
平成29年4月

1 平成 9年 9月 4,500 ㎡

2 平成 9年11月 4,300 ㎡

3 平成10年 2月 13,000 ㎡

4 平成10年10月 8,080 ㎡

5 平成11年 4月 5,176 ㎡

6 平成11年 6月 6,500 ㎡

7 平成12年 4月 50,000 ㎡

8 平成13年 5月 25,000 ㎡

9 平成13年 5月 28,000 ㎡

10 平成13年 5月 25,000 ㎡

11 平成13年 5月 15,000 ㎡

12 平成13年 8月 6,000 ㎡

13 平成13年12月 3,520 ㎡

14 平成14年 2月 10,876 ㎡

15 平成14年 8月 3,520 ㎡

16 平成15年 3月 736 ㎡

17 平成15年 3月 496 ㎡

18 平成15年 2月 224 ㎡

19 平成15年 3月 144 ㎡

20 平成15年 3月 2,080 ㎡

21 平成15年 7月 1,040 ㎡

22 平成15年 7月 128 ㎡

23 平成15年 8月 160 ㎡

24 平成15年 9月 480 ㎡

25 平成15年 9月 832 ㎡

小計① 214,792 ㎡

　　　バイオハクリＲＥ 採用実績表 (抜粋）

山一化学工業株式会社

施工年月 施工面積

清瀬旭ケ丘分譲団地修繕工事

高知医科大学付属病院外壁等改修工事

発　注　者 工事件名

シーハイツ町田大規模修繕工事

上中里住宅大規模修繕工事

和歌山大学 栄谷団地外壁等改修工事

福島県 福島県立美術館 屋根改修工事第一期工事

琉球大学 琉球大学外壁改修工事

旭川市 旭川市市営住宅外壁改修工事

厚生労働省 横浜労災病院外壁改修工事 その１

厚生労働省 横浜労災病院外壁改修工事 その２

厚生労働省 横浜労災病院外壁改修工事 その３

仙台市 旭コーポラス一番町外壁改修工事

恵み野宿舎外壁修繕その他(第2工区)工事

労働福祉事業団横浜労災病院外壁改修工事

大分県 古国府浄水場排泥池ポンプ室外壁改修工事

北海道高等盲学校大規模改造工事

平岸３区職員宿舎外壁改修その他工事

茅ヶ崎市 収集事務所外防水等改修工事

芦別市 芦別温泉修繕工事

伊豆中央高等学校(校舎1-2)耐震補強建築工事

北海道東川養護学校大規模改造工事

静岡県 平成15年度 静中第１号賤機中学校校舎耐震補強工事

交野市長 交野市教育委員会 交野市立倉治･長宝寺･旭小学校外壁改修工事

札幌市 交通局 東車両基地スロープ側壁改修工事

北海道建設部
建築整備室 建築課

北海道開拓記念館改修工事
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№ 備　考

建築用 アルコール系塗膜はく離剤



26 平成15年10月 3,000 ㎡

27 平成15年10月 96 ㎡

28 平成15年11月 432 ㎡

29 平成15年12月 224 ㎡

30 平成15年12月 240 ㎡

31 平成16年 2月 192 ㎡

32 平成16年 3月 160 ㎡

33 平成16年 3月 16 ㎡

34 平成16年 3月 16 ㎡

35 平成16年 3月 288 ㎡

36 平成16年 4月 32 ㎡

37 平成１6年 4月 160 ㎡

38 平成16年 4月 704 ㎡

39 平成１6年 4月 36 ㎡

40 平成１6年 5月 1,200 ㎡

41 平成16年 5月 3,200 ㎡

42 平成16年 6月 96 ㎡

43 平成16年 6月 352 ㎡

44 平成16年 7月 1,840 ㎡

45 平成16年 8月 1,600 ㎡

46 平成16年 8月 128 ㎡

47 平成16年 8月 560 ㎡

48 平成16年 8月 304 ㎡

49 平成16年 8月 1,120 ㎡

50 平成16年 8月 3,680 ㎡

51 平成16年 8月 3,840 ㎡

52 平成16年 9月 272 ㎡

小計② 23,788 ㎡

合  計： 238,580 ㎡

エミネンス二俣 大規模改修工事

北庁舎外壁改修工事

札幌市 大谷地バスターミナル改修工事

勤労者体育センター外壁改修ほか工事

芦別市役所 保健休養施設建築保全工事

札幌開発建設部 二十四軒宿舎(３)(Ｂ)改修工事

北海道上川支庁 士別地区公宅外壁修繕工事

国土交通省
天竜川上流河川事務所

平成15年度 天竜川上流宿舎修繕工事

正法寺職員宿舎Ａ棟内壁補修工事

札幌開発建設部 北12条宿舎改修外一連工事

南11条第２ＡＰ外壁改修工事

旭川医科大学医学部附属病院病棟・診療棟改修工事（その２）

石狩川開発建設部 漁川職員宿舎改修外工事

熊本県 熊本土木事務所 熊本北部流域下水道 (清水ポンプ場場内整備その2) 工事他合併

熊本県 熊本土木事務所 熊本北部流域下水道(消化タンク改築その2)工事

ロジェセラ屋上防水・外壁ほか改修工事

株式会社 四国銀行 四国銀行本店 西面外壁改修工事

札幌市住宅管理公社 もみじ台Ｅ団地16･17号棟 バルコニー床防水改修工事

北海道当別高等学校大規模改修工事

ロジェセラ屋上防水・外壁ほか改修工事

大町改良住宅８号棟外部改修工事

堤小学校 外壁改修工事

春光台中学校 舎屋根塗装ほか工事

北海道高等盲学校 大規模改造第２期工事

北海道当別高等学校大規模改造工事

金沢総合高校南西棟外壁改修工事

大阪支社管内高架柱耐震補強工事
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№ 施工年月 発　注　者 工事件名 施工面積 備　考

山一化学工業株式会社



53 平成16年 9月 16 ㎡

54 平成16年10月 496 ㎡

55 平成16年10月 1,920 ㎡

56 平成16年10月 16 ㎡

57 平成16年10月 640 ㎡

58 平成16年11月 240 ㎡

59 平成16年11月 48 ㎡

60 平成16年12月 480 ㎡

61 平成16年12月 480 ㎡

62 平成16年12月 480 ㎡

63 平成16年12月 160 ㎡

64 平成16年12月 640 ㎡

65 平成16年12月 880 ㎡

66 平成16年12月 544 ㎡

67 平成16年12月 1,840 ㎡

68 平成16年12月 880 ㎡

69 平成17年 1月 160 ㎡

70 平成17年 1月 96 ㎡

71 平成17年 1月 386 ㎡

72 平成17年 2月 16 ㎡

73 平成17年 2月 464 ㎡

74 平成17年 3月 144 ㎡

75 平成17年 3月 1,760 ㎡

76 平成17年 4月 368 ㎡

77 平成17年 4月 304 ㎡

78 平成17年 5月 16 ㎡

79 平成17年 6月 64 ㎡

小計③ 13,538 ㎡

合  計： 252,118 ㎡

山一化学工業株式会社

№ 施工年月 発　注　者 工事件名 施工面積

月潟町 図書館屋上防水等改修工事

57共花咲１号ＡＰ屋根及び外壁修繕工事

神奈川県 金沢総合高校南西棟外壁改修工事

東部住民センター外壁改修ほか工事

北海道美深高校大規模改造工事（平成16年度）

留萌市61共ＡＰ屋根外壁改修工事

旭川職業能力開発センター屋根等改修工事

熊本県 八代市 高島団地１号棟 外壁改修工事

熊本県 八代市 高島団地２号棟 外壁改修工事

熊本県 八代市 高島団地５号棟 外壁改修工事

熊本県 八代市 築添団地１号棟 外壁改修工事

熊本県 八代市 築添団地２号棟 外壁改修工事

北海道開発局 営繕部 岩見沢地方合同04改修(建築)工事

東京電力株式会社 小豆沢変電所外壁他補修工事

北海道当別高等学校大規模改造工事

西台変電所

熊本県 八代市 築添団地５号棟外壁改修工事

近文リサイクルプラザスットックヤード改修工事

宇喜田変電所本館修理工事

上富良野(15)整備場(Ａ)新設等建築工事

東京電力株式会社 貫井変電所建物外壁修理工事

大分大学附属小学校アルミプール塗替塗装工事

岩見沢地方合同04改修(建築)工事

独立行政法人 都市再生機構
神奈川地域支社

鶴が台団地第３工区外壁修繕その他工事

アークス北発寒公園
壱番館管理組合

アークス北発寒公園壱番館大規模改修工事

備　考

ディサービスセンター修繕工事

芦別市長 上芦別小学校プール上屋塗装工事

(3/12)



80 平成17年 8月 656 ㎡

81 平成17年 8月 32 ㎡

82 平成17年 8月 16 ㎡

83 平成17年 8月 64 ㎡

84 平成17年 8月 560 ㎡

85 平成17年 9月 16 ㎡

86 平成17年 9月 320 ㎡

87 平成17年 9月 160 ㎡

88 平成17年 9月 320 ㎡

89 平成17年10月 400 ㎡

90 平成17年10月 192 ㎡

91 平成17年10月 32 ㎡

92 平成17年10月 480 ㎡

93 平成17年10月 368 ㎡

94 平成17年11月 2,880 ㎡

95 平成17年12月 288 ㎡

96 平成17年11月 224 ㎡

97 平成17年11月 272 ㎡

98 平成17年11月 768 ㎡

99 平成17年12月 960 ㎡

100 平成17年12月 48 ㎡

101 平成17年11月 5,760 ㎡

102 平成17年12月 1,920 ㎡

103 平成18年 1月 2,080 ㎡

104 平成18年 1月 2,112 ㎡

105 平成18年 1月 368 ㎡

106 平成18年 1月 304 ㎡

小計④ 21,600 ㎡

合  計： 273,718 ㎡

№ 施工年月

啓明小学校外壁改修ほか工事

旭川市 旭山動物園クモザル館整備工事

福祉会館屋上防水改修工事

山形市
平成16年度山形市公営住宅(あずま町団地)
外壁及び屋根等改修工事(Ａ棟・Ｂ棟)

阿蘇中学校校舎外壁等改修工事

株式会社 ザ・ウィンザー
・ホテルズ インターナショナル

ウインザーホテル塗装改修工事

永山市 永山市民交流センター外壁改修ほか工事

竜北中学校体育館外壁及び爆裂修繕工事

函館工業高等専門学校
函館工業高等専門学校学生寮(C棟)
外部等改修工事

陸上自衛隊 下志津（16）特借宿舎改修建築工事

共同作業棟上屋及びバイオテクノロジー研究棟
外壁等修繕工事

北海道鷹栖養護学校屋内体育館
長寿命化対策工事

平成17年度 大平山荘改修工事

施第25－1号 総合庁舎外壁改修工事

函館市 函館西高等学校大規模改造工事

置賜統計情報センター庁舎改修工事

室蘭市 室蘭市白鳥台第3ＡＰ屋根外壁改修工事

石狩家畜保健衛生所外壁及び屋根改修工事

大野税務署外壁等改修工事

北海道伊達緑丘高等学校大規模改造工事

岩見沢出張所庁舎塗装工事（Ｈ59）

函館西高等学校大規模改造工事

工事番号 平成17年度 建住工－第2号
高島団地4号棟外壁改修工事

北海道伊達緑丘高等学校大規模改造工事

高島団地3.4.6号棟外壁改修工事

平成17年度山形立河北病院屋上・外壁改修(第1期)工事

熊本県 八代市役所
工事番号 平成17年度 建住工－第1号
高島団地3号棟外壁改修工事

熊本県 八代市役所
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発　注　者 工事件名 施工面積 備　考

山一化学工業株式会社



107 平成18年 1月 160 ㎡

108 平成18年 1月 1,056 ㎡

109 平成18年 5月 176 ㎡

110 平成18年 5月 2,208 ㎡

111 平成18年 7月 112 ㎡

112 平成18年 7月 640 ㎡

113 平成18年 8月 16 ㎡

114 平成18年 9月 400 ㎡

115 平成18年10月 320 ㎡

116 平成18年10月 96 ㎡

117 平成18年10月 528 ㎡

118 平成18年10月 80 ㎡

119 平成18年11月 480 ㎡

120 平成18年11月 32 ㎡

121 平成18年11月 64 ㎡

122 平成18年12月 16 ㎡

123 平成18年12月 480 ㎡

124 平成19年 2月 672 ㎡

125 平成19年 3月 560 ㎡

126 平成19年 4月 16 ㎡

127 平成19年 4月 160 ㎡

128 平成19年 5月 272 ㎡

129 平成19年 5月 80 ㎡

130 平成19年 7月 48 ㎡

131 平成19年 7月 32 ㎡

132 平成19年 7月 16 ㎡

133 平成19年 7月 192 ㎡

小計⑤ 8,912 ㎡

合  計： 282,630 ㎡

熊本県 八代市役所 高島団地６号棟外壁改修工事

平成１７年度山形県立河北病院屋上 ･外壁改修(第1期)工事

千葉県 流山市 流山市民プール改修工事

成田国際空港郵便局改修工事

山形県米沢市 米沢市庁舎外壁改修工事

東京都 中央区立 常盤小学校北校舎建築改修工事

愛知県知立市 竜北中学校体育館 玄関屋根防水等工事

神奈川県 土地建物保全協会 七里ガ浜高校(南棟)外壁補修工事

八代市立病院南･西面外壁等改修工事

新潟県 新潟市 亀田第二保育園大規模改修工事

旭川市 旭川市花咲３号アパートＡＰ屋根外壁改修工事

長崎区検察庁 島原法務総合庁舎(17)増築その他工事

西宮団地外壁改修・階段室手すり配置工事

五色町地区外構工事

静岡県
平成１８年度〔第18－Ｚ1038－01号〕
沼津工業高等学校　耐震補強工事(渡り廊下)

北海道 旭川市 北海道旭川盲学校 屋内体育館長寿命対策工事

山梨県 笛吹市 笛吹市立石和第一保育所耐震補強及び改修工事

大分県 三重農業高校久住分校管理教室外壁改修工事

富士見丘学園新校舎建設工事

ファイブハンドレッドゴルフクラブ クラブハウス外壁改修工事

財団法人
日本サイクルスポーツセンター

スタンド屋根塗装等工事（北400メートルピスト)

山形銀行株式会社 山形銀行株式会社余目支店 店舗外部改修工事

平成18年度 山形県立河北病院エネルギーセンター棟増築
及び設備改修(建築)工事

山形銀行株式会社
山形銀行株式会社三日町支店外壁部分修繕
及び ピロティー屋根防水改修工事

山形銀行株式会社 山形銀行株式会社 小松支店 外壁改修工事

山形銀行株式会社 山形銀行株式会社 長岡支店 外壁改修工事

山形銀行株式会社 山形銀行株式会社 米沢支店 外壁改修工事

№ 施工年月 発　注　者 工事件名 施工面積 備　考

山一化学工業株式会社
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134 平成19年 7月 16 ㎡

135 平成19年 8月 400 ㎡

136 平成19年 8月 448 ㎡

137 平成19年 9月 160 ㎡

138 平成19年 9月 576 ㎡

139 平成19年 9月 576 ㎡

140 平成19年 9月 464 ㎡

141 平成19年10月 4,640 ㎡

142 平成19年11月 272 ㎡

143 平成19年12月 752 ㎡

144 平成19年12月 480 ㎡

145 平成19年12月 80 ㎡

146 平成19年12月 1,600 ㎡

147 平成20年 1月 208 ㎡

148 平成20年 1月 816 ㎡

149 平成20年 3月 640 ㎡

150 平成20年 3月 2,320 ㎡

151 平成20年 5月 176 ㎡

152 平成20年 5月 48 ㎡

153 平成20年 6月 160 ㎡

154 平成20年 8月 64 ㎡

155 平成20年 9月 48 ㎡

156 平成20年 9月 960 ㎡

157 平成20年10月 160 ㎡

158 平成20年11月 352 ㎡

159 平成20年12月 16 ㎡

160 平成20年12月 800 ㎡

小計⑥ 17,232 ㎡

合  計： 299,862 ㎡

山一化学工業株式会社

№ 施工年月

譲原地すべり資料館及びトイレ塗装工事

平成19年度 高単 第1700-0-101号  矢部高校Ｅ棟改修工事

東京電力株式会社 東京電力品川変電所屋上防水改修工事他１件

九州自動車道　清水宿舎建物補修工事

4188㎥ 球形開放検査工事

球形タンク開放検査工事

札幌医科大学附属病院外壁タイル及びシーリング改修工事

相模原方面集合型専門高校 (弥栄東・西高校) 共用棟他改修工事

独立行政法人 水資源機構
両筑平野用水総合事業所

江川ダム余水吐ゲート他塗替塗装工事

北那覇税務署(19)外壁その他改修工事

富山県 県営住宅根塚団地１～３号棟景観改善等工事

九州電力株式会社
日田土木保修所

杖立発電所水圧鉄管外面他塗装工事

県営住宅根塚団地１～３号棟景観改善工事

警視庁
警視庁有家族待機宿舎青戸住宅１号館(Ｈ19)
外壁その他改修工事

南毛利中学校耐震工事

八代市役所 本庁舎外壁改修工事

相模原方面集合型専門高校(弥栄東･西高校)
共用棟他改修工事(建築)

緑が丘公園町民プール アップルプール塗装工事

平成１９年度建住衣工 第２４号
市立病院本館西側外壁(建具)改修工事

北斗市 大野中学校校舎外壁等改修工事その１

ＮＨＫホール外壁タイルほか補修工事

富士吉田市 市立第四保育園外壁防水塗装改修工事

富山県 県営住宅根塚団地4号棟景観改善工事

北海道美深高等学校元共19～26号
公宅外壁等改修工事

豊田市 豊田市稲武体育館耐震改修工事

国土交通省 東京航空局庄内VOR/DME局舎改修工事

独立行政法人
産業技術総合研究所

平成２０年度東北センター外壁他改修その他工事

発　注　者 工事件名 施工面積 備　考

(6/12)



161 平成20年12月 1,600 ㎡

162 平成20年12月 214 ㎡

163 平成20年12月 640 ㎡

164 平成21年 １月 192 ㎡

165 平成21年 1月 1,136 ㎡

166 平成21年 2月 16 ㎡

167 平成21年 2月 16 ㎡

168 平成21年 5月 256 ㎡

169 平成21年 5月 240 ㎡

170 平成21年 6月 400 ㎡

171 平成21年 7月 32 ㎡

172 平成21年 7月 112 ㎡

173 平成21年 9月 128 ㎡

174 平成21年 9月 1,124 ㎡

175 平成21年 9月 352 ㎡

176 平成21年 9月 144 ㎡

177 平成21年10月 432 ㎡

178 平成21年10月 64 ㎡

179 平成21年10月 432 ㎡

180 平成21年10月 36 ㎡

181 平成21年10月 160 ㎡

182 平成21年10月 160 ㎡

183 平成21年11月 32 ㎡

184 平成21年11月 36 ㎡

185 平成21年11月 656 ㎡

186 平成21年11月 928 ㎡

187 平成21年11月 16 ㎡

小計⑦ 9,554 ㎡

合  計： 309,416 ㎡

弥栄高校改修工事(建築)

神奈川県 藤沢土木事務所 平成20年度公園整備工事(その14)

神奈川県 藤沢土木事務所 平成20年度公園整備工事(その16)

東日本電信電話株式会社 西秦野 屋上･外壁改修工事

豊田市 豊田市立 東山小学校修繕工事

豊田市 豊田市立 平和小学校ほか2校修繕工事

平成２０年度西部営業所改修工事

遊佐町 平成20年度 遊佐町民体育館耐震改修工事

白鷹町立東根小学校プール塗装改修工事

東北地方整備局青森営繕事務所 釜石職安（０8）建築改修その他工事

足立区 五反野保育園耐震補強その他工事（塗装）

株式会社
北海道ジェイ･アール･ビルト

五稜郭詰所120号ほか1棟外壁他修繕

都営東銀座駐車場給気塔外壁改修工事

市立石塚小学校管理教室棟外壁改修工事

株式会社ＮＴＴファシリティーズ
中央山梨支店

敷島外壁改修その他工事

山形銀行株式会社

富山管内道路整備工事

平成２１年度 仙台市太白市営住宅20-7棟中層総合改修工事

富山管内道路整備工事

第七管区海上保安本部 面高白瀬灯台改良改修工事

登別市６１地共済屋根外壁改修工事

NTTドコモ品川（16Ｆ南）模様替工事

立山町 良久工業 株式会社

立山町 新瀬戸保育所スロープ設置工事その他工事

熊本県 県営住宅武蔵ｹ丘団地14,23,31号棟 外壁改修工事 他合併

日本原子力研究開発機構
原子力科学研究所

ＨＥＮＤＥＬ棟大実験室アスベスト除去工事

社会福祉法人歌登福祉会 特別養護老人ホーム歌翠園増改修建築主体工事

山一化学工業株式会社

№ 施工年月 発　注　者 工事件名 施工面積 備　考

(7/12)



188 平成22年 3月 48 ㎡

189 平成22年 3月 1,344 ㎡

190 平成22年 3月 96 ㎡

191 平成22年 3月 240 ㎡

192 平成22年 4月 304 ㎡

193 平成22年 4月 1,264 ㎡

194 平成22年 5月 400 ㎡

195 平成22年 5月 288 ㎡

196 平成22年 6月 432 ㎡

197 平成22年 6月 64 ㎡

198 平成22年 7月 224 ㎡

199 平成22年 7月 336 ㎡

200 平成22年 8月 32 ㎡

201 平成22年 8月 12,000 ㎡

202 平成22年 8月 480 ㎡

203 平成22年 9月 368 ㎡

204 平成22年 9月 720 ㎡

205 平成22年 9月 112 ㎡

206 平成22年 9月 144 ㎡

207 平成22年 9月 3,200 ㎡

208 平成22年 9月 1,920 ㎡

209 平成22年10月 48 ㎡

210 平成22年10月 16 ㎡

211 平成22年10月 16 ㎡

212 平成22年10月 464 ㎡

213 平成22年10月 16 ㎡

214 平成22年12月 5,568 ㎡

小計⑧ 30,144 ㎡

合  計： 339,560 ㎡

大分市長 生石保育所外壁改修工事

筑波大学 筑波大学大学会館Ａ棟等西側外壁改修工事

新潟地方合同建築その他耐震改修工事

東京電力株式会社 山梨支店 甲府資材センター屋上防水改修他３件

長沢高圧配水池改良工事

熊本県 県営住宅武蔵ヶ丘団地17,21号棟外壁改修 その他工事 他合併

熊本県 県営武蔵ヶ丘団地２７号棟外壁改修工事

平成21年度 明許繰越事業蚕桑小学校プール改修工事

熊本県 県営武蔵ヶ丘団地４１号棟外壁改修工事

豊橋市 嵩山小学校体育館雨樋等改修工事

山形銀行株式会社 山形銀行株式会社  小国支店 外装改修工事

秋田県 大曲職安(09)増築その他工事

22.八千代第一中学校校舎外壁補修工事

知多エル･エヌ･ジー株式会社 Ｔ201､Ｔ201　ＬＮＧタンク屋根板塗装工事

早稲田小学校外壁改修工事

Ｈ22浜松公共職業安定所天竜出張所構内整備ほか1件工事

茨城県
霞ヶ浦流域下水道事務所

22国補湖流下第22-09-055-0-002号処理場上屋防水工事

大分土木事務所 平成２２年度 港施維単大第１号 住吉県営２号上屋外壁改修工事

都営日本橋駐車場給気塔外壁改修工事

弥栄高校改修工事(建築)

県営住宅根塚団地４号棟景観改善工事

エステ･シティ船橋大規模修繕工事

土橋送水ポンプ室耐震補強工事

東京電力株式会社
沼津工事センター

伊東変電所監視室外壁修理工事

H22静岡農政事務所統計部庁舎構内整備 ほか1件工事

五稜郭詰所11号外壁他修繕

平成20年度公園整備工事(その14、16)

(8/12)

山一化学工業株式会社

№ 施工年月 発　注　者 工事件名 施工面積 備　考



215 平成22年12月 1,600 ㎡

216 平成23年 2月 192 ㎡

217 平成23年 2月 36 ㎡

218 平成23年 2月 240 ㎡

219 平成23年 3月 1,360 ㎡

220 平成23年 3月 400 ㎡

221 平成23年 5月 432 ㎡

222 平成23年 7月 1,280 ㎡

223 平成23年 8月 656 ㎡

224 平成23年 9月 400 ㎡

225 平成23年11月 400 ㎡

226 平成23年12月 384 ㎡

227 平成23年12月 5,490 ㎡

228 平成23年12月 1,800 ㎡

229 平成24年 2月 300 ㎡

230 平成24年 3月 80 ㎡

231 平成24年 9月 160 ㎡

232 平成25年 1月 260 ㎡

233 平成25年 2月 700 ㎡

234 平成25年 6月 320 ㎡

235 平成25年 7月 32 ㎡

236 平成25年 9月 16 ㎡

237 平成25年 9月 48 ㎡

238 平成26年 2月 416 ㎡

239 平成26年 2月 608 ㎡

240 平成26年 2月 16 ㎡

241 平成26年 2月 16 ㎡

小計⑨ 17,642 ㎡

合  計： 357,202 ㎡

平成20年度東北センター外壁他改修その他工事

山一化学工業株式会社

№ 施工年月

熊本県 県営住宅武蔵ヶ丘団地6､25号棟外壁改修工事他 合併（25号棟）

第七管区海上保安本部 尾上島灯台改良改修工事

熊本県 県営住宅武蔵ヶ丘団地33､35号棟外壁改修工事他 合併（33号棟）

大阪市水道局 柴島浄水場第２浄水管理場外壁補修工事

迫職安(10)建築改修工事

大蔵村教育委員会 平成23年度 大蔵小学校プール塗装工事(繰越)

株式会社 関東建築施工 逗子高校C棟改修及び耐震補強工事

鹿屋市 鹿屋市立上小原小学校校舎防水塗装改修工事

神奈川県住宅営繕事務所 吉田島総合高校農業土木実験実習棟改修工事(建築)

山鹿市 久原団地外壁改修工事

福井県 地域福祉課 ふくい健康の森 温水プール床等改修工事

沖縄県総合事務局 北部国道事務所 平成23年度 北部国道道路維持・補修（その１）工事

沖縄県総合事務局 北部国道事務所 平成23年度 北部国道道路維持・補修（その２）工事

内之浦宇宙間観測所20ｍアンテナ室外壁改修工事

ルイシャトレ府中是政

山形大学 山形大学(米沢）工学部 7号館 災害復旧(西棟改修）工事

栃木県 宇都宮東高校美術書道教室ほか内外部改修工事

小牧市役所 都市建設部
みどり公園課

緑道橋梁補修工事

伊豆市長 平成25年度 伊豆市立熊坂小学校プール塗装改修工事

松山市 味生小学校３棟校舎耐震補強外工事

エクセレントエイト震災復旧工事（南面・東面）

五稜郭車両所職場12号ほか2棟屋根改良他

益城町 津森小学校外壁劣化改修工事

相模原市 相模原市民会館改修建築工事

発　注　者 工事件名 施工面積 備　考

(9/12)

前橋市長 粕川支所庁舎耐震補強工事

平成25年度　県営住宅小出団地外部改修工事



242 平成26年 2月 96 ㎡

243 平成26年 3月 128 ㎡

244 平成26年 3月 192 ㎡

245 平成26年 6月 288 ㎡

246 平成26年 6月 16 ㎡

247 平成26年 6月 672 ㎡

248 平成26年 8月 96 ㎡

249 平成26年 8月 128 ㎡

250 平成26年10月 32 ㎡

251 平成26年11月 176 ㎡

252 平成27年 2月 192 ㎡

253 平成27年 3月 720 ㎡

254 平成27年 3月 128 ㎡

255 平成27年 5月 16 ㎡

256 平成27年 6月 1,744 ㎡

257 平成27年 6月 36 ㎡

258 平成27年 6月 160 ㎡

259 平成27年 6月 1,280 ㎡

260 平成27年 7月 752 ㎡

261 平成27年 9月 128 ㎡

262 平成27年 9月 16 ㎡

263 平成27年 9月 1,600 ㎡

264 平成27年10月 240 ㎡

265 平成27年10月 36 ㎡

266 平成27年10月 16 ㎡

267 平成27年12月 36 ㎡

268 平成27年12月 8,320 ㎡

小計⑩ 17,244 ㎡

合  計： 374,446 ㎡

栃木県 宇都宮東高校美術書道教室ほか内外部改修工事

東京急行電鉄株式会社 中目黒変電所塗装工事

情報学習センター集会室棟外壁・事務棟屋根防水改修工事

水巻町 鯉口町営住宅外壁改修(1号棟)工事

大寺小学校プール塗装替工事

北陸電力株式会社 長坂変電所本館屋根外壁修繕および屋外タラップ修繕工事

茅ヶ崎市 茅ヶ崎ゆかりの人物館既存棟改修（建築）工事

千葉県立船橋芝山高等学校（普通教室棟）アスベスト撤去工事

日田市 旧古賀医院車庫棟修景工事

大阪城公園駅歩道橋塗装工事

北陸電力株式会社 花堂変電所本館外壁修理工事

東京電力株式会社 青梅営業センター屋上防水改修工事他１件

いわき市 草木台配水池塗装修繕工事

東京都 東京都 墨田区立 緑小学校外園塗装工事

東京都オリンピック・パラリンピック準
備局

駒沢オリンピック公園総合運動場（26）管制塔外壁改修その他工事

警視庁 警視庁本所警察署両国仮設交番新築工事（その３）

香川県 青の山配水池補修工事

地方共同法人 日本下水道事業団 新庄市浄化センター建設工事その12

東京都江戸川区 篠崎第二小学校運動場耐震補強工事

横浜市建設局 南舞岡小学校外壁改修その他工事

石岡市 東成井小学校 管理特別普通教室棟 耐震補強工事

兵庫県 県土整備部　住宅建築局 営
繕課

県立小野高等学校第2期耐震補強その他工事

大分市 平成27年度　施第60-1号　別館屋上外壁改修他工事

愛知県 あま市 新居屋保育園外壁塗装工事

東京都 都営平井四丁目第４アパート昇降機設置工事

埼玉県住宅供給公社 県営浦和大久保住宅第２期第２工区外壁改修等工

警視庁 警視庁有家族者待機寮新明石住宅ほか外壁石綿除去工事

(10/12)

山一化学工業株式会社

№ 施工年月 発　注　者 工事件名 施工面積 備　考



269 平成27年12月 160 ㎡

270 平成28年 1月 80 ㎡

271 平成28年 1月 16 ㎡

272 平成28年 2月 16 ㎡

273 平成28年 3月 208 ㎡

274 平成28年 2月 30 ㎡

275 平成28年 1月 80 ㎡

276 平成28年 1月 160 ㎡

277 平成28年 2月 144 ㎡

278 平成28年 4月 1,760 ㎡

279 平成28年 5月 16 ㎡

280 平成28年 7月 64 ㎡

281 平成28年 6月 1,760 ㎡

282 平成28年 7月 48 ㎡

283 平成28年 9月 112 ㎡

284 平成28年 9月 80 ㎡

285 平成28年 9月 320 ㎡

286 平成28年 9月 30 ㎡

287 平成28年10月 20 ㎡

288 平成28年11月 64 ㎡

289 平成28年11月 7 ㎡

290 平成28年12月 10 ㎡

291 平成28年12月 1,024 ㎡

292 平成28年12月 20 ㎡

293 平成28年12月 20 ㎡

294 平成28年12月 20 ㎡

295 平成29年 1月 848 ㎡

小計⑪ 7,117 ㎡

合  計： 381,563 ㎡

日本原燃株式会社 六ｹ所 再処理体育館外壁および内装修繕工事

東京都
都営田無緑町三丁目アパート(3号棟) バルコニー廊下手摺改修
及び（4号棟）建物補修 (バルコニー手摺パネル交換)工事

御前崎市 平成27年度 公民館管理事業 白羽公民館改修工事

東京都 都営清瀬竹丘一丁目アパート（11号棟）耐震改修工事（その２）

森野住宅（6～11号棟）耐震改修、外壁塗装、屋上防水及びその他工
事

東京都
都営下連雀七丁目第二アパートバルコニー・廊下手摺流し取替及び（2
号棟）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　耐震改修工事

東京都 都営船堀一丁目アパート（14号棟）耐震改修工事

東京都 都営六ツ木町アパート（3、4号棟）耐震改修工事

東京都 都営谷在家アパート（12号棟）耐震改修工事

国土交通省 関東地方整備局
川崎国道事務所

平成27年度川崎国道多摩宿舎Ａ棟構内整備工事

警視庁 警視庁飯田橋庁舎（27）改修工事

東京都 トミンハイム鑓水(3～5号棟)外壁塗装、外壁補修及び外壁調査工事

東急建設株式会社　首都圏建築支店 日本橋税務署(15)建築改修その他工事

広島県 福山市 福山市済美中学校南棟校舎耐震改修工事

市川市役所 原木第二排水機場ポンプ増設工事

東北電力 株式会社 上郷（発）合宿所他屋根外壁修繕工事

関西電力株式会社 十村変電所 新本館外壁修繕工事

日本郵便 株式会社　東京支店 中野本町2丁目社宅模様替工事（外壁塗材撤去工事）

千葉県長生郡長生村 長生村立八積小学校管理棟外壁改修工事

東京地下鉄株式会社 東京メトロ日比谷駅他８駅軌道内中柱塗装工事

東京都 中野区 旧南中野区民活動センター内装等解体工事

東京都住宅供給公社 都営西久保三丁目アパート(1号棟)コンクリート抜き取り工事

厚木市 厚木消防署外壁ほか改修工事

広島県 福山市 福山市立幕山小学校北棟校舎（東側）耐震改修工事

東京都住宅供給公社 伊興三丁目アパート(1～3号棟)外壁調査及び補修工事

東京都住宅供給公社
都営弘道一丁目アパート(２、６～８号棟) ほか１団地外壁調査および
補修工事

刈谷市役所 高熊地下道他土工構造物補修工事
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山一化学工業株式会社

№ 施工年月 発　注　者 工事件名 施工面積 備　考



296 平成29年 1月 20 ㎡

297 平成28年10月 6,080 ㎡

298 平成29年 1月 64 ㎡

299 平成29年 1月 96 ㎡

300 平成29年 3月 200 ㎡

301 平成29年 3月 112 ㎡

小計⑫ 6,572 ㎡

合  計： 388,135 ㎡

発　注　者 工事件名

東京都住宅供給公社 都営練馬関町北四丁目第2アパート外壁調査及び補修工事

山一化学工業株式会社

№ 施工年月

神戸市 住宅都市局 住宅部 御崎西住宅解体撤去他工事

埼玉県 大宮西口デッキ階段補修工事

山形県新庄市 指野浄水場既設配水池取壊工事

東京都 北多摩南部建設事務所 東京都 北多摩南部建設事務所 調布工区(28)外壁その他改修工事

神戸市 住宅都市局 住宅部 新生田川住宅14･15号棟耐震改修工事

施工面積 備　考
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