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実績一覧 2022年2月現在

物件名 所在地 用途 規模 施工 備考

堀井牧場搾乳排水 北海道川上郡標茶町 搾乳排水 1.0m3 2005.11

新村牧場搾乳排水 北海道河東郡音更町 搾乳排水 6.0m3 2005.11

当別町某食品会社 北海道石狩郡当別町 トイレ 1.0m3 2007.04

煩珠山公衆トイレ 青森県 公衆トイレ 2.5m3 1992.03  

酸ヶ湯公衆トイレ 青森県青森市 公衆トイレ 5.0m3 1993.11  2004撤去(再整備)

田代平公園 青森県青森市 公衆トイレ 8.0m3 1991.10  

岩崎西目屋弘前線白神山地 青森県西津軽郡深浦町 公衆トイレ 4.0m3 1996.11  

新井田川心と体をいやす水辺の空間 青森県三戸郡南郷町 公衆トイレ 3.25m3 2001.04  

新井田川心と体をいやす水辺の空間(雑排水) 青森県三戸郡南郷町 雑排水処理 10.39m3 2002.03  

岩崎西目屋弘前線一ツ森公衆トイレ 青森県 公衆トイレ 1.5m3 2001.08  

岩崎西目屋弘前線赤石川公衆トイレ 青森県西津軽郡鯵ヶ沢町 公衆トイレ 1.5m3 2002.10  

八戸西ＳＩＣ管理施設新築工事汚水処理施設 青森県八戸市 トイレ 1.0m3 2018.11

東北自動車道小坂ＪＣＴ 秋田県鹿角郡小坂町 トイレ 2.8m3 2013.11

阿仁避難小屋トイレ汚水処理施設 秋田県北秋田市 トイレ 0.1m3 2018.07

北山崎園地 岩手県下閉伊郡田野畑村 公衆トイレ 9.0m3 1993.03  

狽鼻渓公衆トイレ 岩手県東磐井郡東山町 公衆トイレ 5.0m3 1992.03  

碁石駐車場 岩手県大船渡市 公衆トイレ 8.0m3 1993.03  

船越家族旅行村 岩手県下閉伊郡山田町 公衆トイレ 7.25m3 1992.10  

岩洞湖家族旅行村ピクニック広場 岩手県岩手郡玉山村 公衆トイレ 7.25m3 1995.03  

岩洞湖家族旅行村おまつり広場 岩手県岩手郡玉山村 公衆トイレ 7.25m3 1994.03  

岩洞湖家族旅行村管理棟 岩手県岩手郡玉山村 トイレ 5.0m3 1995.03  

岩洞湖家族旅行村 岩手県岩手郡玉山村 公衆トイレ 7.25m3 1992.11  
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鵜巣断崖さわやかトイレ 岩手県下閉伊郡田野畑村 公衆トイレ 5.75m3 1995.03  

沼の浜公衆トイレ 岩手県下閉伊郡田老町 公衆トイレ 6.5m3 1994.03  

通岡展望地さわやかトイレ 岩手県大船渡市 公衆トイレ 5.0m3 1995.03  

眺望園地さわやかトイレ 岩手県和賀郡東和町 公衆トイレ 5.0m3 1996.03  

眺望園地艇庫 岩手県和賀郡東和町 トイレ 3.0m3 1998.03  

眺望園地艇庫(雑排水) 岩手県和賀郡東和町 雑排水処理 3.0m3 1998.03  

眺望園地艇庫(シャワー排水) 岩手県和賀郡東和町 雑排水処理 6.8m3 1998.03  

宮古園地公衆トイレ 岩手県宮古市 公衆トイレ 8.0m3 1993.03  

女遊戸浜さわやかトイレ 岩手県宮古市 公衆トイレ 5.0m3 1996.03  

浄土ケ浜マリンハウス前 岩手県宮古市 公衆トイレ 5.0m3 1996.03  

潮吹穴さわやかトイレ 岩手県宮古市 公衆トイレ 5.0m3 1995.03  

宮古国民休暇村テニスコート横公衆トイレ 岩手県宮古市 公衆トイレ 1.5m3 2002.12  

宮古国民休暇村野営場公衆トイレ(簡易水洗) 岩手県宮古市 公衆トイレ 0.03m3 2002.12  

もぐらんぴあさわやかトイレ 岩手県久慈市 公衆トイレ 13.0m3 1995.03  

東和町艇庫 岩手県和賀郡東和町 トイレ 3.0m3 1998.05  

東和町艇庫(雑排水) 岩手県和賀郡東和町 雑排水処理 6.8m3 1998.05  

銀明水避難小屋(簡易水洗+非水洗) 岩手県胆沢郡胆沢町 山岳トイレ 2.5m3 1999.10  

筑森避難小屋改築工事(簡易水洗+非水洗) 岩手県一関市 山岳トイレ 1.0m3 2001.09  

望洋平キャンプ場簡易水洗トイレ改修工事 岩手県東磐井郡室根町 2001.12  

望洋平キャンプ場(雑排水) 岩手県東磐井郡室根町 雑排水処理 1.Om3×3基 2001.12  

金明水避難小屋(簡易水洗+非水洗) 岩手県胆沢郡胆沢町 山岳トイレ 1.75m3 2002.10  

八幡平避難小屋(非水洗) 岩手県 山岳トイレ 3.5m3 2002.10  
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室根高原野営場簡易水洗トイレ改修工事 岩手県東磐井郡室根町 公衆トイレ 1.5m3 2002.12  他雑排水0.03m3

大深岳避難小屋改築工事(非水洗) 岩手県岩手郡松尾村 山岳トイレ 1.75m3 2003.11  

馬返岩手山(8合目)歩道公衆トイレ(簡易水洗) 岩手県岩手郡滝沢村 山岳トイレ 30.0m3 2003.11  

児玉ファーム排水処理改修工事 岩手県北上市 養豚排水 12.0m3 2008.03

岩手県薬師酪農生産組合排水処理 岩手県八幡平市 養豚排水 2008.06

塩竈市伊保石公園 宮城県塩竈市 公衆トイレ 5.0m3 2002.12  

仙台北部道路富谷ＩＣ 宮城県黒川郡富谷町 トイレ 3.0m3 2013.12

富谷IC土壌処理 宮城県黒川郡富谷町 トイレ 3.0m3 2017.03

日暮沢避難小屋(水洗・非水洗) 山形県 山岳トイレ 0.75m3 1997.11  

梅花皮避難小屋(水洗・非水洗) 山形県・新潟県(朝日・磐梯 山岳トイレ 2.0m3 1999.06  

獄原県民の森公衆トイレ 山形県東村山郡山辺町 公衆トイレ 3.5m3 1996.03  

狐山避難小屋(水洗・非水洗) 山形県 山岳トイレ 1.75m3 1997.11  

平成11年度清流さけがわ中山間地域総合整備事業 山形県新庄市 0.5m3 2000.10  

平成11年度北月山地区中山間地域総合整備事業 山形県東田川郡立川町 1.5m3 2000.11  

御所山ふるさと自然のみち 山形県 タフガード 1.25m3 2001.07  他雑排水1.00m3

月山ダム整備工事 山形県東田川郡朝日村 公衆トイレ 5.0m3 2001.08  他雑排水0.65m3

天狗角力取山避難小屋(水洗+非水洗) 山形県西村山郡西川町 山岳トイレ 1.0m3 2000.09  

竜門避難小屋(水洗+非水洗) 山形県西村山郡西川町 山岳トイレ 1.25m3 2002.09  

平成15年度河原宿公衆トイレ(鳥海山)(水洗+非水洗) 山形県飽海郡遊佐町 山岳トイレ 2.25m3 2003.09  

鳥原山避難小屋改築工事(水洗+非水洗) 山形県 山岳トイレ 1.5m3 2003.10  

南陽高畠IC管理棟汚水処理施設 山形県東置賜郡高畠町 トイレ 1.6m3 2018.10

上山ＩＣ管理棟新築工事汚水処理施設 山形県上山市 トイレ 2.8m3 2018.11
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沼山峠公衆トイレ 福島県桧枝岐村沼山峠 公衆トイレ 15.5m3 1993.11  

七入オートキャンプ場 福島県桧枝岐村七入 公衆トイレ 15.5m3 1993.11  

三国岳避難小屋 福島県山都町 山岳トイレ 3.5m3 2004.夏  

常磐自動車道富岡1.C管理施設 福島県双葉郡富岡町 トイレ 2.64m3 2004.02  

常磐自動車道相馬ＩＣ 福島県相馬市 トイレ 2.0m3 2011.12

福島JCT管理施設新築工事 福島県福島市 トイレ 1.6m3 2016.03

鹿島灘海浜公園トイレ 茨城県鹿島郡鉾田町 公衆トイレ 5.75m3 2000.06  他雑排水0.80m3

北浦川緑地トイレ 茨城県北相馬郡藤代町 公衆トイレ 1.0m3 2000.11  他雑排水0.18m3

妙岐の鼻駐車場トイレ 茨城県稲敷郡桜川村 公衆トイレ 1.25m3 2001.05  他雑排水0.18m3

圏央道阿見東ＩＣ 茨城県稲敷郡阿見町 トイレ 1.0m3 2006.12

圏央道阿見ＩＣ 茨城県稲敷郡阿見町 トイレ 1.0m3 2007.01

圏央道江戸崎ＩＣ 茨城県稲敷市 トイレ 1.0m3 2008.12

北関東自動車道笠間ＩＣ 茨城県笠間市 トイレ 1.0m3 2007.08

東関東自動車道茨城空港北ＩＣ 茨城県東茨城郡茨城町 トイレ 1.0m3 2010.02

茨城町西IC雪氷施設新築工事 茨城県東茨城郡茨城町 トイレ 1.0m3 2017.10

葛生町体験交流施設 栃木県阿蘇郡葛生町 公衆トイレ 1.25m3 2000.02  他雑排水0.48m3

日光赤沼公衆トイレ 栃木県日光市 公衆トイレ 5.0m3 2000.09  

平12県営水環境整備第3工区 栃木県今市市 公衆トイレ 1.5m3 2001.06  他雑排水0.20m3

県営水環境整備地区トイレ 栃木県今市市 公衆トイレ 1.5m3 2002.03  他雑排水0.20m3

河内町総合運動公園 栃木県河内郡河内町 公衆トイレ 10.5m3 2003.05  他雑排水2.10m3

ひととのやカントリークラブ 栃木県小山市 トイレ 2007.04

栃木県酪農畜産センター詰所 栃木県那須塩原市 トイレ 2.0m3 2016.02
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栃木県畜産酪農センター試験棟 栃木県那須塩原市 トイレ 5.0m3 2016.03

県北家畜保健衛生所付属検査施設 栃木県那須塩原市 排水処理 3.5m3 2018.04

栃木県O様別荘 栃木県那須塩原市 排水処理 1.0m3 2021.03

相俣ダムオートキャンプ場 群馬県利根郡新治村 公衆トイレ 12.0m3 1999.07  

相俣ダムオートキャンプ場(雑排水) 群馬県利根郡新治村 雑排水処理 22.5m3 1997.07  

一の倉沢公衆トイレ 群馬県利根郡水上町 公衆トイレ 5.75m3 2000.11  

牛伏山山頂公衆トイレ 群馬県多野郡吉井町 山岳トイレ 1.5m3 2000.11  

米沢工地区市民農園 群馬県太田市 公衆トイレ 1.75m3 2002.02  

群馬ファミリーパーク公衆トイレ 群馬県高崎市 公衆トイレ 5.75m3 2002.11  他雑排水0.75m3

浅間工区公衆トイレ 群馬県吾妻郡長野原町 公衆トイレ 2.0m3 2003.11  他雑排水0.30m3

藤岡市公園公衆トイレ(四阿建築工事) 群馬県藤岡市鮎川 公衆トイレ 0.5m3 2004.02  

草木ダム左岸・右岸 群馬県勢多郡東村 公衆トイレ 0.25m3 2004.04  2基

三波石峡公衆トイレ 群馬県多野郡鬼石町 公衆トイレ 0.125m3 2004.03  

遠坂農場 群馬県大田市 排水処理 0.8m3 2018.06

芳毛平ヒュッテ 埼玉県秩父市 公衆トイレ 3.0m3 1998.11  

瀧沢ダム周辺整備事業 埼玉県秩父市 公衆トイレ 5.0m3 1998.04  

瀧沢ダム鶉平公衆トイレ 埼玉県さいたま市 公衆トイレ 2.5m3 1998.11

荒川河川敷秋ヶ瀬公園(A) 埼玉県さいたま市 公衆トイレ 8.0m3 1997.12  他雑排水あり

荒川河川敷秋ヶ瀬公園(B) 埼玉県さいたま市 公衆トイレ 9.0m3 1997.12  他雑排水あり

荒川河川敷秋ヶ瀬公園(C) 埼玉県さいたま市 公衆トイレ 9.0m3 1997.12  他雑排水あり

荒川河川敷秋ヶ瀬公園(D) 埼玉県さいたま市 公衆トイレ 6.5m3 1999.03  他雑排水あり

荒川河川敷秋ヶ瀬公園(E) 埼玉県さいたま市 公衆トイレ 6.5m3 1999.03  他雑排水あり
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荒川河川敷秋ヶ瀬公園(F) 埼玉県さいたま市 公衆トイレ 6.5m3 1999.03  他雑排水あり

荒川河川敷秋ヶ瀬公園(G) 埼玉県さいたま市 公衆トイレ 6.5m3 1999.03  他雑排水あり

道満グリーンパーク1工区 埼玉県戸田市 公衆トイレ 5.75m3 1999.03  他雑排水あり

浮野の里公衆トイレ 埼玉県加須市 公衆トイレ 5.0m3 1998.04  

幸手総合公園 埼玉県幸手市 公衆トイレ 6.5m3 1998.03  

見馴川公園 埼玉県美里町 公衆トイレ 1.75m3 1998.03  

十々六木地区駐車場公衆トイレ 埼玉県秩父郡大滝村 公衆トイレ 2.5m3 1998.08  

武蔵嵐山公園公衆トイレ 埼玉県比企郡嵐山町 公衆トイレ 0.5m3 2000.10  

左岸広報広場 埼玉県秩父郡大滝村 公衆トイレ 3.0m3 1999.10  

浦和市桜草公園監視棟 埼玉県浦和市 トイレ 9.0m3 2000.02  他雑排水1.20m3

浦山ダム原石山公衆トイレ 埼玉県秩父郡浦山地内 公衆トイレ 3.0m3 2000.01  他雑排水0.50m3

浦和市桜草公園トイレ棟 埼玉県浦和市 公衆トイレ 9.0m3 2000.02  他雑排水1.10m3

道満グリーンパーク中央駐車場 埼玉県戸田市 公衆トイレ 5.75m3 2000.03  他雑排水0.75m3

道満グリーンパーク公衆トイレA 埼玉県戸田市 公衆トイレ 6.5m3 2001.01  

道満グリーンパーク公衆トイレB 埼玉県戸田市 公衆トイレ 5.0m3 2001.01  

12神川21号ターゲットバードゴルフ場 埼玉県児玉郡神川町 公衆トイレ 4.0m3 2001.03  他雑排水0.58m3

12神川21号ターゲットバードゴルフ場 埼玉県児玉郡神川町 公衆トイレ 3.25m3 2001.03  他雑排水0.58m3

皆野スポーツ公園 埼玉県秩父郡皆野町 公衆トイレ 5.0m3 2002.02  

吹上町公衆トイレ 埼玉県北足立郡吹上町 公衆トイレ 2.0m3 2002.12  

皆野スポーツ公園Bトイレ 埼玉県秩父郡皆野町 公衆トイレ 5.75m3 2002.11  他雑排水0.68m3

ワサビ沢その6 埼玉県秩父郡大滝村 公衆トイレ 1998.10  

長瀞町総合グラウンド 埼玉県秩父郡長瀞町 公衆トイレ 5.0m3 2003.09
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尾の内体験交流施設 埼玉県秩父郡小鹿野町 雑排水処理 2003.12  処理水量1.55m3

平成17年度羽生水郷公園 埼玉県羽生市 公衆トイレ 6.0m3 2006.02

下久保ダム柚木Ａ地区 埼玉県児玉郡神泉村 公衆トイレ 1.0m3 2006.02

下久保ダム　ダムサイトＢ 埼玉県児玉郡神泉村 公衆トイレ 1.0m3 2006.02

緑の丘公園管理センター 埼玉県北葛飾郡松伏町 トイレ 12.0m3 2007.02

緑の丘公園駐車場トイレ 埼玉県北葛飾郡松伏町 トイレ 5.0m3 2007.03

権現堂公園トイレ 埼玉県北葛飾郡栗橋町 公衆トイレ 4.5m3 2007.03

浜平小公園公衆トイレ 埼玉県秩父市大滝地内 公衆トイレ 2.35m3 2007.02

権現堂管理棟トイレ 埼玉県北葛飾郡栗橋町 トイレ 2.53m3 2009.03

下久保ダム太田部地区園地 埼玉県秩父市 トイレ 1.0m3 2007.11

天神下公園 埼玉県北本氏 トイレ 2.0m3 2011.06

国立公園清滝避難小屋 埼玉県秩父市 トイレ 0.7m3 2011.11

道満グリーンパーク 埼玉県戸田市 トイレ 5.0m3 2017.02

北本市プラザ公園修繕 埼玉県北本市 トイレ 1.0m3 2017.11

道満グリーンパークテニスコート増設 埼玉県戸田市 トイレ 7.5m3 2021.02

ふれあいサンクチュアリ 千葉県市原市大久保 公衆トイレ 2.5m3 1995.02  

斎藤紅会(斎藤) 千葉県東金市 公衆トイレ 0.5m3 1992.05  

印旛機場管理棟宅地内排水処理 千葉県 トイレ 1.0m3 2002.12  

利根川河ロ堰管理棟 千葉県 トイレ 2.25m3 2003.02  

栗駒ファーム 千葉県 養豚排水 2008.11

張替鉄筋工業浄化槽後処理 千葉県 トイレ 2008.08

日本カニゼン 千葉県山武市 トイレ 2008.05
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Ｋ邸 千葉県南房総市 トイレ 1.0m3 2009.03

館山市豊房牧場跡地キャンプ場 千葉県館山市 トイレ 5.0m3 2016.06

雲取山荘前公衆トイレ(水洗・非水洗)共用 東京都奥多摩町雲取山 山岳トイレ 5.0m3 1995.09  

小笠原父島某トイレ 東京都小笠原村父島 トイレ 2.5m3 2011.03

国民体育大会競技施設 東京都西多摩郡瑞穂町 トイレ 4.0m3 2011.11

蛭ヶ岳山荘トイレ(簡易水洗・非水洗)共用 神奈川県津久井市 山岳トイレ 1.25m3 1997.10  

神ノ川公衆トイレ 神奈川県津久井市 公衆トイレ 1.25m3 1998.03  

辻堂海浜公園 神奈川県藤沢市 公衆トイレ 6.5m3 2000.05  

境川遊水地公園 神奈川県藤沢市 公衆トイレ 4.0m3 2010.07

畦ヶ丸避難小屋 神奈川県 山岳トイレ 1.0m3 2000.05  

平成12年度公園整備工事その39(西駐車場便所) 神奈川県茅ヶ崎市 公衆トイレ 7.25m3 2001.06  他雑排水0.88m3

畦ヶ丸避難小屋改修工事 神奈川県足柄上郡山北町中川 簡易水洗 1.0m3 2020.03

増穂町ふるさと水と土ふれあい事業 山梨県南巨摩郡 公衆トイレ 1.25m3 2001.12  

七つ石小屋 山梨県北都留郡丹波山村 トイレ 0.15m3 2012.11

志賀高原清水公衆トイレ 長野県下高井郡山内町 公衆トイレ 8.0m3 1995.05  

雨飾山オートキャンプ場 長野県北安曇郡小谷村 公衆トイレ 4.0m3 1994.10  他雑排水あり

林間広場厨房排水処理(雑排水) 長野県北安曇郡小谷村 雑排水処理 4.0m3 1994.03  

雨飾山キャンプ場2期 長野県北安曇郡小谷村 公衆トイレ 4.0m3 1997.03  

雨飾山キャンプ場3期(雑排水) 長野県北安曇郡小谷村 雑排水処理 1997.03  

塩の道前山公園 長野県北安曇郡小谷村 公衆トイレ 3.25m3 1998.03  

カヤノ平キャンプ場 長野県下高井郡木島平村 公衆トイレ 9.0m3 1997.03  

カヤノ平キャンプ場2期 長野県下高井郡木島平村 公衆トイレ 1.75m3 1997.11  
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体験宿泊施設 長野県下高井郡木島平村 トイレ 9.0m3 1997.03  

体験宿泊施設(雑排水) 長野県下高井郡木島平村 雑排水処理 15.0m3 1997.03  

槍沢ロッジ(簡易水洗) 長野県南安曇郡安曇村 山岳トイレ 5.0m3 1998.05  

Ｋ邸 長野県茅野市 トイレ 0.5m3 1995.10  

Ｓ邸 長野県上水内郡三水村 トイレ 0.5m3 1995.10  

山村体験宿泊施設 長野県 公衆トイレ 5.0m3 2000.10  

上高地横尾公衆トイレ（非水洗） 長野県南安曇郡安曇村 山岳トイレ 22.5m3 2000.08 2004 改修（施設拡張）

大町市上原地区公園駐車場トイレ 長野県大町市 公衆トイレ 1.0m3 2002.03  

大沼地公衆トイレ(簡易水洗) 長野県下高井郡山ノ内町 簡易水洗 5.0m3 2002.05  

浅間山荘前公衆トイレ改修工事(簡易水洗) 長野県小諸市 山岳トイレ 6.0m3 2002.05  

宝剣山荘(非水洗) 長野県上伊那郡宮田村 山岳トイレ 5.0m3×2 2002.05  

塩尻市高ボッチ公衆トイレ 長野県塩尻市 公衆トイレ 5.0m3 2002.10  

麦草峠 長野県 公衆トイレ 2008.08

御射鹿池公衆トイレ 長野県茅野市豊平 公衆トイレ 0.5m3 2020.08

Ａ邸 新潟県西蒲原郡巻町 トイレ 0.5m3 1993.04  

Ｗ邸 新潟県中魚沼郡津南町 トイレ 0.5m3 1992.06  

エコミュージアムセンター 新潟県北魚沼郡入広瀬村 公衆トイレ 1.0m3 2000.09  他雑排水1.05m3

観察避難小屋 新潟県北魚沼郡入広瀬村 公衆トイレ 0.5m3 2000.09  

県立妙高ジャンプ台 新潟県 公衆トイレ 0.5m3 2000.10  

松之山町須山地区管理棟 新潟県東頸城郡松之山町 トイレ 0.75m3 2000.11  

魚連第5号高浜漁港 新潟県柏崎市 公衆トイレ 5.0m3 2001.02  他雑排水0.65m3

湯の平避難小屋(簡易水洗) 新潟県新発田市 山岳トイレ 1.25m3 2001.10  
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浅草岳登山ロトイレ 新潟県 公衆トイレ 1.25m3 2002.10  

正環第1-7号生活環境保全林整備事業 新潟県南魚沼郡 公衆トイレ 1.0m3 2000.07  

奥只見レクリエーション都市公園 新潟県北魚沼郡堀之内町 公衆トイレ 5.0m3 2003.04  他雑排水2.30m3

守門岳登山ロ公衆トイレ 新潟県 公衆トイレ 1.75m3 2003.09  

栃尾市スポーツレクリエーション公園 新潟県栃尾市 公衆トイレ 5.0m3 2004.春  

越前浜宅地造成 新潟県新潟市 トイレ 8.0m3/日 2016.11

石油天然ガス・金属鉱物資源機構 新潟県柏崎市 トイレ 0.5m3 2017.03

上堰潟公園第２駐車場トイレ処理施設新設工事 新潟県新潟市 トイレ 5.0m3 2018.03

当間高原リゾートゴルフ場茶屋 新潟県新潟市 トイレ 2.0m3 2018.05

中飯場公衆トイレ 石川県石川郡白峰村 公衆トイレ 5.75m3 1996.10  

白山セントラルロッジ 石川県石川郡白峰村 公衆トイレ 5.75m3 1998.10  

医王山県立公園 石川県 公衆トイレ 4.0m3 1999.06  

白山南竜ヶ馬場 石川県白山市 トイレ 1.8m3 2009.06

白山甚之助避難小屋 石川県白山市 公衆トイレ 6.0m3 2010.07

白山室堂宿舎 石川県白山市 トイレ 2.4m3 2011.06

白山南竜ヶ馬場野営場 石川県白山市 トイレ 3.0m3 2021.07

九頭竜ダム中半原公衆トイレ 福井県大野市 公衆トイレ 5.0m3 1992.10  

長谷川セカンドハウス 岐阜県瑞浪市 トイレ 0.5m3 1998.07  

富士見台避難小屋 岐阜県中津川市 公衆トイレ 1.75m3 1998.11  

赤かぶMAZEキャンプ場 岐阜県益田郡馬瀬村 公衆トイレ 2.5m3 1996.07  

Ｏ邸 岐阜県益田郡下呂町 トイレ 0.5m3 1994.05  

Ｈ邸 岐阜県益田郡下呂町 トイレ 0.5m3 1992.04
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恵那山山頂公衆トイレ 岐阜県中津川市 山岳トイレ 1.75m3 2001.10  

槍ヶ岳山荘便所(非水洗) 岐阜県吉城郡上宝村 山岳トイレ 6.5m3 2000.09  

白川郷展望台多目的トイレ 岐阜県大野郡白川村 公衆トイレ 4.0m3 2021.10  

朝霧アリーナ公衆トイレ 静岡県富士宮市 公衆トイレ 6.5m3 1998.12  

田貫湖ふれあい自然塾自然体験ハウス 静岡県 トイレ 5.5m3 2000.02  

田貫湖ふれあい自然塾自然体験ハウス(雑排水) 静岡県 雑排水処理 4.0m3 2000.02  

田貫湖ふれあい自然塾コテージ棟 静岡県 トイレ 6.0m3 2000.02  

田貫湖ふれあい自然塾コテージ棟(雑排水) 静岡県 雑排水処理 17.0m3 2000.02  

巣雲山公衆トイレ 静岡県田方郡中伊豆町 公衆トイレ 1.0m3 2001.06  他雑排水0.05m3

全国盲導犬総合育成センター 静岡県富士宮市 トイレ＋雑排水 14.2m3 2006.07

水辺の楽校 静岡県富士宮市 トイレ 3.5m3 2010.02

マルス農場 静岡県袋井市 養豚排水 6.0m3 2007.06

白糸自然公園 静岡県富士宮市 トイレ 3.0m3 2013.01

人穴浅間神社 静岡県富士宮市 トイレ 3.0m3 2012.12

不老公園 愛知県犬山市継鹿尾 公衆トイレ 5.75m3 1996.12  

木曽川犬山緑地公園 愛知県犬山市 公衆トイレ 5.75m3 2006.05

オートキャンプ場 三重県南牟婁郡紀和町 公衆トイレ 5.0m3 1998.03  

オートキャンプ場(雑排水) 三重県南牟婁郡紀和町 雑排水処理 5.0m3 1998.03  

オートキャンプ場(シャワー排水) 三重県南牟婁郡紀和町 雑排水処理 3.5m3 1998.03  

Ｙ邸 三重県阿山郡伊賀町 トイレ 0.5m3 1993.03  

青蓮寺ダム管理所 三重県名張市松崎町 トイレ 2.0m3 2004.02  処理水量2.00m3

川上ダム管理棟 三重県伊賀市 トイレ＋雑排水 8.0m3 2021.05
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川上ダム堤体建屋 三重県伊賀市 トイレ＋雑排水 1.0m3 2022.01

Ｍ邸 大阪府泉南市 トイレ 0.5m3 1993.09  

堺市エコフレンドリー 大阪府堺市 トイレ 0.4m3 2005.09

養父神社 兵庫県養父郡養父町 公衆トイレ 2.5m3 1990.09  

養父町かやの木公園 兵庫県養父郡養父町 公衆トイレ 4.0m3 1990.11  

小野森林公園 兵庫県小野市 公衆トイレ 4.0m3 2001.01  他雑排水0.55m3

散策道トイレ整備 兵庫県神崎郡大河内町 公衆トイレ 2002.11  

散策道トイレ整備(雑排水) 兵庫県神崎郡大河内町 雑排水処理 2.8m3 2002.11  

Ｇ邸 奈良県山辺郡山添村 トイレ 0.5m3 1993.10  

やまと蜂蜜排水処理施設 奈良県山辺郡山添村 前処理 2.5m3 2001.03  

観光公園 和歌山県日高郡美浜町 公衆トイレ 5.0m3 1992.03  

Ｙ邸 和歌山県日高郡日高町 トイレ 0.5m3 1992.04  

串本町和深地区 和歌山県東牟婁郡串本町 トイレ 1.0m3 2008.02

林業整備事業キャンプ場 鳥取市河内大吹 公衆トイレ 11.0m3 1997.07  他雑排水あり

三瀧周辺排水処理施設整備 鳥取県八頭郡川原町 公衆トイレ 8.0m3 1995.05  

JA米子展示場 鳥取県米子市二本木 トイレ 0.75m3 1993.03  

中海病院(雑排水) 鳥取県米子市彦名町 風呂・洗面 18.0m3 1991.12  1996撤去(下水道接続)

中海病院 鳥取県米子市彦名町 し尿トイレ 18.0m3 1991.12

中海病院(厨房雑排水) 鳥取県米子市彦名町 厨房雑排水 18.0m3 1991.12

赤崎町総合運動公園管理棟 鳥取県東伯郡赤崎町 トイレ 4.0m3 1992.12  

赤崎町総合運動公園野球場 鳥取県東伯郡赤崎町 トイレ 9.0m3 1992.12  

赤崎町総合運動公園テニス 鳥取県東伯郡赤崎町 公衆トイレ 1.0m3 1992.12  
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上中山農村公園 鳥取県西伯郡中山町 公衆トイレ 6.5m3 1995.11  

神田緑地利用簡易施設 鳥取県西伯郡名和町 公衆トイレ 1.5m3 1995.12  

名和町総合運動公園野球場 鳥取県西伯郡名和町 公衆トイレ 13.0m3 1993.01  

名和町総合運動公園テニス 鳥取県西伯郡名和町 公衆トイレ 0.5m3 1993.01  

大山まきばミルクの里 鳥取県西伯郡岸本町 公衆トイレ 25.0m3 1997.12  

大山まきばミルクの里(雑排水) 鳥取県西伯郡岸本町 厨房排水 62.0m3 1997.12  

ヨーグルトエ場排水処理 鳥取県西伯郡大山町 機械洗浄水 9.0m3 1997.11  

鳥取ロブスターツール㈱ 鳥取県西伯郡名和町 トイレ 2.0m3 1991.02  他雑排水あり

Ｉ邸 鳥取県西伯郡西伯町 トイレ 0.5m3 1989.06  

Ｏ邸 鳥取県西伯郡中山町 トイレ 0.5m3 1991.11  

金持神社 鳥取県日野郡日野町 公衆トイレ 2.5m3 1996.12  

大山日光力ントリークラブ 鳥取県日野郡溝ロ町 公衆トイレ 9.5m3 1993.08  

大山日光力ントリークラブ(雑排水) 鳥取県日野郡溝ロ町 厨房雑排水 1993.08  

大山日光力ントリー茶店 鳥取県日野郡溝ロ町 公衆トイレ 0.5m3 1993.08  

丸合根雨店 鳥取県日野郡日野町 トイレ 3.5m3 1992.11  

丸合成実店 鳥取県米子市成実 トイレ 3.5m3 1993.08  

つつじの里 鳥取県日野郡日野町 公衆トイレ 4.0m3 1995.02  

つつじの里 鳥取県日野郡日野町 公衆トイレ 1.75m3 1995.02  

Ｎ邸 鳥取県日野郡黒坂 トイレ 0.5m3 1993.09  

Ｍ別荘 鳥取県西伯郡大山町 トイレ+雑排水  

湖山池お花畑ゾーン 鳥取県鳥取市 公衆トイレ 5.0m3 1999.09  他雑排水あり

鳥取県畜産試験場 鳥取県東伯郡琴浦町 搾乳排水 2.0m3 2005.03
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川本牧場 鳥取県東伯郡琴浦町 搾乳排水 4.0m3 2005.03

サンライズ日吉津 鳥取県西伯郡日吉津村 合併浄化槽後 10.0m3 2006.06

光徳子供学園 鳥取県西伯郡大山町 トイレ 10.0m3 2009.01

戎屋化学工場 鳥取県西伯郡大山町 トイレ 6.0m3 2016.03

片木アルミニューム 鳥取県西伯郡大山町 トイレ 4.0m3 2018.12

野だたらと椿の里 島根県能義郡広瀬町 公衆トイレ 2.5m3 1993.04  

安蔵寺登山ロ周辺滞在施設 島根県鹿足郡六日市町 公衆トイレ 1.5m3 1994.03  

史跡冨田城跡 島根県能義郡広瀬町 公衆トイレ 2.5m3 1994.12  

美保関五本松公園 島根県八束郡美保関町 公衆トイレ 1.25m3 1995.05  

なつめの里 島根県鹿足郡六日市町 公衆トイレ 1.5m3 1995.03  

安蔵寺山こぎの郷整備事業 島根県鹿足郡六日市町 トイレ 1.0m3 1995.10  

ノァ企画 島根県邑智郡羽須美村 トイレ 0.5m3 1994.08  

ウサギ森林公園オートキャンプ 島根県簸川郡大社町 公衆トイレ 6.5m3 1998.03  

ウサギ森林公園オートキャンプ(雑排水) 島根県簸川郡大社町 雑排水処理 6.5m3 1998.03  

ウサギ森林公園オートキャンプ(シャワー排水) 島根県簸川郡大社町 シャワー 7.6m3 1998.03  

Ｇ邸 島根県大田市 合併処理 0.5m3 1998.12  

土田海水浴場 島根県益田市 公衆トイレ 3.5m3 1999.05  

焼火神社 島根県隠岐郡西之島町 トイレ 1.0m3 1996.03  

中国自然歩道公衆トイレ 島根県鹿島郡日原町 公衆トイレ 1.75m3 2002.03  

土田漁港海岸環境整備事業汚水処理施設 島根県 公衆トイレ 3.5m3 2002.03  

Ｍ邸 島根県飯石郡掛合町 トイレ 1.0m3 2000.09  

Ｕ邸 島根県仁多郡仁多町 トイレ 0.5m3 2001.12  
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吾妻山公衆トイレ 島根県仁多郡 公衆トイレ 5.0m3 2002.06  

比婆道後国定公園公衆トイレ 島根県 公衆トイレ 5.0m3 2002.09  

Ｉ邸し尿処理施設 島根県出雲市 トイレ 1.0m3 2007.02

勝山町総合運動公園 岡山県真庭郡勝山町 公衆トイレ 18.4m3 1998.03  

勝山町総合運動公園(雑排水) 岡山県真庭郡勝山町 雑排水処理 6.2m3 1998.03  

勝山町総合運動公園(シャワー排水) 岡山県真庭郡勝山町 シャワー 3.8m3 1998.03  

白清社保養施設 岡山県真庭郡川上町 公衆トイレ 1.5m3 1992.08  

赤木歳通邸 岡山県岡山市升田 トイレ 0.5m3 1994.05  

美しい森キャンプ場 岡山県新見市 トイレ 1.75m3 1998.03  

美しい森キャンプ場（雑排水） 岡山県新見市 雑排水処理 1998.03

蒜山国民休暇村 岡山県真庭郡川上村 トイレ 2.0m3 1992.08  

谷ロ商会事務所 岡山県岡山市 腐敗槽 3.75m3 2001.02  

林原自然博物館 岡山県玉野市 公衆トイレ 4.0m3 2001.07  

林原自然博物館(雑排水) 岡山県玉野市 雑排水処理 1.5m3 2001.07  

林原類人猿センター 岡山県玉野市 トイレ 1.3m3 2008.01 雑排水3.0m3

のとろ原キャンプ場 岡山県苫田郡鏡野町 トイレ 3.75m3 2016.12

福山ファミリーパーク(A) 広島県福山市熊野町 公衆トイレ 5.0m3 1994.02  

福山ファミリーパーク(B) 広島県福山市熊野町 公衆トイレ 5.0m3 1994.02  

湧永満之記念公園 広島県高田郡甲田町 公衆トイレ 10.0m3 1996.03  

竜王島自然冒険村 広島県豊田郡安芸津町 公衆トイレ 45m3 1997.04  

竜王島自然冒険村 広島県豊田郡安芸津町 雑排水処理 6.5m3 1997.04  

県央の森キャンプ場 広島県賀茂郡福富町 トイレ 3.0m3 1998.  
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県央の森キャンプ場 広島県賀茂郡福富町 雑排水処理 3.4m3 1998.  

湧永製薬庭園 広島県高田郡甲田町 公衆トイレ 0.75m3 1997.12  

雲月山公衆トイレ 広島県 公衆トイレ 2.5m3 1999.12  

(有)南山ポートリー 広島県双三郡三和町 合併後処理 2000.07  

仙養ヶ原アトリエソニン 広島県神石郡油木町 合併 2.0m3 1999.04  

仙養ヶ原芸術体験交流施設 広島県神石郡油木町 公衆トイレ 2000.03  

広島デジタルテレビジョン放送局 広島県 トイレ 1.0m3 2005.12

Ｉ邸 広島県山県郡安芸太田町 生活排水 1.0m3 2006.08

岐波海浜センター海水浴場 山ロ県宇部市 公衆トイレ 12.0m3 1996.06  

岐波海浜センター木炭処理(シャワー排水) 山ロ県宇部市 シャワー 5.0m3 1996.06  

高嶺園 山ロ県宇部市 トイレ 1.25m3 1998.03  

高嶺園 山ロ県宇部市 雑排水処理 1.5m3 1998.03  

Ｏ邸 山ロ県宇部市 トイレ 0.5m3 1992.06  

防府市民農園 山ロ県防府市 公衆トイレ 4.0m3 1999.03  

真長田定住センター 山ロ県美弥郡美東町 公衆トイレ 2.5m3 1994.10  

真長田定住センター(雑排水) 山ロ県美弥郡美東町 厨房排水 1994.10  

秋吉台オートキャンプ場(雑排水) 山ロ県美弥郡美東町 雑排水処理 1993.03  

秋吉台オートキャンプ場(A) 山ロ県美弥郡美東町 公衆トイレ 5.0m3 1994.03  

秋吉台オートキャンプ場(洗濯・シャワー排水) 山ロ県美弥郡美東町 木炭処理 5.0m3 1994.03  

瀬越パークロード 山ロ県阿武郡田万川町 公衆トイレ 1.75m3 1994.03  

長門さくらの里 山ロ県長門市 公衆トイレ 5.0m3 1993.05  

㈱コトブキ屋 山ロ県長門市 トイレ 0.5m3 1998.04  
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角島灯台公園 山ロ県豊浦郡豊北町 公衆トイレ 5.0m3 1994.03  

リフレッシュパーク豊浦 山ロ県豊浦郡豊浦町 公衆トイレ 4.0m3 1995.03  

リフレッシュパーク豊浦 山ロ県豊浦郡豊浦町 公衆トイレ 6.5m3 1995.03  

田部川河川公園 山ロ県豊浦郡菊川町 公衆トイレ 5.0m3 1995.10  

川尻岬キャンプ場 山ロ県大津郡油谷町 公衆トイレ 3.5m3 1995.03  

川東小学校汚水処理施設 山ロ県美称市 トイレ 0.75m3 1995.03  

桜山総合公園キャンプ場1 山ロ県美称市 公衆トイレ 1.5m3 1996.03  

桜山総合公園キャンプ場2 山ロ県美称市 公衆トイレ 1.0m3 1997.03  

桜山総合公園駐車場 山ロ県美称市 公衆トイレ 4.0m3 1997.03  

石山公園公衆トイレ 山ロ県厚狭郡山陽町 公衆トイレ 1.0m3 1996.12  

石山公園公衆トイレ 山ロ県厚狭郡山陽町 公衆トイレ 0.5m3 1996.12  

Ａ邸 山ロ県山ロ市仁保 トイレ 0.5m3 1995.12  

宇部輸送鉄道(株)特大車整備工場 山ロ県宇部市 トイレ 0.5m3 1996.08  

Ｋ邸 山ロ県宇部市 トイレ 0.5m3 1996.07  

Ｉ邸 山ロ県佐渡郡徳地町 トイレ 0.5m3 1998.09  

木屋川河川公園 山ロ県下関市 公衆トイレ 3.0m3 1999.05  

粟野川河川公園 山ロ県豊浦郡豊北町 公衆トイレ 3.0m3 1999.05  

神田川員光河川公園 山ロ県 公衆トイレ 3.0m3 2000.01  

油谷港海岸 山ロ県豊浦郡豊北町 公衆トイレ 20.0m3 2000.08  

油谷港海岸(雑排水) 山ロ県豊浦郡豊北町 雑排水処理 2000.08  

新平ヶ原公園公衆トイレ 山ロ県 公衆トイレ 4.0m3 2001.01  

木谷公園 山ロ県 公衆トイレ 3.25m3 2002.03  
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大板山たたら製鉄遺跡 山口県 トイレ 1.4m3 2016.11

笠山山頂展望台 山口県萩市椿東 トイレ＋雑排水 0.5m3 2021.03

香川用水取水工操作棟 香川県 トイレ 1.6m3 2005.07

香川用水調整池揚水機場 香川県三豊郡山本町 トイレ 1.0m3 2007.02

香川用水調整用施設 香川県三豊市 トイレ 1.0m3 2009.03

四国横断自動車松茂ＰＡ 徳島県板野郡松茂町 トイレ 4.6m3 2014.09 上下線共

川内ポケットパーク 愛媛県温泉郡川内町 公衆トイレ 2.5m3 1995.03  

川内町南方東公園 愛媛県温泉郡川内町 公衆トイレ 1.75m3 1991.01  

川内町ふるさとの森管理棟 愛媛県温泉郡川内町 トイレ 5.0m3 1991.  

川内町森ナンキンハゼの道 愛媛県温泉郡川内町 公衆トイレ 2.5m3 1991.02  

川内町コデマリの道 愛媛県温泉郡川内町 公衆トイレ 2.5m3 1991.02  

川内町西武児童公園 愛媛県温泉郡川内町 公衆トイレ 1.75m3 1991.02  

川内公園 愛媛県温泉郡川内町 公衆トイレ 2.5m3 1995.03  

唐岬の公園 愛媛県温泉郡川内町 公衆トイレ 1.75m3 1995.12  

篠山森林公園 愛媛県南宇和郡一本松町 公衆トイレ 6.0m3 1996.03  

篠山森林公園 愛媛県南宇和郡一本松町 公衆トイレ 4.0m3 1995.03  

下林八幡公園 愛媛県温泉郡重信町 公衆トイレ 1.75m3 1995.03  

西岡児童遊園地 愛媛県温泉郡重信町 公衆トイレ 1.75m3 1995.03  

新宮塩塚 愛媛県宇摩郡新宮村 公衆トイレ 2.5m3 1993.07  

フクヨー 愛媛県新居浜市萩生 トイレ 2.5m3 1993.05  

積善村 愛媛県越智郡岩城村 公衆トイレ 2.5m3 1995.02  

龍王公園お花見広場公衆トイレ 愛媛県喜多郡五十崎町 公衆トイレ 3.5m3 1996.02  
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白猪谷公園 愛媛県温泉郡川内町 公衆トイレ 2000.08  他雑排水あり

神南山ふるさとの森公園公衆トイレ 愛媛県喜多郡五十崎町 公衆トイレ 2.5m3×2 2001.03  

泉谷水車小屋 愛媛県喜多郡内子町 公衆トイレ 1.0m3 2006.04

上林公園水の元トイレ 愛媛県東温市 公衆トイレ 2.0m3 2007.07

西南大規模公園 高知県幡多郡佐賀町 公衆トイレ 1.75m3 1990.12  

西南大規模公園 高知県幡多郡佐賀町 公衆トイレ 2.5m3 1990.12  

あしずり港 高知県土佐清水市 公衆トイレ 5.0m3 1991.10  

大月町一切公園 高知県幡多郡大月町 公衆トイレ 2.5m3 1992.03  

Ｋ邸 高知県香美郡野市町 トイレ 0.5m3 1989.05  

土佐の道つくり広場 高知県南国市 公衆トイレ 6.5m3 1992.03  

佐賀町ポケットパーク 高知県幡多郡佐賀町 公衆トイレ 2.5m3 1990.12  

大野見町学校給食センター(雑排水) 高知県幡多郡大野見村 雑排水処理 1.5m3 1991.03  

大正町老人福祉センター 高知県幡多郡大正町 トイレ 5.0m3 1990.03

大正町轟崎公園キャンプ場 高知県幡多郡大正町 公衆トイレ 6.0m3 1990.03  

四万十ふれあいホール 高知県幡多郡西土佐村 公衆トイレ 6.5m3 1990.03  他雑排水あり

西土佐力ヌー館 高知県幡多郡西土佐村 公衆トイレ 2.5m3 1991.03  他雑排水あり

中半場公衆トイレ 高知県幡多郡西土佐村 公衆トイレ 4.0m3 1991.03  

黒尊公衆トイレ 高知県幡多郡西土佐村 公衆トイレ 2.5m3 1999.03  

十和村立生活文化巴 高知県幡多郡十和村 トイレ 1.5m3 1990.03  

十和村学校給食センター 高知県幡多郡十和村 雑排水処理 10.0m3 1990.03  

安芸市内原野公園 高知県安芸市 雑排水処理 2.5m3 1991.03  

長岡農協 高知県南国市 トイレ 2.5m3 1991.03  
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男池の名水 大分県大分郡庄内町 公衆トイレ 5.0m3 1994.03  

高島海水浴場 大分県海部郡佐賀関町 公衆トイレ 2.5m3 1993.11  

小田の池園地 大分県大分郡湯布院町 公衆トイレ 3.0m3 1995.05  

Ｔ宅 大分県日田郡大山町 TSS合併 0.5m3 1997.12  

Ｗ邸 大分県大野郡緒方町 トイレ 0.5m3 1999.03  

大山ダム 大分県日田市 トイレ 2.5m3 2012.03

Ｔ社九州工場 福岡県京都郡苅田町 トイレ 4.0m3 2010.08

東九州自動車道行橋ＩＣ 福岡県行橋市 トイレ 3.0m3 2014.03

小石原川ダム管理棟新築工事 福岡県朝倉市 トイレ 7.5m3 2018.11

加瀬川総地区護岸工事 熊本県上益城郡嘉島町 トイレ 0.25m3 2003.02  

三角港単県港湾調査委託 熊本県宇城市三住町 公衆トイレ 4.0m3 2006.02

西日本原種豚場 熊本県 養豚排水 20.0m3 2007.05

門川町キャンプ場 宮崎県門川町 公衆トイレ 1.75m3 1998.03  

ふれあい多目的広場運動場 宮崎県東臼杵郡門川町 公衆トイレ 2.5m3 2000.02  他雑排水あり

硫黄谷休憩所整備工事 宮崎県 公衆トイレ 1.5m3 2002.04  

自然休養林加江田野営場 宮崎県 公衆トイレ 2.5m3 2003.01  

屋久島湯の川ゲストハウス 鹿児島県熊毛郡上屋久町 公衆トイレ 0.5m3 1997.03  

一湊地区消防詰所 鹿児島県熊毛郡上屋久町 トイレ 0.5m3 1998.05  

Ｙ邸 鹿児島県熊毛郡上屋久町 トイレ 0.5m3 1998.03  

永田水辺公園 鹿児島県熊毛郡上屋久町 公衆トイレ 0.5m3 1999.02  

上屋久町公園トイレ 鹿児島県熊毛郡上屋久町 公衆トイレ 2.0m3 2002.05  

与論島某工場 鹿児島県大島郡与論町 トイレ 7.4m3 2018.02
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与論島某宿泊施設 鹿児島県大島郡与論町 生活排水 3.6m3 2021.02

アメリ力合衆国ハワイ州 トイレ 3.5m3 1999.03  

セントニコラス校 ソロモン諸島ホニアラ市 トイレ 2.0m3 2014.07

マタニコサイト ソロモン諸島ホニアラ市 トイレ 2.0m3 2014.07

ギトルニ公衆トイレ インド　デリー トイレ 1.0m3 2017.09

バラナシ公衆トイレ インド　バラナシ トイレ 4.0m3 2019.04

シュリラム大学 インド　ムザファルナガル 生活排水 8.0m3 2020.02
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