
エコスピード工法施工実績（2016年4月～2017年3月）

2016年度 2017/3/31 現在
累計
No

2016
No

エコスピード工法
の施工工期

工事名称 工事場所 発注主・施主 設計 元請会社・JV エコスピード工法の施工会社 鉄筋径

2134 1 2016年4月～ (仮称)大仙眼科クリニック新築工事 秋田県大仙市 木村真也 ㈱松橋設計 ㈱さとう ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～25

2135 2 2016年4月～ 鈴木建設工業共同住宅新築工事 秋田県東成瀬村 鈴木建設工業㈱
酒井一級建築設計事務
所

㈱鈴木建設工業 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19

2136 3 2016年4月～
平成27年度県債311地震災6001-A02号
只越川河川外災害復旧工事

宮城県気仙沼市
宮城県　気仙沼土木事
務所

㈱オオバ ㈱坂口組 ㈲東京ガス圧接秋田店
Ｄ19,D32,
D35,D41

2137 4 2016年4月～ くらしのセンターコープ切添店新築工事 山形県鶴岡市 生活協同組合共立社 ㈲平田建築設計 ㈱石庄建設 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

2138 5 2016年4月～ (仮称)羽黒高等学校新校舎建設工事 山形県鶴岡市
学校法人羽黒学園　理
事長　牧静雄

㈱日本設計 鶴岡建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～25

2139 6 2016年4月～ 荘内銀行本店新築工事 山形県鶴岡市
㈱荘内銀行　取締役頭
取　國井英夫

㈱久米設計　建築設計
部

前田建設工業・鶴岡建
設・佐藤工務・マルゴ特定
建設工事共同企業体

㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～29

2140 7 2016年4月～ チコーエンジニアリング㈱　新庄営業所 山形県新庄市
沼田建設㈱一級建築設
計事務所

沼田建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

2141 8 2016年4月～ 松栄電気システムコントロール㈱ 山形県新庄市 松栄電気㈱ ㈲白岩建築設計事務所 ㈱北山建設 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

2142 9 2016年4月～ 平成25年度　高橋雨水ポンプ場土木工事 静岡県静岡市 静岡市公営企業管理者
静岡市上下水道部上下
水道建設課

鴻池・平井・東亜特定建
設工事共同企業体

㈱扶桑工業 Ｄ19～29

2143 10 2016年4月～ (仮称)アウディ静岡東店新築工事 静岡県静岡市 アウディジャパン㈱ ㈲相坂建築事務所 木内建設㈱ ㈱扶桑工業 Ｄ19～29

2144 11 2016年4月～ 幸福寺納骨堂増築工事 北海道帯広市 幸福寺 武田建設㈱ 丹羽鉄筋興業㈱ Ｄ22

2145 12 2016年4月～
北海道縦貫自動車道　土別市　タヨロマ川橋下
部外一連工事

北海道土別市・名寄市
北海道開発局旭川開発
建設部

荒井建設㈱ ㈲来伸ガス Ｄ29

2146 13 2016年4月～
幼保連携型認定こども園　末広第二増改築工
事

北海道旭川市 社会福祉法人のぞみ会 ㈱中原建築設計事務所 新谷・荒井共同企業体 ㈲来伸ガス Ｄ19～22

2147 14 2016年4月～
金山幾寅停車場線防災B（交安）工事（橋梁下
部工）（債務）

北海道南富良野町 北海道旭川建設管理部 大北土建工業㈱ ㈲来伸ガス Ｄ29～32

2148 15 2016年4月～ 一般国道40号　音威子府村　物満内改良工事 北海道音威子府村
北海度開発局　旭川開
発建設部

タカハタ建設㈱ ㈲来伸ガス Ｄ32～35

2149 16 2016年4月～ 三鷹市下連雀３丁目ⅡＰＪ新築工事 東京都三鷹市 ㈱スペース・テック アイサワ工業㈱ 松栄工業㈱ Ｄ19～38

2150 17 2016年4月～ 江東区扇橋２丁目賃貸計画新築工事 東京都江東区
㈱イチケン東京支店一級
建築士事務所

㈱イチケン 松栄工業㈱ Ｄ19～32

2151 18 2016年4月～ (仮称)台東区千束３丁目計画新築工事 東京都台東区
協和セントラルコーポレー
ション

㈱ガイア・デザイン・スタジオ
一級建築士事務所

㈱リンクス・ビルド ㈱甲斐ガス圧接 Ｄ19～32

2152 19 2016年4月～ 八代排水池ポンフ゜棟建築工事 静岡県富士市 静岡県富士市 ㈱中央設計技術研究所 ㈱井出組 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

2153 20 2016年4月～ コルディエラ２新築工事 静岡県沼津市 デル・スール㈱ ㈱平成建設 ㈱平成建設 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

2154 21 2016年4月～ 伊藤マンション新築工事 静岡県静岡市
㈱平成建設一級建築士
事務所

㈱平成建設 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

2155 22 2016年4月 民間マンション 静岡県三島市 平成建設㈱ 平成建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

2156 23 2016年4月～ 民間マンション 静岡県長泉町
㈱平成建設一級建築士
事務所

㈱平成建設 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

2157 24 2016年4月～ (仮称)掛川市城西分譲マンション新築工事 静岡県掛川市 ヨシコン㈱
ヨシコン㈱一級建築士事
務所

㈱鈴木組 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～35

2158 25 2016年4月～
(仮称)御殿場市・小山町広域行政組合　ごみ
再資源化施設（リサイクルセンター）整備及び運
営事業建設工事

静岡県御殿場市
御殿場市・小山町広域行
政組合

㈱浦野設計
メタウォーター・岳南・林
特定建設工事共同企業
体

東海ガス圧接㈱ Ｄ19～29

2159 26 2016年4月～ フジ生コンクリート㈱新築工事 静岡県富士市 フジ生コンクリート㈱ ㈱ゆたか建築設計事務所 ㈱石井組 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

2160 27 2016年4月～
吉田町牧之原広域施設組合リサイクルセンター
整備工事（資源化棟）

静岡県牧之原市
吉田町牧之原広域施設
組合

戸田建設㈱
㈱エックス都市研究所中
部事務所

東海ガス圧接㈱ Ｄ19

2161 28 2016年4月～ クリオ武蔵小金井グリーンアベニュー新築工事 東京都小金井市 明和管理㈱ 南海辰村建設 協和圧接工業㈱ Ｄ19～29

2162 29 2016年4月～ 浜松信用金庫三島支店新築工事 静岡県浜松市 浜松信用金庫 ㈱クマヒラ ㈱林工組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

2163 30 2016年4月～ 平田町エム・ケイ・シィマンション 静岡県浜松市 齊藤千代子 ㈱飯田組 ㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

2164 31 2016年4月～
第15-41370-0149号　道路橋りょう整備再復）
工事（橋梁下部）

福島県相馬市
中村土木・平尾工務店特
定建設工事共同企業体

㈱TGP Ｄ29～38

2165 32 2016年4月～ (仮称)プレシス榴ヶ岡新築工事 宮城県仙台市
㈱オンズデコー一級建築士
事務所

㈱富士工 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～32

2166 33 2016年4月～ 鶴岡市羽黒庁舎改築工事 山形県羽黒町 鶴岡市長 鶴岡市建設部建築課
菅工・菅原・笠原特定建
設工事共同企業体

㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～25
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2167 34 2016年4月～
(仮称)なごみの里　温水プール歩行リハビリ棟増
築工事

秋田県大仙市
社会福祉法人　あけぼの
会理事長

やまと建築事務所
興栄・さとう特定建設工事
共同企業体

㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

2168 35 2016年4月～
赤川二期農業水利事業　小水力発電施設整
備（その１）工事

山形県鶴岡市
支出負担行為担当官
東北農政局長

升川建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

2169 36 2016年4月～ 富士鉱油㈱　花楯SS新築工事 山形県山形市
大和ハウス工業㈱　山形
支社

㈲コマツ建築設計
大和ハウス工業㈱　山形
支社

㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

2170 37 2016年4月～ 鮭川工業倉庫増築工事 山形県鮭川村 鮭川工業㈱ ㈱新庄・鈴木・柴田組 ㈱新庄・鈴木・柴田組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19

2171 38 2016年4月～ テックランド宮城富谷店新築工事 宮城県富谷町 ヤマダ電機 ㈲今井設計 丸伸建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～29

2172 39 2016年4月～ 日東工業㈱菊川工場　新ラボラトリ 静岡県菊川市 日東工業㈱
清水建設㈱一級建築士
事務所

清水建設㈱名古屋支店 ㈱扶桑工業 Ｄ25

2173 40 2016年4月～
北見消防団統合詰所移転改築工事（建築主
体）

北海道北見市 北見地区消防組合
柴滝・エフ設計・そうごうシ
ステム特定委託業務共同
企業体

五十嵐・山本・三共後藤
特定建設工事共同企業
体

㈱東圧 Ｄ19～22

2174 41 2016年4月 （仮称）浜松駅南ビル新築工事 静岡県浜松市 ダイワロイヤル㈱ 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25

2175 42 2016年4月 ㈱三幸製作所様　西丘工場　増築工事 静岡県浜松市
㈱三幸製作所　代表取
締役　中島廣幸様

㈱飯田組一級建築士事
務所

㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

2176 43 2016年4月 弥生町倉庫新築工事 静岡県掛川市
㈱榑林組一級建築士事
務所

㈱榑林組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

2177 44 2016年4月～ 新企画様事務所新築工事 静岡県浜松市 新企画㈱ ㈲中島建築設計 ㈱林工組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25

2178 45 2016年4月～ 遠州信用金庫様中島支店移転新築工事 静岡県浜松市 遠州信用金庫 ㈱林工組 ㈱林工組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

2179 46 2016年4月～ 浜北渥美㈱中瀬工場上屋工事 静岡県浜松市 浜北渥美㈱
釜慶鉄工㈱一級建築士
事務所

釜慶鉄工㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

2180 47 2016年4月～
家代の里地区公民館（体験学習施設）新築工
事

静岡県掛川市
家代の里　自治会代表
根本勉

久保設計 ㈱尾崎工務店 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

2181 48 2016年4月～ (仮称)㈲奥田様　賃貸マンション新築工事 静岡県浜松市 ㈲奥田 東名建築設計室 東建コーポレーション㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

2182 49 2016年4月～ 田中建設農林水産物加工施設 静岡県浜松市 ㈱田中建設
ナガタ一級建築設計事務
所

㈱田中建設 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

2183 50 2016年4月～ (仮称)スターバックス浜松半田山店新築工事 静岡県浜松市
スターバックスコーヒージャパ
ン㈱

㈱飯田組 ㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

2184 51 2016年4月～ 社会福祉法人 青風会 バディ保育園建設工事 静岡県磐田市 社会福祉法人 青風会 ベーシック建築研究所 石川建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

2185 52 2016年4月～ (仮称)豊田2丁目N計画 静岡県静岡市
ヌマカン㈱　代表取締役
伊藤柳一

木内建設㈱一級建築士
事務所

木内建設㈱ ㈱扶桑工業 Ｄ22～25

2186 53 2016年4月～ 中部横断自動車道　前沢橋（PC上部工）工事 静岡県静岡市
中日本高速道路㈱東京
支社清水工事事務所

㈱トーニチコンサルタント オリエンタル白石㈱ ㈱扶桑工業 Ｄ29～51

2187 54
H28.5.6～
H28.5.31

日高信用金庫広尾支店新築工事 北海道広尾町
日高信用金庫理事長
岡本豊

グラブデザイン・Ｄ設計　設
計共同体

濱中・アカイシ・畑下共同
企業体

㈱東圧 Ｄ19～22

2188 55 2016年5月～ Kプロジェクト建設工事 北海道札幌市 セコム医療システム㈱ ㈱松田平田設計 ㈱熊谷組 ㈱東圧 Ｄ19～32

2189 56 2016年5月～ サラダパプリカ植物工場 北海道釧路市 ㈱北海道サラダパプリカ ㈱太平洋製作所 ㈱シバタ鐵工業 Ｄ19

2190 57 2016年5月～ ホクレン清水製糖工場増築工事 北海道清水町 ホクレン清水 田村建設㈱ 丹羽鉄筋興業㈱ Ｄ25

2191 58 2016年5月～ 遠軽隊舎改修工事 北海道遠軽町 帯広防衛局 宮坂建設㈱ 丹羽鉄筋興業㈱ Ｄ22

2192 59 2016年5月～
(協農建004)淀川地区簡易水道水源施設整備
工事

秋田県大仙市 大仙市長　栗林次美 ㈱三木設計事務所
髙吉・協和特定建設工事
共同企業体

㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

2193 60 2016年5月～
大橋鉄工秋田㈱秋田工場新築（建築本体）工
事

秋田県横手市 大橋鉄工秋田㈱
横手建設一級建築士事
務所

横手建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～25

2194 61 2016年5月～ ホーマックニコット西木店　新築工事 秋田県仙北市 ㈱ホーマックニコット ㈱アトリエノルド ㈱福萬組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

2195 62 2016年5月～ ホーマックニコット岩城店　新築工事 秋田県由利本荘市 ㈱ホーマックニコット ㈱アトリエノルド ㈱福萬組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

2196 63 2016年5月～ （仮称）奥山安田マンション新築工事 秋田県横手市 奥山ボーリング㈱
㈱半田工務店一級建築
士事務所

㈱半田工務店 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～29

2197 64 2016年5月～
(仮称)プラウド泉中央一丁目モデルルーム新築工
事

宮城県仙台市 野村不動産㈱仙台支店 エムズ企画設計㈱ 大木建設㈱東北支店 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ29～35

2198 65 2016年5月～ 新庄東高等学校耐震改築工事 山形県新庄市 学校法人　新庄学園
富士・伊藤次男設計共同
体

沼田建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～25

2199 66 2016年5月～ さいほく鉄工㈱ 山形県新庄市 さいほく鉄工㈱ 沼田建設㈱ 沼田建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

2200 67 2016年5月～ タイキ1333磐田南店 新築工事 静岡県磐田市 ㈱伸喜 ㈱嘉藤吉宏アトリエ 石川建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

2201 68 2016年5月～ HOTEL NISHIMURA FUJI新築工事 静岡県富士市
㈱西村不動産建設　代
表取締役　西村和純

㈱アルファ設計一級建築
士事務所

井上建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22,D25,D32

2／13



累計
No

2016
No

エコスピード工法
の施工工期

工事名称 工事場所 発注主・施主 設計 元請会社・JV エコスピード工法の施工会社 鉄筋径

2202 69 2016年5月～ (仮称)きらら浜松ショートステイ施設新築工事 静岡県浜松市
社会福祉法人　県民厚
生会　理事長　山下敏和

㈱公共設計 須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

2203 70 2016年5月～
社会福祉法人　慈愛会(仮称)瞳ヶ丘こども園改
築工事

静岡県浜松市
社会福祉法人　慈愛会
理事長　山口崇

㈱飯尾建築設計事務所 ㈱浜建 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

2204 71 2016年5月～
(仮称)㈱ソミック石川道場・トイレ新設プロジェクト
新築工事

静岡県浜松市 ㈱ソミック石川
小堀哲夫建築設計事務
所

㈱林工組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

2205 72 2016年5月～ (株)友功社河北工場増築工事 宮城県仙台市 ㈱友功社 山形建設㈱ ㈱TGP Ｄ19

2206 73 2016年5月～ セブンイレブン仙台卸町駅前店新築工事 宮城県仙台市 ㈲Jes設計 ㈱阿部和工務店 ㈱TGP Ｄ19

2207 74 2016年5月～
平成27年度[第26-C4213-01号]（都）池田柊
線社会資本整備総合交付金事業（街路）工事
（仮称　黄瀬川橋下部工）

静岡県駿東郡
沼津土木事務所　都市
計画課

㈱近代設計 ㈱山田組 東海ガス圧接㈱ Ｄ32

2208 75 2016年5月～
平成27年度246号桃園高架橋　橋梁補強補修
工事

静岡県裾野市
国土交通省　中部地方
整備局　沼津河川国道
事務所

渡邊工業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ38～51

2209 76 2016年5月～ (仮称)どんどん島田店新築工事 静岡県島田市 ㈱あみやき亭 ㈲コモン・スペース ㈱ヨシオ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

2210 77 2016年5月～ ㈱ユニオンサービス再生プラント工場 静岡県袋井市 ㈱ユニオンサービス ㈲エマ建築設計事務所 戸田工務店 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

2211 78 2016年5月～ 紅い豚 香川県高松市 谷口建設興業㈱ ㈲都島興業 Ｄ19～22

2212 79 2016年5月～ さくらのばば診療所 香川県高松市 ㈱天野鉄筋工業 ㈲都島興業 Ｄ19～22

2213 80 2016年5月～ 東植田コミュニティセンター 香川県高松市 ㈱天野鉄筋工業 ㈲都島興業 Ｄ19～25

2214 81 2016年6月～ 訓子府除雪ステーション16新築工事 北海道登呂郡訓子府町
北海道開発局　網走開
発建設部

北海道開発局　網走開
発建設部

松谷建設㈱ ㈱東圧 Ｄ22～25

2215 82 2016年6月～ ㈱旭ダンケ帯広工場プラント建設工事 北海道幕別町 ㈱旭ダンケ 藤原鋼業㈱ ㈱東圧 Ｄ19

2216 83 2016年6月～
北海道横断自動車道　陸別町　日宗小川橋株
工事

北海道陸別町
北海道開発局帯広開発
建設部

萩原建設工業㈱ ㈱東圧 Ｄ29～32

2217 84 2016年6月～ 帯広空港ターミナルビル増築建築主体工事 北海道帯広市 帯広空港ターミナルビル㈱ ㈱北海道日建設計
萩原・武田・右谷・イチエイ
山田特定建設工事共同
企業体

㈱東圧 Ｄ19～25

2218 85 2016年6月～ (仮称)ヨコレイ十勝ソーティグスポット新設工事 北海道芽室町 横浜冷凍㈱ 宮坂建設工業㈱ ㈱東圧 Ｄ19

2219 86 2016年6月～ 草地整備　帯広地区 1工区 北海道帯広市
北海道十勝総合振興局
長

株ルーラルエンジニア 藤原工業㈱ ㈱東圧 Ｄ19～25

2220 87 2016年6月～
平成28年度更別村農協多目的貯蔵施設新設
工事

北海道更別村
全国農業協同組合連合
会

㈱北農設計センター 萩原・山内共同企業体 ㈱東圧 Ｄ19～25

2221 88 2016年6月～ (仮称)㈱品川合成製作所第２工場増築工事 秋田県横手市 ㈱品川合成製作所
㈱丸茂組一級建築士事
務所

㈱丸茂組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ25

2222 89 2016年6月～ ㈱鈴木建設工業　車庫No.1 秋田県東成瀬村 ㈱鈴木建設工業 酒井　正 ㈱鈴木建設工業 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～22

2223 90 2016年6月～ 山本学園高等学校校舎改築工事 山形県山形市 学校法人山本学園 ㈱山本建築設計事務所 丸伸建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～25

2224 91 2016年6月～ 遠藤製作所㈱工場新築工事 山形県鶴岡市 遠藤製作所㈱ ブレンスタッフ㈱ ㈱渡会電気土木 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～25

2225 92 2016年6月～
Prototyping studio(プロトタイピングスタジオ)第4
期増強工事

山形県鶴岡市 spider㈱ 栗本設計事務所 ㈱マルゴ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19

2226 93 2016年6月～ エスポット相模原　淵野辺店　新築工事 神奈川県相模原市 ㈱マキヤ
㈱ヤマダデザイン一級建築
士事務所

㈱中村組 東海ガス圧接㈱ Ｄ25～29

2227 94 2016年6月～ ザ・パームショア熱海　新築工事 静岡県熱海市 大藤建設㈱ ㈱モーダプランニング ㈱加賀田組　東京支店 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～41

2228 95 2016年6月～ ヤクルト本社富士裾野・食堂棟増改築工事 静岡県裾野市 ㈱ヤクルト本社
東急建設㈱一級建築士
事務所

東急建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～22

2229 96 2016年6月～ 富士米軍(26)汚水処理施設（0444）整備工事 静岡県御殿場市 南関東防衛局
住友重機械エンバイロメン
ト㈱

東海ガス圧接㈱ Ｄ19

2230 97 2016年6月～ (仮称)静鉄分譲マンション　草薙駅北計画 静岡県静岡市 静岡鉄道㈱
清水建設㈱名古屋支店
一級建築士事務所

清水建設㈱名古屋支店 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～32

2231 98 2016年6月～ ベルウッドマンションⅡ新築工事 静岡県静岡市 鈴木治郎 ㈱平成建設 ㈱平成建設 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～22

2232 99 2016年6月～ (仮称)静岡大谷複合福祉施設新築工事 静岡県静岡市 田村光男 ㈱池田建築設計事務所 静高建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

2233 100 2016年6月～
㈱ヤクルト本社富士裾野・第一工場更衣室増
改築工事

静岡県裾野市 ㈱ヤクルト本社
東急建設㈱一級建築士
事務所

東急建設㈱首都圏建築
支店

東海ガス圧接㈱ Ｄ22

2234 101 2016年6月～
東名高速道路富士川サービスエリア観覧車建設
工事

静岡県富士市 泉陽興業㈱ 泉陽興業㈱ 井上建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ29

2235 102 2016年6月～ テルモ愛鷹工場　耐震補強3期工事 静岡県富士宮市 テルモ㈱ ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 東海ガス圧接㈱ Ｄ25

2236 103 2016年6月～ (仮称)静鉄分譲マンション　草薙駅北計画 静岡県静岡市
清水建設㈱名古屋支店
一級建築士事務所

清水建設㈱名古屋支店 ㈱扶桑工業 Ｄ19～32
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2237 104 2016年6月～
医療法人紺整会　船橋整形外科　外来新築工
事

千葉県船橋市 医療法人社団紺整会 ㈱日建設計 戸田建設㈱千葉支店 ㈱ダイイチ Ｄ22～25

2238 105 2016年6月～ セブンイレブン仙台大野田店新築工事 宮城県仙台市 ㈲Jes設計 ㈱阿部和工務店 ㈱TGP Ｄ19～22

2239 106 2016年6月～
気仙沼市災害公営住宅型公募買取事業（仮
称）入沢地区

宮城県気仙沼市 大和ハウス工業㈱ ㈱TGP Ｄ22～25

2240 107 2016年6月～
平成28年度強い水産業交付金サケふ化場新築
工事

山形県舟形町 舟形町 ㈱双葉建設コンサルタント 丸充建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19

2241 108 2016年6月～ (仮称)ジェック山形営業所 山形県山形市 ㈱ジェック ㈱永井設計 幸栄建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～22

2242 109 2016年6月～ セブンイレブン鶴岡千石町店 山形県鶴岡市
㈱小野寺ドライクリーニング
工場

㈲Jes設計 愛知建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～22

2243 110 2016年6月～ ㈱ヰセキ東北　新庄営業所 山形県新庄市 ㈱ヰセキ東北
大和ハウス工業㈱仙台支
社　流通店舗一級建築
士事務所

大和ハウス工業㈱仙台支
社

㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19

2244 111 2016年6月～ ㈱山形部品　横手営業所建築工事 秋田県横手市 ㈱山形部品
シブヤ建設工業㈱一級建
築士事務所

シブヤ建設工業㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

2245 112 2016年6月～ (仮称)薬王堂由利本荘西目店　新築工事 秋田県由利本荘市 ㈱薬王堂 ㈲柳設計事務所 ㈱半田工務店 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ25

2246 113 2016年6月～ セイコーフレッシュフーズ 北海道 ㈱セイコーフレッシュフーズ ㈱葵建設 ㈱葵建設 ㈱シバタ鐵工業 Ｄ19

2247 114 2016年6月～ 豊頃町葬祭場改築工事 北海道豊頃町 北海道豊頃町 ㈱ネクサス 丹羽鉄筋興業㈱ Ｄ22

2248 115 2016年6月～ 小鳩交通㈱本社改修工事 北海道旭川市 小鳩交通㈱ ㈱谷脇組 ㈱谷脇組 ㈲来伸ガス Ｄ22

2249 116 2016年6月～ 畑地帯（営農用水）増幌地区61工区 北海道稚内市 北海道宗谷総合振興局 ㈱寺沢組 ㈲来伸ガス Ｄ32

2250 117 2016年6月～ たかす円山幼稚園増築工事 北海道鷹栖町 学校法人　御西学園 ㈲スリーディースタジオ ㈱高組 ㈲来伸ガス Ｄ19～22

2251 118 2016年6月～
幼保連携型認定こども園隣保会第一増改築工
事

北海道旭川市
社会福祉法人　旭川隣
保会

㈱仙座建築設計事務所 新谷建設㈱ ㈲来伸ガス Ｄ22～25

2252 119 2016年6月～
網走市破砕・リサイクル施設建設建築主体工事
（２工区）

北海道網走市 網走市 メタウォーター㈱
丸田・中一特定建設工事
共同企業体

㈱東圧 Ｄ19～25

2253 120 2016年6月～ エム・エス・ケー農業機械㈱　道東支社新築工事 北海道美幌町
エム・エス・ケー農業機械
㈱

㈱大建設計　札幌事務
所

三共後藤・ダイイチ経常建
設共同企業体

㈱東圧 Ｄ22～25

2254 121 2016年6月～
網走市破砕・リサイクル施設建設建築主体工事
（1工区）

北海道網走市 網走市長 メタウォーター㈱
北斗・塩川特定建設工事
共同企業体

㈱東圧 Ｄ19～25

2255 122 2016年6月～ ㈱テクノエレベーター第３工場新築工事 静岡県浜松市 白土由美子
㈱竹下一級建築士事務
所

㈱キーストン ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～25

2256 123 2016年6月～ 三和合成化学㈱第三工場新築工事 静岡県磐田市 三和合成化学㈱ ㈱大王 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

2257 124 2016年6月～
ヤマハ発動機本社７号館南西危険物倉庫新築
工事

静岡県磐田市 ヤマハ発動機
㈱竹下一級建築士事務
所

徳山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

2258 125 2016年6月～ 鈴木様農業用倉庫新築工事 静岡県浜松市 鈴木様 ㈱大村組 ㈱大村組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

2259 126 2016年6月～ (仮称)田中様循環器クリニック新築工事 静岡県浜松市 田中隆光 ㈱Book mark Design 須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～25

2260 127 2016年6月～ 麺屋破天荒本店店舗新築工事 静岡県磐田市 上野伸治 鈴清建築 鈴清建築 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

2261 128 2016年6月～ au袋井店　新築工事 静岡県袋井市 ㈱エス・ティー・シー 松川総合アシスト コスモ建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

2262 129 2016年6月～ 羽立化工㈱　G工場東通路増築工事 静岡県湖西市 釜慶鉄工㈱ 釜慶鉄工㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25

2263 130 2016年6月～ みよし市桃山幼稚園新築工事 愛知県みよし市 学校法人滝の坊学園 ㈱大坪建築事務所 ㈱ゲインズコーポレーション ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

2264 131 2016年6月～ 富士ダンボール工業㈱ 香川県東かがわ市 ㈱合田工務店 ㈲都島興業 Ｄ19

2265 132 2016年7月～
北海道赤十字血液センター釧路事業所移転建
設工事

北海道釧路市 佐藤工業㈱ ㈱東圧 Ｄ19～25

2266 133 2016年7月～ 金曜社　札幌出張所 北海道札幌市 ㈱アツケン工業 Ｄ22

2267 134 2016年7月～ ナラハラニット秋田工場新築工事 秋田県横手市 ナラハラニット㈱
井下田合名会社　一級
建築士事務所　井下田
潤

㈱大和組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～22

2268 135 2016年7月～
JA秋田おばこ　おばこライスターミナル資材庫新
築工事

秋田県大仙市 秋田おばこ農業協同組合 髙吉建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19

2269 136 2016年7月～
湯田地区簡易水道施設統合整備事業　水源・
浄水場建設工事

岩手県西和賀町 西和賀町長 新日本設計
北海土木工業㈱　㈱田
中建設　特定共同企業
体

㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～25

2270 137 2016年7月～ ヨロズエンジニアリング工場拡張建設工事 山形県三川町 ㈱ヨロズ
鶴岡建設㈱一級建築士
事務所

鶴岡建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～25

2271 138 2016年7月～ (仮称)㈱みちのくサービス碁点給油所新築工事 山形県山形市 ㈱みちのくサービス
全農山形一級建築士事
務所

高谷建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19
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2272 139 2016年7月～ 山形新聞・山形放送　新最北総支社建設工事 山形県新庄市
㈱山形新聞社　山形放
送㈱

本間利雄設計事務所 ㈱千歳建設 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

2273 140 2016年7月～ 和光食品㈱寒河江営業所新築工事 山形県寒河江市 和光食品㈱ ㈱進藤建築設計事務所 石庄建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～22

2274 141 2016年7月～ サウスモール・ミーナD棟新築工事 山形県鶴岡市 ㈱商交コーポレーション ㈱エル建築設計事務所 ㈱佐藤工務 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

2275 142 2016年7月～
最上広域市町村圏事務組合　消防署　西支署
庁舎建設工事

山形県戸沢村
最上広域市町村圏事務
組合

㈱三和技術コンサルタント ㈱新庄・鈴木・柴田組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～25

2276 143 2016年7月～ （仮称）ウェルシア鶴岡日出店　新築工事 山形県鶴岡市 ウェルシア薬局㈱
㈱都設計企画　一級建
築士事務所

㈱石庄建設 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19

2277 144 2016年7月～ （仮称）アパホテル（浅草田原町駅前）新築工事 東京都台東区 アパホテル㈱ ㈱スペース・テック ㈱イチケン 松栄工業㈱ Ｄ22～29

2278 145 2016年7月～
（仮称）ボンドエンジニアリンク゛東京支店新築工
事

東京都墨田区 ボンドエンジニアリンク゛㈱
野村建設工業㈱一級建
築士事務所

野村建設工業㈱ 松栄工業㈱ Ｄ19～22

2279 146 2016年７月～ セブンイレブン仙台六丁の目中町店建替工事 宮城県仙台市 ㈲Jes設計 ㈱阿部和工務店 ㈱TGP Ｄ19

2280 147 2016年７月～
旧北上川右岸流域下水道大新筒排水樋管設
置工事

宮城県石巻市
国土交通省　東北地方
整備局　北上川下流河
川事務所

升川建設㈱ ㈱TGP Ｄ19

2281 148 2016年7月～ ㈱IHI建材工業静岡工場改築工事 静岡県島田市 ㈱IHI建材工業
大河原建設㈱一級建築
士事務所

大河原建設㈱ ㈱扶桑工業 Ｄ25

2282 149 2016年7月～
ニチアス㈱浜松研究所第五開発研究棟新築工
事

静岡県浜松市 ニチアス㈱
大成建設㈱名古屋支店
一級建築士事務所

大成建設㈱名古屋支店 ㈱扶桑工業 Ｄ19～29

2283 150 2016年７月～ 鶴岡市立鶴岡三中学校改築工事 山形県鶴岡市 鶴岡市長
ブレンスタッフ・アックス設計
共同企業体

佐藤工務・十和建設・山
口工務店特定建設企業
体

㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～29

2284 151 2016年７月～ ネッツトヨタ北見遠軽店建設工事 北海道北見市 ネッツトヨタ北見㈱ ㈱清和建設事務所 ㈱渡辺組 ㈱東圧 Ｄ19～25

2285 152 2016年７月～ 消防署留辺蘂支署移転改築工事（建築主体） 北海道北見市 北見地区　消防組合
ブンク・清和・そうごう特定
委託業務共同企業体

松谷・三九・山本・井上特
定建設工事共同企業体

㈱東圧 Ｄ19～25

2286 153 2016年７月～ 防災倉庫　建設工事 北海道訓子府町 訓子府町長 ㈱F設計工房 久島工業㈱ ㈱東圧 Ｄ22

2287 154 2016年７月～ エア・ウォーター物流㈱高野倉庫増築工事 北海道美幌町 エア・ウォーター物流㈱ ㈱三共後藤建設 ㈱三共後藤建設 ㈱東圧 Ｄ22

2288 155 2016年７月～ 学校給食センター新築工事のうち建築主体工事 北海道紋別市 紋別市長
二葉設計・桑原測量設計
経常委託業務共同企業
体

北一・高桑・川村特定建
設工事共同企業体

㈱東圧 Ｄ19～22

2289 156 2016年７月～
置戸地区簡易水道再編推進事業　置戸浄水
場外建設工事

北海道置戸町 置戸町役場 ㈱中神土木設計事務所
北進・吉崎経常建設共同
企業体

㈱東圧 Ｄ22

2290 157 2016年７月～ 北陸銀行改築工事 北陸銀行 宮坂建設㈱ 丹羽鉄筋興業㈱ Ｄ19

2291 158 2016年７月～
本田技研工業㈱鷹栖ブルービンググラウンド　裏
山ビット建設工事

北海道鷹栖町 本田技研工業㈱ ㈱中原建築設計事務所 新谷建設㈱ ㈲来伸ガス Ｄ25

2292 159 2016年7月～ NHK新静岡放送会館　建設工事 静岡県静岡市 日本放送協会 ㈱NTTファシリテーズ ㈱熊谷組 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～35

2293 160 2016年7月～
富士外（27）訓練施設　新設等建築工事（富士
学校地区）

静岡県駿東郡
支出負担行為担当官
南関東防衛局長

㈱蒼設計 小野建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～29

2294 161 2016年7月～ 東芝機械㈱（仮称）御殿場工場再開発工事 静岡県御殿場市 東芝機械㈱
清水建設㈱名古屋支店
一級建築士事務所

清水建設㈱名古屋支店 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～32

2295 162 2016年7月～ （仮称）駿河区中吉田分譲マンション新築工事 静岡県静岡市 ヨシコン㈱
ヨシコン㈱一級建築士事
務所

馬淵建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～32

2296 163 2016年7月～
社会保険労務士法人　労務協会社屋新築工
事

静岡県清水町
社会保険労務士法人
労務協会

㈱池田建築設計事務所 小野建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～29

2297 164 2016年7月～ 新蒲原駅エレベーター塔屋他　新設工事 静岡県静岡市
東海旅客鉄道㈱静岡支
社工務部

ジェイアール東海コンサルタ
ンツ㈱

ジェイアール東海建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

2298 165 2016年7月～
社会福祉法人明生会（仮称）なかよし第２こども
園　新築工事

静岡県浜松市 社会福祉法人明生会 ㈲松松篤設計事務所 山平建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

2299 166 2016年7月～ とぴあ浜松農業協同組合河輪支店建設工事 静岡県浜松市 とぴあ浜松農業協同組合
㈱竹下一級建築士事務
所

㈱水野組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

2300 167 2016年7月～
平成28年度市単独事業　消防団第3分団第2
部蔵置所建設工事

静岡県菊川市 菊川市長 こころ現代民家研究所 ㈱落合組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

2301 168 2016年7月～ （仮称）浜北宮口足立様マンション新築工事 静岡県浜松市 足立　好章
㈱飯田組一級建築士事
務所

㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

2302 169 2016年7月～ スズキアリーナ浜松東店　改修工事 静岡県浜松市 ㈱スズキ自販　浜松
㈱中村組　一級建築士
事務所

㈱中村組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

2303 170 2016年7月～ バースデイ掛川店　新築工事 静岡県掛川市 ㈱しまむら 野田建築設計事務所 ㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

2304 171 2016年7月～ （仮称）磐田市富丘藤田様マンション新築工事 静岡県磐田市 藤田忠彦様
㈱飯田組一級建築士事
務所

㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25

2305 172 2016年7月～ クリーニングクニカタ 香川県高松市 谷口建設㈱ ㈲都島興業 Ｄ19

2306 173 2016年7月～ 木村崇也様マンション 香川県高松市 大東建託㈱ ㈲都島興業 Ｄ19～29
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2307 174 2016年8月～ 御影農志塾廃プラ再生処理工場新設工事 北海道清水町
社会福祉法人清水旭山
学園

㈲中藪建築工房 萩原建設工業㈱ ㈱東圧 Ｄ19

2308 175 2016年8月～ 町営牧場スラリーストア外整備工事 北海道鹿追町 鹿追町
三井組・タカノ経常建設共
同企業体

㈱東圧 Ｄ19～22

2309 176 2016年8月～
幕別町　防災まちづくり拠点施設（（仮称）札内
福祉センター）建設工事

北海道幕別町 幕別町長 ㈱アトリエアク
藤原・加藤特定建設共同
企業体

㈱東圧 Ｄ19～25

2310 177 2016年8月～
北海道横断自動車道釧路市舌辛橋A1橋台工
事

北海道釧路市
北海道開発釧路開発建
設部

㈱小野寺組 ㈱東圧 Ｄ29

2311 178 2016年8月～
北海道横断自動車道釧路市桜田大橋Ｐ1橋脚
工事

北海道釧路市
国交省　北海道開発局
釧路開発建設部

市橋建設㈱ ㈱東圧 Ｄ29～35

2312 179 2016年8月～
(仮称)TGMM芝浦PJB棟Ⅰ期（先行部）新築工
事

東京都港区 東京瓦斯㈱
㈱日建設計　㈱三菱地
所設計

清水建設㈱建築事業本
部

松栄工業㈱ Ｄ19～29

2313 180 2016年8月～
磐田スマートアグリカルチャー事業施設建設工事
集出荷場建設工事

静岡県磐田市
㈱スマートアグリカルチャー
磐田

石川建設㈱一級建築士
事務所

石川建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

2314 181 2016年8月～ (仮称)Audi Shizuoka新築工事 静岡県静岡市 静岡三菱自動車販売㈱ ㈲相坂建築事務所 木内建設㈱ ㈱扶桑工業 Ｄ19～25

2315 182 2016年8月～ サカイ脳神経外科　新築工事 静岡県浜松市 酒井直人様 ㈱Bookmark Design 須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

2316 183 2016年8月～ 山下様農業用倉庫新築工事 静岡県浜松市 山下様 ㈱大村組 ㈱大村組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

2317 184 2016年8月～ ㈲田中屋産業寺脇ディサービス増築工事 静岡県浜松市 ㈲田中産業
㈲進栄一級建築設計事
務所

静岡ビルサービス㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

2318 185 2016年8月～ 特高変電所キュービクル上屋新築工事 静岡県磐田市 日たばこ産業㈱ ｼﾞｪｲﾃｨｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 石川建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

2319 186 2016年8月～ ヤマザキ自動車販売㈱整備工場新築工事 福島県伊達市 ヤマザキ自動車販売㈱ 関場建設㈱ ㈱TGP Ｄ19～22

2320 187 2016年8月～ 山形城北高等学校5号館建替え工事 山形県山形市 ㈱阿部和工務店 ㈱TGP Ｄ19～25

2321 188 2016年8月～ リサイクルセンター整備工事 北海道小清水町 斜里郡小清水町長 ㈱ドーコン ㈱北興 ㈱東圧 Ｄ19～22

2322 189 2016年8月～ 高栄E団地市営住宅新築工事（建築主体）-1 北海道北見市 北見市
アトリエブンク・エフ設計工
房・そうごうシステムデザイン
JV

五十嵐・大幸・岡村・村
井・ダイイチ特定建設工事
共同企業体

㈱東圧 Ｄ19

2323 190 2016年8月～ 水銀含有再生資源保管庫新築工事 北海道北見市
野村興産㈱イトムカ鉱業
所

㈱三建設計事務所 北成建設㈱ ㈱東圧 Ｄ22

2324 191 2016年8月～
(仮称)まちなか団地公営住宅（A棟）新築工事の
うち建築主体工事

北海道紋別市 紋別市長 ㈱岩見田設計
渡辺・大和・鈴木特定建
設工事共同企業体

㈱東圧 Ｄ19～22

2325 192 2016年8月～ 弟子屈消防庁舎新築工事（建築主体） 北海道弟子屈町 釧路北部消防事務組合 ㈱創建社
岩田地崎・近藤・ホクセイ・
畑中特定建設工事共同
企業体

㈱東圧 Ｄ22～29

2326 193 2016年8月～ (仮称)㈱カンテック北見ビル新築工事 北海道北見市 ㈱カンテック 山下設計北海道支社
東急建設・鐘ヶ江建設特
定JV

㈱東圧 Ｄ19～29

2327 194 2016年8月～ 地域振興施設建設工事（建築主体） 北海道大空町 大空町長 ㈱アトリエアク設計
河西・斉藤・藤井経常建
設共同企業体

㈱東圧 Ｄ19～25

2328 195 2016年8月～
北見市立上常呂中学校校舎耐震改修工事
（建築主体）

北海道北見市 北見市長
アルファ・そうごう特定委託
業務共同企業体

岡村建設㈱ ㈱東圧 Ｄ19

2329 196 2016年8月～ おんべつ学園日中活動棟新築工事 北海道釧路市
社会福祉法人音別憩いの
郷理事長

㈱ケイ立身設計 萩原建設工業㈱ ㈱東圧 Ｄ19

2330 197 2016年8月～
一般国道40号　天塩町　天塩大橋下部設置工
事

北海道天塩町他
北海道開発局　留萌開
発建設部

山高建設工業㈱ ㈲来伸ガス Ｄ35

2331 198 2016年8月～ (仮称)JAP旭川　新築工事 北海道旭川市
㈱レッドバロンプロパティー
ズ

AG総合設計安田設計室
/北海建工㈱一級建築士
事務所

北海建工㈱ ㈲来伸ガス Ｄ19～25

2332 199 2016年8月～ 平成大橋新設下部（橋脚工）工事 北海道旭川市
旭川市　土木部　土木建
設課

荒井・大建土木共同企業
体

㈲来伸ガス Ｄ35

2333 200 2016年8月～
平成27年度138号BP仁杉中畑地区北下部工
事

静岡県御殿場市
国交省　中部地方整備
局　沼津河川国道事務
所

国交省　中部地方整備
局　沼津河川国道事務
所

小野建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ25～38

2334 201 2016年8月～ 大岡駅前町公会堂　新築工事 静岡県沼津市 大岡駅前町　自治会長
㈱大義工務店一級建築
士事務所

富士峰建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～22

2335 202 2016年8月～ マツハナヤマンション新築工事 静岡県静岡市 松花　仁 ㈱平成建設 ㈱平成建設 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～29

2336 203 2016年8月～
平成28年度長岡北小学校屋内運動場大規模
改修事業

静岡県伊豆の国市 伊豆の国市長 ㈲石橋修　建築設計室
山本建設㈱伊豆の国営
業所

東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

2337 204 2016年8月～ 寺田君子様マンション2　新築工事 静岡県静岡市 寺田君子様 ㈱平成建設 ㈱平成建設 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

2338 205 2016年8月～ トラスコ中山㈱富士支店　新築工事 静岡県富士市 トラスコ中山㈱
㈱竹中工務店名古屋
一級建築士事務所

㈱竹中工務店　名古屋
支店

東海ガス圧接㈱ Ｄ25

2339 206 2016年8月～ 三州エッグ㈱　富士裾野工場　増築工事 静岡県裾野市 三州エッグ㈱
清水建設㈱名古屋支店
一級建築士事務所

清水建設㈱名古屋支店 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

2340 207 2016年8月～
アステラスファーマテック㈱焼津工場　排水処理設
備増強工事

静岡県焼津市 アステラスファーマテック㈱
㈱佐藤建設一級建築士
事務所

㈱佐藤建設 東海ガス圧接㈱ Ｄ25

2341 208 2016年8月～ (仮称)Well-D動物病院　新築工事 静岡県長泉町 井口賢明様 ㈱シード 清水建設㈱名古屋支店 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25
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2342 209 2016年8月～
(仮称)大和一丁目サービス付高齢者向け住宅
新築工事

静岡県静岡市 ㈲アミティエ ㈲松永設計 静高建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

2343 210 2016年8月～ (仮称)リーチェル認定こども園　新築工事 静岡県富士宮市 学校法人足立学園 ㈱時設計 ㈱石井組 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～22

2344 211 2016年8月～ ㈱資生堂　掛川工場第6工場棟建設工事 静岡県掛川市 ㈱資生堂
㈱IHIプラントエンジニアリン
グ

㈱フジタ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～32

2345 212 2016年9月～ 士幌町地域創造発信拠点施設新築工事 北海道士幌町 士幌町長　小林康雄 ㈱ドーコン
北斗・平田経常建設共同
企業体

㈱東圧 Ｄ19

2346 213 2016年9月～ ふれあいファームしのつ 北海道江別市 ㈲カネヒデ ㈱アツケン工業 Ｄ19

2347 214 2016年9月～
平成27年度河津下田道路端末ランプ橋　下部
工事

静岡県賀茂郡
国交省　中部地方整備
局　沼津河川国道事務
所

山本建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ29～51

2348 215 2016年9月～
医療法人社団志仁会　三島中央病院増改築
計画

静岡県三島市 日揮㈱ 日揮㈱ 木内建設㈱沼津支店 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～29

2349 216 2016年9月～
28年度社会福祉法人静岡隣人会　静岡隣人
会保育園　新築工事

静岡県静岡市
社会福祉法人静岡隣人
会　理事長

㈱高橋茂弥建築設計事
務所

平井工業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

2350 217 2016年9月～
宇部三菱セメント㈱名古屋支店田子の浦SS事
務所新築工事

静岡県富士市 宇部三菱セメント㈱ 井上建設㈱ 井上建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

2351 218 2016年9月～ 三菱電機㈱静岡製作所1B前荷捌所建設工事 静岡県静岡市 三菱電機㈱
㈱ピーエス三菱名古屋支
店一級建築士事務所

㈱ピーエス三菱 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

2352 219 2016年9月～
(仮称)クリエイトエス・ディー富士木の宮店新築工
事

静岡県富士市 Rオフィス㈱
井上建設㈱一級建築士
事務所

井上建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～22

2353 220 2016年9月～ 裾野駅跨線橋新設ほか 静岡県裾野市 東海旅客鉄道㈱ 名工建設㈱静岡支店 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

2354 221 2016年9月～ 酒田市庁舎改築工事（建築工事） 山形県酒田市 酒田市長 ㈱日本設計
大成・林・大場特定建設
工事共同企業体

八幡圧接鉄工㈲ Ｄ25

2355 222 2016年9月～
平成28年度御殿場維持管内橋梁補強補修工
事

静岡県小山町
国交省　中部地方整備
局　沼津河川国道事務
所

臼幸産業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ38

2356 223 2016年9月～ （仮称）南里貸車庫新築倉庫 福岡県志免町 C-KUROKI㈱ ㈱フクアツ Ｄ19

2357 224 2016年9月～ 都田保育園　増築工事 静岡県浜松市 社会福祉法人都田会
㈲エスアンドアイ総合建築
事務所

山平建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

2358 225 2016年9月～
平成28年度～平成29年度　校舎改築地業　債
務負担行為　中央小学校校舎改築工事

静岡県掛川市 掛川市長
㈱竹下一級建築士事務
所

川島・山本・エフエフ特定
建設工事共同企業体

㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～29

2359 226 2016年9月～ ゼンウェルオーダード㈱本社増築工事 静岡県磐田市 ゼンウェルオーダード㈱ ㈲玄建築設計室 須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

2360 227 2016年9月～ (仮称)掛川大池認定こども園新築工事 静岡県掛川市
社会福祉法人天竜厚生
会

㈱飯尾建築設計事務所 ㈱川島組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～25

2361 228 2016年9月～
平成28年度～平成29年度　学校給食施設整
備事業（債務負担行為）新学校給食センター建
設工事（建築主体工事）

静岡県掛川市 掛川市長
㈱ヴァイスプランニング一級
建築士設計事務所

尾崎・藤本・鈴木特定建
設工事共同企業体

㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

2362 229 2016年9月～ 佐々木産業　和田工場新築工事 静岡県浜松市 ㈱佐々木産業
須山建設㈱一級建築士
事務所

須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～29

2363 230 2016年9月～
協業組合浜松輸送湖東倉庫新築工事（事務
所棟）

静岡県浜松市
協業組合浜松輸送セン
ター

須山建設㈱一級建築士
事務所

須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25

2364 231 2016年9月～
㈱ガス検中部豊橋事業所　残ガス回収増設工
事

愛知県豊橋市 ㈱ガス検中部
㈱ザ・トーカイ一級建築士
事務所

㈱ザ・トーカイ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

2365 232 2016年9月～
新東名高速道路　駒門パーキングエリア（下り線）
休憩施設新築工事

静岡県御殿場市
中日本高速道路㈱東京
支社

㈱青島設計　東京事務
所

東急建設㈱ ㈱扶桑工業 Ｄ22～25

2366 233 2016年9月～
医療法人社団健寿会　介護老人保健施設プル
メリア建設工事

静岡県静岡市 ㈲富士見メディカル ㈱設計工房K 五光建設㈱ ㈱扶桑工業 Ｄ22～25

2367 234 2016年9月～ (仮称)㈱南伸商大井川工場新築工事 静岡県焼津市 ㈱南伸商 ㈱今川建築設計事務所 木内建設㈱ ㈱扶桑工業 Ｄ19～25

2368 235 2016年9月～
ふらの農業水利事業　東郷ダム洪水吐等改修
建設工事

北海道富良野市
飛鳥・伊藤特定建設工事
共同企業体

㈲来伸ガス Ｄ25～35

2369 236 2016年9月～ (仮称)㈱ホクエツ五橋計画新築工事 宮城県仙台市 ㈱ホクエツ
西松建設㈱北日本支社
一級建築士事務所

西松建設㈱北日本支社 ㈱TGP Ｄ25

2370 237 2016年9月～ セブンイレブン石巻水明町店増築工事 宮城県仙台市 ㈲Jes設計 ㈱阿部和工務店 ㈱TGP Ｄ19

2371 238 2016年9月～ 平鹿地域多目的総合施設建設工事 秋田県横手市 横手市長
久米・遠藤設計共同企業
体

横手・大和・丸茂特定建
設工事共同企業体

㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

2372 239 2016年9月～ 都田保育園　増築工事 静岡県浜松市
社会福祉法人　都田会
理事長

㈲エスアンドアイ総合建築
事務所

山平建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

2373 240 2016年9月～
網走市生ゴミ堆肥化施設建設建築主体工事（1
工区）

北海道網走市 網走市 池下産業㈱ ㈱夏見建設 ㈱東圧 Ｄ22～25

2374 241 2016年9月～ 日東建設㈱社屋建設工事 北海道雄武町 日東建設㈱ ㈱オダ建設 ㈱オダ建設 ㈱東圧 Ｄ19～25

2375 242 2016年9月～
東相内公共施設複合化住民センター新築工事
（建築主体）

北海道北見市 北見市長
日本工房・エフ設計・高橋
建築設計特定委託業務
共同企業体

鐘ヶ江・三共後藤・北洋
特定建設工事共同企業
体

㈱東圧 Ｄ19～25

2376 243 2016年9月～ ㈱中外（仮称）春日井工場新築工事 愛知県春日井市 ㈱中外
㈱大林組名古屋支店一
級建築士事務所

㈱大林組名古屋支店 ㈱嘉藤工業所 Ｄ22～25
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2377 244 2016年9月～ 林丘幼稚園 愛知県 太啓建設㈱ ㈱嘉藤工業所 Ｄ19

2378 245 2016年9月～ ㈱中外（仮称）春日井工場新築工事 愛知県春日井市 ㈱中外
㈱大林組名古屋支店一
級建築士事務所

㈱大林組名古屋支店 ㈱嘉藤工業所 Ｄ22～25

2379 246 2016年9月～ ベルモニー会館　御厩 香川県高松市 谷口建設興業㈱ ㈲都島興業 Ｄ19

2380 247 2016年9月～ 林町マンション 香川県高松市 大和ハウス工業㈱ ㈲都島興業 Ｄ22～25

2381 248 2016年9月～ 樋口建材㈱ 香川県高松市 ㈱木村建設 ㈲都島興業 Ｄ19

2382 249 2016年10月～
平成27年度さけ・ます流し網漁業対策支援事業
（鮮度保持施設）建設

北海道広尾町
広尾漁業協同組合代表
理事組合長

㈱ぎょれん設計センター
萩原・アカイシ経常建設共
同企業体

㈱東圧 Ｄ19～25

2383 250 2016年10月～ しらかば保育園改築工事 北海道根室市
社会福祉法人しらかば保
育園

北海道建築設計監理㈱ 渡辺建設工業㈱ ㈱東圧 Ｄ19～22

2384 251 2016年10月～ 箱根町立宮城野保育園園舎建設工事 神奈川県箱根町 箱根町長 ㈱桂設計
勝俣組・上野工務店共同
企業体

㈲フルタ工業 Ｄ22～25

2385 252 2016年10月～ ヤンマー士幌支店新築工事 北海道士幌町 ヤンマー農機 ㈱ネクサス 丹羽鉄筋興業㈱ Ｄ19

2386 253 2016年10月～ 三菱テストコース機能試験室新築工事 北海道陸別町 三菱自動車 ㈱ピーエス三菱 丹羽鉄筋興業㈱ Ｄ19

2387 254 2016年10月～
ファナック㈱実験工場建設プロジェクト渡り廊下建
設工事

山梨県忍野村 ファナック㈱
㈱富士一級建築士事務
所

東急建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

2388 255 2016年10月～
富士外（27）訓練施設　新設等建築工事（富士
米軍地区）

静岡県御殿場市
支出負担行為担当官
南関東防衛局長

㈱蒼設計 小野建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

2389 256 2016年10月～ DPL新富士新築工事 静岡県富士市
日立キャピタルコミュニティ
㈱

大和ハウス工業㈱東京建
築一級建築士事務所

大和ハウス工業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ25～32

2390 257 2016年10月～ 沼津信用金庫大岡支店新築工事 静岡県沼津市 沼津信用金庫 ㈱大瀧建築事務所 大藤建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～22

2391 258 2016年10月～
三島市公営住宅　南二日町住宅A棟全面的改
善事業に伴う建築工事

静岡県三島市 三島市長 三島市建築住宅課 大場建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

2392 259 2016年10月～ サーパス三島東町レジデンス新築工事 静岡県三島市 ㈱穴吹工務店
㈱穴吹工務店　東京一
級建築事務所

㈱穴吹工務店 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～38

2393 260 2016年10月～
三菱商事フードテック㈱MX工場積込場・溶解建
屋設置工事

静岡県富士市 三菱商事フードテック㈱ 千代田工商㈱ ㈱井出組 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

2394 261 2016年10月～ (仮称)ウェルシア富士　木の宮店新築工事 静岡県富士市 ウェルシア薬局㈱
㈱プラドウィン一級建築士
事務所

㈱中村組 東海ガス圧接㈱ Ｄ25

2395 262 2016年10月～
常葉大学　静岡キャンパス　草薙校舎　新築工
事

静岡県静岡市
学校法人　常葉学園　理
事長

㈱竹中工務店名古屋一
級建築士事務所

㈱竹中工務店名古屋一
級建築士事務所

東海ガス圧接㈱ Ｄ22～35

2396 263 2016年10月～ (仮称)沼津市寿町店舗（リコー通り店）新築工事 静岡県沼津市 青山商事㈱
大和ハウス工業㈱沼津支
店建築一級建築士事務
所

大和ハウス工業㈱沼津支
店

東海ガス圧接㈱ Ｄ22

2397 264 2016年10月～
(仮称)磐田市障害児者総合支援施設新築工
事

静岡県磐田市
社会福祉法人　聖隷福
祉事業団

㈱公共設計 石川建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25～29

2398 265 2016年10月～ ヤマハ野球部屋内練習場新築工事 静岡県磐田市 ヤマハ㈱
須山建設㈱一級建築士
事務所

須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25～29

2399 266 2016年10月～ 中部ハム㈱　包装棟新築工事 静岡県浜松市 ㈱フードリエ
須山建設㈱一級建築士
事務所

須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～29

2400 267 2016年10月～ 遠鉄ストア新橋店新築工事 静岡県浜松市 ㈱遠鉄ストア 遠鉄建設㈱ 遠鉄建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～25

2401 268 2016年10月～ 竹山様貸店舗増築工事 静岡県浜松市 竹山貞明様
大和ハウス工業㈱浜松支
店

大和ハウス工業㈱浜松支
店

㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

2402 269 2016年10月～ 植松小楠様邸新築工事 静岡県浜松市 小楠英亮
釜慶鉄工㈱一級建築士
事務所

釜慶鉄工㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

2403 270 2016年10月～ 社会福祉法人紅紫会ケアハウス浴室改修工事 静岡県袋井市
社会福祉法人紅紫会理
事長

㈱エコア総合設計 ㈱永井組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

2404 271 2016年10月～ 原田彰様・タカ様アパート新築工事 静岡県浜松市 原田彰様・タカ様 東名建築設計室 東建コーポレーション㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

2405 272 2016年10月～ ㈱シンクロン第五期北工場増築工事 山形県鶴岡市 ㈱シンクロン 創設計事務所 ㈱佐藤工務 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～22

2406 273 2016年10月～ 平成28年度　曙保育園新築工事 静岡県静岡市 社会福祉法人　芳明会 川口建築設計事務所 木内建設㈱ ㈱扶桑工業 Ｄ19～25

2407 274 2016年10月～ (仮称)大谷土地利用計画 静岡県静岡市
木内建設㈱一級建築士
事務所

木内建設㈱ ㈱扶桑工業 Ｄ19～25

2408 275 2016年10月～
網走市生ゴミ堆肥化施設建設建築主体工事(2
工区)

北海道網走市 網走市 池下産業㈱ ㈱早水組 ㈱東圧 Ｄ19～22

2409 276 2016年10月～
広域穀類乾燥調製貯蔵施設建設工事（計量
棟）

北海道網走郡大空町 大空町長
ホクレン農業協同組合連
合会

河西・斉藤・藤井　経常
建設共同企業体

㈱東圧 Ｄ19～22

2410 277 2016年10月～
平成27年度強い農業づくり事業　美幌町農協
人参洗浄選別予冷施設増設工事

北海道網走郡美幌町 美幌町農業協同組合 ㈱北農設計センター
ダイイチ・三共後藤・道和
経常建設共同企業体

㈱東圧 Ｄ22～25

2411 278 2016年10月～
(福)治恵会　特別養護老人ホームくつろぎユニッ
ト建設工事（建築主体工事）

北海道北見市 社会福祉法人　治恵会 ㈱清和設計事務所 ㈱ダイイチ ㈱東圧 Ｄ22
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2412 279 2016年10月～ 武田漁業部倉庫　新築工事 北海道北見市 武田漁業部 ㈲アトリエモノリス 宮脇土建㈱ ㈱東圧 Ｄ19～25

2413 280 2016年10月～
平成28年度川西芽室音更線防B310改良工事
（中島橋P4橋脚工）

北海道帯広市
北海道十勝総合振興局
帯広建設管理部

西江建設㈱ ㈱東圧 Ｄ29

2414 281 2016年10月～ 一般国道452号三笠市桂沢改良外一連工事 北海道三笠市 機械開発北旺㈱ ㈱東圧 Ｄ35

2415 282 2016年10月～
平成28年度産地パワーアップ事業豊頃町農協｢
小麦貯蔵施設｣新築工事

北海道豊頃町 豊頃町農業協同組合 ㈱サタケ ㈱サタケ ㈱東圧 Ｄ19～25

2416 283 2016年10月～ 平成27年度冷蔵保管施設整備事業建築工事 北海道厚岸町 厚岸農業協同組合 ㈱武田建築設計事務所
萩原・マル勢影本特定建
設工事共同企業体

㈱東圧 Ｄ19～25

2417 284 2016年10月～ (仮称)JET観光バス事務所棟新築工事 福岡県大野城市 JET観光バス㈱
㈱アクシス一級建築士事
務所

㈱黒木建設 ㈱フクアツ Ｄ22

2418 285 2016年10月～ 消防署西崎出張所訓練棟新築建築工事 山形県山形市 山形市長 ㈱アーキブレン 山形建設㈱ ㈱TGP Ｄ19～25

2419 286 2016年10月～ 山形ごぼう商会工場増築工事 山形県寒河江市 ㈱山形ごぼう商会 伊藤建設㈱ ㈱TGP Ｄ22

2420 287 2016年10月～ (仮称)芝公園1丁目ビル計画新築工事 東京都港区
三井住友建設㈱東京支
店

㈱創栄工業 Ｄ25～32

2421 288 2016年10月～ (仮称)イオンモールいわき小名浜新築工事 福島県いわき市 イオンモール㈱
西松建設㈱北日本支社
一級建築士事務所

西松建設㈱北日本支社 ㈱TGP Ｄ19～29

2422 289 2016年10月～ 名取市立閖上小・中学校改築工事 宮城県名取市 名取市長 ㈱桂設計 西松建設㈱北日本支社 ㈱TGP Ｄ19～29

2423 290 2016年10月～ 愛知県精神医療センター改築工事 愛知県名古屋市 ㈱熊谷組 ㈱嘉藤工業所 Ｄ19～29

2424 291 2016年10月～ 豊田精霊幼稚園 愛知県 ㈱メイダイ ㈱嘉藤工業所 Ｄ22

2425 292 2016年10月～ R邸 北海道札幌市 藤田工務店 ㈱中央ガス圧接 Ｄ19～22

2426 293 2016年10月～ メニーズコート環状通東MS新築工事 北海道札幌市 エムズ・インダストリー㈱ ㈱中央ガス圧接 Ｄ19

2427 294 2016年10月～ (仮称)ツルハドラッグ滝川空知町新築工事 北海道滝川市 ㈱上田コンクリート工業所 ㈱プロ1 ㈱S・D建設 ㈲来伸ガス Ｄ19～22

2428 295 2016年11月～ (仮称)レーベン富士青島町新築工事 静岡県富士市 ㈱タカラレーベン
㈱アーバンライフ建築事務
所

㈱石井組 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～41

2429 296 2016年11月～
平成27年度都市防災総合推進事業津波避難
タワーＬブロック設置工事

静岡県牧之原市 牧之原市長 ㈱オリエンタルコンサルタンツ ㈱鈴木土建 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～32

2430 297 2016年11月～
平成28年度地震対策事業　池新田津波避難タ
ワー建設工事

静岡県御前崎市 御前崎市長 ㈱フジヤマ ㈱増田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ32

2431 298 2016年11月～ 川合様農業用倉庫新築工事 静岡県浜松市 富伸鋼業㈲
一級建築士事務所
平野守一　建築設計室

富伸鋼業㈲ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

2432 299 2016年11月～ 小林機工　増築工事 静岡県磐田市 小林機工㈱ ㈱飯田組 ㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

2433 300 2016年11月～ (仮称)鈴木登様賃貸マンション夏期新築工事 愛知県豊橋市 鈴木登様
東建コーポレーション㈱一
級建築士事務所　東名
建築設計室

東建コーポレーション㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

2434 301 2016年11月～ ㈱アドビック作業場新築工事 静岡県磐田市 池谷之孝 ㈱イワタ伊藤建設 ㈱イワタ伊藤建設 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

2435 302 2016年11月～ 浜松キハン㈱様事務所新築工事 静岡県浜松市 浜松キハン㈱ ㈲玄建築設計室 ㈱杉浦建築店 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

2436 303 2016年11月～ (仮称)西湖西整形外科新築工事 静岡県湖西市 松下聡様
㈱一級建築士事務所
室伏薫デザインルーム

大河原建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

2437 304 2016年11月～ 平成商事　東海ヤード倉庫新築工事 新潟県糸魚川市 ㈱平成商事 田辺建設㈱ ㈲中越ガス圧接工業 Ｄ22

2438 305 2016年11月～ 酒田自動車庫1号ほか1棟新築（集約）工事 山形県酒田市
東日本旅客鉄道㈱新潟
支社　新潟建築技術セン
ター

東日本旅客鉄道㈱新潟
支社　新潟建築技術セン
ター

JR東日本ビルテック㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19

2439 306 2016年11月～ 東根地区構造物工事 山形県東根市 山形河川国道事務所 升川建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ29

2440 307 2016年11月～ 東北パイオニア㈱無響室新築工事 山形県天童市 東北パイオニア㈱ ㈱山本建築設計事務所 幸栄建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ25

2441 308 2016年11月～ 根室漁業協同組合栽培センター新築工事 北海道根室市 根室漁業協同組合 ㈱コアプランニング 渡辺建設工業㈱ ㈱東圧 Ｄ19～25

2442 309 2016年11月～ ファナック㈱　ロボナノ新棟建設工事 山梨県山中湖村 ファナック㈱
㈱富士一級建築士事務
所

東急建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～29

2443 310 2016年11月～ 静岡日野自動車㈱　富士営業所新築工事 静岡県富士市 静岡日野自動車㈱
㈱竹下一級建築士事務
所

井上建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

2444 311 2016年11月～ 飯塚マンション3　新築工事 静岡県沼津市 飯塚俊和・春代様 ㈱平成建設 ㈱平成建設 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～22

2445 312 2016年11月～ (仮称)伊東商業施設　新築工事 静岡県伊東市
㈱ドン・キホーテ　日本ア
セットマーケティング㈱

港設計　一級建築士事
務所

五光建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

2446 313 2016年11月～
平成28年度[第28-K6012-01号]一級河川黄
瀬川東富士演習場周辺障害防止対策（洪水
対策）付帯工事（栄橋右岸下部工）

静岡県裾野市 静岡県沼津土木事務所 静岡コンサルタント 渡邉工業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ29
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2447 314 2016年11月～ 富士製紙協同組合新事務所　新築工事 静岡県富士市 富士製紙協同組合
一級建築士事務所
SUZUKi設計室

㈱井出組 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

2448 315 2016年11月～ 日本フイルコン㈱静岡事業所　新棟建設工事 静岡県富士市 日本フイルコン㈱
㈱石井組一級建築士事
務所

㈱石井組 東海ガス圧接㈱ Ｄ25

2449 316 2016年11月～
平成28年度｢第26-C4213-01号｣（都）池田柊
線社会資本整備総合交付金事業（街路）工事
（仮称黄瀬川橋下部工）

静岡県長泉町 静岡県沼津土木事務所 ㈱近代設計 ㈱河西建設 東海ガス圧接㈱ Ｄ32

2450 317 2016年11月～ (仮称)ドーミエ上強羅新築工事 神奈川県箱根町 ㈱共立メンテナンス
㈱アドバンスシティプランニ
ング

㈱勝俣組 ㈲フルタ工業 Ｄ22

2451 318 2016年11月～ 北沢1丁目A号棟B号棟新築工事 東京都世田谷区
㈱スカイフィールドコーポ
レーション

協和圧接工業㈱ Ｄ19

2452 319 2016年11月～ ㈱伊藤製作所蔵王みはらしの丘工場新築工事 山形県山形市 ㈱伊藤製作所 山形建設㈱ ㈱TGP Ｄ19～22

2453 320 2016年11月～ ごみ処理施設建設工事 愛知県東浦町 東部知多衛生組合
新日鉄住金エンジニアリン
グ㈱

新日鉄住金エンジニアリン
グ㈱

㈱嘉藤工業所 Ｄ19～25

2454 321 2016年11月～
三好中部特定土地区画整理事業平成27年度
水路築造工事その1工事

愛知県みよし市
三好中部特定土地区画
整理組合

㈱鴻池組名古屋支店 ㈱嘉藤工業所 Ｄ29～32

2455 322 2016年11月～ 東海カンパニー分別ヤード 愛知県 ㈱メイダイ ㈱嘉藤工業所 Ｄ22

2456 323 2016年11月～ セブンイレブン北27条店 北海道札幌市 ㈱西岡建設 ㈱アツケン工業 Ｄ19～22

2457 324 2016年11月～ 木村崇也様マンション 香川県高松市 大東建託㈱ ㈲都島興業 Ｄ19～29

2458 325 2016年11月～ TSUTAYA林町店 香川県高松市 ㈱合田工務店 ㈲都島興業 Ｄ22

2459 326 2016年11月～ 家庭紙マシン設備新設　土建工事 静岡県富士市 大日製紙㈱
三井住友建設㈱静岡支
店一級建築士事務所

三井住友建設㈱ ㈱扶桑工業 Ｄ19～29

2460 327 2016年11月～ (仮称)コンコルド静岡緑が丘店新築工事 静岡県静岡市 ㈲新日邦
㈱西井都市建築設計事
務所

木内建設㈱ ㈱扶桑工業 Ｄ22

2461 328 2016年11月～
羅臼町立知床未来中学校建設　建築主体工
事

北海道斜里郡羅臼町 羅臼町長 ㈱アトリエアク
早水・廣木・酒井・加我特
定建設工事共同企業体

㈱東圧 Ｄ19～25

2462 329 2016年11月～
ファミリースポーツセンター耐震補強及び大規模改
修工事

北海道常呂郡置戸町 置戸町長 ㈱日本工房
北進・五十嵐・北成　経
常建設共同企業体

㈱東圧 Ｄ32

2463 330 2016年11月～
北見市立留辺蘂小学校・学校給食センター・児
童館改修工事（建築主体）

北海道北見市 北見市
北海道日建設計・NK建
築設計室　共同企業体

松谷・三九・天内・鐘ヶ
江・大地特定建設工事共
同企業体

㈱東圧 Ｄ19～25

2464 331 2016年12月～ 平成27年度138号BP須走地区下部工事 静岡県小山町
国交省　中部地方整備
局　沼津河川国道事務
所

国交省　中部地方整備
局　沼津河川国道事務
所

臼幸産業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ32～51

2465 332 2016年12月～

平成28年度(第28-D7261-01号)（国）136号
（長岡第3-4高架橋・Bランプ橋・Cランプ橋）防災
安全交付金（国道橋梁耐震対策）工事（耐震
補強工）

静岡県伊豆の国市
静岡県沼津土木事務所
長

㈱東日 駿豆建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ25～38

2466 333 2016年12月～
トヨタカローラ東海㈱浜松マイカーセンター新築工
事

静岡県浜松市 トヨタカローラ東海㈱
須山建設㈱一級建築士
事務所

須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

2467 334 2016年12月～ HTN㈱生産技術研究所プレス棟新築工事 静岡県磐田市 HTN㈱
石川建設㈱一級建築士
事務所

石川建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

2468 335 2016年12月～ ブライトタウン貴布祢　新築工事 静岡県浜松市 遠州鉄道㈱ 須山建設㈱ 須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～35

2469 336 2016年12月～
旭テック㈱テント倉庫他建設工事の内技術-2棟
新築

静岡県菊川市 旭テック㈱ フタバ設計事務所 ㈱川島組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

2470 337 2016年12月～ 入野　神谷様邸　新築工事 静岡県浜松市 神谷優様 釜廣鉄工 釜廣鉄工 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～25

2471 338 2016年12月～
平成27年度（都）清水沢多賀城線橋梁下部工
工事

宮城県多賀城市 多賀城市
鴻池組・斎藤工務店特定
建設工事共同企業体

㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ29～38

2472 339 2016年12月～
平成28年度鶴岡中央工業団地水道第二浄水
場増設（建築）工事

山形県鶴岡市
財団法人　鶴岡市開発
公社

㈱日本水道設計社一級
建築士事務所

㈱菅原工務店 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

2473 340 2016年12月～ 建設部赤坂車庫施設設備工事 N715-30 秋田県横手市 仙北地域振興局
アーキテック一級建築士事
務所

伊藤建設工業㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～25

2474 341 2016年12月～ 大曲工業高等学校　屋内練習場新築工事 秋田県大仙市

秋田県立大曲工業高校
第98回全国高等学校野
球選手権大会　募金実
行委員長

㈱半田工務店一級建築
士事務所

㈱半田工務店 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～22

2475 342 2016年12月～
平成27年度戸沢地区経営体育成基盤整備事
業　第16工区工事

山形県戸沢村
山形県最上総合支庁産
業経済部農村整備課

星川建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～25

2476 343 2016年12月～ ㈱小松写真印刷新工場　増築工事 山形県酒田市 ㈱小松写真印刷 ㈲山崎建築設計事務所 ㈱丸高 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～25

2477 344 2016年12月～ ㈱管製作所様　新工場　新築工事 山形県天童市 ㈱管製作所
大和ハウス工業㈱山形支
店

大和ハウス工業㈱山形支
店

㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

2478 345 2016年12月～ JA山形もがみトマト選果施設能力増強工事 山形県大蔵村 山形もがみ農業協同組合
全農山形一級建築士事
務所

㈱新庄・鈴木・柴田組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

2479 346 2016年12月～ 平成28年度金山浄水場車庫新築工事 山形県金山町
山形県企業局　最上電
気水道事務所

㈲白岩建築設計事務所 星川建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

2480 347 2016年12月～ ㈱高瀬電設工場増築工事 秋田県湯沢市 ㈱高瀬電設
㈱和賀組一級建築事務
所

㈱和賀組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

2481 348 2016年12月～
JA新庄もがみ東部営農センター集出荷施設増
築工事

山形県最上町 JA新庄もがみ
全農山形一級建築士事
務所

㈱大場組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22
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2482 349 2016年12月～ (仮称)成澤鉄工社屋新築工事 山形県鶴岡市 成澤克志様 ㈱石川設計事務所 ㈱石庄建設 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

2483 350 2016年12月～ (仮称)ウェルシア東根中央店　新築工事 山形県東根市 佐藤信勝様 ㈱都設計企画 大和リース㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19

2484 351 2016年12月～ 荘内配電管工㈱　酒田営業所　新築工事 山形県酒田市 荘内配電管工㈱
㈱丸高一級建築士事務
所

㈱丸高 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19

2485 352 2016年12月～ 最上通信機器室増築　その他工事 山形県最上町
東日本旅客鉄道㈱仙台
建築技術センター

東日本旅客鉄道㈱仙台
建築技術センター

第一建設工業㈱仙台支
店　山形営業所

㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

2486 353 2016年12月～ 日新資源中間処理施設　建設工事 山形県山形市 ㈲日新資源 ㈱山本建築設計事務所 丸伸建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

2487 354 2016年12月～ 大曲工業高等学校　屋内練習場新築工事 秋田県大仙市
秋田県立大曲工業高校
野球部募金実行委員長

㈱半田工務店一級建築
士事務所

㈱半田工務店 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～22

2488 355 2016年12月～
(仮称)袋井市旭町2丁目アスタリスク様マンション
新築工事

静岡県袋井市 ㈱アスタリスク ㈱飯田組 ㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

2489 356 2016年12月～ (仮称)サン・サポート岡富　新築工事 静岡県沼津市 ㈱モカジャパン ㈱青山建築設計事務所 大岡建設工業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

2490 357 2016年12月～
平成28年度[第28-Z2202-01号]田子の浦港管
理事務所受変電設備他改修工事

静岡県富士市 静岡県知事　川勝氏
静岡県経営管理部設備
課

大野電機工業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ25～29

2491 358 2016年12月～ 順天堂大学医学部附属静岡病院 静岡県伊豆の国市 学校法人順天堂 ㈱梓設計 駿豆建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

2492 359 2016年12月～
（仮称）看護小規模多機能型居宅介護よろこび
厚原新築工事

静岡県富士市 医療法人社団　喜生会 ㈱池田建築設計事務所 井上建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ25

2493 360 2016年12月～
県営住宅今沢団地建替等整備事業（第一工
区）

静岡県沼津市
今沢団地パブリックサービス
㈱

㈱大阪ヒカリ・エンヂニアリ
ング

㈱佐藤建設 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～29

2494 361 2016年12月～
学校法人第三静岡学園（仮称）静岡学園こども
園乳児棟新築工事

静岡県静岡市
学校法人　第三静岡学
園

高橋茂弥建築設計事務
所

平井工業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

2495 362 2016年12月～ （仮称）エルーチェ沼津インター店　新築工事 静岡県沼津市 エルーチェ　山口誠様 ㈱シック ㈱中村組 東海ガス圧接㈱ Ｄ25

2496 363 2016年12月～ 鎌田様住宅　新築工事 静岡県三島市 鎌田光一・淳一様 杉橋建築設計事務所 駿豆建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ25

2497 364 2016年12月～ ㈲スズヒロ製作　工場新築工事 静岡県浜松市 ㈲スズヒロ製作
創和設計㈱一級建築士
事務所

㈱鈴木組 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

2498 365 2016年12月～ （仮称）谷中3丁目計画 東京都台東区 伊藤忠商事㈱
松尾建設㈱一級建築士
事務所

松尾建設㈱東京支店 松栄工業㈱ Ｄ19～32

2499 366 2016年12月～ (仮称)鈴与㈱新静岡物流センター新築工事 静岡県静岡市 鈴与㈱
鈴与建設㈱一級建築士
事務所

鈴与建設㈱ ㈱扶桑工業 Ｄ22～38

2500 367 2016年12月～ 道東脳神経外科病院MRI棟増築・改修工事 北海道北見市 社会医療法人　明生会 ㈱岩見田設計 萩原建設工業㈱ ㈱東圧 Ｄ19～25

2501 368 2016年12月～
公共下水道浄化センター土木建築工事(第2工
区)

北海道北見市 北見市公営企業管理者 ㈱NJS
水元・興和・村井・北辰
特定建設工事共同企業
体

㈱東圧 Ｄ22～25

2502 369 2016年12月～ キリンビール仙台工場ゲストホール増設工事 宮城県仙台市 キリン㈱ ㈱丹青社 ㈱TGP Ｄ19

2503 370 2016年12月～
仮称　北24条大橋(下部工)新設工事(第2工
区)

北海道札幌市 国昭建設㈱ ㈱中央ガス圧接 Ｄ29～35

2504 371 2016年12月～ 新星変電所配変A・B容変のうち本館新築工事 北海道旭川市 北海道電力㈱ 北電総合設計㈱ ㈱廣野組 ㈲来伸ガス Ｄ22～25

2505 372 2017年1月～
平成28年度(第28-D7304-01号)（一）三島静
浦港線防災・安全交付金（県道橋梁耐震対
策）工事（新城橋P3P4橋脚補強工）

静岡県三島市 静岡県沼津土木事務所 駿豆建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～41

2506 373 2017年1月～ 松本油脂製薬㈱静岡工場第7工場新築工事 静岡県袋井市 松本油脂製薬㈱
須山建設㈱一級建築士
事務所

須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～29

2507 374 2017年1月～ 東海工業㈱事務所兼食堂棟新築工事 静岡県掛川市 東海工業㈱
須山建設㈱一級建築士
事務所

須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25～29

2508 375 2017年1月～ 豊頃糠内芽室線　栄橋下部工 北海道豊頃町 帯広建設管理部 山内組 丹羽鉄筋興業㈱ Ｄ29

2509 376 2017年1月～ パチンコ22　十文字店　新築工事 秋田県横手市 ㈱二十二 ㈲創建築設計事務所 ㈱三友建築所 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19

2510 377 2017年1月～
日本国マンション（ファミリータイプ・ワンルームタイ
プ）新築工事

山形県鶴岡市 ㈱ギンザのサエグサ 栗本設計 ㈱マルゴ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

2511 378 2017年1月～ (仮称)大瀬町マンション　新築工事 静岡県浜松市 飯尾哲秀様 ㈱飯田組 ㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～25

2512 379 2017年1月～ 平成28年度　源平橋耐震補強工事 静岡県富士市 富士市長 静岡コンサルタント㈱ 遠藤建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ38

2513 380 2017年1月～ 沼津市大岡マンション　新築工事 静岡県沼津市 今野秀明様 ㈱平成建設 ㈱平成建設 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

2514 381 2017年1月～ (仮称)飯塚昭四郎様マンション　新築工事 静岡県静岡市 飯塚昭四郎様
㈱平成建設一級建築士
事務所

㈱平成建設 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

2515 382 2017年1月～
平成28年度[第28-D7302-01号]（主）富士宮
芝川線防災・安全交付金（県道橋梁耐震対
策）工事（羽鮒高架橋耐震補強工）その1

静岡県富士市
静岡県　富士土木事務
所

地成建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ25～35

2516 383 2017年1月～ (仮称)小室様マンション　新築工事 静岡県静岡市 小室智絵様
㈱平成建設一級建築士
事務所

㈱平成建設 東海ガス圧接㈱ Ｄ19
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2517 384 2017年1月～ (仮称)亀戸7丁目アートマンション建設工事 東京都江東区 ㈱アート企画
鈴与三和建物㈱一級建
築士事務所

鈴与三和建物㈱ 松栄工業㈱ Ｄ19～32

2518 385 2017年1月～ 門前仲町プロジェクト 東京都墨田区
㈱スカイフィールドコーポ
レーション

協和圧接工業㈱ Ｄ19～22

2519 386 2017年1月～ リゾートホテル八乙女ラウンジ増築工事 山形県鶴岡市 ㈱豊栄商事 ㈱アックスクリエート ㈱石庄建設 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

2520 387 2017年1月～ (仮称)岩手銀行長町支店新築工事 宮城県仙台市 ㈱岩手銀行 ㈱阿部和工務店 ㈱TGP Ｄ19～25

2521 388 2017年1月～ さゆりこども園0歳児保育室増築工事 福島県福島市
社会福祉法人　吾妻福
祉会

仙建工業㈱ ㈱TGP Ｄ22

2522 389 2017年1月～ セブンイレブン塩竈新浜町2丁目店新築工事 宮城県塩竈市 ㈲Jes設計 ㈱阿部和工務店 ㈱TGP Ｄ19

2523 390 2017年1月～ セブンイレブン銀杏町店新築工事 宮城県仙台市 ㈲Jes設計 ㈱阿部和工務店 ㈱TGP Ｄ19～22

2524 391 2017年1月～ 津谷川外河川災害復旧工事（その4） 宮城県気仙沼市 宮城県知事　村井氏
戸田・淺沼・三浦建設工
事共同企業体

㈱TGP Ｄ29～38

2525 392 2017年2月～ 山栄様　新本社工場建設工事 静岡県浜松市
㈱山栄　代表取締役　丸
井浩二

㈱河合晴夫一級建築士
事務所

石川建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～25

2526 393 2017年2月～ (仮称)戸澤鈴子様賃貸マンション新築工事 愛知県豊橋市 戸澤鈴子様
東建コーポレーション㈱一
級建築士事務所

東建コーポレーション㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

2527 394 2017年2月～ サーパス永楽町グランテラス新築工事 静岡県静岡市 ㈱穴吹工務店
㈱穴吹工務店本社一級
建築士事務所

㈱穴吹工務店 ㈱扶桑工業 Ｄ19～32

2528 395 2017年2月～ 松本義肢製作所静岡営業所　新築工事 静岡県静岡市 ㈱松本義肢製作所 中建築設計事務所 ㈱銭高組 東海ガス圧接㈱ Ｄ25～32

2529 396 2017年2月～ (仮称)カインズ相模原当麻店　新築工事 神奈川県相模原市 ㈱カインズ ㈱伊藤建築設計事務所 五光建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ25～29

2530 397 2017年2月～ 長倉製作所　原工場F棟　新築工事 静岡県沼津市 ㈱長倉製作所 ㈲細澤建築事務所 ㈱後藤工務店 東海ガス圧接㈱ Ｄ25

2531 398 2017年2月～ (仮称)台東区台東2丁目計画新築工事 東京都台東区 サムティ㈱ ㈱現代綜合設計 野村建設工業㈱ 松栄工業㈱ Ｄ19～38

2532 399 2017年3月～ FCC天竜工場改修工事 静岡県磐田市 ㈱エフ・シー・シー
林工組一級建築士事務
所

林工組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

2533 400 2017年3月～ 元町珈琲　磐田の離れ（仮）新築工事 静岡県磐田市 ㈱健弘会 ㈱大岡成光建築事務所 石川建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

2534 401 2017年3月～ (仮称)㈱KSI本社工場　新築工事 静岡県御殿場市 ㈱KSI
木内建設㈱一級建築士
事務所

木内建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

2535 402 2017年3月～ ファナック㈱　総合グラウンド第三期　建設工事 山梨県忍野村 ファナック㈱
東急建設㈱一級建築士
事務所

東急建設㈱東日本支店 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

2536 403 2017年3月～ (仮称)カリタス有東デイサービス　建設工事 静岡県静岡市 社会福祉法人　桂 ㈱建築設計フシオン 平井工業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

2537 404 2017年3月～
矢崎エナジーシステム㈱電線事業部沼津製作所
再構築工事　旧ブランチ工場　新築工事

静岡県沼津市 矢崎総業㈱
清水建設㈱名古屋支店
一級建築士事務所

清水建設㈱名古屋支店 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

2538 405 2017年3月～ ㈱グリーンアイランド店舗新築工事 静岡県牧之原市 ㈱グリーンアイランド 杉本建築設計事務所 ㈱辻建設 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

2539 406 2017年3月～ (仮称)山田ビル　新築工事 静岡県 ㈲あしたか
㈱パナホーム静岡　東部
一級建築士事務所

㈱パナホーム静岡 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

2540 407 2017年3月～ マックスバリュ御殿場萩原店　新築工事 静岡県御殿場市 ㈲マックスバリュ東海㈱ ㈱蒼設計 山本建設㈱ 東海ガス圧接㈱ D25

2541 408 2017年3月～ (仮称)ABホテル富士　新築工事 静岡県富士市 ABホテル㈱ ㈱けんちくの種 ㈱中村組 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～29

2542 409 2017年3月～ 廣岡電設㈱様事務所　新築工事 静岡県浜松市 ㈱飯田組 ㈱飯田組 ㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

2543 410 2017年3月～ コストコホールセール浜松倉庫店新築工事 静岡県浜松市
コストコホールセールジャパ
ン㈱

㈱katachi ap 大成建設㈱名古屋支店 ㈱扶桑工業 Ｄ19～29

2544 411 2017年3月～
認定こども園　島田学園付属幼稚園　園舎建
築工事

静岡県島田市 学校法人島田学園 笠井建築設計事務所 大河原建設㈱ ㈱扶桑工業 Ｄ19～25

2545 412 2017年3月～ (仮称)メルセデス・ベンツ北見　増改修工事 北海道北見市 ㈱シュテルン北見 ㈱アーキファイブ 荒井建設㈱ ㈱東圧 Ｄ19～22

2546 413 2017年3月～ 十勝川下水道浄化センターその2 北海道帯広市 岩田地崎建設㈱ ㈱東圧 Ｄ25

2547 414 2017年3月～ 十勝川下水道浄化センターその3 北海道帯広市
岩田地崎・萩原特定建設
共同企業体

㈱東圧 Ｄ25

2548 415 2017年3月～
(仮称)世田谷区代田一丁目共同住宅新築工
事

東京都世田谷区 NTT都市開発㈱ ㈱エル設計事務所 アイサワ工業㈱ 松栄工業㈱ Ｄ19～25

2549 416 2017年3月～ 祖川幼児教育センター 徳島県徳島市 大東建託㈱ ㈲都島興業 Ｄ22～29

2550 417 2017年3月～ ウエストン㈱ 香川県木田郡 建築工房ライズ㈱ ㈲都島興業 Ｄ19

2551 418 2017年3月～
平成28年度山形県金峰少年の家　ボイラー室
煙突改修工事

山形県鶴岡市 山形県
山形県荘内総合支庁建
設部建築課

有賀建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19
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累計
No

2016
No

エコスピード工法
の施工工期

工事名称 工事場所 発注主・施主 設計 元請会社・JV エコスピード工法の施工会社 鉄筋径

2552 419 2017年3月～ 水産種苗研復旧2801工事 福島県相馬市 福島県知事　内堀氏 ㈱中部設計
庄司建設工業・フジタ特
定建設工事共同企業体

㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

2553 420 2017年3月～ 東北テヅカ販売㈱新築工事 宮城県塩竈市 東北テヅカ販売㈱ ㈱斎藤工務店 ㈱TGP Ｄ22～25

2554 421 2017年3月～ (仮称)千代田区二番町計画新築工事 東京都千代田区
大成有楽不動産㈱
大成建設㈱

㈱エイアンドティ建築研究
所/㈱構造計画プラス・ワ
ン

㈱安藤・間　首都圏建築
支店

㈱創栄工業 D19～38
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