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元請または 工事現場のある 請負金額 着工年月日

下請の区別 都道府県名 （千円）（税込み） 完成又は完成予定年月日

ミサワホーム株式会社 下請 古賀市高田Ｂ地区　宅地開発事業 福岡県 　　平成　２９年 　 　９月

52,164 　　平成　３０年  　　３月

株式会社谷川建設 下請 古賀市高田Ｂ地区　宅地開発事業 福岡県 　　平成　２９年 　 　９月

52,164 　　平成　３０年  　　３月

九州セイキスイハイム不動産株式会社 下請 古賀市高田Ｂ地区　宅地開発事業 福岡県 　　平成　２９年 　 　９月

52,164 　　平成　３０年  　　３月

トヨタホーム株式会社 下請 古賀市高田Ｂ地区　宅地開発事業 福岡県 　　平成　２９年 　 　９月

52,164 　　平成　３０年  　　３月

株式会社ＮＩＰＰＯ 下請 キャンプフォスターキリン小学校建替工事 福岡県 　　平成　２９年 　 　８月

311,286 　　平成　２９年  　　８月

アスミオ・株式会社 下請 久山造成 福岡県 　　平成　２９年 　 　７月

2,322 　　平成　２９年  　１１月

セキスイハイム九州㈱式会社 下請 ハイムプレイス長丘Ⅲ　先行工事 福岡県 　　平成　２９年 　 　７月

1,080 　　平成　２９年  　　７月

アスミオ・株式会社 下請 上府造成（大和ハウス） 福岡県 　　平成　２９年 　 　５月

3,564 　　平成　２９年  　　６月

アスミオ･株式会社 下請 花畑公園 福岡県 　　平成　２９年 　 　５月

3,078 　　平成　２９年  　　６月

アスミオ･株式会社 下請 福岡市早良区四箇１丁目地内宅地造成工事 福岡県 　　平成　２９年 　 　３月

8,532 　　平成　２９年  　　８月

社会福祉法人つぼみ保育園 元請 つぼみ保育園　駐車場整備工事（他） 福岡県 　　平成　２９年 　 　５月

1,188 　　平成　２９年  　　５月

アスミオ･株式会社 下請 坂井　和義様　Ｄ-ｒｏｏｍ新築工事 福岡県 　　平成　２９年 　 　3月

1,252 　　平成　２９年  　　４月

福岡市 元請 箱松（原田2丁目）外地区下水道築造工事 福岡県 　　平成　２９年 　 　５月

9,575 　　平成　２９年  　　７月

株式会社　フクハン 下請 飯塚地区造成工事 福岡県 　　平成　２８年 　 １２月

17,820 　　平成　２９年  　　３月

工　　事　　経　　歴　　書

（建設工事の種類）　　土木一式工事

注　文　者 工　事　名
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熊川工業 下請 吉塚土地区画整理事業道路整備外工事 福岡県 　　平成　２９年 　　 １月

25,985 　　平成　２９年  　　３月

アスミオ･株式会社 下請 大宰府造成（大和ハウス） 福岡県 　　平成　２９年 　　 １月

1,836 　　平成　２９年  　　２月

岩崎・柿原特定建設工事共同企業体 下請 平成28年度　福岡県住宅供給公社 福岡県 　　平成　２８年 　 １２月

クラシオン小笹山手３番館建設工事 34,074 　　平成　３０年  　　４月

アスミオ･株式会社 下請 志免造成 福岡県 　　平成　２８年 　 １０月

2,160 　　平成　２８年  　１１月

株式会社　早良ワーク 下請 市道次郎丸1375号線道路改良工事 福岡県 　　平成　２８年  　１２月

10,061 　　平成　２９年 　　 ３月

アスミオ･株式会社 下請 春田方子様Ｄ－ｒｏｏｍ新築工事 福岡県 　　平成　２８年 　 　９月

1,260 　　平成　２８年 　 １０月

前田道路　株式会社 下請 東浜新合材工場　新築外溝工事 福岡県 　　平成　２８年 　 １０月

28,080 　　平成　２８年  　１２月

アスミオ･株式会社 下請 （仮称）春日ﾌｫﾚｽﾄｼﾃｨ第7工区造成工事 福岡県 　　平成　２８年 　 １０月

2,938 　　平成　２８年  　１１月

福岡市 元請 アイランドシティ地区５の１西側工区 福岡県 　　平成　２８年  　１１月

防火水槽設置工事 8,962 　　平成　２９年 　　 ３月

株式会社　環境開発 下請 一般県道後野福岡線歩道改良工事 福岡県 　　平成　２８年 　   ９月

972 　　平成　２８年  　１１月

五島技建工業　株式会社 下請 福岡市中央区輝国宅地造成工事 福岡県 　　平成　２８年 　   ９月

16,719 　　平成　２８年  　１２月

アスミオ･株式会社 下請 東部（伏谷）埋立場第5区画整備工事（その４） 福岡県 　　平成　２８年 　 　９月

3,126 　　平成　２９年 　　 ４月

株式会社　ＮＩＰＰＯ 下請 (仮称）株式会社ピュール新糸島工場新築工事 福岡県 　　平成　２８年 　   ８月

17,985 　　平成　２９年 　　 ３月

株式会社　ｵｶﾉｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 下請 セキスイハイム　基礎工事 福岡県 　　平成　２８年 　 １２月

6,500 　　平成　２８年  　　７月
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株式会社　環境開発 下請 雨水排水工事及び舗装工 福岡県 　　平成　２８年 　 １２月

3,294 　　平成　２９年 　　 8月

アスミオ･株式会社 下請 夜臼造成（新宮大和ハウス）森　義浩様　Ｄ-room新築工事 福岡県 　　平成　２８年 　   ７月

3,780 　　平成　２９年 　　 8月

福岡市 元請 平尾高宮（平和１丁目）地区下水道築造工事 福岡県 　　平成　２８年 　   ７月

35,661 　　平成　２９年 　　 ３月

平元産業　株式会社 下請 堅粕（吉塚１丁目）外地区下水道築造工事 福岡県 　　平成　２８年 　   ７月

9,056 　　平成　２８年  　１１月

特別養護老人ﾎｰﾑ　松寿園 元請 特別養護老人ﾎｰﾑ松寿園改築造成工事 福岡県 　　平成　２８年 　   ６月

45,360 　　平成　２８年 　　11月

アスミオ･株式会社 下請 岡崎　米子様Ｄ-room新築工事 福岡県 　　平成　２８年 　   ６月

1,836 　　平成　２８年 　　 ６月

アスミオ･株式会社 下請 福岡県新宮町緑ケ浜2丁目宅地造成工事 福岡県 　　平成　２８年 　   5月

1,620 　　平成　２８年 　　 ６月

株式会社　ＮＩＰＰＯ 下請 九州大学(伊都）基幹・環境整備 福岡県 　　平成　２８年 　   ４月

ＩＶ工区幹線道路埋設物他工事 45,240 　　平成　２８年 　　 ９月

アスミオ･株式会社 下請 八尋　博文様　開発造成工事 福岡県 　　平成　２８年 　   ３月

2,840 　　平成　２８年 　　 ５月

アスミオ･株式会社 下請 坂東裕子様Ｄ-ｒｏｏｍ新築工事の内、外構工事 福岡県 　　平成　２８年 　   ３月

17,334 　　平成　２８年 　　 ６月

アスミオ･株式会社 下請 (仮称）片峰住宅型有料老人ﾎｰﾑ新築工事 福岡県 　　平成　２８年 　   ３月

(造成工事） 2,160 　　平成　２８年 　　 ４月

福岡市 元請 比恵（博多駅前４丁目１９）外地区下水道築造工事 福岡県 　　平成　２８年 　   ２月

48,944 　　平成　２９年 　 　３月

アスミオ･株式会社 下請 ㈱ムロオ　福岡営業所　造成開発事業計画工事 福岡県 　　平成　２８年 　   １月

5,535 　　平成　２８年 　 　３月

株式会社　高橋組 下請 吉井地区（小江地内第６工区）下水道築造工事 福岡県 　　平成　２７年 　 １０月

49,840 　　平成　２８年 　 　３月
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日舗建設　株式会社 下請 城南区片江４丁目宅地開発事業 福岡県 　　平成　２７年 　 １０月

25,920 　　平成　２８年 　   １月

株式会社　ＮＩＰＰＯ 下請 （仮称）東洋水産株式会社福岡物流センター新築工事 福岡県 　　平成　２７年 　 １０月

3,974 　　平成　２８年 　 　１月

有限会社　正栄 下請 平成27年度　起工第4号県営ため池等整備事業(河川応急） 福岡県 　　平成　２７年 　 １０月

土井地区仮設工事 22,500 　　平成　２８年 　 　３月

アスミオ・株式会社 下請 (仮称）春日フォレストシティ開発計画 福岡県 　　平成　２７年 　 　９月

77,190 　　平成　２８年 　 　８月

宗像市 元請 王丸地内汚水管渠築造工事（その２） 福岡県 　　平成　２７年 　 　８月

1,296 　　平成　２７年 　 　９月

東芝ﾌﾟﾗﾝﾄｼｽﾃﾑ　株式会社 下請 オリックス田川太陽光発電所建設工事(7.7MW） 福岡県 　　平成　２７年 　 　８月

316,224 　　平成　２８年 　 　３月

株式会社　ＮＩＰＰＯ 下請 九州産業高等学校　体育館棟新築工事 福岡県 　　平成　２７年 　 　８月

6,480 　　平成　２９年 　 　２月

アスミオ・株式会社 下請 福岡市新青果市場外構工事その1（付帯施設工） 福岡県 　　平成　２７年 　 　７月

11,577 　　平成　２７年 　 　9月

アスミオ・株式会社 下請 (仮称）粕屋町大字内橋計画新築工事の内、外構他工事 福岡県 　　平成　２７年 　 　６月

4,104 　　平成　２７年 　 １１月

株式会社　環境開発 下請 御手洗二丁目地内水路改修工事 福岡県 　　平成　２７年 　 　５月

1,350 　　平成　２７年 　 　8月

福岡市 元請 堅粕（堅粕１丁目）外　地区下水道築造工事 福岡県 　　平成　２７年 　 　５月

47,262 　　平成　２８年 　 　３月

有限会社　正栄 下請 Ｓ・Ｆｶﾌｪｼｽﾃﾑ㈱内擁壁改修工事　1期工事 福岡県 　　平成　２７年 　 　５月

2,490 　　平成　２７年 　   ７月

株式会社　環境開発 下請 佐世保米軍ﾊﾞﾗﾀﾜｰ改修工事 福岡県 　　平成　２７年 　　 ４月

5,400 　　平成　２８年 　 　３月

株式会社　ＮＩＰＰＯ 下請 福岡ｽﾊﾞﾙ株式会社様道路付け替え開発工事 福岡県 　　平成　２７年 　 　３月

3,553 　　平成　２７年 　 　５月
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株式会社　才田組 下請 福岡市新青果市場外構工事その３ 福岡県 　　平成　２７年 　 　３月

49,572 　　平成　２７年 　   ９月

株式会社　九栄建設 下請 梅林造成工事 福岡県 　　平成　２７年 　 　３月

14,040 　　平成　２７年 　   ５月

アスミオ・株式会社 下請 福岡市新青果市場外構工事その1（汚水排水設備・雨水排水設備工） 福岡県 　　平成　２７年 　 　２月

36,720 　　平成　２７年 　   ９月

平野　常子 元請 筑前町鶏舎解体工事 福岡県 　　平成　２７年 　 　１月

3,780 　　平成　２７年 　   ４月

日舗建設　株式会社 下請 和白東ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ計画 福岡県 　　平成　２７年 　 　１月

9,766 　　平成　２７年 　   ２月

株式会社　イバックス 下請 吉塚６４６号線道路改良工事 福岡県 　　平成　２６年 　 １２月

9,150 　　平成　２７年 　   ３月

株式会社　高橋組 下請 吉井地区(南清瀬地区第１工区）下水道築造工事 福岡県 　　平成　２６年 　 １２月

46,764 　　平成　２７年 　   ３月

ORソーラー・ナイン合同会社 下請 福智町第一、第二、第三及び第四太陽光発電所造成工事 福岡県 　　平成　２６年 　 １２月

（オリックス） 310,006 　　平成　２７年 　   ８月

株式会社　平元産業 下請 吉塚659号線外6路線路側カラー設置工事 福岡県 　　平成　２６年 　 １１月

9,766 　　平成　２７年 　 　３月

有限会社　正栄 下請 残田川　右岸付替道路（２工区）工事 福岡県 　　平成　２６年 　 １２月

8,120 　　平成　２７年 　 　３月

株式会社　高橋組 下請 立石処理区分（４３）下水道工事 福岡県 　　平成　２６年 　 　９月

6,520 　　平成　２７年 　 　３月

株式会社　環境開発 下請 (仮称）ＭＮＣ筑紫野ﾆｭｰﾀｳﾝ造成工事(下水道築造工事） 福岡県 　　平成　２６年 　 １０月

1,339 　　平成　２７年 　 　３月

株式会社　環境開発 下請 (仮称）ＭＮＣ筑紫野ﾆｭｰﾀｳﾝ造成工事における城内汚水管布設工事 福岡県 　　平成　２６年 　 １０月

21,060 　　平成　２７年 　 　３月

福岡県 元請 平成27年度事業 福岡県 　　平成　２７年 　 　６月

福岡県公営住宅松崎団地　敷地整備（2工区）工事 2,463 　　平成　２７年 　 　８月
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福岡県 元請 平成26年度事業 福岡県 　　平成　２６年 　 　９月

福岡県公営住宅松崎団地　敷地整備（2工区）工事 42,883 　　平成　２７年 　 　８月

県土整備 元請 多々良川護岸工事（２６－１工区） 福岡県 　　平成　２６年 　 　９月

18,864 　　平成　２７年 　 　３月

株式会社　イバックス 下請 博多駅前１０号線歩道舗装工事 福岡県 　　平成　２６年 　 　９月

5,238 　　平成　２６年 　 １２月

環境資源開発　株式会社 下請 佐賀市三瀬村太陽光発電所土木工事一式（2ﾒｶﾞ） 福岡県 　　平成　２６年 　 　９月

30,240 　　平成　２６年 　 １０月

福岡市 元請 平成26年度　単価契約 福岡県 　　平成　２６年 　 　９月

東部地区試掘調査業務委託 19,116 　　平成　２６年 　 １２月

株式会社　環境開発 下請 野間１丁目下水道管内モルタル処理工事 福岡県 　　平成　２６年 　 　８月

1,220 　　平成　２６年 　 　８月

有限会社　正栄 下請 松島324号線外１路線　道路改良工事 福岡県 　　平成　２６年 　 　８月

4,479 　　平成　２６年 　 １２月

アスミオ・株式会社 下請 福岡３号　博多バイパス、福岡外環状道路 福岡県 　　平成　２６年 　 　８月

4,900 　　平成　２７年 　 　２月

株式会社　テクノユース 下請 西新（飯倉５丁目外）（２）地区下水道築造工事 福岡県 　　平成　２６年 　 　８月

18,792 　　平成　２７年 　 　１月

福岡市 元請 堅粕（堅粕３丁目）地区下水道築造工事 福岡県 　　平成　２６年 　 　６月

61,077 　　平成　２7年 　   3月

福岡市 元請 比恵（博多駅前２丁目５外）地区下水道築造工事 福岡県 　　平成　２６年 　 　３月

62,981 　　平成　２７年 　 　１月

株式会社　大東和 下請 福岡大学２号館南側仮設歩道橋撤去工事 福岡県 　　平成　２６年 　 　3月

1,155 　　平成　２６年 　 　３月

有限会社　正栄 下請 市道土井1456号線橋梁補修工事 福岡県 　　平成　２６年 　 　２月

5,338 　　平成　２６年 　 　３月

有限会社　正栄 下請 香椎駅周辺土地区画整理事業　805街区整地工事 福岡県 　　平成　２５年 　 １２月

10,857 　　平成　２６年 　 　３月
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有限会社　正栄 下請 市道２原田吉塚線橋梁架替工事 福岡県 　　平成　２５年 　 １２月

5,507 　　平成　２６年 　 　３月

有限会社　正栄 下請 市道筥松２３９号線橋梁架替工事 福岡県 　　平成　２５年 　 １２月

6,489 　　平成　２６年 　 　３月

株式会社　環境開発 下請 福岡大学図書館ｾﾞﾐ棟・第一学生集会所解体他工事 福岡県 　　平成　２５年 　 １２月

15,855 　　平成　２５年 　 １２月

興和道路　株式会社 下請 Ｃ　25　051　アイランド 福岡県 　　平成　２５年 　 １０月

10,500 　　平成　２５年 　 １０月

ｾｷｽｲﾊｲﾑ九州不動産　株式会社 下請 ｱｯﾌﾟﾙﾀｳﾝ横手宅地造成工事 福岡県 　　平成　２５年 　 １０月

6,720 　　平成　２６年 　 １２月

株式会社　イバックス 下請 吉塚633号線道路改良工事 福岡県 　　平成　２５年 　 １０月

12,212 　　平成　２６年 　 　３月

日舗建設　株式会社 下請 金の隈造成工事 福岡県 　　平成　２５年 　 １０月

51,975 　　平成　２５年 　 １２月

株式会社　西興 下請 大岳（西戸崎６丁目外他２）地区下水道工事 福岡県 　　平成　２５年 　 １０月

40,950 　　平成　２６年 　　 ３月

株式会社　環境開発 下請 上府（小万崎）地区水道管築造工事（第２工区） 福岡県 　　平成　２５年  　　９月

30,450 　　平成　２６年 　 　３月

福岡県土整備事務所 元請 河川維持管理業(ｸﾘｰﾝﾘﾊﾞｰ） 福岡県 　　平成　２５年 　　 ８月

　　多々良川　他４河川（福岡市内）除草工事 15,225 　　平成　２５年 　 １２月

株式会社　高橋組 下請 （仮称）都府楼南三丁目宅地造成工事 福岡県 　　平成　２５年  　　８月

9,237 　　平成　２５年 　 １０月

有限会社　田中興発 下請 ｱｲﾗﾝﾄﾞｼﾃｨ（市５工区１３・香椎照葉５丁目） 福岡県 　　平成　２５年  　　７月

13,471 　　平成　２６年 　 　１月

株式会社　ｵｶﾉｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 下請 羽衣・永野ＡＰ新築工事 福岡県 　　平成　２５年  　　６月

41,000 　　平成　２５年 　 　８月

熊川工業　株式会社 下請 福岡3号馬出・千代地区路面復旧１工区工事 福岡県 　　平成　２５年  　　６月

11,000 　　平成　２５年 　 １０月
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株式会社　西鉄グリーン土木 下請 福津市西福間線路跡地宅地造成工事 福岡県 　　平成　２５年  　　６月

44,280 　　平成　２５年 　 　７月

アスミオ・株式会社 下請 福岡市東区若宮５丁目１４番地 福岡県 　　平成　２５年  　　５月

1,477 　　平成　２５年 　 　６月

九州ｾｷｽｲﾊｲﾑ不動産　株式会社 下請 自由が丘宅地造成工事 福岡県 　　平成　２５年 　 　４月

9,450 　　平成　２５年 　 　６月

日舗建設　株式会社 下請 堤２丁目造成工事（2期） 福岡県 　　平成　２５年 　 　４月

8,242 　　平成　２５年 　 　６月

株式会社　環境開発 下請 第１遮幹線築造工事（２） 福岡県 　　平成　２５年 　 　４月

7,906 　　平成　２６年 　　 ３月

平元産業株式会社 下請 諸岡第８雨水幹線築造付帯（水路復旧）外１工事 福岡県 　　平成　２５年 　 　３月

12,877 　　平成　２５年 　 　７月

福岡市 元請 花畑（中尾１丁目外６）地区下水道築造工事 福岡県 　　平成　２５年 　 　３月

36,645 　　平成　２６年 　 １１月

株式会社　環境開発 下請 福岡（２４）汚水管改修土木工事 福岡県 　　平成　２５年 　 　３月

19,267 　　平成　２６年 　 　３月

有限会社　正栄 下請 多々良1916号線外1路線道路改良工事 福岡県 　　平成　２５年 　 　３月

15,593 　　平成　２５年 　 　５月

株式会社ジェイ・ファクトリー 下請 片縄北四丁目造成工事 福岡県 　　平成　２５年 　 　３月

54,600 　　平成　２５年 　 　７月

株式会社　梅野設備 下請 道路災害復旧工事 福岡県 　　平成　２５年 　 　２月

11,067 　　平成　２５年 　 　５月

有限会社　正栄 下請 多々良1916号線外1路線道路改良工事 福岡県 　　平成　２５年 　 　２月

15,896 　　平成　２５年 　 　５月

株式会社　トップロード 下請 梅林７丁目宅地造成工事 福岡県 　　平成　２５年 　 　２月

15,960 　　平成　２５年 　 　３月

新宮区区長　桐島　信正 下請 桐島珍味前新宮区区有地舗装工事 福岡県 　　平成　２５年 　 　２月

1,848 　　平成　２５年 　 　２月
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株式会社NIPPO　九州建築工事事務所下請 福岡（23震災関連）食厨改修等建築その他工事 福岡県 　　平成　２５年 　 　１月

23,250 　　平成　２６年 　 　３月

株式会社オカノコーポレーション 下請 崎村アパート造成工事 福岡県 　　平成　２４年  　1２月

15,750 　　平成　２５年 　 　３月

株式会社　新生 下請 九州森永乳業㈱導水管撤去工事 福岡県 　　平成　２４年  　1１月

3,100 　　平成　２５年 　 　３月

有限会社　正栄 下請 多々良川仮設工事（２４-２工区） 福岡県 　　平成　２４年  　1１月

4,750 　　平成　２５年 　 　３月

大日本土木　株式会社 下請 上府（上深町）地区下水道管渠築造工事（第２工区） 福岡県 　　平成　２４年  　1１月

90,562 　　平成　２５年 　 　３月

株式会社　環境開発 下請 九州大学（医病）基幹・環境整備（支障建物撤去等）工事 福岡県 　　平成　２４年 　 １０月

2,625 　　平成　２５年 　 　３月

福岡市道路下水道局 元請 綿打川護岸復旧工事 福岡県 　　平成　２４年  　１０月

48,548 　　平成　２５年 　 　２月

株式会社NIPPO　九州建築工事事務所下請 福岡（23震災関連）食厨改修等建築その他工事 福岡県 　　平成　２４年    　９月

12,600 　　平成　２5年   　 ３月

福岡県土整備事務所 元請 多々良川（他２）河川維持工事 福岡県 　　平成　２４年 　　７月

8,557 　　平成　２４年  　１０月

株式会社　環境開発 下請 上府（裏田）地内下水道管渠築造工事に伴う舗装復旧工事 福岡県 　　平成　２４年 　　７月

861 　　平成　２４年　  １０月

株式会社　環境開発 下請 （仮称）ｱﾙﾌｧﾗｲﾌ博多南新築工事 福岡県 　　平成　２４年 　　７月

10,500 　　平成　２４年 　　８月

株式会社　環境開発 下請 柚ノ木３号線側溝改修工事 福岡県 　　平成　２４年 　　７月

976 　　平成　２４年 　　８月

株式会社　海山組 下請 （仮称）プレステージ松崎４丁目新築工事 福岡県 　　平成　２４年 　　６月

10,815 　　平成　２５年 　　３月

株式会社　斉藤工務店 下請 西片江１丁目ｱﾊﾟｰﾄ新築工事 福岡県 　　平成　２４年 　　６月

2,100 　　平成　２４年 　　７月
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株式会社　澄男工業 下請 春日フォレスト第６工区（１－１）追加造成工事 福岡県 　　平成　２４年 　　５月

6,615 　　平成　２４年 　　8月

株式会社　澄男工業 下請 近畿日本ﾂｰﾘｽﾄ寮解体工事 福岡県 　　平成　２４年 　　４月

5,775 　　平成　２４年 　　８月

悠悠ホーム　株式会社 下請 ｓｕｍｉｋａ北口修邸新築工事（造成工事） 福岡県 　　平成　２４年 　　４月

1,365 　　平成　２４年 　　７月

誉志建産業　株式会社 下請 香椎駅周辺土地区画整理事業　基礎杭撤去工事（その７） 福岡県 　　平成　２４年 　　３月

17,850 　　平成　２４年 　　７月

株式会社　アイチ 下請 付替町道新大野橋東小河内線道路新築工事（２３－４工区） 福岡県 　　平成　２４年 　　３月

12,810 　　平成　２４年 　　９月

株式会社　澄男工業 下請 春日ﾌｫﾚｽﾄ造成工事　第６工区 福岡県 　　平成　２４年 　　３月

4,567 　　平成　２４年 　　５月

有限会社　ヒロショウ技建 元請 広末邸外溝工事 福岡県 　　平成　２４年 　　２月

2,850 　　平成　２４年 　　３月

有限会社　ﾃｸﾆｶﾙﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 下請 （仮称）越智ﾃﾅﾝﾄﾋﾞﾙ新築工事 福岡県 　　平成　２４年 　　２月

4,914 　　平成　２４年 　　２月

悠悠ホーム　株式会社 下請 香椎駅東３丁目舗装工事 福岡県 　　平成　２４年 　　２月

945 　　平成　２４年 　　２月

株式会社　新和 下請 ＡＰＲＯ・７新築工事（基礎工事） 福岡県 　　平成　２３年 　１１月

23,000 　　平成　２４年 　　４月

株式会社　エフ・テクノ 下請 （ブリヂストン）油水分離浄槽新設工事 福岡県 　　平成　２３年 　　９月

3,900 　　平成  ２４年 　　２月

株式会社　澄男工業 下請 福岡舞鶴高校サブグランド新設工事 福岡県 　　平成　２３年 　１１月

1,962 　　平成　２３年 　１１月

株式会社　環境開発 下請 上府（裏田）地内下水道管渠築造工事 福岡県 　　平成　２３年 　１１月

25,515 　　平成  ２４年 　　３月

株式会社　環境開発 下請 比恵（博多駅1丁目19）地区下水道築造工事 福岡県 　　平成　２３年 　１１月

1,365 　　平成  ２４年 　　３月
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福岡市水道局 元請 平成２３年度東区アイランドシティ地内Ｎo.2 福岡県 　　平成　２３年 　１０月

配水管布設工事 27,930 　　平成  ２４年 　　２月

株式会社　環境開発 下請 比恵（博多駅4丁目18外）地区下水道築造工事 福岡県 　　平成　２３年 　　９月

2,047 　　平成  ２４年 　　２月

平元産業　株式会社 下請 那珂麦野線道路改良工事（その3） 福岡県 　　平成　２３年 　　９月

7,783 　　平成  ２４年 　　３月

株式会社　澄男工業 下請 （仮称）福津市市道帰属工事 福岡県 　　平成　２３年 　　８月

1,890 　　平成  ２３年 　　９月

日栄工業　株式会社 下請 須恵町老人ホーム敷地造成工事 福岡県 　　平成　２３年 　　９月

19,950 　　平成  ２３年 　１２月

株式会社　新和 下請 ハイコート浅野新築工事 福岡県 　　平成　２３年 　　７月

7,786 　　平成　２３年 　　８月

有田産業　株式会社 下請 中尾２丁目造成工事 福岡県 　　平成　２３年 　　６月

18,456 　　平成　２３年 　　９月

株式会社　澄男工業 下請 西戸崎ニュータウン造成工事 福岡県 　　平成　２３年 　　４月

7,768 　　平成　２３年 　　４月

株式会社　カブート 下請 姪の浜（姪の浜５丁目）地区下水道築造工事 福岡県 　　平成　２３年 　　４月

5,269 　　平成　２３年 　　４月

株式会社　エフ・テクノ 下請 筑後広域公園芸術文化交流施設浄化槽工事 福岡県 　　平成　２３年 　　３月

31,500 　　平成　２４年 　１０月

株式会社　環境開発 下請 城西　福岡総代２１-１１A電気通信設備工事 福岡県 　　平成　２３年 　　４月

7,245 　　平成　２３年 　　４月

株式会社　エムテック 下請 那珂１号線橋外２箇所橋梁補修工事 福岡県 　　平成　２３年 　　３月

2,100 　　平成　２３年 　　３月

株式会社　澄男工業 下請 （仮称）香椎宅地造成事業工事 福岡県 　　平成  ２２年 　１２月

株式会社　大本組 15,225 　　平成　２３年 　　３月

日之出産業株式会社 下請 水巻ガーデンヒルズ宅地造成工事 福岡県 　　平成  ２２年 　１１月

374,000 　　平成　２４年 　  ２月
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福岡県土整備事務所 元請 久原川郷土の水辺整備工事 福岡県 　　平成  ２２年 　１１月

14,070 　　平成　２３年 　　３月

日之出産業　株式会社 下請 藤原工区土盛仮設工事 福岡県 　　平成  ２２年 　１０月

10,290 　　平成　２３年 　　３月

株式会社　環境開発 下請 上府（柚ノ木・下村）地区下水道管渠築造工事 福岡県 　　平成  ２２年 　１０月

29,925 　　平成　２３年 　　１月

株式会社　環境開発 下請 早良区西新４・５丁目地内φ８００、φ９００配水管布設工事 福岡県 　　平成  ２２年 　　９月

28,875 　　平成　２３年 　　３月

株式会社　坡平産業 下請 県営ため池等整備事業（河川応急）堰体工事（飯ノ倉地区） 福岡県 　　平成  ２２年 　　９月

51,450 　　平成　２３年 　　３月

有限会社　ＥＣＯライン 下請 賀茂下水接続工事 福岡県 　　平成  ２２年 　　９月

1,447 　　平成　２２年 　　９月

福岡市 元請 香椎駅周辺土地区画整理事業　道路改良工事（その１） 福岡県 　　平成  ２２年 　　９月

2,581 　　平成　２３年 　　１月

株式会社　ヒノ工業 下請 塩原（塩原１丁目外３）地区下水道築造工事 福岡県 　　平成  ２２年 　　８月

2,400 　　平成　２２年 　　８月

株式会社　環境開発 下請 博多（大博町）地区下水道復旧委託 福岡県 　　平成  ２２年 　　８月

2,310 　　平成　２２年 　　８月

株式会社　中村康組 下請 市道春吉１０４号線道路災害復旧工事 福岡県 　　平成  ２２年 　　４月

27,000 　　平成　２３年 　　１月

新宮町 元請 新宮漁港内飛砂防除工事 福岡県 　　平成  ２２年　　 ４月

1,449 　　平成　２２年　　 ４月

株式会社　橋本建設 下請 小郡造成工事 福岡県 　　平成  ２２年 　　２月

（日之出産業・龍乃組） 2,500 　　平成　２２年 　　４月

株式会社　環境開発 下請 七隈（友丘１丁目外１）地区下水道築造工事 福岡県 　　平成  ２２年 　　３月

（山義建設株式会社） 26,250 　　平成　２２年 　１０月

平成建設　株式会社 下請 セブンイレブン下和白店　乗入改修工事 福岡県 　　平成  ２２年 　　３月

（大坪建設　株式会社） 1,659 　　平成　２２年 　　３月
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有限会社　松本建興 下請 目尾鯰田汚水幹線管渠布設（９工区）工事 福岡県 　　平成  ２２年 　　２月

（大光社） 2,250 　　平成　２２年 　　３月

有限会社　田中興発 下請 比恵（博多駅前4丁目１３）地区下水道築造工事 福岡県 　　平成  ２２年 　　２月

25,000 　　平成　２２年 　　７月

平元産業株式会社 下請 那珂麦野線外１路線道路改良工事 福岡県 　　平成  ２２年 　　１月

(有限会社　香月組） 13,550 　　平成　２２年 　　６月

有限会社　大樹建設 下請 須恵町新原谷戸建住宅造成工事 福岡県 　　平成  ２１年 　１２月

15,750 　　平成　２２年 　　３月

アイサワ工業株式会社 下請 筑後川下流左岸農地防災事業 福岡県 　　平成  ２１年 　１２月

大溝線（横溝本村工区）工事 14,500 　　平成　２２年 　　３月

有限会社　伊東工業 下請 百道１丁目地内汚水桝蓋、人孔蓋更新工事 福岡県 　　平成  ２１年 　１２月

（㈱早良ワーク） 5,090 　　平成　２２年 　　３月

有限会社　後藤建設 下請 福岡医療協同組合造成工事 福岡県 　　平成  ２１年 　１２月

14,160 　　平成　２２年 　　３月

株式会社　澄男工業 下請 湊川護岸設置（８工区）工事 福岡県 　　平成  ２１年 　１１月

（㈱松本組） 19,530 　　平成　２２年 　　３月

岩崎建設 株式会社 下請 伴邸（桜坂）宅地造成工事 福岡県 　　平成  ２１年 　　９月

（大坪建設株式会社） 6,090 　　平成　２１年 　１０月

株式会社　カブード 下請 姪浜（姪浜４丁目外）地区下水道築造工事 福岡県 　　平成  ２１年 　１０月

45,150 　　平成　２２年 　　３月

株式会社　レック 下請 上野循環器科・内科医院　新築工事（１） 福岡県 　　平成  ２１年 　　６月

3,876 　　平成　２１年 　　７月

有銀会社　テイケン 下請 トライアル上峰店　浄化槽設置工事 佐賀県 　　平成  ２１年　　 ６月

1,800 　　平成　２１年　　 ７月

新宮町 元請 新宮漁港内飛砂防除工事 福岡県 　　平成  ２１年　　 ６月

1,858 　　平成　２２年　　 ３月

株式会社　環境開発 下請 西新（飯倉２丁目外）地区下水道築造工事 福岡県 　　平成  ２１年　　 ６月

(福司工業） 47,040 　　平成　２２年　　 ３月
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福岡県　福岡土木事務所 元請 宇美川　転落防止柵設置工事 福岡県 　　平成　２１年　 　４月

520 　　平成　２１年　　 ５月

株式会社 竹内土建 下請 辻　正照様 福岡県 　　平成  ２１年　　４月

（東建コーポレーション） アパート開発工事 2,300 　　平成  ２１年　　５月

株式会社 ビルドワン 下請 公営住宅東伊原団地建築工事（３工区） 福岡県 　　平成  ２１年　　３月

1,350 　　平成　２１年　　３月

株式会社 竹内土建 下請 辻　正照様 福岡県 　　平成  ２１年　　２月

（東建コーポレーション） アパート新築工事（間知ブロック積工） 7,948 　　平成　２１年　　４月

日栄工業 株式会社 下請 下水道築造工事 福岡県 　　平成  ２１年　　２月

2,435 　　平成　２１年　　３月

鈴木建設株式会社 下請 MJR原町駅新築（建築）外溝工事 福岡県 　　平成  ２１年　　２月

1,112 　　平成　２１年　　３月

西名建設 株式会社 下請 擁壁工事 福岡県 　　平成  ２１年　　１月

（有限会社　田中興発） 2,000 　　平成　２１年　　３月

誉志建産業 株式会社 下請 交通安全対策事業 福岡県 　　平成  ２１年　　１月

（東小川建設株式会社） 県道志免須惠線　歩道設置工事 6,038 　　平成　２１年　　３月


