
水質汚染対策実績

実施時期 発注者 業務内容 業務地域 特記事項

令和2年 民間 水処理施設賃貸借 東北兼 雨水浸出水処理

（2020年） BOD、SS,セシウム

令和2年 民間 工場跡地　地下水処理 北陸圏 揚水ばっ気

（2020年） VOCｓ

令和1年 民間 掘削除去に伴う地下水・湧水処理 関東圏 濁水処理、ｐＨ調整

（2019年） 油分

令和1年 公共 掘削除去に伴う地下水・湧水処理 関東圏 タンク車場外搬出

（2019年） 六価クロム

令和1年 民間 工場跡地　地下水処理 北陸圏 揚水ばっ気

（2019年） VOCｓ

平成30年 民間 掘削除去に伴う地下水・湧水処理 関東圏 濁水処理、ｐＨ調整

（2018年）

平成30年 民間 工場跡地　地下水処理 北陸圏 揚水ばっ気

（2018年） VOCｓ

平成29年 民間 食品工場排水処理設備改修Ⅲ期 関東圏 排水処理

（2017年） BOD,SS

平成29年 民間 工場跡地　地下水処理 中部圏 揚水ばっ気

（2017年） VOCｓ

平成29年 民間 工場跡地　地下水処理 北陸圏 揚水ばっ気

（2017年） VOCｓ

平成28年 民間 工場跡地土壌浄化工事に伴う地下水処理 関東圏 タンク車場外搬出

（2016年） 油分

平成28年 公共 トンネル工事発生ズリ仮置場　雨水処理 中部圏 排水処理

（2016年） ひ素

平成28年 民間 鍍金工場排水処理設備新設 北陸圏 排水処理

（2016年） BOD,SS

平成28年 民間 食品工場排水処理設備改修Ⅱ期 関東圏 排水処理

（2016年） BOD,SS

平成27年 民間 食品工場排水処理設備改修Ⅰ期 関東圏 排水処理

（2015年） BOD,SS

平成26年 公共 ダイオキシン汚染水処理 関東圏 排水処理

（2014年） ダイオキシン

平成26年 民間 地下水処理 関東圏 VOC、As

（2014年）

平成25年 公共 処分場排水処理用脱水機販売 九州圏 排水処理に伴う凝集沈殿物脱水

（2013年） ＜らっくん30Ｓ＞

平成25年 民間 DXN含有廃水処理レンタル 中部圏 洗浄排水処理

（2013年） ＜水一番＞ ダイオキシン

平成24年 民間 宅地除染に伴う排水処理デモンストレーション 福島県内 放射性物質

（2012年） ＜ZEOメイト・らっくん＞

平成24年 民間 飛灰洗浄廃液処理設備販売 福島県 放射性物質

（2012年）

平成24年 民間 工場跡地土壌浄化に伴う地下水処理 神奈川県 pH、SS

（2012年）

平成24年 民間 非常用災害緊急井戸設置及び簡易浄水器販売 東京都 旧・水道水基準28項目

（2012年） ＜水Joker-Rescue＞

平成24年 民間 非常用災害緊急井戸設置及び簡易浄水器販売 茨城県 旧・水道水基準28項目

（2012年） ＜水Joker-Rescue＞

平成24年 民間 油含有地下水処理 宮城県 油分、Bz

（2012年）
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平成24年 民間 除染排水処理装置リース 福島県 放射性物質

（2012年） ＜ZEOメイト＞

平成23年 民間 工場跡地土壌浄化工事に伴う地下水処理 東京都 TCE、cis-1,2-DCE

（2011年）

平成23年 民間 放射性物質含有水簡易処理装置販売 神奈川県 放射性物質

（2011年） ＜ZEOメイト＞

平成23年 民間 油含有地下水処理 神奈川県 油分

（2011年）

平成23年 民間 ｐＨ処理装置設置 千葉県 SS、pH

（2011年）

平成23年 民間 工場跡地土壌浄化工事に伴う地下水処理 神奈川県 Bz、SS、pH

（2011年）

平成23年 民間 掘削除去に伴う地下水・湧水処理 神奈川県 ヒ素、鉛

（2011年）

平成23年 民間 ダム湖砂浚渫時の濁水処理 宮崎県 SS

（2011年） ＜水処理剤 ドロンパ＞

平成23年 民間 凝集試験用 千葉県 SS

（2011年） ＜水処理剤 ドロンパ＞

平成23年 民間 道路工事に伴う濁水処理 島根県 SS

（2011年） ＜水処理剤 ドロンパ＞

平成23年 民間 地下水汚染拡散防止対策 埼玉県 六価クロム、VOCs

（2011年） ＜水処理剤　MP-C＞

平成23年 民間 廃棄物処理に伴って発生する廃水処理 中国 ヒ素

（2011年） ＜水処理剤　MP-C＞

平成23年 民間 土壌汚染対策に伴って発生する湧水処理 埼玉県 フッ素

（2011年）

平成23年 民間 土壌汚染対策に伴って発生する湧水処理 静岡県 鉛

（2011年）

平成23年 民間 ずり浸透水処理　実証試験 愛知県 ヒ素

（2011年） ＜水処理剤　MP-C＞

平成23年 民間 工場廃水処理 静岡県 色素、銅

（2011年）

平成23年 民間 工場発生物　脱水性向上 熊本県 脱水性向上

（2011年）

平成23年 民間 土壌洗浄水処理 兵庫県 フッ素

（2011年）
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平成23年 民間 土壌汚染対策に伴って発生する湧水処理 大阪府 鉛

（2011年）

平成23年 民間 土壌汚染対策に伴って発生する湧水処理 岡山県 水銀、ヒ素、鉛、カドミウム等

（2011年）

平成23年 民間 水槽洗浄水処理 東京都 ダイオキシン類

（2011年）

平成23年 民間 土壌汚染対策に伴って発生する湧水処理 三重県 水銀

（2011年）

平成23年 民間 焼却場解体工事に伴う洗浄水処理 広島県 ダイオキシン類

（2011年）

平成23年 民間 工場廃水　フッ素処理実証試験 愛知県 フッ素

（2011年）

平成22年 民間 工場廃水 生物処理余剰汚泥の減容化試験 大阪府 活性汚泥

（2010年）

平成22年 民間 地下水処理 栃木県 VOCs,SS

（2010年）

平成22年 民間 地下水処理 滋賀県 PCB,As,Pb

（2010年）

平成22年 民間 地下水処理 兵庫県 VOCs

（2010年）

平成22年 民間 廃棄物リサイクル施設の活性汚泥能力向上 熊本県 活性汚泥

（2010年） ＜水処理剤 バイオキャリア＞

平成22年 民間 廃棄物リサイクル施設の活性汚泥能力向上 愛知県 活性汚泥

（2010年） ＜水処理剤 バイオキャリア＞

平成22年 民間 焼却場解体工事に伴う洗浄水処理 愛媛県 ダイオキシン類

（2010年）

平成22年 民間 土木工事濁水処理 兵庫県 SS

（2010年）

平成22年 民間 既設工場の地下水処理　（拡散防止対策） 愛知県 シアン

（2010年）

平成22年 民間 地下水処理 愛知県 鉄

（2010年）

平成22年 民間 地下水処理 岡山県 VOCs

（2010年）

平成22年 民間 焼却場解体工事に伴う洗浄水処理 香川県 ダイオキシン類

（2010年）

平成22年 民間 焼却場解体工事に伴う洗浄水処理 香川県 ダイオキシン類

（2010年）

平成22年 民間 焼却場解体工事に伴う洗浄水処理 埼玉県 ダイオキシン類

（2010年）

平成22年 民間 土壌汚染対策工事に伴う地下水処理 三重県 VOCs

（2010年）

平成22年 民間 ダム湖関連放流濁水浄化試験工事 宮崎県 SS

（2010年） ＜水処理剤 TRP-Ai＞

平成22年 民間 工場廃水処理コスト低減のための改良 滋賀県 BOD,SS

（2010年）

平成22年 民間 工場廃水 生物処理余剰汚泥の減容化試験 兵庫県 活性汚泥

（2010年）

平成22年 民間 ガソリンスタンド跡地浄化における 兵庫県 ベンゼン

（2010年） 湧水処理
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平成22年 民間 地下水処理 広島県 VOCs

（2010年）
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平成22年 民間 工場廃水 生物処理余剰汚泥の減容化試験 大阪府 動物性余剰汚泥

（2010年）

平成22年 民間 不法投棄現場土壌浄化における 岩手県 VOC

（2010年） 土壌ガス処理

平成22年 民間 土壌汚染浄化現場における土壌洗浄水浄化 兵庫県 フッ素、VOC

（2010年）

平成22年 民間 土壌汚染浄化現場における土壌洗浄水浄化 京都 フッ素

（2010年）

平成22年 民間 ガソリンスタンド跡地浄化における 茨城県 ベンゼン

（2010年） 湧水処理

平成22年 民間 工場跡地における地下水浄化 埼玉県 VOC

（2010年）

平成22年 民間 ダム湖及び放流濁水浄化実証試験 栃木県 ダム湖浄化

（2010年） ＜水処理剤 TRP-Ai＞

平成22年 民間 地下水浄化装置（VOC処理、除鉄）反応性 愛知県 SS、鉄

（2010年） 向上のための改良工事

平成22年 民間 国立公園内　汚染土壌対策湧水処理 広島県 ヒ素

（2010年）

平成22年 民間 産業廃棄物処分場　浸透水処理 島根県 ヒ素

（2010年） ＜水処理剤　MP-C＞

平成20年 民間 トンネル工事に伴う地下水浄化 大阪府 鉛、水銀、フェノール

（2008年） アンモニア

平成21年 民間 焼却炉解体工事に伴う洗浄水処理 三重県 ダイオキシン類

（2009年）

平成21年 民間 稼働中ガソリンスタンド 長崎県 油分

（2009年） 地下水浄化

平成21年 民間 焼却場解体工事に伴う洗浄水処理 広島県 ダイオキシン類

（2009年）

平成21年 民間 地下水浄化 滋賀県 PCB（ポリ塩化ビフェニル）

（2009年） ヒ素

平成21年 民間 土壌洗浄に伴う洗浄水 愛知県 シアン、ベンゼン

（2009年）

平成21年 民間 建設現場掘削湧水浄化 兵庫県 重金属類複合汚染

（2009年）

平成21年 民間 汚染地下水浄化装置 群馬県 六価クロム

（2009年） ＜水処理剤　MP-C＞

平成21年 民間 水処理コストダウンに向けた 群馬県 BOD,COD

（2009年） 工場設備改良実証試験

平成21年 民間 道路建設工事に伴う濁水処理 京都府 SS

（2009年） ＜水処理剤 TRP-Ai＞

平成21年 民間 掘削湧水処理 東京都 PCB（ポリ塩化ビフェニル）

（2009年） ダイオキシン類

平成21年 民間 地下水飲料化装置 兵庫県 細菌、雑菌類

（2009年）

平成21年 民間 飲料工場跡地における汚染地下水浄化 大阪府 ヒ素、SS、pH

（2009年） 鉛、フッ素、油分、水銀

平成21年 民間 水処理設備（地下水浄化）販売 栃木県 シアン

（2009年）

平成21年 民間 汚染土壌調査と対策（掘削除去） 兵庫県 重金属類

（2009年）
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平成21年 民間 土壌浄化に伴う掘削湧水処理 埼玉県 SS

（2009年）
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平成21年 民間 土壌浄化に伴う掘削湧水処理 神奈川県 四塩化炭素、SS

（2009年）

平成21年 民間 砂利選別時発生濁水対策 三重県 処理水、沈殿物、共に

（2009年） ＜水処理剤 TRP-Ai＞ 循環利用対策として

平成20年 民間 土木工事に於ける濁水処理 兵庫県 SS

（2008年） ＜水処理剤 TRP-Ai＞

平成20年 民間 橋梁補強工事に伴う濁水処理 和歌山県 一級河川

（2008年） ＜水処理剤 TRP-Ai＞ 発生地は上水道取水口近く

平成20年 民間 VOC装置（地下水浄化）販売 島根県 VOC

（2008年）

平成20年 民間 土木工事濁水処理 兵庫県 鉛

（2008年）

平成20年 民間 灯油漏洩に対策に伴う地下水処理 福岡県 灯油

（2008年）

平成20年 民間 土壌浄化に伴う掘削湧水処理 千葉県 COD、油、CN、水銀、鉛、弗素

（2008年）

平成20年 民間 土壌浄化に伴う地下水処理 京都府 鉛、水銀、弗素

（2008年）

平成20年 民間 土壌浄化に伴う地下水処理 大阪府 VOC、鉛、ヒ素

（2008年）

平成20年 民間 土壌洗浄水処理装置販売 兵庫県 重金属類

（2008年）

平成20年 民間 焼却場解体工事に伴う洗浄水処理 大阪府 ダイオキシン類

（2008年）

平成20年 民間 焼却場解体工事に伴う洗浄水処理 神奈川県 ダイオキシン類

（2008年）

平成20年 民間 蛍光灯リサイクル工場排水処理 群馬県 水銀

（2008年） 装置販売

平成20年 民間 マンション開発予定地　掘削地下水処理 東京都 鉛、ヒ素、

（2008年）

平成20年 民間 トンネル建設工事排水処理 大阪府 鉛、水銀、フェノール

（2008年） ダイオキシン類

平成20年 民間 メッキ工場跡地地下水処理 千葉県 カドミウム、フッ素、鉛、他

（2008年）

平成20年 民間 山間調整池における濁水の浄化 静岡県 ＳＳ、ワンデイ処理

（2008年） ＜水処理剤 TRP-Ai＞ 処理水放流先は天然鮎の漁場

平成20年 民間 工場跡地掘削水処理 千葉県 シアン,COD,他重金属類

（2008年）

平成20年 民間 バリア井戸揚水処理 京都府 鉛、水銀、フッ素

（2008年）

平成20年 公共 姫路城　お堀の水浄化 兵庫県 凝集ろ過装置、ワンデイ処理

（2008年） ＜水処理剤 TRP-Ai＞ SS,アオコ【45,000m3】

平成20年 民間 ダム放流濁水浄化実証試験 栃木県 ダム湖浄化

（2008年） ＜水処理剤 TRP-Ai＞

平成20年 民間 簡易型濾過装置（ロカッキー） 広島県 水処理後排水中ピンフロック

（2008年） 装置販売

平成20年 民間 温泉排水処理装置 長野県 ヒ素

（2008年） 装置販売

平成20年 民間 遺跡発掘現場湧水処理 大阪府 鉛

（2008年）
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平成20年 民間 汚泥焼却場解体工事に伴う濁水処理 神奈川県 鉛

（2008年）
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平成20年 民間 工場内 焼却炉解体工事に伴う濁水処理 大阪府 鉛

（2008年）

平成20年 民間 工場内機械装置洗浄装置 兵庫県 亜鉛、鉄､ﾏﾝｶﾞﾝ、六価ｸﾛﾑ､ｶﾄﾞﾐｳﾑ

（2008年） 装置販売 鉛、フッ素、ホウ素他

平成20年 民間 池水の浄化 福岡県 池水ワンデイ処理

（2008年） ＜水処理剤 TRP-Ai＞

平成19年 民間 一般廃棄物埋立処分場浸出汚水処理 ニュージー 窒素

（2007年） 装置販売 ランド ゼオライト混液法

平成19年 公共 池水の浄化 兵庫県 池水ワンデイ処理

（2007年） ＜水処理剤 TRP-Ai＞ （手柄）

平成19年 公共 池水の浄化 兵庫県 池水ワンデイ処理

（2007年） ＜水処理剤 TRP-Ai＞ （本町）

平成19年 公共 池水の浄化 兵庫県 池水ワンデイ処理

（2007年） ＜水処理剤 TRP-Ai＞

平成19年 民間 病院新築に伴う濁水処理 兵庫県 濁水、鉛

（2007年）

平成19年 民間 ＶＯＣ含有地下水処理 茨城県 VOC（ベンゼン）

（2007年） エアースパージング工法

平成19年 民間 汚染地下水揚水処理 愛知県 VOC

（2007年） 装置販売

平成19年 民間 土壌浄化に伴う地下水処理 広島県 油、ベンゼン

（2007年）

平成19年 民間 焼却炉解体工事に伴う洗浄水処理 大阪府 ダイオキシン類

（2007年）

平成19年 民間 焼却炉解体工事に伴う洗浄水処理 宮城県 ダイオキシン類

（2007年）

平成19年 民間 焼却炉解体工事に伴う洗浄水処理 兵庫県 ダイオキシン類

（2007年）

平成19年 民間 工場内 プラント解体工事に伴う濁水処理 愛知県 鉛

（2007年）

平成19年 民間 焼却場解体工事に伴う濁水処理 兵庫県 ＳＳ

（2007年）

平成19年 民間 製油工場解体洗浄排水処理 兵庫県 油

（2007年）

平成19年 民間 本社修景池アオコ処理 大阪府 アオコ、チッ素、リン

（2007年）

平成19年 民間 産業廃棄物最終処分場 大分県 硫化水素ガス

（2007年） 脱臭設備販売

平成19年 民間 土壌浄化に伴う地下水処理 栃木県 VOC、クロム、鉛、シアン

（2007年）

平成19年 民間 土壌浄化工事に伴う洗浄水処理 神奈川県 フッ素、鉛、水銀、ヒ素

（2007年）

平成19年 民間 焼却場解体工事に伴う洗浄水処理 福岡県 ダイオキシン類

（2007年）

平成19年 民間 土壌浄化に伴う地下水処理 千葉県 ヒ素

（2007年）

平成19年 民間 工場解体に伴う洗浄水処理 千葉県 シアン

（2007年）

平成19年 民間 土壌浄化に伴う地下水処理 三重県 油、ベンゼン

（2007年）
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平成19年 民間 土壌浄化に伴う地下水処理 静岡県 ダイオキシン類

（2007年）
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水質汚染対策実績

実施時期 発注者 業務内容 業務地域 特記事項

平成19年 民間 工場敷地内湧水処理 兵庫県 亜鉛、鉄

（2007年）

平成19年 民間 土壌浄化工事に伴う洗浄水処理 大阪府 フッ素、鉛、ヒ素、セレン

（2007年） カドミウム

平成19年 民間 土壌浄化ヤード汚染ガス処理 滋賀県 ベンゼンガス

（2007年） 装置販売

平成19年 民間 土壌浄化に伴う地下水処理 埼玉県 VOC

（2007年）

平成18年 民間 土壌洗浄濁水処理 神奈川県 ヒ素

（2006年）

平成18年 民間 地下水揚水処理 千葉県 VOC

（2006年）

平成18年 民間 地下揚水処理Ⅱ 神奈川県 VOC、クロム、水銀

（2006年）

平成18年 民間 底質減容化処理 東京都 DXN

（2006年）

平成18年 民間 光学機器工場地内地下空気処理 大阪府 VOC

（2006年）

平成18年 民間 住宅予定地内掘削地下水処理 大阪府 油、鉛、ヒ素、水銀

（2006年） フッ素、ホウ素

平成18年 民間 土壌浄化に伴う掘削湧水処理 埼玉県 フッ素、ヒ素

（2006年）

平成18年 民間 人工スキー場氷雪溶水処理 兵庫県 油、鉛、亜鉛

（2006年）

平成18年 民間 土壌浄化に伴う掘削湧水処理 福島県 シアン

（2006年）

平成18年 民間 DXN含有実験廃水処理 愛知県 DXN

（2006年）

平成18年 民間 ガソリンスタンド解体現場脱臭 京都府 VOC

（2006年）

平成18年 民間 土壌浄化に伴う掘削湧水処理 大阪府 鉛

（2006年）

平成18年 民間 建設機械レンタル工場内 福岡県 アスベスト

（2006年） アスベスト含有水処理

平成18年 民間 漏洩灯油回収水処理 神奈川県 灯油

（2006年）

平成18年 民間 住宅予定地内掘削地下水処理 神奈川県 油

（2006年）

平成18年 民間 建物解体に伴う掘削地下水処理 大阪府 水銀、鉛

（2006年）

平成18年 民間 実験・研究用池水浄化 大阪府 アオコ、チッ素、リン

（2006年）

平成18年 民間 既設井戸再洗浄に伴う湧水処理 岐阜県 pH、フッ素

（2006年）

平成18年 民間 展示用濁水処理システム一式 滋賀県 濁水

（2006年）

平成18年 民間 ダム濁水処理試験施工 福岡県 ダム湖浄化

（2006年） ＜水処理剤 TRP-Ai＞

平成18年 民間 掘削湧水処理 愛知県 シアン、六価クロム

（2006年）
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水質汚染対策実績
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平成18年 民間 護岸工事に伴う掘削湧水処理 広島県 ヒ素

（2006年）
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水質汚染対策実績

実施時期 発注者 業務内容 業務地域 特記事項

平成18年 民間 土壌中農薬浄化工事に伴う 山口県 農薬

（2006年） 脱臭処理

平成18年 民間 ダム湖アオコ処理 埼玉県 アオコ、チッ素、リン

（2006年）

平成18年 民間 土壌浄化に伴う地下水処理 三重県 ベンゼン

（2006年）

平成18年 民間 ダイオキシン含有土壌減容化 茨城県 ダイオキシン類

（2006年） 実証実験

平成18年 民間 焼却場解体工事に伴う洗浄水処理 岡山県 ダイオキシン類

（2006年）

平成18年 民間 土壌浄化工事に伴う洗浄水処理 大阪府 鉛、六価クロム、ヒ素

（2006年） フッ素

平成18年 民間 焼却炉解体洗浄排水処理装置販売 大分県 ダイオキシン類

（2006年）

平成17年 民間 ＶＯＣ含有地下水処理 千葉県 ＶＯＣ

（2005年）

平成17年 民間 地下水浄化 東京都 ＳＳ、油、ＶＯＣ

（2005年）

平成17年 民間 ダイオキシン含有汚泥脱水処理 兵庫県

（2005年）

平成17年 民間 焼却炉解体排水処理 新潟県 ダイオキシン類

（2005年）

平成17年 民間 焼却炉解体排水処理 京都府 ダイオキシン類

（2005年）

平成17年 民間 焼却炉解体排水処理 茨城県 ダイオキシン類

（2005年）

平成17年 民間 焼却炉解体排水処理 茨城県 ダイオキシン類

（2005年）

平成17年 民間 焼却炉解体排水処理 大阪府 ダイオキシン類

（2005年）

平成17年 民間 焼却炉解体排水処理 兵庫県 ダイオキシン類

（2005年）

平成17年 民間 焼却炉解体排水処理 愛知県 ダイオキシン類

（2005年）

平成17年 民間 焼却炉解体排水処理 千葉県 ダイオキシン類

（2005年）

平成17年 民間 ＶＯＣ含有地下水処理 三重県 ＶＯＣ、臭気

（2005年）

平成17年 民間 ダイオキシン含有汚泥脱水処理 京都府

（2005年）

平成17年 民間 産廃処分場浸出水処理装置販売 大分県

（2005年）

平成17年 民間 油含有濁水処理 愛知県 油類、ＳＳ

（2005年）

平成17年 民間 油含有濁水処理 愛知県 油類、ＳＳ

（2005年）

平成17年 公共 濁水処理 和歌山県 ＳＳ

（2005年）

平成17年 民間 地下水浄化 茨城県 有機ヒ素

（2005年）
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水質汚染対策実績

実施時期 発注者 業務内容 業務地域 特記事項

平成17年 民間 ダイオキシン含有汚泥脱水処理 大阪府 ダイオキシン類

（2005年）
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水質汚染対策実績

実施時期 発注者 業務内容 業務地域 特記事項

平成17年 民間 焼却炉解体排水処理 岐阜県 ダイオキシン類

（2005年）

平成17年 民間 電機工場内雨水処理 兵庫県 ｐＨ、ＳＳ

（2005年）

平成17年 民間 電機工場内土壌洗浄濁水処理 栃木県 フッ素

（2005年）

平成17年 民間 地下揚水処理 神奈川県 VOC、クロム、水銀

（2005年）

平成17年 民間 建設濁水処理 兵庫県 油

（2005年）

平成17年 民間 農薬脱臭 山口県 農薬（ＢＨＣ等）

（2005年）

平成17年 民間 地下揚水処理 岐阜県 フッ素

（2005年）

平成17年 民間 地下水調査 兵庫県 調査

（2005年）

平成17年 民間 土壌浄化に伴う掘削湧水処理 大阪府 鉛、ヒ素、水銀、セレン

（2005年）

平成16年 民間 土壌掘削工事に伴う地下水浄化 東京都 ヒ素・総水銀

（2004年）

平成16年 民間 重金属含有地下水処理 大阪府 ｶﾄﾞﾐｳﾑ・セレン

（2004年）

平成16年 民間 土壌洗浄濁水処理 東京都 ヒ素・鉛・総水銀・油

（2004年）

平成16年 民間 ＶＯＣ含有地下水処理Ⅰ 愛知県 ＶＯＣ

（2004年）

平成16年 民間 ＶＯＣ含有地下水処理Ⅱ 愛知県 ＶＯＣ

（2004年）

平成16年 民間 土壌洗浄濁水処理 埼玉県 ヒ素・鉛・フッ素

（2004年） 総水銀

平成16年 民間 ＶＯＣガス吸引処理 愛知県 ＶＯＣ

（2004年）

平成16年 民間 土壌洗浄濁水処理 兵庫県 ヒ素・鉛・六価クロム

（2004年） フッ素

平成16年 民間 土壌洗浄濁水処理 大阪府 ＶＯＣ・鉛

（2004年）

平成16年 民間 ＶＯＣ含有地下水処理Ⅲ 愛知県 ＶＯＣ

（2004年）

平成16年 民間 油含有水処理 大阪府 油分

（2004年）

平成16年 民間 ＶＯＣ処理後濁水処理 千葉県 ＶＯＣ

（2004年）

平成16年 民間 土壌洗浄濁水処理 神奈川県 フッ素

（2004年）

平成16年 民間 重金属含有地下水処理 大阪府 ヒ素

（2004年）

平成16年 民間 重金属含有地下水処理 埼玉県 鉛

（2004年）

平成16年 民間 湖水浄化 滋賀県 濁水脱窒素・脱リン

（2004年）
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平成16年 民間 焼却炉解体排水処理 大阪府

（2004年）
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水質汚染対策実績

実施時期 発注者 業務内容 業務地域 特記事項

平成16年 民間 焼却炉解体排水処理 山梨県

（2004年）

平成15年 民間 土壌洗浄水処理 東京都 ヒ素、水銀

（2003年）

平成15年 民間 洗浄水処理 茨城県 ヒ素、鉛、クエン酸

（2003年）

平成15年 民間 ＶＯＣ汚染水処理 千葉県 ＶＯＣ

（2003年）

平成15年 民間 ＶＯＣ地下水浄化 埼玉県 ＶＯＣ

（2003年）

平成15年 公共 好古園池水浄化 兵庫県

（2003年）

平成15年 民間 土壌洗浄水処理 茨城県 ヒ素・鉛・クエン酸

（2003年）

平成15年 民間 土壌洗浄濁水処理 東京都 鉛・ヒ素

（2003年）

平成15年 民間 地下水浄化 徳島県 鉛・ヒ素

（2003年）

平成15年 民間 池水浄化 埼玉県

（2003年）

平成15年 民間 土壌洗浄濁水処理 神奈川県 油・六価クロム

（2003年）

平成15年 民間 土壌洗浄濁水処理 東京都 鉛・ヒ素

（2003年）

平成15年 民間 土壌洗浄濁水処理 静岡県 油

（2003年）

平成15年 民間 造成工事に伴う濁水処理 大阪府 1万m
3のワンディ処理

（2003年）

平成15年 民間 土壌洗浄濁水処理 兵庫県 鉛・ヒ素・フッ素

（2003年）

平成15年 民間 濁水処理装置改良工事 ＪＲ

（2003年）

平成15年 民間 池水浄化 韓国

（2003年）

平成15年 民間 油含有濁水処理 大阪府 油・ＳＳ

（2003年）

平成15年 民間 トンネル排水処理装置 福島県 ヒ素・鉛・ｶﾄﾞﾐｳﾑ・セレン

（2003年） 総水銀

平成15年 民間 土壌洗浄濁水処理 東京都 油・六価クロム・フッ素

（2003年） 鉛・ヒ素・ｾﾚﾝ・ｼｱﾝ・総水銀

平成15年 民間 地下水浄化 大阪府 ホウ素

（2003年）

平成15年 民間 地下水のｐＨ処理 東京都 ｐＨ

（2003年）

平成14年 民間 重金属汚染地下処理 徳島県 ヒ素・鉛・水銀

（2002年）

平成14年 民間 橋脚補強工事濁水処理 島根県 pH調整、濁水処理

（2002年）

平成14年 民間 橋脚補強工事濁水処理 島根県 pH調整、濁水処理

（2002年）
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平成14年 公共 景観用水池の浄化 兵庫県 アオコ

（2002年）
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実施時期 発注者 業務内容 業務地域 特記事項

平成14年 民間 発電所解体工事濁水処理 兵庫県 pH調整、油処理

（2002年）

平成14年 民間 シアン含有地下水処理法の実証実験 大阪府 シアン、ベンゼン、ヒ素、鉛

（2002年）

平成14年 民間 橋脚補強工事濁水処理 島根県 pH調整、濁水処理

（2002年）

平成14年 民間 重金属汚染地下水処理 東京都 水銀、ヒ素、鉛

（2002年）

平成14年 民間 人工ゼオライト廃液処理の検討・計画 大阪府 人工ゼオライト廃液

（2002年）

平成14年 民間 土壌洗浄の処理 東京都 六価クロム、ヒ素、鉛

（2002年）

平成14年 民間 山水のろ過処理設備 兵庫県 ＳＳ

（2002年）

平成14年 民間 焼却場解体工事洗浄水処理 香川県 ダイオキシン類

（2002年）

平成13年 民間 地下水の重金属処理 徳島県 ヒ素、鉛、COD、pH調整

（2001年）

平成13年 民間 富士電機実験用水処理装置納入 神奈川県 スラリーの脱水

（2001年）

平成13年 民間 解体プラント洗浄排水処理 徳島県 ヒ素、鉛

（2001年）

平成13年 民間 地下水の重金属処理 東京都 ヒ素、鉛

（2001年）

平成13年 民間 地下水の重金属処理 千葉県 ヒ素、鉛、水銀

（2001年）

平成13年 民間 地下水の重金属処理 愛知県 ヒ素、鉛

（2001年）

平成13年 民間 地下水の重金属処理 東京都 ヒ素、鉛、ｶﾄﾞﾐｳﾑ、水銀

（2001年）

平成13年 民間 地下水の重金属処理 東京都 ヒ素、鉛、ｶﾄﾞﾐｳﾑ、水銀

（2001年）

平成13年 民間 ダム湖水の浄化 埼玉県 アオコ

（2001年）

平成13年 民間 汚染地下水処理 愛知県 鉛・ヒ素・ＣＯＤ

（2001年）

平成13年 民間 地下水の重金属処理 東京都 ヒ素、鉛

（2001年）

平成13年 民間 重金属の汚染水処理 千葉県 ヒ素、鉛、ｶﾄﾞﾐｳﾑ、水銀

（2001年）

平成13年 民間 重金属の汚染水処理 愛知県 ヒ素、鉛、セレン、フッ素

（2001年）

平成13年 民間 水処理実験装置 千葉県 ダイオキシン

（2001年）

平成13年 民間 水処理ユニット 埼玉県 ダイオキシン

（2001年）

平成13年 民間 土取り場濁水処理 兵庫県 濁水処理、ｐＨ調整

（2001年）

平成12年～ 民間 関空土取場濁水処理 大阪府 TRP濁水処理

（2000年）
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平成12年 民間 地下水の重金属処理 兵庫県 ヒ素、鉛

（2000年）
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平成12年 民間 排水処理装置納入 北海道 凝集沈殿分離システム

（2000年）

平成12年 民間 地下水の重金属処理 兵庫県 ヒ素、鉛

（2000年）

平成12年 民間 水中工事に伴う濁水処理 島根県 河川の濁水処理

（2000年）

平成12年 民間 関西電力瀬田川工事　除鉄処理 京都府 除鉄

（2000年）

平成11年 民間 浮上油回収装置 兵庫県 河川浄化

（1999年）

平成11年 民間 光酸化脱色プラント 岡山県 ジーンズ染色排水

（1999年）

平成11年 民間 除鉄装置納入 奈良県 大和郡山市外堀公園

（1999年）

平成11年 民間 製鉄所構内汚染地下水処理 兵庫県 重金属・ＣＯＤ

（1999年）

平成11年 民間 重金属処理 新潟県 ヒ素、鉛、油分

（1999年）

平成10年 民間 排水処理装置納入 兵庫県 東芝メタルパーツ排水の

（1998年） 高度処理装置

平成10年 民間 新技術開発に係る受託研究 徳島県 除鉄に関わる新規技術開発

（1998年）

平成10年 民間 地下水の重金属処理 兵庫県 ヒ素・鉛

（1998年）

平成10年 民間 油水分離装置納入 兵庫県 コンプレッサードレン排水処理

（1998年）

平成10年 公共 合併浄化槽設置調査設計 兵庫県 農村集落100戸

（1998年）

平成10年 民間 濁水処理装置納入 徳島県 除鉄

（1998年）

平成10年 民間 製鉄所構内汚染地下水処理 兵庫県 重金属類・ＣＯＤ

（1998年）

平成9年 民間 ダム工事に伴う濁水処理 兵庫県 30万m
3のワンディ処理

（1997年） 【上水水源】

平成9年 民間 製鉄所構内汚染地下水処理 兵庫県 重金属・ＣＯＤ

（1997年）

平成9年 民間 池水浄化装置 兵庫県 脱リン凝集ろ過装置

（1997年）

平成9年 公共 吉野川改修工事除鉄装置 徳島県 吉野川第十幹線

（1997年）

平成9年 民間 吉野川改修工事除鉄装置 徳島県 吉野川第十幹線

（1997年）

平成9年 民間 兵庫県企業庁浄水場濁水処理 兵庫県 建設濁水

（1997年）

平成8年 民間 関西電力ダム工事に伴う濁水処理 兵庫県 30万m
3のワンディ処理

（1996年） 【上水水源】

平成8年 民間 姫路城堀浚渫工事に伴う濁水処理 兵庫県 濁水脱窒素・脱リン

（1996年）

平成8年 民間 埋立処分場浸出水浄化装置設置 兵庫県 硫化水素及び脱色

（1996年）
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平成8年 民間 活性汚泥装置改良工事 兵庫県 処理能力50％増強工事

（1996年）
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平成7年 公共 好古園池水浄化装置 兵庫県 アオコ、藻類他の発生抑制

（1995年）

平成7年 民間 し尿処理場運転管理 山口県 分析・薬品納入他

（1995年）

平成7年 公共 バイオキャリア納入 兵庫県 パーキングエリア排水処理の

（1995年） 高度処理

平成7年 民間 関西電力ダム工事に伴う濁水処理 兵庫県 45万m
3のワンディ処理

（1995年） 【上水水源】

平成7年 民間 重金属除去設備納入 兵庫県 鉛、亜鉛

（1995年）

平成7年 民間 水処理設備納入 兵庫県 大型合併処理浄化槽工事

（1995年）

平成6年 民間 埋立て処分地浸出水処理 兵庫県 重金属・硫化水素

（1994年）
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