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第3章　防波堤

 完成年度 工事名 事業主体 設置(施工)場所 規模

 1984  船川港平沢地区曲面スリット 運輸省第一港湾建設局 秋田県男鹿市 18×18×15.5m ケーソン防波堤
 1990  境港二重円筒ケーソン防波堤 運輸省第三港湾建設局 鳥取県境港市 16.4×16.3×10.4m
 1990  手結港曲面スリットケーソン 高知県 高知県香美郡夜須町 27×10m，8.92×11.4m 防波堤
 1992  宮崎港半円形防波堤 運輸省第四港湾建設局 宮崎県宮崎市 外径 R=9.8m

 1992  高知港三里地区長大ケーソン 運輸省第三港湾建設局 高知県高知市 100×19.7×13.5m 防波堤
(施工中)  小名浜港台形ケーソン防波堤 国土交通省東北地方整備局 福島県いわき市 15×40m(接続後底面)×22m

(施工中)  柴山港柴山地区外防波堤(西) 国土交通省近畿地方整備局 兵庫県香住町 二重円筒ケーソン　φ29.4m×H26.5m 工事

■カーテン式防波堤
 完成年度 工事名 事業主体 設置(施工)場所 規模

 1979  草津漁港工事 広島県 広島県広島市西区 5×3×0.2m
 1985  高潮対策工事 秋田県 秋田県男鹿市
 
 1985  尾道糸崎港工事 広島県 広島県三原市･尾道市･ 3×2×0.2m   福山市･向島町
 1986  大西港工事 広島県 広島県豊田郡大崎上島町   10×2×0.2m
 1987  安芸津漁港工事 広島県 広島県豊田郡安芸津町 5×2.2×0.2m
 1987  海老漁港工事 尾道市 広島県尾道市 5×3.2×0.18m
 1987  小田港工事 広島県 広島県佐伯郡大柿町 6×1.5×0.2m
 1987  忠海港工事 広島県 広島県竹原市 10×2×0.2m
 1988  呉港1号防波堤泊地整備工事 呉市 広島県呉市 10×3.1×0.2m
 1988  広島港工事 広島県 広島県広島市 15×2.9×0.2m
 1989  阿賀船溜り工事 呉市 広島県呉市 10×2.4×0.2m
 1989  重井港修築工事 広島県 広島県因島市   10×3×0.2m
 1989  草津漁港改修工事 広島県 広島県広島市 2×1×0.2m
 1990  忠海港港湾修築工事 広島県 広島県竹原市 10×3.1×0.2m
 1990  南港発電所新設工事 関西電力㈱ 大阪府大阪市 3.2～4.5×0.915×0.2m
 1991  宇品港港湾改良工事 広島県 広島県広島市 10×2.7×0.2m
 1991  大竹港修築工事 広島県 広島県廿日市 10×2.4×0.2m
 1992  今立川河川高潮対策工事 岡山県 岡山県笠岡市 8×2×0.2m
 1992  豊島漁港局部改良工事 広島県 広島県豊田郡豊浜町･豊町 10×2.75×0.22m
 1993  吉名漁港局部改良工事 広島県 広島県竹原市 8×2.75×0.22m
 1993  佐木港港湾修築工事 広島県 広島県三原市   10×2.3×0.2m
 1993  川尻港漁港局部改良工事 広島県 広島県豊田郡川尻町 10×2.75×0.22m
 1994  倉橋漁港局部改良工事 広島県 広島県安芸郡倉橋町 10×2×0.22m
 1995  川尻港港湾局部改良富美工事 広島県 広島県豊田郡川尻町 10.5×2.8×0.22m
 1996  尾道糸崎港機織地区分離堤工事 広島県 広島県福山市･尾道市･三原市 10×2.0×0.2m
 1997  吉名漁港漁港局部改良工事 広島県 広島県竹原市 10×2×0.22m
 1997  千葉火力取水口工事 東京電力㈱ 千葉県千葉市 60×1.25×0.43m
 1997  尾道糸崎港機織地区分離堤工事 広島県 広島県福山市 9.95m×2.0m×0.2m
 1999  犬島港港湾改修(離島･局改) 岡山市 岡山県岡山市 10.0m×1.6m×0.16m 工事(その2) 
 
 1999  草津漁港二号防波堤上部工 広島県 広島県広島市西区 11.8m×2.4m×0.3m，2.12m×6.0m×0.3m 補修工事
 2000  鴨川漁港修築(前原防波堤 千葉県 千葉県鴨川市 柱15本，スラブ版15枚 上部工その1)工事
 
 2000  尾道糸崎港重要港湾修築工事 広島県 広島県福山市 9.95m×2.12～4.0m×0.2m
 2001  宇部港港湾改修工事 山口県 山口県宇部市 9.95m×1.5m×0.2m

 2001
  常陸那珂火力発電所1号機 

東京電力(株)  茨城県ひたちなか市 55.0m×2.55m×0.25m  新設工事のうち取水口 カーテンウォール他設置工事 
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第3章　防波堤

 完成年度 工事名 事業主体 設置(施工)場所 規模

 2001  地御前漁港漁港改修工事 廿日市 広島県廿日市市 4.0m×18.2m×0.3m，9.0m×1.71m×0.2m

 2002  岩国飛行場滑走路移設基地南 防衛施設庁広島防衛施設局 山口県岩国市 9.95m×1.98m×0.2m /北防波堤工事
 
 2002  赤瀬漁港漁港場機能高度化工事 熊本県 熊本県宇土市 4.68m×1.595m×0.18m

 2002  直島側搬出入施設 香川県 香川県香川市 10.0m×1.0m×0.18m

 2002  椋野漁港修築事業第1工区工事 久賀町 山口県大島郡久賀町 9.95m×2.0m×0.2m

 2002  柳井港港湾改修工事 山口県 山口県柳井市 9.95m×2.5～2.75m×0.2m

 2003  音戸漁港広域漁港整備事業 広島県 広島県安芸郡音戸町 11.95m×2.0m×1.7m（3ブロック），2.25m×4.5m×0.3m

 2003  地御前漁港漁港防波堤B設置工事 広島県 広島県廿日市市 11.95m×2.0m×1.7m，2.25m×4.5m×0.3m

 2003 海水取水設備鉄骨架構取替工事 日本原子力発電所株式会社 茨城県那珂郡 PC版　2700～4950*1600*220　48枚

 2003 音戸漁港防波堤改良工事 広島県 広島県安芸郡 PC版　8枚

 2005 室津港港湾改修工事 山口県 山口県柳井市 PC版（４タイプ）　24枚

 2006 赤瀬漁港基盤整備工事 熊本県 熊本県宇土市 PC版　2550～4150*1995*180　124枚

 2007 徳山下松港港湾改修工事 山口県 山口県下松市 PC版 7.000*1.820*200他 29枚

 2007 豊島漁港斎５号防波堤復旧工事 （有）大丸水産 広島県呉市 ＰＣカーテンウォール版，N=4枚

 2007 星鹿地区広域漁港整備工事 長崎県 長崎県松浦市 PC版　1500×2136×9950他　N=45枚

 2009 赤穂港加里屋千鳥地区工事 兵庫県 兵庫県赤穂市 PC版　2060*1000*120他　162枚

 2009 内潟片島漁港工事 熊本県 熊本県宇城市 PC版　9950*2500*180他　8枚

 2009 玉名漁港防波堤工事 熊本県 熊本県玉名市 PC版　1450*1654*5950他　Ｎ=45枚

 2009 丸島漁港広域漁港整備工事 熊本県 熊本県水俣市 PC版　5210*1995*180　N=48枚

 2016 公共災害復旧（再復）工事（河川）   福島県 福島県いわき市小名浜 カーテンウォール ポステン箱桁　20.3×3.0ｍ
    
 2016

 準用河川境川水門施設                 
福島県 福島県いわき市小名浜 カーテンウォール ポステン箱桁　12.2×2.5ｍ                  整備工事（躯体) 

 2020
 大槌川筋大槌の１地区ほか         

岩手県 岩手県上閉伊郡大槌町                   水門土木工事                                                                   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
           2020 気仙川砂盛地区災害復旧水          岩手県                                                                                    カーテンウォール　ポステン箱桁　195.9×9.5×6.5m　

■浮防波堤
 完成年度 工事名 事業主体 設置(施工)場所 規模

 1978   方座浦漁港浮消波堤  三重県  三重県度会郡南島町  (40m，30m)×10m×2.1m PCハイブリッド造

 1982   熊本港浮防波堤(実験堤)   運輸省第四港湾建設局  熊本県熊本市  40m(4函×10m)×10m×4m PCコンクリート造

 1983   片島港局部改良工事浮防波堤  高知県  高知県宿毛市  40m×10m×2.4m PCコンクリート造

 1985   室津港浮防波堤  山口県  山口県熊毛郡上関町    30m×10m×2.15m PCハイブリッド造

 1986   福山港浮消波堤  広島県  広島県福山市    70m×10m×3m，60m×10m×2m PCハイブリッド造

 1987   三木浦漁港浮防波堤  三重県  三重県尾鷲市  65m×10m×3m PCハイブリッド造

 1987   浦郷漁港浮防波堤  島根県  島根県隠岐郡西ノ島町  50m×9m×2.7m PCハイブリッド造

 1990   長洲港港湾局部改良工事             熊本県  熊本県玉名郡長洲町                   18m×6m×2.2m PCコンクリート造  浮防波堤         
 1992   浮消波堤製作工事  広川町  和歌山県有田郡広川町 19m×10m×3m PCコンクリート造

  大槌川カーテンウォール  ポステン箱桁  148.050×11.98×4.5m
  小鎚川カーテンウォール ポステン箱桁 88.550×2.95×4.0m

岩手県陸前高田市気仙町
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