断面、浮き 松山市春日町

久万高原町

