
　＜ビッグサン防水材　実績表  Ｈ１６．０１～Ｈ２１．１２＞
自治体様向け

年月日 工事名称（現場名） 建設会社名 工法 施　工　箇　所 都道府県

H15.01 防府南(13)補給倉庫 藤本工業㈱ GRG ピット 山口県

H15.01 沖縄国際大学・講堂兼体育館 ㈱大城組 GRG 地下外壁 沖縄県

H15.02 岩国飛行場(13)工場(929) 森本・村岡ＪＶ GRG 消火水槽 山口県

H15.02 旭消防署 美馬建設㈱ GA-2 防火水槽 大阪府

H15.03 北部国道庁舎 ㈱阿波根組 GRG 雨水槽　消火水槽 沖縄県

H15.03 滋賀県赤十字血液センター ㈱岩佐建築設計事務所 GA-2 消火水槽 滋賀県

H15.03 鶴が台小学校 ㈱富士建設 GRG 消火水槽 神奈川県

H15.03 １４鹿上水（高度）浄水第４号 ㈱三洋産業 UGA-A 活性炭吸着池 茨城県

H15.03 (仮称)今市市消防本部庁舎 東武建設㈱ GA-2 外壁･ピット 栃木県

H15.04 豊島廃棄物等対策事業中間処理施設 クボタ・西松・合田JV GRG・GR-C RC各水槽内 香川県

H15.04 水産海洋技術センター(仮称)養殖技術開発棟 山陽建設㈱ GRG 消火水槽沈殿槽 広島県

H15.07 上天草・宇城八代浄水場 西松・日動JV GRG 地下外壁 熊本県

H15.07 大井処理場 大林ＪＶ GRG 各水槽 大阪府

H15.07 新東京国際空港整備地区 池田・佐藤秀経常JV GRG ピット内･消火水槽 千葉県

H15.08 伊丹市立南中学校ＥＶ設置工事 ㈱大重工務店 GA-2 ＥＶピット 兵庫県

H15.08 都営住宅１３Ｈ-１０９南(大谷石川) 角田建設工業㈱ GA-2 ＥＶピット 東京都

H15.09 川辺小学校昇降機棟増築工事 楠建設工業㈱ GA-2 ＥＶピット 大阪府

H15.09 宮崎市営住宅自由ヶ丘団地 ㈲大川建設 GA-2 ＥＶピット 宮崎県

H15.09 伊丹市立伊丹小学校 ㈱シモエ工務店 GR ＥＶピット内 兵庫県

H15.10 東京農工大学小金井団地総合研究棟(Ｂ) 銭高･田中JV GA-2 ピット壁 東京都

H15.10 県営住宅（鴨島呉郷団地９号棟） ㈱川田組 GRG ＥＶピット　地下ピット 徳島県

H15.11 榛名町立第六小学校 ㈱研屋北関東(営) GRG 消火水槽 群馬県

H15.11 東京入国管理局第二分庁舎(仮称) 鴻池・五洋JV GA-2・GRG 浄化槽･汚水槽･防火水槽 茨城県

H15.11 東京入国管理局第二分庁舎(仮称) 大成設備㈱ GR 壁･床 茨城県

H15.11 信更町下平防火水槽 ㈱ヨシオカ GRG 防火水槽･床･壁 長野県

H15.11 京都大学百周年時計台記念館 清水・大林・鹿島JV GRG 汚水槽　消火水槽　雑排水槽他 京都府

H15.11 京田辺市消防署北部出張所 ㈱山城建設 GRG 受水槽 京都府

H15.11 泉佐野水産加工センター 共立建設㈱ GA-2 消火水槽 大阪府

H15.11 (仮称)弓の木住宅３号棟 ヤシロ・レンゴー・谷ＪＶ GRG ＥＶピット 兵庫県

H15.11 京都市立新設養護学校 公成・ミラノＪＶ GRG ＥＶピット　消火水槽 京都府

H15.12 沖縄工業高専屋内運動場 ㈱東恩納組 GR-J パラシングタンク 沖縄県

H15.12 (仮称)吹田市立千里山・佐井寺図書館 前田建設工業㈱ GRG ＥＶピット　消火水槽　雨水貯留槽 大阪府

H15.12 安芸市屋上総合運動場野球場 小松建設㈱ GRG 地下外壁 高知県

H16.01 楢葉町庁舎渡り廊下漏水補修 (合)諸橋建設工業 RA-4 屋根 福島県

H16.01 県立前橋東高等学校特別教室棟他改修建築工事 池下工業㈱ RB-5・6 ベランダ・内部 群馬県

H16.01 京都市久世市営住宅整備工事ただし、３棟･７棟屋上その他改修工事 ㈱岡本工務店 RB-6 屋上　パラペット 京都府

H16.01 加賀市立湖北小学校機械室屋根防水工事 七尾建設㈱ RA-4 機械室屋根 石川県

H16.01 広島国際大学呉キャンパス２号館新築工事（建築の部） 鹿島･増岡JV RA-4 笠木　ハト小屋 広島県

H16.01 平成１４年度 西ケ峰地区簡易水道施設 ㈱初島組 GRG 配水池 和歌山県

H16.01 文部科学省 大臣官房文教施設部 福岡工事事務所 國場･東･神元JV GA-2 受水槽 沖縄県

H16.01 広島国際大学呉キャンパス３号館 鹿島･増岡JV GA-2 地下防火水槽　ＥＶピット 広島県



年月日 工事名称（現場名） 建設会社名 工法 施　工　箇　所 都道府県

H16.02 山梨大学(武田１)総合研究棟・放送大学山梨学習センター新営その他工事 ﾌｼﾞﾀ・三井建設工業JV RA-4 笠木･屋上パラペット 山梨県

H16.02 市民福祉会館改修工事（外壁改修工事） 関西住建㈱ RB-6 階段　笠木　面台 広島県

H16.02 公団滋賀開発事務所屋上防水工事 日本総合住生活㈱ RB-6 屋上 滋賀県

H16.02 豊田市中消防署東分署ほか１出張所耐震補強改修工事 ホマレ建設工業㈱ RA-4 トイレ バルコニー 愛知県

H16.02 建（教）第２号の２今治工業高校特別第７教棟耐震・大規模改修工事 吉田建設㈱ RA-4・RB-6 外壁　庇　階段 愛媛県

H16.02 湖東保健センター新築工事 ㈱丸平建設 RA-4 庇 滋賀県

H16.02 八幡南高校大規模改築第３期（図書館）工事 ㈱笹井組 RB-5 廊下 福岡県

H16.02 神戸学院女子短期大学仮設体育館建築工事 戸田建設㈱ RA-3 シャワールーム 兵庫県

H16.02 福泉中央小学校給食調理場改築外工事 ㈱峯工務店 RB-5 庇 大阪府

H16.02 平成１４年度公営住宅津屋本町第２団地新築工事 千早建設㈱ RA-4 排水溝 福岡県

H16.02 境原小学校校舎増築工事 ㈱菱丸商会 RA-3・RB-5 室内　外部ベランダ 和歌山県

H16.02 桑名庁舎機械室屋上防水補修工事 大勢メンテナンス　宮崎工務店 RB-6 屋上 三重県

H16.02 京都市　田中宮市営住宅　整備工事 ㈲平野建設 RB-6 庇　手摺壁　笠木 京都府

H16.02 県立境港総合技術高等学校教室･海洋･福祉棟新築工事 竹田組･竹田工務店JV RA-4 庇　パラペット 鳥取県

H16.02 世田谷区立烏山中学校 大明・立石・中秀ＪＶ GA-2 雨水周水槽・消火水槽他 東京都

H16.02 野上町総合福祉センター ㈱大林組 GA-2 ＥＶピット 和歌山県

H16.02 湖東保健センター ㈱丸平建設 GRG 地下外壁 滋賀県

H16.02 大阪教育大学附属池田小学校 戸田･池田ＪＶ GRG 雨水貯留槽 大阪府

H16.02 （仮称）新工業高校 大林･前田･神鋼興産･山田ＪＶ GR・GRG 各棟ピット 兵庫県

H16.03 都立多摩スポーツ会館(１５)改修工事 ㈱荒野工務店 RB-5 トイレ 東京都

H16.03 県立境港総合技術高等学校教室･海洋･福祉棟新築工事 大松建設㈱ RA-4 ベランダ　庇 鳥取県

H16.03 龍神村総合交流拠点施設整備建築工事 西松建設㈱ RA-3・RB-5 ベランダ　厨房 和歌山県

H16.03 平成１４年度公営住宅津屋本町第２団地新築工事 千早建設㈱ RA-4 排水溝 福岡県

H16.03 京都市三条市営住宅整備工事 ㈲松田建設 RB-6 庇　手摺壁　溝 京都府

H16.03 市営成井住宅Ａ棟外壁改修工事 平原建設㈱ RA-4 ベランダ　庇 広島県

H16.03 府営住宅小栗栖西団地１９号棟屋上防水改修工事 オオニシコウト㈱ RA-4 庇 京都府

H16.03 豊後高田市立総合幼稚園新築工事（建築主体工事） ㈱都建設 RB-6 機械棟屋根 大分県

H16.03 日南町立山上小学校体育館外壁等改修工事 ㈱谷口組 RA-4・RB-6 庇　雨樋 鳥取県

H16.03 すずらん保育園新築工事 ㈱山崎建設 RA-3・4・RC-5 雨樋　ベランダ　テラス　便所 宮崎県

H16.03 大阪市交通局新庁舎建設に伴う建築工事 ㈱大林組 RA-3・4 側溝 大阪府

H16.03 永田台小学校 進建設㈱ GA-2 ＥＶピット 神奈川県

H16.03 １５行修第５１２号ろ過池 八生建設㈱ GA-2 ろ過池 埼玉県

H16.03 都営住宅１４Ｈ－１０４南(中野町) ㈱太刀川工務店 GA-2 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾋﾟｯﾄ 東京都

H16.03 中部北環境施設組合リサイクルプラザ ㈱クボタ GA-2 雨水槽 沖縄県

H16.03 大阪府北部広域防災拠点備蓄倉庫 ㈱エーユー GA-2 防火水槽 大阪府

H16.03 大阪赤十字病院 ㈱大林組 GRG ピット 大阪府

H16.03 大阪市交通局 ㈱大林組 GA-2 湧水槽　雨水制御水槽 大阪府

H16.04 兵庫県立教育研修所東宿泊棟防水改修工事 廣畑建設㈱ RA-4 屋上　パラペット 兵庫県

H16.04 森之宮第２団地６号棟（その２）外壁その他修繕工事 ㈱日之出工務店 RA-4 ベランダ 大阪府

H16.04 県営長寿園南高層住宅１号館トータルリモデル工事（１工区） ㈱NON RB-5 浴室 広島県

H16.04 住吉住宅（６号館）屋上整備工事 大山工業㈱ RB-6 庇　架台天端 大阪府

H16.04 大宝小学校増築工事 大和工商リース㈱ RA-3 手洗場床 滋賀県

H16.04 内浦地区防火水槽 福島建設㈱ GA-2 防火水槽 長崎県



年月日 工事名称（現場名） 建設会社名 工法 施　工　箇　所 都道府県

H16.04 下山地区防火水槽 ㈱江頭組 GA-2 防火水槽 長崎県

H16.04 大阪市交通局 大林・清水・三星・大本・榎並ＪＶ GR-C 雑排水槽　汚水槽 大阪府

H16.05 平成１５年度阿智中央公民館改修工事 原・阿智工務店JV RB-6 屋根 長野県

H16.05 大阪赤十字病院第１期後半工事（新本館）建築主体工事 ㈱大林組 RB-5 井水ろ過装置室ピット 大阪府

H16.05 和久野団地公営住宅第３期改築工事 敦賀協栄建築㈱・㈱石川工務店ＪＶ RA-3 サンルーム　バルコニー　梁 福井県

H16.05 大阪赤十字病院 ㈱大林組 GRG ピット 大阪府

H16.05 県立広島病院緩和ケア支援センター棟 ㈱フジタ GRG ＥＶピット 広島県

H16.06 今任小学校プール新築工事 藤本工務店㈱ RB-6 屋上 福岡県

H16.06 九州大学（元岡）理系図書館新営工事 銭高・北洋JV RB-6 屋根 福岡県

H16.06 大阪青凌中学校・高等学校図書館新築工事 清水建設㈱ RB-5 便所 大阪府

H16.06 所沢市民体育館 西部建設㈱ GA-2 雨水槽 埼玉県

H16.07 第１５－５２号白山第１住宅建設（建築）工事 ㈱本間組 RB-6 屋根・ﾊﾞﾙｺﾆｰ 新潟県

H16.07 県立前橋工業高等学校移転整備昇降口棟建築工事 三原工業㈱ RB-5 階段･エントランスホール 群馬県

H16.07 繁多川公営住宅建設工事（建築－３工区） 興建産業㈱ RB-5 便所 沖縄県

H16.07 上野小学校改築工事　管理棟・体育館棟 中川建設㈱ RA-3 建具廻り 福岡県

H16.07 初島中学校改築工事 ㈱初島組 RA-3・4 便所　配管取り出し口天端 和歌山県

H16.07 都営住宅１４－Ｈ１０３北（東京街道） 大春建設㈱ GA-2 ＥＶピット 東京都

H16.07 大阪府営茨木三島丘第3期中層住宅 弓岡建設㈱ GRG 受水槽 大阪府

H16.07 美保(14)庁舎 美保テクノス㈱ GRG 消火水槽 鳥取県

H16.07 初島中学校 ㈱初島組 GA-2 地下ピット 和歌山県

H16.08 新宿区立牛込第三中学校給食調理室外壁改修その他工事 塗吉建装㈱ RA-3 庇 東京都

H16.08 東桂小学校耐震補強・大改造工事 関山建設㈱ RA-4 庇･笠木 山梨県

H16.08 渕江第一小学校外装改修工事 ㈱渡喜建設 RA-4 階段･踊場 東京都

H16.08 陶公民館改築工事 大井建設㈱ RB-5 トイレ　バルコニー 岐阜県

H16.08 海田西小学校Ｂ棟外壁南面修繕工事 ㈱竹野内建設 RA-4 ベランダ床 広島県

H16.08 西部中学校　北舎北面東側外壁改修工事 新和建設㈱ RA-4 屋上庇　掃出面台 岐阜県

H16.08 交野市立倉治・長宝寺・旭小学校外壁改修工事 河本興業㈱ RA-4 庇　土間等 大阪府

H16.08 切目中学校校舎大規模改造工事 ㈱浅川組 RA-3 笠木　庇　便所 和歌山県

H16.09 衆議院第二議員会館屋上断熱改修工事 ㈱フジタ東京支店 RB-5 屋上 東京都

H16.09 郡山市立穂積小学校校舎外壁防水工事 日計産商㈱ RB-6 陸屋根 福島県

H16.09 江南中学校外装改修工事 ㈱浅野工業 RA-4 屋上笠木 東京都

H16.09 ひよどり台小学校外壁改修その他工事 ㈱大竹組 RB-6 体育館屋根 兵庫県

H16.09 繁多川公営住宅建設工事（建築・２工区） 國場組・新松・大満土建ＪＶ RB-5 浴室　便所 沖縄県

H16.09 岩城村立岩城中学校外壁等改修工事 五洋建設㈱ RA-4 庇 愛媛県

H16.09 京都市立桂徳小学校 ㈱井上建設 GA-2 ＥＶピット 京都府

H16.10 平成15年度事業福岡県公営住宅宅間田団地第3工区建築工事 ㈱中島組 RA-3 配管ピット 福岡県

H16.10 平成15年度事業福岡県公営住宅宅間田団地第4工区建築工事 八女カイセー㈱ RA-4 配管ピット 福岡県

H16.10 串本高校管理・特別棟耐震改修（1工区）工事 ㈱岡林組 RA-3 便所ピット内 和歌山県

H16.10 伊賀町立霊峰中学校大規模改造工事 太田建材㈱ RA-4 笠木天端　見付　庇 愛知県

H16.10 兵庫県立塚口病院低層棟屋上防水・通路改修工事 ㈱柄谷工務店 RA-4・RB-6 屋上　パラペット 兵庫県

H16.10 御所谷地区改良住宅Ⅲ期建築工事 ㈱廣畑組 RA-3 バルコニー　共用廊下　ＰＳ　玄関他 和歌山県

H16.10 倉敷市営名田団地屋上防水改修工事 ㈱中国一高商会 RA-4 庇 岡山県

H16.10 泉原東集会所 北和リフォーム RB-6 バルコニー 奈良県



年月日 工事名称（現場名） 建設会社名 工法 施　工　箇　所 都道府県

H16.10 新石川浄水場排泥池 ㈱豊神建設・崎原工建㈱ GRG 外壁 沖縄県

H16.10 市立藤井寺南小学校 原尾建設 GRG ＥＶピット 大阪府

H16.11 繁多川・真地・識名地区公民館・図書館(仮称)新築工事 南洋土建㈱他 RB-5 屋上階段部 沖縄県

H16.11 市営住宅入沢団地８号棟屋上防水改修工事 ㈱桑原総業 RB-6 屋上 群馬県

H16.11 大阪府営牧野北住宅第４期屋上防水層改修工事（第４工区） ㈲協伸工業 RB-6 ＥＸＰ．Ｊ 大阪府

H16.11 京都市立常盤野小学校庇（４ヶ所）修繕 ㈱清井設計工務 RB-6 庇 京都府

H16.11 京都市産業技術研究所繊維技術センター修繕工事 ㈱シティーコンダクト RB-6 ペントハウス屋上 京都府

H16.11 天理市庁舎屋上防水改修 RB-6 屋上 奈良県

H16.11 四日市市大瀬古新町整備事業（1期）新築工事 ㈱長谷工コーポレーション RB-6 屋上庇　エントランス屋根 三重県

H16.11 江府町防災・情報センター新築工事 大松建設㈱ RA-4 庇　庇立　庇排水溝　笠木 鳥取県

H16.11 鹿島中学校・竜山中学校各所防水改修その他工事 ㈱モア RA-4・RC-5 屋上 兵庫県

H16.11 林崎小学校校舎屋上改修工事 浜田工務店 RA-4 笠木天場 徳島県

H16.11 第二中学校校舎屋上改修工事 ㈱伊達工務店 RA-4 廊下部　笠木天場 徳島県

H16.11 串本警察署庁舎 ㈱小森組 GR ピット 和歌山県

H16.12 新川処理第１処理施設終沈給気塔塗装修繕工事 ㈱小林塗装 RB-6 屋根 北海道

H16.12 大正消防署便所その他改修工事 ㈱新和建設大阪支店 RA-3 便所 大阪府

H16.12 東海農政局土地改良技術事務所宿舎雨漏水修繕工事 名古屋営繕工事㈱ RA-4 ベランダ 愛知県

H16.12 東京工業大学事務棟 渡辺工業㈱ GRG 池 東京都

H16.12 多々良浄水場浄水処理施設 戸田・新井・才田JV UGA-A 粒状活性炭吸着池　オゾン接触槽 福岡県

H16.12 (仮称)姫路市埋蔵文化財センター 飛鳥・神崎ＪＶ GRG ピット 兵庫県

H17.01 平成１６年度朝倉小学校塔屋防水改修工事 ㈱丸藤工務店 RB-6 塔屋屋根 群馬県

H17.01 北公民館屋上防水改修工事 ㈱玉川工務店 RB-6 屋根 広島県

H17.01 広島県立広島皆実高等学校校舎（３４号棟）内部改修工事 森信建設㈱ RB-6 煙突天端 広島県

H17.01 京都市南部クリーンセンター整備工事 ㈱藤井組 RA-4 パラペット　庇 京都府

H17.01 京都市洛西東竹の里市営住宅修繕工事 ㈱ベイス RA-4 高架水槽架台　ハト小屋 京都府

H17.01 県営向東住宅3号館外壁改修工事 ㈱川一 RA-4 バルコニー　階段庇 広島県

H17.01 新都心(仮称)小学校校舎及び水泳プール新築工事 ㈱善太郎組・㈲永善建設ＪＶ RB-5 内部便所 沖縄県

H17.01 財部中学校体育館屋根防水補修工事 大峰建設㈲ RB-6 体育館屋根（パラペット） 鹿児島県

H17.01 伊都高校体育館屋根改修工事 堀内組 RA-4 笠木廻り 和歌山県

H17.01 横浜税関大黒埠頭コンテナ検査センター(仮称) 東洋建設㈱ GRG 埋め戻し壁 神奈川県

H17.01 平倉地区防火水槽 ㈱江頭組 GA-2 防火水槽 長崎県

H17.02 平成１６年度　水道庁舎改修工事 ㈱永井工務店 RB-6 バルコニー 群馬県

H17.02 勝北中学校屋内運動場改築工事 中国建設工業㈱ RB-6 庇　ポンプ室屋上 岡山県

H17.02 東部スラッジセンター濃縮棟 岩田・大林・田中他 GRG 濃縮タンク 北海道

H17.02 馬場山地区防火用水 中国建設工業㈱ GRG 防火用水 岡山県

H17.02 川西ポンプ室移転工事 戸田建設㈱ GRG 地下貯水槽 岡山県

H17.02 県営福島住宅１号館(仮称) 錦建設㈱ GR 地下ピット 広島県

H17.03 山形警察署留置場浴室改修工事(建築) 荻野建設㈱ RB-5 浴室 山形県

H17.03 東京消防庁西新井消防署本木出張所(H16)増築工事 郡リース㈱ RB-6 屋上 東京都

H17.03 京都大学（南部）総合研究棟の施設整備事業 清水建設㈱ RB-5 天端 京都府

H17.03 県営福島住宅北２号館外壁改修工事 大松建設工業㈱ RA-4 バルコニー 広島県

H17.03 御所浄水場１系後塩素注入井修繕工事 ㈱西本組 RB-6 1系後塩素注入井建屋　建屋床版 奈良県

H17.03 勝央調整池築造工事 RA-4＋EPC 調整池屋根 岡山県



年月日 工事名称（現場名） 建設会社名 工法 施　工　箇　所 都道府県

H17.03 岩田小学校屋内運動場建設「建築」工事 ㈱後工務店 RA-4・RB-6 軒先樋　玄関屋上 和歌山県

H17.03 新都心（仮称）小学校校舎及び水泳プール新築工事 ㈱沖創・㈲大光・㈲城正ＪＶ RB-5 室内トイレ 沖縄県

H17.03 京都市田中宮市営住宅整備工事 森口土建工業㈱ RB-6 庇・パラペット・手すり 京都府

H17.03 兵庫県立津名高等学校プール・部室棟建築工事 ㈱寺西工務店 RA-3・RB-5 便所　通路 兵庫県

H17.03 都営南砂三丁目アパート(８号棟) 栗本建設工業㈱ GA-2 エレベーターピット内 東京都

H17.03 京都大学（南部）総合研究棟 清水建設㈱ GRG ピット 京都府

H17.03 新石川浄水場排水池 大城・安岡・光南ＪＶ GRG 地下外壁 沖縄県

H17.03 岩国飛行場(14)滑走路 森本建設㈱ GRG ピット 山口県

H17.03 大阪大学（仮称）石橋学生交流棟 ㈱大林組 GA-2 消火水槽　ＥＶピット 大阪府

H17.03 外山水源地浄水池 ㈱野々川工務店 GRG 浄水池 愛知県

H17.03 阿志岐小学校屋外プール 入江建設㈱ GRG バランシングタンク 福岡県

H17.03 県営姫路白浜住宅 ㈱冨士土木興業 GRG 地中梁・ＥＶピット 兵庫県

H17.03 兵庫県立津名高等学校プール・部室棟 ㈱寺西工務店 GA-2・GRG 汚水槽・排水槽　外壁 兵庫県

H17.04 旭区勤労青年ホーム他２施設外壁改修その他工事 旭建設工業㈱ RB-6 面台　庇　基礎廻り　ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ 大阪府

H17.04 長谷団地公営住宅建設工事 高藤建設㈱ RA-4 排水溝 福岡県

H17.04 高山市立松倉中学校バルコニー防水改修工事 カネヨシ商事㈱ RB-6 バルコニー　床　ベランダ 岐阜県

H17.04 県営福島西住宅２号館外壁改修工事 ベル総合建設㈱ RA-4 ベランダ・小庇 広島県

H17.04 田ノ浦地区汚水処理施設 ㈱協和エクシオ GRG ばっき槽 和歌山県

H17.04 葛城市営住宅観音寺田団地 ㈱淺沼組 GRG 受水槽 奈良県

H17.05 栃木県庁本館一部曳家工事 西松･日豊･丸山JV RB-6 屋根端部 栃木県

H17.05 野辺地警察署庁舎新築工事 田中・紺野JV RA-3 配管ピット･ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾋﾟｯﾄ 青森県

H17.05 平成１６年度町立美和病院改修工事 瀧川建設㈱ RB-6 屋上　ペントハウス 山口県

H17.05 名東消防署燃料倉庫屋上防水改修工事 中京塗装㈱ RB-6 屋上・庇・笠木 愛知県

H17.05 野辺地警察署庁舎 田中・紺野ＪＶ GR 消火水槽 青森県

H17.06 玉東町立玉東中学校体育館改築工事 ㈱日動工務店 RA-3 笠木部 熊本県

H17.06 粕屋南部消防組合消防本部　何部消防署庁舎棟建設工事 ㈱竹中工務店 RA-3・4 窓台　庇・バルコニー・笠木 福岡県

H17.06 県営社梶原鉄筋住宅大規模改修２号棟建築工事 横山建設工業㈱ RA-4・RB-6 バルコニー　外部窓面台　小庇 兵庫県

H17.06 公下ポ１号　笠原川右岸ポンプ場調整池築造工事 ㈱吉川組 RC-5・RB-6 内部床　屋根庇 岐阜県

H17.06 横須賀米軍(１５)体育館 ㈱協和日成 GRG-A 蒸気マンホール 神奈川県

H17.06 （仮称）浪速区在宅サービスセンター 大林・三井住友・南海辰村JV GRG 汚水槽　雑排水槽 大阪府

H17.06 （仮称）浪速スポーツセンター 大林・三井住友・南海辰村JV GRG 汚水槽　雑排水槽 大阪府

H17.06 県営社梶原鉄筋住宅 横山建設工業㈱ GRG ＥＶピット 兵庫県

H17.07 市立道明寺小学校 原尾建設 GA-2 ＥＶピット 大阪府

H17.08 野洲市役所分庁舎雨漏（屋上機械室 他）修繕 ㈱サワヤマ RA-4 屋上パラペット 滋賀県

H17.08 鴨方町立六条院小学校改築及び大規模改修工事 ㈱フジタ RA-3 トイレ 岡山県

H17.08 宇野気公民館修繕工事 ㈱河北組 RB-6 屋上　ベランダ部分 石川県

H17.08 西小学校北舎南面ほか外壁改修工事 ㈱多和田組 RA-4 屋上庇　ＰＨ壁 岐阜県

H17.08 興文中学校北舎中央外壁改修ほか工事 新和建設㈱ RA-4 渡り廊下庇 岐阜県

H17.08 興文小学校南舎南面東側ほか外壁改修工事 三柏㈱ RA-4・RB-6 屋上笠木天端　バルコニー 岐阜県

H17.09 平成１７年度 吉岡町役場庁舎屋上改修及び防水補修工事 RB-6 屋上 群馬県

H17.09 足立区立渕江小学校外装改修工事 ㈱山陽工業 RA-4 屋上ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ 東京都

H17.09 六月中学校外装改修工事 綾部建設㈱ RA-4 屋上笠木 東京都

H17.09 真田山小学校外壁改修その他工事 ㈱エムビーダブル RA-4 パラペット　窓面台 大阪府



年月日 工事名称（現場名） 建設会社名 工法 施　工　箇　所 都道府県

H17.09 平成16年度事業福岡県公営住宅峰地団地第１工区建築工事 ㈱村坂工務店 RA-3 ユニットバス下 福岡県

H17.09 箕面浄水場膜ろ過棟 西田工業㈱ GR-J 洗浄排水槽　膜ろ過循環水槽 大阪府

H17.09 大国小学校 GR-J 受水槽 大阪府

H17.10 小田浦調整池建設工事 ㈱安部工業所 RA-4＋EPC １号　２号池屋根 広島県

H17.10 大屋地域局舎建築工事 福井・安井特別共同企業体 RA-3・RB-6 庇　便所　外部階段 兵庫県

H17.10 大阪府営貝塚三ツ松住宅第６期屋上防水層改修工事（第１工区） ㈱長田組 RB-6 屋上 大阪府

H17.10 大阪府営貝塚三ツ松住宅第６期屋上防水層改修工事（第２工区） 藤本建設㈱ RB-6 屋上 大阪府

H17.10 柳川市立矢ヶ部小学校営繕工事 ㈲友添建設 RB-6 ＰＨ　屋根 福岡県

H17.10 平成１７年度針摺東公民館 ㈱新栄建設 GA-2 外壁 福岡県

H17.10 千僧浄水場高度浄水施設 前田・三井住友ＪＶ UGA-A オゾン処理槽　活性炭処理槽他 兵庫県

H17.10 原田処理場３系Ｅ列水処理施設 ㈱大林組 GRG 流出水路　曝気水路 兵庫県

H17.11 業務隊（１６）元住吉特借宿舎改修建築その他工事 沼田工業㈱ RB-6 便所屋上取り合い部 神奈川県

H17.11 県立吉田高等学校管理・特別教室棟改築工事 富士急建設･ｺﾊﾞﾔｼ工業JV RA-3 便所 山梨県

H17.11 茶臼山配水池ＰＣ外面防水補修工事 清水建設工業㈱ RA-4＋EPC-T 配水池屋根 滋賀県

H17.11 保津川第３団地外壁等大規模修繕工事 日本総合住生活㈱ RA-3 ルーフバルコニー防水工事 京都府

H17.12 玉里小学校校舎屋根及び外壁改修工事 誠心工業㈱ RX 屋根（内樋） 岩手県

H17.12 尾上中学校建設事業校舎本体工事 田中建設㈱ RA-3 トイレ床面 青森県

H17.12 市営住宅入沢団地１号棟屋上防水改修工事 茂木建工㈲ RB-6 屋上 群馬県

H17.12 市営住宅入沢団地４号棟屋上防水改修工事 ㈱桑原総業 RB-6 屋上 群馬県

H17.12 唐津建工第２号　外町小学校大規模改造建築（1期）工事 松尾・創建JV RB-6 屋上モルタル笠木　庇　等 佐賀県

H17.12 大阪府営寝屋川泰住宅第１期屋上防水層改修工事 ㈱めるかあど総合サービス RB-6 パラペット　架台 大阪府

H17.12 熊取町営大原住宅建替工事（第１期） ㈱錢髙組 RA-4 天端 大阪府

H17.12 四日市市大瀬古新町整備事業（Ⅱ期）新築工事 ㈱長谷工コーポレーション RB-6 屋上庇　外部階段上 三重県

H17.12 豊田加茂清掃センター新不燃物処分場建設工事 アタカ工業㈱ RA-4 機械棟　円形庇 愛知県

H17.12 統合大屋小学校建設工事 東急・福井・三木JV RA-3・4・RB-5・6 便所　雨樋 兵庫県

H17.12 香芝市営住宅建設工事 村本・岡本JV RA-4 バルコニー　廊下溝・階段溝 奈良県

H17.12 尾上中学校 田中建設㈱ GRG ピット壁、床面 青森県

H18.01 酒田市公益研修センター多目的ホール(仮称)建設工事(外溝工事) 大場建設㈱ RA-4・RB-5 底面部･側溝部 山形県

H18.01 瑞浪市営住宅屋根防水改修工事 中部瀝青㈱ RA-4 庇部 岐阜県

H18.01 御所浄水場高区浄水池修繕工事 RB-6 屋上 奈良県

H18.01 広島県立広島商業高等学校本館棟改築工事 大之木・錦JV RB-6 梁天端　ハト小屋天端　基礎天端部 広島県

H18.01 大阪府立南大阪高等職業技術専門校（仮称）新築工事（第２工区） 大宮・大勝JV RB-6 屋根　笠木 大阪府

H18.01 東京税(大井地区)コンテナ検査センター(仮称) 東洋建設㈱ GRG 埋め戻し壁 東京都

H18.01 乙訓消防組合消防本部庁舎 ㈱大林組 GA-2 消火水槽　ＥＶピット 京都府

H18.01 岩国飛行場（１６）倉庫（２０５） ㈱大島組 GRG 消火ポンプピット 山口県

H18.02 清末配水場築造工事 ㈱コプロス RB-6 配水池屋根 山口県

H18.02 太地町健康福祉センター（仮称）新築工事 ㈱大林組 RA-4 プールサイド 和歌山県

H18.02 大阪府営貝塚森高層住宅（建て替え）新築工事（第１工区） ナカノフドー・南海辰村JV RA-4 庇上部 大阪府

H18.02 大阪商業大学校舎新築工事（１期工事） ㈱大林組 RA-3・RB-6 庇　パラペット天端　便所　渡り廊下 大阪府

H18.02 京都市辰巳市営住宅整備工事ただし、２棟屋上改修工事 ㈱興亜 RB-6 パラペット　各種基礎　受水槽屋上 京都府

H18.02 県立淡路盲聾学校耐震補強その他建築工事 ㈱新井組 RA-3・4 開放廊下溝 兵庫県

H18.02 県営熊野住宅５３号館外壁改修工事 後藤建設㈱ RA-4 小庇　面台　バルコニー 広島県

H18.02 太地町健康福祉センター（仮称） ㈱大林組 GRG 排水ポンプ槽 和歌山県



年月日 工事名称（現場名） 建設会社名 工法 施　工　箇　所 都道府県

H18.02 大阪府営貝塚森高層住宅 ナカノフドー・南海辰村JV GA-2 エレベーターピット内 大阪府

H18.03 平成１６年度事業　福岡県公営住宅有安団地第５工区築造工事 江藤工産㈱ RA-3 ユニットバス　下 福岡県

H18.03 市営今森住宅（第二工区）建築主体工事 株本・中村共同企業体 RA-3 廊下　ベランダ 兵庫県

H18.03 県営金石共同住宅外壁等改修工事（その２）（その３） 浦川建設㈱ RB-6 自転車小屋屋上 石川県

H18.03 御所浄水場　浄水池内面修繕工事（１号池、２号池） 丸山建設㈱ RB-6 建屋外部 奈良県

H18.03 大阪府立大学Ａ１０棟第２期屋根改修工事 ヤマト工業㈱ RA-4 庇 大阪府

H18.03 市営住宅旭ヶ丘第２団地（簡易２階）屋根防水改修工事 日興建設㈱ RA-4 北面及び南面庇部 岐阜県

H18.03 高松町営住宅外壁改修（３号棟）工事 ㈲大地工務店 RB-6 ベランダ　バルコニー 福岡県

H18.03 市営今森住宅（第二工区） 株本・中村JV GR 地下ピット　外壁 兵庫県

H18.03 平成１７年度鹿南西部地区簡易水道 ㈱松岡建設工業 GR-J 水槽 熊本県

H18.03 上の瀬地区防火水槽 福島建設㈱ GA-2 防火水槽 長崎県

H18.03 多以良地区防火水槽 ㈲村上建設工業 GA-2 防火水槽 長崎県

H18.03 白以田地区防火水槽 ㈱太陽建設 GA-2 防火水槽 長崎県

H18.04 上多度小学校特別教室棟１階屋根防水改修工事 久保寺商店 RA-4 パラペット 岐阜県

H18.04 木津加圧ポンプ場築造工事 三栄建設工業㈱ RA-4・RB-6 屋上　庇　他 京都府

H18.04 河内柏原公共職業安定所・外壁改修工事 ㈱國輝 RA-4 自転車置場 大阪府

H18.04 明石警察署朝霧町交番庁舎新築工事 ㈱山明建設 RA-4・RB-6 屋上　庇 兵庫県

H18.04 （仮称）大阪府市町村職員共済組合新会館建設工事 ㈱大林組 RA-3・RB-5・6 便所　　浴室 大阪府

H18.04 大津町新向山配水池築造工事 安部・大福・小畑ＪＶ RA-4＋EPC-T 屋根 島根県

H18.04 重池北住宅外壁改修工事 奥田鉄工建設㈱ RA-4 庇 兵庫県

H18.04 寝屋川流域下水道鴻池処理場脱水機設備工事 ㈲高橋興業 RA-4 室内 大阪府

H18.04 大阪府立大正高等学校 大阪屋 GRG ＥＶピット 大阪府

H18.04 （仮称）大阪府市町村職員共済組合新会館 ㈱大林組 GRG・GR-A 雑用排水槽　ＥＶピット　他 大阪府

H18.04 市営王子第二団地１２棟 ㈱タケシ工務店 GA-2 ＥＶピット 大阪府

H18.04 市営幸第二団地４１棟 ㈱タケシ工務店 GA-2 ＥＶピット 大阪府

H18.05 県立高砂南高等学校特別教室棟他屋上防水改修工事 ㈱モア RA-4 屋上笠木 兵庫県

H18.06 市営住宅旭ヶ丘第２団地（簡２）屋根防水改修工事 ㈲ノア RA-4 庇 岐阜県

H18.06 広川町津波防災教育センター(仮称)新築工事 戸田建設㈱ RA-4 パラペット　機械基礎架台　ハト小屋 和歌山県

H18.06 平成１７年度生建第１号妙高市文化ホール大規模改修建築工事 大林・保坂特定ＪＶ RB-6 パラペット 新潟県

H18.07 群馬県防災行政無線中継局舎改修工事 吾妻・万場中継局 佐田建設㈱ RA-4・RB-5 基礎天端･外部階段･架台天端 群馬県

H18.07 市営大安第一住宅防水改修工事 ㈱キタイセ RA-4・RB-6 屋根 愛知県

H18.07 東出雲町立意東小学校校舎大規模改造工事（建築） ㈱大前組 RA-4 ベランダ 島根県

H18.07 倉敷市羽島公民館改修工事 ㈱ＮＩＰＰＯコーポレーション RA-4 屋上　ベランダ 岡山県

H18.07 多治見警察職員アパートＢ棟浴室防水改修工事 ㈱水野工務店 RB-5 浴室 岐阜県

H18.07 大阪府営下新庄４丁目第１期住宅 利川組 GR-J 受水槽 大阪府

H18.07 余床町処分場廃水処理施設 西武・青木あすなろJV GR-C 汚泥槽　　脱塩水濃縮槽 愛知県

H18.08 宮城大学食産業学部実験棟改修工事 ㈱阿部和工務店 RB-6 床･側溝･機械台 宮城県

H18.08 平成１６年度事業福岡県公営住宅浜松団地建築工事 百田・前宮・西山JV RA-4・RB-6 バルコニー　溝　屋外階段　屋根 福岡県

H18.08 議事堂別館屋上防水工事 ㈲進和防水工業 RA-4 屋上立上り 島根県

H18.08 荒川中学校庇防水工事 オーロン物産㈱ RA-4 庇 和歌山県

H18.09 栗島小学校外装改修工事 ㈱似鳥工務店 RA-4 屋上･パラペット･笠木 東京都

H18.09 切目小学校大規模改造工事 大末建設㈱ RA-4 庇　笠木廻り 和歌山県

H18.09 岸和田市立久米田中学校改修工事 ㈲ダイサン建設 RA-4 外部　梁　天端 大阪府



年月日 工事名称（現場名） 建設会社名 工法 施　工　箇　所 都道府県

H18.09 東京大学駒場コミュニケーション・プラザ 鹿島建設㈱ GA-2･GR-D 雨水貯留槽･厨房排水処理槽 東京都

H18.09 中城ポンプ場 ㈱東洋土木工業 GRG 地下外壁 沖縄県

H18.10 平成１７年度事業　福岡県公営住宅宅間田団地第５工区建築工事 オオキタ建設㈱ RA-3 ユニットバス下 福岡県

H18.10 大阪府営岸和田治米住宅第２期屋上防水層改修工事（第３工区） ㈲ユウキ RB-6 アンテナ架台 大阪府

H18.10 県立社高等学校寄宿舎棟耐震補強その他建築工事 横山建設工業㈱ RA-4 庇　床　梁型天端 兵庫県

H18.10 市立大学１号館北側外壁改修工事 ㈱秀功建設 RA-4 １階部分 大阪府

H18.10 南消防署宇品出張所 錦建設㈱ GRG 水槽 広島県

H18.10 加賀市立湖北小学校 真柄建設㈱ GA-2 消火水槽 石川県

H18.11 遊佐町立高瀬小学校屋内体育館改築工事 大井・高橋JV RA-4 パラペット天端･庇廻り 山形県

H18.11 京都市洛西東竹の里市営住宅修繕工事 ㈱興亜 RA-4 高架水槽架台　ハト小屋　点検口廻り 京都府

H18.11 県立社高等学校寄宿舎棟耐震補強その他建築工事（部室１） 横山建設工業㈱ RA-4 庇　床　梁型天端 兵庫県

H18.11 県立広島国泰寺高校校舎（32号棟）耐震内部改修及びｱｽﾍﾞｽﾄ対策工事 錦建設㈱ RB-6 梁天端 広島県

H18.11 岩出小学校北校舎大規模改造工事 森・宮本特定建設工事企業体 RA-4 庇 和歌山県

H18.11 広島県遺族会館新築工事 福井建設㈱ RA-4 屋根　サッシ上部　パラペット 広島県

H18.11 広島女学院大学チャペル新築工事（仮称） 大之木建設㈱ RB-6 屋根 広島県

H18.11 平成１７年度事業福岡県公営住宅大坪団地第１工区建築工事 かねぜん・大岡JV RA-3 主体ユニットバス下 福岡県

H18.11 東脊振小学校移転改築建築本体工事 大林・松尾・野中JV RB-6 本体屋根　庇　基礎　庇 佐賀県

H18.11 総社広域環境施設組合（仮称）し尿処理施設 ㈱クボタ GA-2・GR 地下外壁　ＥＶピット 岡山県

H18.11 平成１８年度堂の間地区防火水槽 ㈱西本組 GRG 防火水槽 大分県

H18.12 警察相談センター屋上防水工事 中正建設㈱ RB-6 北ペントハウス屋上 福島県

H18.12 唐建建工第１号　外町小学校大規模改造建築（２期）工事 唐津土建・井手JV RB-6 モルタル笠木等 佐賀県

H18.12 京都市向島市営住宅修繕工事 ㈱勝本建設 RA-4 パラペット　溝　架台 京都府

H18.12 郷原中学校 福井建設㈱ GRG 防火水槽 広島県

H19.01 市営大安第一住宅防水改修工事(その２) ㈱キタイセ RA-4 RB-6 屋根 愛知県

H19.01 京都市洛西北福西市営住宅修繕工事 RA-4 笠木　溝　庇　他 京都府

H19.01 府営住宅田辺団地第２２号棟外壁改修工事 坂本建設㈱ RB-6 共用廊下　ベランダ笠木 京都府

H19.01 京都教育大学附属高等学校改修 辻寅建設㈱ RA-4 バルコニー 京都府

H19.01 府営住宅田辺団地第２０号棟外壁改修工事 ㈱克己建設 RB-6 手摺　笠木 京都府

H19.01 柳川市立藤吉小学校大規模改造工事 荻島・緒方ＪＶ RB-6 ベランダ　他 福岡県

H19.01 潮岬中学校校舎新増改築（建設）工事 ㈱小森組 RB-5･6 バルコニー　便所 和歌山県

H19.01 府立八尾翠翔高校エレベーター設置関連工事 (合資)鷹八建設 GRG ＥＶピット 大阪府

H19.01 総社広域環境施設組合（仮称）し尿処理施設 西松建設㈱ GA-2･GR 地下外壁 EVﾋﾟｯﾄ 岡山県

H19.01 平成１７年度ＲＡ－２棟建設工事 ㈱徳里産業 GRG 雨水ﾋﾟｯﾄ EVﾋﾟｯﾄ 沖縄県

H19.01 （仮称）広陵町新清掃施設建設工事 ㈱奥村組 GA-2 ﾌﾟﾗﾝﾄ水槽 防火水槽 他 奈良県

H19.01 広島市民病院増改築整備西棟改修 飛島･砂原･鴻治建設JV GA-2 ｵｲﾙﾀﾝｸ上端 広島県

H19.02 岐阜大学教育学部附属学校校舎等改修工事 大日本土木㈱ RA-4 小学校・中学校バルコニー 岐阜県

H19.02 京都市立下京中学校新築工事 西松建設㈱ RA-3 RB-5 配管ピット　他 京都府

H19.02 県営社梶原鉄筋住宅大規模改修 横山建設工業㈱ RA-4 RB-6 バルコニー　庇 兵庫県

H19.02 県営別所住宅５号館外壁改修工事 RA-4 ベランダ　庇 広島県

H19.02 広島県立広島国泰寺高等学校改修 錦建設㈱ RB-6 梁型 広島県

H19.02 千葉県立千葉盲学校昇降機棟建築その他工事 ㈱金正 GA-2 ＥＶピット 千葉県

H19.02 (仮称)衆議院赤坂議員宿舎新築工事 鹿島建設㈱ GA-2･GA-2+B 汚水槽･冷却水槽･消防用水槽 他 東京都

H19.03 （仮称）福島区役所新庁舎建設工事 淺沼・ハンシンＪＶ RB-6 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端　笠木　巾木　排水溝 大阪府
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H19.03 京大(由美浜)流域圏総合環境質研究センター ㈱アルファー建設 RA-4 排水溝 滋賀県

H19.03 東京大学(駒場Ⅰ)教養学部ﾛｯｶｰ棟新営その他工事 大和工商リース㈱ RA-3 基礎ピット内 東京都

H19.03 平成18年度県営住宅駒沢新町団地 松橋建設㈲ RB-5 浴室 長野県

H19.03 御所浄水場浄水池内面修繕工事（４号地） ㈱葛建設 RB-6 屋根　壁 奈良県

H19.03 大野配水池補修工事 大成建設㈱ RA-4 貯水タンク屋根 奈良県

H19.03 県営一宮北山鉄筋住宅 ㈱有馬商店 RB-6 ベランダ 兵庫県

H19.03 県立社高等学校寄宿舎棟耐震補強 横山建設工業㈱ RA-4 庇　床　梁型天端　立上り 兵庫県

H19.03 市立長尾小学校校舎改築外(建築)工事 清水建設㈱ RB-5 バルコニー 兵庫県

H19.03 造幣局圧印検査工場窓格子改修工事 鹿島道路㈱ RA-4 圧印・溶解工場ＥＶピット 広島県

H19.03 福岡県公営住宅峰地団地第３工区建築工事 ㈲宮本工務店 RA-3 ユニットバス下 福岡県

H19.03 福岡県公営住宅峰地団地第４工区建築工事 ㈲桑野組 RA-3 ユニットバス下 福岡県

H19.03 福岡県公営住宅愛宕団地第１工区建築工事 ㈱中村建設 RA-3･4 ユニットバス下　庇 福岡県

H19.03 町営住宅渋田第二団地ベランダ防水工事 ㈱見好建設 RA-4 ベランダ 和歌山県

H19.03 鹿屋市上野町一般職員宿舎改修工事 国基建設㈱ GRG 浴室床 鹿児島県

H19.03 滋賀医大附属病院（Ｄ病棟）新営その他工事 竹中･ﾌｼﾞﾀ･平和奥田JV GRG 防火・雑排水槽 滋賀県

H19.03 広島市民病院増改築整備西棟改修その他工事 飛島･砂原･鴻治JV GA-2 雑用水槽 広島県

H19.04 市営安中住宅１３号館外壁改修工事 ㈱和泉屋 RA-4 バルコニー防水 大阪府

H19.04 府営泉佐野佐野台第２期中層住宅建替工事 矢野建設㈱ RA-3 排水溝 大阪府

H19.04 （仮称）恵那市中央図書館新築工事 安藤建設㈱ RA-3 RB-5 便所　階段蹴込踊場 岐阜県

H19.04 太田市立藪塚本町小学校第２校舎改築建築工事 関東建設工業㈱ GRG 配管ピット 群馬県

H19.04 区営上井草１丁目アパート１１号棟昇降設置工事 大一建設㈱ GA-2 地下ピット 東京都

H19.05 市立福知山市民病院改築に伴う建築工事 大林･松村･西田･前田JV RA-3 １階犬走り 兵庫県
H19.05 県営松境・住吉団地移転建替及びｺﾐｭﾆﾃｨ防災ｾﾝﾀｰ整備事業 大場・菅原JV RA-4 庇・バルコニー 山形県

H19.06 消防局庁舎（西消防署併設）建設工事 清水建設㈱ RB-5 大阪府

H19.06 津山市一宮配水池築造工事（２期工事） 三井住友建設㈱ EPC-T+RA-4 ＰＣタンク屋上　 岡山県

H19.06 田辺市学校給食センター建築工事 東宝建設㈱ GRG 防火水槽 和歌山県

H19.07 府営住宅羽束師団地（３号棟）外壁改修工事 ㈱前田英工務店 RB-6 モルタル笠木 京都府

H19.07 府営住宅羽束師団地（４号棟）外壁改修工事 ㈱前田英工務店 RB-6 モルタル笠木 京都府

H19.07 都営多摩ニュータウン鹿島団地被災復旧工事 ㈱永井工務店 RA-4 バルコニー 東京都

H19.07 県営尼崎西川住宅建築工事 柄谷・宮崎ＪＶ RA-4 笠木、庇、ＥＶピット 兵庫県

H19.07 公営住宅屋形原団地新築工事 正京建設㈱ RA-4 階段室屋根 福岡県

H19.07 新潟市民病院移転新築工事 戸田･第一･田中･櫛谷･廣瀬･佐藤JV GR･GRG･GR-A･B 各水槽 新潟県

H19.08 市立所沢小学校北校舎大規模改造工事 大菊建設㈱ RX 屋上 埼玉県

H19.08 法務省登記情報ｾﾝﾀｰ書庫及び機械室前室改修 富士電機総設㈱ ACE 書庫及び機械室前室 千葉県

H19.08 郡山市立富田東小学校校舎外壁防水改修工事 ㈱グンスイ RB-6 庇 福島県

H19.08 酒田市立松山小学校防水改修修繕 ㈱茜谷商店 RA-4 パラペット・側溝・バルコニー 山形県

H19.08 新石川浄水場共同溝建設工事(その1) 福地･大協･世名城JV GRG 共同溝、外部壁面 沖縄県

H19.09 大垣市浄化ｾﾝﾀｰ放流ﾎﾟﾝﾌﾟ棟屋上防水改修工事 浅野木材㈱ RA-4 笠木天端 岐阜県

H19.09 府営桃山台一丁住宅ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 南海辰村建設㈱ GRG ＥＶピット 大阪府

H19.09 府営八尾緑ヶ丘住宅ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 南海辰村建設㈱ GRG ＥＶピット 大阪府

H19.09 府営三原台第一住宅ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 南海辰村建設㈱ GRG ＥＶピット 大阪府

H19.10 滋賀県警察学校本館建築工事 真柄建設㈱ RB-5 室外機置場　バルコニー 滋賀県

H19.10 久場川市営住宅第１期建替工事（建築・１工区） ㈱尚輪興建 GRG ＥＶピット 沖縄県



年月日 工事名称（現場名） 建設会社名 工法 施　工　箇　所 都道府県

H19.11 住吉区役所・区民ｾﾝﾀｰ・図書館・水道局SS建設工事 ㈱大林組 RA-3･4 RB-6 便所　配管ﾋﾟｯﾄ　屋上　庇　他 大阪府

H19.11 県立高砂高等学校耐震補強その他工事 三井住友･塩谷ＪＶ RB-5 便所 兵庫県

H19.11 (仮称)和佐配水池築造工事 清水建設㈱ RB-6 配水池屋上 和歌山県

H19.11 倉敷市立大高小・葦高小分離校管理棟建築工事 同和工営･清水土建JV GA-2 地下ピット 岡山県

H19.11 新石川浄水場共同溝建設工事(その2) 武国･清武･比嘉士JV GRG 共同溝外壁 沖縄県

H19.12 大阪府営桜塚住宅屋上防水層改修工事(第Ⅰ工区） (有)濱口工業 RA-4 RB-6 土間　立上り 大阪府

H19.12 京都市上花田ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ整備工事 ㈱ﾀﾅｶﾌﾄｼｴﾝｼﾞﾆｱ RA-4 屋上　庇　面台 京都府

H19.12 桜井浄水場洗浄槽築造工事 ㈱奥村組 RB-6 屋上 奈良県

H19.12 小金浄水場管理棟新築工事 福田･太陽JV GA-2 外壁、地下外壁 千葉県
H20.01 熊取町営大原住宅建替工事(第２期） 今勝建設㈱ RA-4 電気室屋上　点検口　ﾏﾝﾎｰﾙ廻り 大阪府

H20.01 高崎市総合卸売市場㈱中央棟屋根改修工事 冬木工業㈱ RB-6 ペントハウスの屋根 群馬県
H20.01 荒島調整池屋上他防水工事 (有)進和防水工業 RA-4 ＰＣ造ドーム 島根県

H20.01 福岡県公営住宅相田団地第２工区建築工事 江藤工産㈱ RA-3 ユニットバス下 福岡県

H20.01 福岡県公営住宅相田団地第1工区建築工事 春田・秀和ＪＶ RA-3 ユニットバス下 福岡県

H20.01 市営野芥三丁目北住宅新築工事 浅野工務店 RA-4 階段室屋根 福岡県

H20.02 倉敷市営中山団地11-3号棟外壁改修工事 ㈲せんごく RA-4 庇　面台　バルコニー　笠木 岡山県

H20.02 倉敷市営中山団地12-1号棟外壁改修工事 ㈲せんごく RA-4 庇　面台　バルコニー　笠木 岡山県

H20.02 那覇第２地方合同庁舎２号館 鹿島建設･飛島建設JV RA-4 パーゴラ　車寄せ 沖縄県

H20.02 京都市向島市営住宅修繕工事 ㈱山崎組 RA-4 モルタル笠木　溝　架台　他 京都府

H20.02 京都市洛西東竹の里市営住宅修繕工事 京都瀝青工業㈱ RA-4 鳩小屋　水槽架台 京都府

H20.02 京都市向島市営住宅修繕工事 ㈱山崎組 RA-4 モルタル笠木　溝　架台 京都府

H20.02 大津市歴史博物館展望台防水工事 RA-3 敷ブロックの下地防水 滋賀県

H20.02 滋賀医科大学臨床研究棟耐震改修その他工事 ㈱竹中工務店 RA-3 耐震ブレスと外壁取合 滋賀県

H20.02 御所浄水場　浄水池内面修繕工事（３号池） ㈱平正興業 RB-6 建屋 奈良県

H20.02 築前町立篠隈保育所(仮称)改築工事 ナガタ建設㈱ RA-4 庇 福岡県

H20.02 柳川市立藤吉小学校建設工事(改築工事) 荻島・中川ＪＶ RB-6 渡り廊下　屋根　他 福岡県

H20.02 柳川市立藤吉小学校校舎改築工事 冨士・田中俊ＪＶ RB-6 屋根 福岡県

H20.02 鶴岡警第１４号職員アパート新築工事 林建設工業㈱ RA-4 ベランダ 山形県
H20.02 日方小学校普通教室棟大規模改修(本体)工事 ㈱丸山組 RB-5 便所 和歌山県

H20.02 田辺第一小学校南校舎耐震補強及び改修工事 ㈱テンコーライフ RA-4 笠木　庇 和歌山県

H20.02 柏原市玉手浄水場更新工事 水道機工㈱ GR 地下外壁 大阪府

H20.02 県立誕生寺養護学校寄宿舎整備工事 浮田･鷲田JV GR 消火水槽 岡山県

H20.02 本庁舎北館 １･２階改修建築工事 一新建設㈱ GA-2 池 東京都

H20.02 (仮称)福山北警察署庁舎新築工事 三島産業㈱ GA-2 ＥＶピット 広島県

H20.02 公民館(高野口地区交流センター)新築工事 ㈱ﾊｳｽｱﾗﾒﾝﾄ GRG ＥＶピット 和歌山県
H20.03 豊丘ポンプ場改修工事 ㈱石黒組 RB-5･6 屋根　庇　ポーチ 愛知県

H20.03 枚方市火葬場新築工事(建築工事） 清水建設㈱ RB-5 便所 大阪府

H20.03 大阪府営村野住宅外壁吹替その他工事 (有)サンエヌテクノ RA-4 側溝　巾木 大阪府

H20.03 市立千里第三小学校屋内運動場耐震補強工事 ㈱河内土木 RA-4 パラペット 大阪府

H20.03 府営茨木安威住宅第1期屋上改修工事 ㈱エイ・アールセンター RB-6 ＴＶアンテナ架台 大阪府

H20.03 仲泊（19）宿舎等新設建築等工事 仲程土建㈱ RC-5 屋根 沖縄県

H20.03 京都拘置所共同室棟改修工事 RB-6 庇　梁　パラペット 京都府

H20.03 京都市庁舎整備工事ただし西庁舎外壁改修工事 上原工務店 RB-6 便所屋上 京都府



年月日 工事名称（現場名） 建設会社名 工法 施　工　箇　所 都道府県
H20.03 東出雲町立意東小学校講堂建設工事 ㈱大前組 RA-4 庇 島根県

H20.03 県営松江市淞北台団地10号棟屋上防水改修 (有)進和防水工業 RB-6 屋上 島根県

H20.03 区営上目黒四丁目ｱﾊﾟｰﾄ(1.2号棟)建築工事 ㈱富士信建設 RA-3 エレベーターピット内 東京都
H20.03 鳥取県厚生事業団特養老人ホーム建設工事 飛島･ｼﾞｭｰｹﾝJV RB-6 ポーチ床 鳥取県

H20.03 広島大学庄原教員宿舎屋根防水修繕工事 ㈱玉川工務店 RB-6 屋上 広島県

H20.03 みやま市立南小学校北棟屋根防水工事 大城建設 RA-4 笠木 福岡県

H20.03 福岡県公営住宅大浦団地第１工区建築工事 成定・浦野ＪＶ RA-3 ユニットバス下　車いす浴室 福岡県

H20.03 福岡県公営住宅大浦団地第２工区建築工事 (有)成田建設 RA-3 ユニットバス下　ＥＶピット 福岡県

H20.03 白浜町立西富田小学校本体建築工事 真柄建設㈱ RA-4 パラペット 和歌山県

H20.03 町立温泉病院ｽﾎﾟｰﾂ・温泉療法研究施設 那智建設㈱ RB-5 浴室 和歌山県

H20.03 警察学校（18）耐震設備改修工事 ㈱テクノ工業 GRG 汚水槽ピット 沖縄県

H20.03 東出雲町立意東小学校講堂建設工事 ㈱大前組 GRG 地下外壁 島根県

H20.03 三代浄水場管理棟建設(建築)工事 ㈱都間土建 GRG 地下外壁 島根県

H20.03 福岡県公営住宅相田団地第１工区建築工事 春田･秀和JV GR-J 受水槽 福岡県
H20.04 平和中学校バリアフリー化工事 日興建設㈱ RB-6 屋根屋上 岐阜県

H20.04 南ヶ丘中学校バリアフリー化工事 ㈱水野工務店 RB-6 屋根屋上 岐阜県

H20.04 京都市立嵯峨中学校地震補強工事 京和産業㈱ RB-6 ベランダ 京都府

H20.04 米本団地3-41号棟他2棟外壁修繕その他工事 日新工業㈱ RA-3 外壁打継部 千葉県
H20.04 南白浜小学校トイレ屋上防水工事 ＳＵＮ頼’Ｓ RB-6 屋上 和歌山県

H20.04 (仮称)第２清掃工場建設工事 ㈱大林組 GRG 消火水槽 EVﾋﾟｯﾄ 集水桝 大阪府

H20.04 大阪府民共済南部ビル新築工事 大林･クボタ･栗本JV GA-2･GRG 地下ピット 大阪府
H20.06 六尾低区配水池築造工事 オリエンタル白石㈱ RB-6 屋根 大阪府

H20.06 和田配水池築造工事 川田・中村JV RA-4 屋根 岡山県

H20.07 京都市楽只市営住宅修繕工事 ㈱日商建材 RA-4 廊下溝 京都府

H20.07 原団地Ｂ工区外壁修繕その他工事 ㈱梅の木建設 RA-4 バルコニー 福岡県

H20.07 府営出来島高層住宅(建替）新築工事（第１工区） 藤井･尚志JV GA-2 ＥＶピット 大阪府

H20.07 吹田市岸一地区公民館改築工事（建築工事） ㈱ﾘｰﾙｴｽﾃｰﾄ GA-2 EVﾋﾟｯﾄ 防火水槽 大阪府
H20.08 旭ヶ丘第２団地(簡二)屋根防水改修工事 安全防水工事㈱ RA-4 庇 岐阜県

H20.08 市立枚田小学校屋内運動場大規模改造工事 ㈱阿野建設 RA-3 RB-6 庇　便所 兵庫県

H20.08 府立槻の木高等学校ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置関連工事 平和住建㈱ GRG 地下外壁 大阪府
H20.09 長南中学校校舎屋上防水工事 (有)ﾄｰﾀﾙｲﾝﾃﾘｱ同心 RA-4 屋上 大阪府

H20.09 西中学校北舎外壁改修工事 ㈱後藤組 RA-4 庇　玄関屋根 岐阜県

H20.09 小野小学校南舎南面外壁改修工事 ㈱川口工務店 RA-4 ベランダ 岐阜県

H20.09 西小倉浄水場ポンプ棟ほか屋上防水改修工事 ㈱日建 RB-6 屋上 京都府

H20.09 桜ヶ丘浄水所 配水池屋上防水工事 ㈱小池建装 RB-6 屋上 東京都
H20.09 伊丹市立西中学校耐震補強（第２期）他工事 RA-4 廊下 兵庫県

H20.09 県立和田山特別支援学校管理棟外壁改修工事 協和ハウス㈱ RA-4 ﾊﾞﾙｺﾆｰ床　庇　ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ 兵庫県

H20.09 大阪府営堺大浜南町高層住宅（建替）新築工事 村本建設㈱ GA-2 ＥＶピット 大阪府

H20.09 府営富田林楠第2期高層住宅(建替)新築工事(第2工区） 山本･八交JV GR-J 受水槽 大阪府
H20.10 小松市立丸内中学校体育開放施設建設工事 ㈱トーケン RA-4 庇 石川県

H20.10 小松市立丸内中学校校舎改築工事(特別教室棟） ㈱トーケン RA-4 バルコニー　庇 石川県

H20.10 寺地小学校 外装改修工事 ㈱渡喜建設 RA-4 屋上パラペット 東京都

H20.10 鹿浜小学校 外装改修工事 金澤建設㈱ RA-4 屋上パラペット 東京都



年月日 工事名称（現場名） 建設会社名 工法 施　工　箇　所 都道府県
H20.10 町営持田団地（第2工区）建築工事（C-1-1棟） (有)松浦工務店 RA-3 廊下 宮崎県

H20.10 町営持田団地（第2工区）建築工事（C-1-2棟） ㈱山口鉄工建設 RA-3 廊下 宮崎県

H20.11 京都市立周山中学校地震補強工事 ㈱前田英工務店 RB-6 バルコニー 京都府

H20.11 市営洛西東竹の里住宅屋上防水改修工事 相田ルーフ RA-4 ＰＨ屋根 京都府

H20.11 大津高校・大津青陵高校馬場分校耐震改修工事 ㈱笹川組 RA-4 バルコニー　階段　庇　 滋賀県

H20.11 東陽中学校校舎・東部公民館建築(B工区）工事 ㈱裏地工務店 RB-5 屋外階段 和歌山県

H20.11 新石川浄水場共同溝建設工事(その３) ﾏﾙﾕｳ土建･仲地･山商JV GRG 共同溝外部壁面 沖縄県

H20.11 宇治浄水場ポンプ所築造工事 ㈱巌建設 GR 地階屋上 京都府

H20.11 射水市新湊消防署庁舎新築工事 塩谷･赤井JV GA-2 消火水槽 EVﾋﾟｯﾄ 富山県

H20.11 北播磨清掃事務組合 終処分場建設工事 真柄建設㈱ GRG ｷﾚｰﾄ処理水槽 放流水槽 他 兵庫県
H20.12 府営茨木安威住宅第２期屋上防水改修工事 協伸工業㈱ RB-6 屋上 大阪府

H20.12 府営高槻桂本住宅第１期屋上防水層改修工事 ㈱市原商会 RA-4 ＴＶアンテナ架台 大阪府

H20.12 東陽中学校校舎・東部公民館建築(A工区)工事 ㈱田中組 RC-5 RB-6 庇 和歌山県

H20.12 県庁舎(東別館）耐震等改修建築工事 ㈱初島組 RB-5 便所 和歌山県

H21.01 小松市立松東中学校大規模改造工事 道場建設㈱ RB-6 出入口階段　屋根スラブ 石川県

H21.01 熊取町営大原住宅集会所整備工事 ㈱エリック RA-4 巾木 大阪府

H21.01 中町南小学校中校舎地震補強・大規模改造工事 ㈱横山建設工業 RA-3 便所 岐阜県

H21.01 若葉町団地９号棟他４棟外壁修繕その他工事 ㈱ｱｰﾄﾌｧｸﾄﾘｰ RA-4 ﾊﾞﾙｺﾆｰ床 東京都

H21.01 羽村団地１５～１９号棟外壁修繕その他工事 ㈱ツツミワークス RA-4 バルコニー床・小庇・大庇 東京都
H21.01 川尻中学校校舎建設工事 大之木建設㈱ RB-6 面台　庇　パラペット天端 広島県

H21.01 芳井町会館施設大規模修繕工事 ㈱百田工務店 RA-4 庇 福岡県

H21.01 宮崎市消防総合訓練施設Ａ棟新築工事 ㈱山春工務店 RA-3 通路　バルコニー 宮崎県

H21.01 新石川浄水場　自家発棟・車庫棟建築工事 ㈱大城組 GRG 共同溝 沖縄県
H21.02 (仮称)西条市新図書館新築工事 松戸・山本ＪＶ RB-8 室外基礎 愛媛県

H21.02 養老町庁舎耐震補強改修工事 ㈱大橋組 RB-8 屋上庇 岐阜県

H21.02 ３浄水場統合整備事業　ポンプ施設築造工事 ㈱創建 RA-3 歩廊　階段 京都府

H21.02 京都市向島市営住宅修繕工事 ㈱勝本建設 RB-8 バルコニー　側溝　パラペット　 京都府

H21.02 府立洛北高等学校北館 ㈱日立工務店 RB-8 手摺架台　階段 京都府

H21.02 精道三川台小学校・中学校・高等学校増築工事 宝島建設㈱ RA-3 埋設部壁 長崎県

H21.02 御所浄水場排水処理棟等修繕工事 ㈱中川組 RB-8 屋上 奈良県

H21.02 県営長寿園南高層住宅１号館ﾄｰﾀﾙﾘﾓﾃﾞﾙ工事 福井建設㈱ RB-5 浴室 広島県

H21.02 三原市立幸崎小学校屋上防水改修工事 ㈱愛晃 RA-4 笠木 広島県

H21.02 福岡県公営住宅愛宕団地第３工区建築工事 曽根・端建ＪＶ RB-8 ユニットバス下 福岡県

H21.02 下松中学校屋内運動場改築建築主体工事 大之木建設㈱ RB-8 庇 山口県

H21.02 府営遠里小野高層住宅(建替)新築工事 木綿麻･山口JV GRG ＥＶピット 大阪府
H21.03 大阪府営遠里小野高層住宅建替新築工事 木綿麻･山口JV RB-8 外部階段 大阪府

H21.03 府営高槻下田部住宅第４期改修工事(第１工区） ㈱鴨建興業 RB-8 増築部ＥＸＰ.Ｊ廻り他 大阪府

H21.03 府営高槻下田部住宅第４期改修工事(第３工区） (有)ユミケン RB-8 増築部ＥＸＰ.Ｊ廻り他 大阪府

H21.03 大阪府営寝屋川仁和寺住宅屋上防水層改修工事 キンキ瀝青工業㈱ RB-8 ＴＶアンテナ架台 大阪府

H21.03 向日市立第４向陽小学校特別支援教室等整備工事 京伸建設工業㈱ RB-8 シャワー室 京都府

H21.03 ３浄水場統合整備事業配水池築造工事 上島･木田･三興JV RB-8 屋上 京都府

H21.03 日本橋消防署堀留出張所(２０)外壁その他改修工事 新和企業㈱ RB-6 地下倉庫 東京都

H21.03 都立中央ろう学校(Ｈ１９)増築及び改修工事 昇和・鶴ヶ谷JV RA-3 Ａ棟3階教員控え室 東京都



年月日 工事名称（現場名） 建設会社名 工法 施　工　箇　所 都道府県
H21.03 県立宝塚高等学校生徒研修館棟他耐震補強工事 ㈱河原工務店 RA-4 屋上パラペット　ベランダ 兵庫県

H21.03 神河町立川上小学校屋根受樋防水修繕工事 神プレ建設㈱ RA-4 屋根受樋 兵庫県

H21.03 和歌山県立医科大学紀北分院独身寮改修工事 ㈱宮本工務店 RB-8 パラペット 和歌山県

H21.03 柏原市玉手浄水場更新工事 東レ建設㈱ GR 地下外壁 大阪府

H21.03 2500㎥配水池耐震補強工事 ピーシー橋梁㈱ GR-J 配水池 大阪府

H21.03 新石川浄水場共同溝建設工事（その４） 沖栄･大一土建･ｻﾝﾗｲﾄJV GRG 共同溝 沖縄県

H21.03 都立中央ろう学校(Ｈ１９)増築及び改修工事 昇和・鶴ヶ谷JV GRG Ｂ棟ピット 東京都

H21.03 龍野北高等学校(仮称)本館棟・A棟その他建築 東レ･永岡･進藤･正光JV GRG EVﾋﾟｯﾄ 消防水槽 養生水槽 兵庫県
H21.04 京都市立竹田小学校玄関入口上屋防水改修工事 ㈱北尾建設 RB-6 玄関入口上屋 京都府

H21.04 20-室住団地Ｂ工区外壁修繕その他工事 ㈱安部工務店 RA-4 バルコニー 福岡県

H21.04 紙屋中学校体育館改築建築主体工事 坂口建設㈱ RB-6 屋上 宮崎県

H21.04 大瀬配水池築造工事 ㈱森産業 GR-J 配水池 岡山県
H21.05 県立東はりま特別支援学校給食棟その他改修工事 松福建設㈱ RB-6 排気塔　トップライト　庇屋根 兵庫県

H21.05 都営六月一丁目第2ｱﾊﾟｰﾄ(2,3号棟) 武家田建設㈱ GA-2 ＥＶピット 東京都

H21.05 都営六月二丁目第2ｱﾊﾟｰﾄ(3,5号棟) 武家田建設㈱ GA-2 ＥＶピット 東京都

H21.06 県立上総高等学校園芸畜産実験棟屋根防水工事 ヤマダ建設㈱ RB-6 ＲＣ屋根 千葉県
H21.07 国際文化公園都市低区配水池建設工事 戸田建設㈱ RB-6 配水池屋上 大阪府

H21.07 瓶原簡易水道施設改良浄水処理工事 RB-6 屋上 奈良県

H21.07 原団地Ａ工区外壁修繕その他工事 平成建設㈱ RA-4 ベランダ 福岡県

H21.07 原団地Ｂ・Ｄ工区外壁修繕その他工事 鉄建建設㈱　岩崎建設㈱ RA-4 バルコニー 福岡県

H21.07 原団地Ｃ工区外壁修繕その他工事 ㈱友添工務店 RA-4 バルコニー 福岡県

H21.07 和佐配水池内面防水・防食塗装工事 ㈱川嶋工業 GR-J 配水池 和歌山県

H21.08 国吉市営住宅Ａ棟南面外壁改修工事 ㈱菅原工務店 RA-4 バルコニー床・立上り 富山県
H21.08 県立医大附属病院内ﾄﾞﾄｰﾙｺｰﾋｰｼｮｯﾌﾟ新装工事 ㈱丹青社 RB-5 厨房内 奈良県

H21.08 福岡拘置所宿舎屋根防水改修工事 ㈱DCS共進 RB-6 屋根　パラペット 福岡県

H21.08 市営千代東住宅２棟中間受水槽室防水修繕 ㈱京栄テクノ RB-6 中間受水槽室　土間 福岡県

H21.08 市営千代東住宅３棟中間受水槽室防水修繕 ㈱京栄テクノ RB-6 中間受水槽室　土間 福岡県

H21.08 県立鶴岡高等養護学校管理教室棟耐震補強工事 安藤建設㈱ RB-6 屋上 山形県
H21.09 西穂積配水場３・４号池防水工事 ㈱ピーエス三菱 EPC-T+RB-6 配水池屋根 大阪府

H21.09 新郷東小学校耐震補強工事 埼和興産㈱ RB-5 トイレ 埼玉県
H21.09 県立三刀屋高等学校昇降口屋根防水改修工事 梅木建設㈱ RA-4 昇降口屋根 島根県

H21.09 町営持田団地（第３工区）建築工事（Ｇ棟） (有)松浦工務店 RA-3 通路 宮崎県

H21.09 町営持田団地（第３工区）建築工事（Ｆ棟） ㈱岩切建設 RA-3 通路 宮崎県

H21.09 花背小中学校校舎・屋内運動場増築改修工事 ㈱岡野組 GRG 井水貯水槽 消火水槽 京都府
H21.10 岸和田市消防本部庁舎新築工事（建築） ㈱土屋組 RA-3 消毒室 大阪府

H21.10 大阪大学(豊中)文法経本館等改修その他工事 青木あすなろ建設㈱ RC-5 中庭床 大阪府

H21.10 今福南住宅４号館外壁改修工事 (有)ｴｲﾁ･ｼﾞｪｲｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RA-4 バルコニー側溝　庇 大阪府

H21.10 高鷲中学校校舎耐震補強工事 ㈱高橋建設 RB-6 バルコニー 岐阜県

H21.10 旭ヶ丘第2団地屋根防水改修工事 ㈱中部技研 RA-4 庇 岐阜県

H21.10 唐津警察署増築・改修建築工事 唐津土建工業㈱ RB-6 庇屋根　パラペット　屋上 佐賀県

H21.10 結配水池改修工事 RA-4 屋根 島根県

H21.10 扇小学校外装改修工事 ㈱鈴木塗装工務店 RA-4 パラペット 東京都

H21.10 青井中学校外装改修工事 ㈱斎藤塗装店 RA-4 パラペット 東京都



年月日 工事名称（現場名） 建設会社名 工法 施　工　箇　所 都道府県

H21.10 西保木間小学校外装改修工事 ㈲五味塗装工業 RA-4 屋上パラペット笠木 東京都
H21.10 (仮称)公営住宅平間新団地建設工事 ㈱稗田工務店 RA-4 廊下屋上　駐輪場 和歌山県

H21.10 大阪府営苅田住宅民活プロジェクト 大末･志眞･森長JV GA-2 ＥＶピット 大阪府
H21.10 調布市し尿処理施設及び粗大ｺﾞﾐｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ他新築工事 林建設㈱ GR-Cｸﾛｽ無し し尿処理ﾋﾟｯﾄ・雑排水槽 東京都
H21.11 鶴町第６住宅７号館外壁改修その他工事 ㈱明地工務店 RA-4 ベランダ　側溝 大阪府

H21.11 府営高槻柱本住宅第２期屋上改修工事（3工区） ヒロテック㈱ RB-6 ＴＶアンテナ架台 大阪府

H21.11 府営高槻柱本住宅第２期屋上改修工事（2工区） ㈱安部興業 RB-6 架台 大阪府

H21.11 府営貝塚三ツ松第2住宅改修工事（第2工区） (有)歩産業 RB-6 屋上基礎天端 大阪府

H21.11 八幡小学校校舎改造工事 土寅建設㈱ RB-7 便所 京都府

H21.11 桔梗が丘中学屋内運動場耐震補強及び改修工事 RA-4 庇　ベランダ 三重県

H21.11 大阪府営岸和田下池田住宅民活プロジェクト 奥村組共同企業体 GA-2･GRG 受水槽 EVﾋﾟｯﾄ 大阪府
H21.12 箕面市立病院空気調和設備等改修（Ⅲ期）工事 新菱冷熱工業㈱ RB-6 パラペット 大阪府

H21.12 府営庭代台２丁住宅改修工事（第１工区） 富士アスファルト販売㈱ RB-6 架台基礎 大阪府

H21.12 府営庭代台２丁住宅改修工事（第２工区） キンキ瀝青工業㈱ RB-6 架台基礎 大阪府

H21.12 府営大東朋来住宅第3期外装吹替工事(第2工区) タカラ工業㈱ RA-4 屋上パラペット　溝　大庇 大阪府

H21.12 宮古島分屯基地(20)局舎新設建築その他工事 ㈱大米建設 RC-5 屋上 沖縄県

H21.12 池田小学校校舎耐震補強及び改修工事（北工区） (有)真砂建設興業 RA-4 渡り廊下　バルコニー　庇 香川県

H21.12 三次小学校耐震改修工事 ㈱壱心 RB-6 耐震壁屋根 広島県

H21.12 高鍋町営持田団地（第３工区）建築工事（Ⅰ棟） ㈱山口鉄工建設 RA-3 通路 宮崎県

H21.12 神奈川県立花と緑のふれあいセンター建築工事 ㈱かながわGAﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ GA-2 雨水貯留槽 神奈川県

H21.12 新宿区立新宿西戸山中学校建設工事 東レ建設 GR-SW 地下外壁 東京都


