
年度 現場名
10年度 大社文化会館新築工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
1999年 NTT浜田・NTT島根改修工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事

双葉園建設工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
11年度 JMS改修工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事

JR高架事業の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
2000年 角井トンネル工事内あと施工ｱﾝｶｰ工事

石東病院改築工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事
双葉園改築工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事

12年度 福浦地区浄化センターの内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事
出雲村田製作所工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事
亀嵩温泉工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事

2001年 神戸天然物化学新築工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事
菅沢ダム工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
出雲職業訓練校工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
中山間地域研究ｾﾝﾀｰ新築工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事

13年度 学校給食ｾﾝﾀｰ建設工事の内あと施工アンカー工事
灘分浄水場空調工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事
JMS改修工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事

2002年 高津原トンネル工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
国道314号トンネル環境整備工事

14年度 斐伊川放水路稗原1号排水樋門他ゲート工事
島根三洋改築工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
東部浄化センター工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事
出雲エネルギーセンター工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
三瓶青年の家宿泊棟改修工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
妙見橋改良その2工事の内あと施工アンカー工事

2003年 斐川町立図書館新築工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
15年度 出雲村田製作所改修工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事

北松江線電車線張力調整装置設置工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
倉吉管内道路情報板設置工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
JMS改修工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事
湖陵掛合線才谷工区改築工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
松江合同庁舎UPS設備工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事

2004年 鳥取下水処理場の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事
八雲荘改修工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事
安来日立BO工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事

16年度 出雲村田製作所工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事
出雲高校校舎等改築改築工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
大社町庁舎暖房設備改修工事の内あと施工アンカー工事
県立中央病院工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事

2005年 神戸川小学校改築工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
JMS改修工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事
警察学校工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事

17年度 潮風苑空調設備改修工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事
八尾川総合流域防災の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
出雲二中学校本館耐震補強工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
島大付属小学校耐震補強工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
島根大学医学部病棟NS空調設備改修工事
掛戸橋耐震補強工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
角井トンネル工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
島根富士通工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事

2006年 新都橋耐震補強工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
東部浄化センターその16の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事
来原浄水場新築工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
JR橋脚耐震補強工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
田所大橋耐震補強工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
奥田川外河川修繕工事の内あと施工アンカー工事

18年度 県立こころの医療ｾﾝﾀｰ工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事



18年度 横田中学校特別教室棟耐震補強工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
雇用促進住宅神主宿舎改修工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
国頭ビルピタコラムアンカー工事
県営住宅和田団地改善の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事
雇用促進住宅高津宿舎改修工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
松江高専ピタコラムアンカー工事
しらゆり保育園ピタコラムアンカー工事

2007年 松江工業高校改築の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
出雲村田製作所E1棟建設工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事

19年度 鳥取秋里処理場工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事
国道9・1915小浜大橋外改修工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
出雲市立四絡小学校改修工事あと施工ｱﾝｶｰ工事
議事堂別館冷却塔囲障等修繕工事の内あと施工アンカー工事
島大医学部付属図書館改修工事の内あと施工アンカー工事
島根大学医学部改修工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事
久手雇用促進住宅工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事
大原地区公社営畜産基地工事ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事
松江バイパス工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
山陰道松江工区工事の内あと施工アンカー工事
県営住宅比津が丘団地電気設備改善工事
出雲市民会館外壁改修工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事

2008年 湖陵総合運動公園管理棟便所改修工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
県営住宅大津団地ガス管改修工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事
県営住宅八重垣団地ガス管改修工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事
浜田管内道路照明維持工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
風力発電（平田）工事の内の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
丸三三刀屋店改修工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事

20年度 ダイワボウ改修工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事
メディカルモール新築工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
前川鋳工改修工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
宍道湖西部浄化センター汚泥その9工事ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事
大田高校改修工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
松江高専バス停の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
防災センター無停電電源装置取替工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
東建和泉ｱﾊﾟｰﾄ新築工事の内鋲打工事
東建木下ｱﾊﾟｰﾄ新築工事の内鋲打工事
東建藤原ｱﾊﾟｰﾄ新築工事の内鋲打工事
東建濱村ｱﾊﾟｰﾄ新築工事の内鋲打工事
穴見谷橋深谷橋改修工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
志津見ﾀﾞﾑ提体配線工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
大津県営住宅設備改修工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事
松映橋橋梁補修工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
出雲養護学校邇摩分教室整備工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事

2009年 日立金属安来工場水槽設備工事の内あと施工アンカー工事
東建藤原ｱﾊﾟｰﾄ新築工事の内鋲打工事
東建柏木ｱﾊﾟｰﾄ新築工事の内鋲打工事
東建潮ｱﾊﾟｰﾄ新築工事の内鋲打工事
東建木村ｱﾊﾟｰﾄ新築工事の内鋲打工事
東建井上ｱﾊﾟｰﾄ新築工事の内鋲打工事
松江道路上乃木地区舗装修繕工事の内あと施工アンカー工事
島大医学部病棟2階厨房改修工事の内ﾀﾞｲﾔｺｱ穿孔工事
法吉公民館工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
出雲警察署改修工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事

21年度 国道431号国屋地区工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
大東高校屋内運動場耐震補強工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
島根大学立体駐車場新営工事の内鋲打工事
出雲養護学校段差解消等環境改善等工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事
松江市立乃木小学校耐震改修工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
島根大学医学部臨床研究棟改修工事の内ﾀﾞｲﾔｺｱ穿孔工事
山陰自動車道出雲標識工事の内あと施工アンカー工事
尾原ダム管理棟受変電設備工事の内あと施工アンカー工事
東建浅野ｱﾊﾟｰﾄ新築工事の内鋲打工事
桧山小学校プール付属棟屋根張替工事の内あと施工アンカー工事
出雲ビル（ENG）整備工事の内あと施工アンカー工事
日立金属安来工場ICT新設工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
吉田奥出雲線深野橋橋梁整備工事の内あと施工アンカー工事
農業技術センター空調改修工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事

2010年 国道54号道の駅身障整備その他工事の内あと施工アンカー工事
小中学校腰窓転落防止用手摺設置工事の内あと施工アンカー工事



市営真幸ヶ丘住宅外4住宅地デジ対応工事の内あと施工アンカー工事
飯南町地内道路照明設置工事の内あと施工アンカー工事
国道431号 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
東建小谷アパート新築工事の内鋲打ち工事
西郷港旅客上屋増築等工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事
里熊大橋高欄改修工事の内あと施工アンカー工事
殿ダムＣＣＴＶ設備外工事の内あと施工アンカー工事
出雲合同庁舎外壁改修工事の内あと施工アンカー工事
鳴滝川整備工事の内あと施工アンカー工事
出雲市総合医療センター及び健康福祉拠点施設電気設備工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事
意東幼稚園・小学校太陽光発電設置工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事

22年度 多伎振興店舗工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
松江道の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
東建青木アパート新築工事の内鋲打ち工事
やまゆり苑空調設備改修工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事
平田船川汐止堰工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
出雲村田レイアウト工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事
安来電話交換所ENG更改工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
平田高等学校第一屋内運動場耐震補強工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
デルパラ道笑町店立体駐車場新築工事鋲打ち工事
大社高等学校教室棟耐震補強工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
隠岐島前高等学校校耐震改修工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
出雲高等学校第二屋内運動場耐震補強工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
出雲農林高等学校屋内運動場耐震補強工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
雲南市立西小学校工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
上津小学校バルコニー木製手摺取替え工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
稗原幼稚園保育室壁改修工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
隠岐島前高等学校情報機器教室棟耐震補強工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
法田地区浄化センター建設工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
出雲西高等学校（4号館西・屋内体操場）耐震補強事業の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
宍道湖西部浄化センター建設工事その１８の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
大東小学校工事の内の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事
加茂小学校屋内運動場耐震改修(建築)工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
塩田小学校屋内運動場耐震補強・改修工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
みずほ銀行松江支店工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
特別養護老人ホーム簸の上園スプリンクラー設備設置工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事
米子流通業務団地の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事
出雲養護学校校舎棟耐震補強工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
乃木小学校公園線歩道証明灯改修工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
しおさいスプリンクラー設備工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事
赤来中学校校舎・屋内運動場耐震補強改修工事（屋内運動場棟）の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
特別養護老人ホームるんびにぃ苑 増築・改修工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事
東建石川アパート新築工事の内鋲打ち工事
菅沢ダム取水放流施設工事の内あと施工アンカー工事
県営住宅湖北団地給水管修繕外工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事
東建北村アパート新築工事の内鋲打ち工事
西部浄化センター管理棟他建築設備改修工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事
隠岐の島町光ファイバー通信網整備工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
福田医院１階増改築工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
宍道湖流域下水道　西部処理区　国庫下水道事業　ポンプ場耐震補強工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事

2011年 湯所川排水機場更新工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
島根県警宿舎４水道管取替他工事の内ﾀﾞｲﾔｺｱ穿孔工事
三代浄水場防災行政無線設備設置工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
山佐系新飯梨川水管橋下部工堤内地側耐震対策工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
天神住宅屋外ガス管入替工事の内あと施工アンカー工事
国道9号袖師地下道EV設置工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事

23年度 出雲村田レイアウト工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事
俵採石場一次クラッシャー架台補強工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
笑寿苑スプリンクラー設置及び機械設備工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事
陸上自衛隊米子駐屯地　１０９号建物テレビ共聴設備改修工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事
前川鋳工造機改修工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
島根県立中央病院給油施設設置工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事
赤来中学校校舎・屋内運動場耐震補強改修工事（校舎棟）の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
西小学校屋内運動場耐震改修工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
出雲農林高等学校特別教室棟耐震補強（建築）工事の内ﾋﾟﾀｺﾗﾑｱﾝｶｰ工事
宍道中学校校舎建設準備工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
出雲商業高等学校特別教室棟・屋内運動場耐震補強工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
平田小学校校舎南棟耐震補強工事（建築）の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
頓原小学校校舎雪害復旧工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事



出雲大社神楽殿修繕工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事
出雲ひのみさきの宿ふじ新築工事（第II期）の内あと施工アンカー工事
三刀屋高校屋内運動場耐震改修工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
農業大学校大規模修繕（本館棟）（機械設備）工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事
城東保育所避難階段・バルコニー手摺改修工事の内あと施工アンカー工事
島根大学(医病)病棟等改修工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事
島根県営住宅(松江市第二淞北台団地)浴室改善外工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事
東建北村アパート新築工事の内鋲打ち工事
出雲警察署庁舎アスベスト対策工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
雇用促進住宅久手宿舎電気容量改修外工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事
東建熊谷アパート新築工事の内鋲打ち工事
横田高等学校第一屋内運動場耐震補強工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
北原（発）大島取水えん堤排砂ゲート巻上機取替工事の内あと施工アンカー工事
平成23年度 宅野まちづくりセンター耐震改修工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
頓原維持出張所庁舎耐震改修工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
国道485号(松江第五大橋道路)改築(改良)工事 東津田工区 防護柵設置工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
農業大学飯南寮（旧赤名分場）改修（建築）工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
尾道・松江自動車道高瀬山ﾄﾝﾈﾙ外照明工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事

2012年 宍道湖西部浄化センター№3汚泥ポッパ電気設備工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事
尾道・松江道高瀬山トンネル外照明工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
斐伊川放水路分流堰外通信設備工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
鳥取自動車道西粟倉トンネル外警報設備工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
尾道・松江自動車道三刀屋地区外通信設備工事の内引張試験
島根原子力発電所津波防波堤(3号機北側)設置工事のの内あと施工ｱﾝｶｰ工事
島根県立中央病院新棟建設（建築）工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
宿舎４水道管取替他工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事
松江北高等学校起雲館避難階段取替え工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
東建北村アパート新築工事の内鋲打ち工事

24年度 出雲村田レイアウト工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事
対仙浄園し尿処理場汚泥再生処理ｾﾝﾀｰ整備工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事
宍道湖東部浄化ｾﾝﾀｰ No.2-3初沈汚泥ｸﾛｽ搔き寄せ機修繕の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
尾道・松江線吉田除雪基地新築工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
鍋山小学校校舎(管理教室棟)耐震改修工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
北陽小学校校舎増築電気設備工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事
檜山小学校屋内運動場耐震補強工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
農林高校（産振施設）耐震補強（建築）工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
三刀屋高等学校柔剣道場耐震補強工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
光中学校屋内運動場耐震補強工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
出雲商業高等学校教室棟耐震補強工事の内ﾋﾟﾀｺﾗﾑｱﾝｶｰ工事
松江国道管内照明工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
諸喰港照射灯支柱立替工事の内あと施工アンカー工事
福田医院増改修工事の内あと施工アンカー工事
湖陵中学校通級指導教室改造工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
米子JR御崎川カルバート工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
第一中学校エレベーター設置建築工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
県庁東庁舎耐震補強(設備)工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
国道54号下布野道路情報板設置工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
奥出雲町立仁多中学校管理特別教室棟大規模改修工事（機械設備）の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
㈱島根原子力発電所内PC棟新築工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
秋里終末処理場電気設備工事その18の内引張試験
出雲市口田儀浄化センター及び田岐浄化センター水処理設備工事その2の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
東建和泉アパート新築工事の内鋲打ち工事
尾道・松江道大万木トンネル外CCTV設備工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
三刀屋高等学校バリアフリー化工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
松江農林高校受水槽設置工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
松江東高等学校高圧受電機器更新工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
松江自動車道 加茂岩倉PA道路照明設備工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
松江北消防署（仮称）東分署建設（電気設備）工事の内あと施工アンカー工事
江島太陽光発電所建設工事の内あと施工アンカー工事

2013 三隅発電所灰捨場余水処理設備設置工事の内機器据付用アンカー工事
庁舎西棟太陽光発電設備設置工事の内引張試験
遙堪小学校屋内運動場耐震補強工事の内あと施工アンカー工事
斐伊川水系通信設備工事の内あと施工アンカー工事
国道485号（松江第五大橋道路）改築（改良）工事 案内標識設置工事の内あと施工アンカー工事
モニタリングステーション設備工事の内あと施工アンカー工事
たから保育園新築工事の内あと施工アンカー工事
ドラッグコスモス塩冶東店新築工事の内あと施工アンカー工事
高機能消防指令センター整備（システム）工事の内あと施工アンカー工事
宍道湖流域下水道中継ポンプ場電気室空調工事の内あと施工アンカー工事及びﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事



25年度 出雲村田レイアウト工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事
城山公園線（1工区）県単街路事業道路環境整備工事の内あと施工アンカー工事
山陰自動車道 松江玉造料金所地下通路設置工事の内あと施工アンカー工事
安来市新十神ポンプ場工事の内あと施工アンカー工事
浜田高等学校整備（雨天練習場改修）工事の内あと施工アンカー工事
北陽小学校既設校舎耐震補強・改造建築工事の内あと施工アンカー工事
平田小学校校舎北棟耐震補強工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
出雲西高等学校耐震補強工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
大国まちづくりセンター耐震補強（建築）工事
江島地区外岸壁補修工事の内あと施工アンカー工事
大田市立第二中学校耐震補強工事の内あと施工アンカー工事
松江医療センター外来管理診療棟建て替え工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事
江津警察署庁舎新築（電気設備）工事の内あと施工アンカー工事
島根大学医学部基礎研究棟改修工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事
安来新十神ポンプ場電気設備工事の内あと施工アンカー工事
独立行政法人国立病院機構 松江医療センタ－外来管理診療棟建替工事（機械）の内あと施工アンカー工事
中山名和道路標識設置工事の内あと施工ｱﾝｶｰ工事
島根大学(医病)基礎研究棟改修工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事
島根大学(医病)基礎研究棟改修工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事
島根県営住宅（松江市第二淞北台団地）2号棟外壁改修外工事
原イサ子様賃貸アパート新築工事の内鋲打ち工事
島根県営住宅（浜田市周布団地1号棟）外壁改修工事の内引張試験
島根県営住宅（浜田市周布団地2号棟）外壁改修工事の内引張試験
江津警察署県防災通信機器移設工事の内あと施工アンカー工事
水利施設整備事業 山王地区 山王橋上部工工事の内あと施工アンカー工事
島根県営住宅津田明神団地1号棟外壁改修工事の内あと施工アンカー工事
島根県営住宅八重垣団地7～9号棟手摺改修工事の内あと施工アンカー工事
駟馳山トンネル外通信設備工事の内あと施工アンカー工事

2014年 斐川一畑大社線 恵美須橋 橋梁修繕工事の内あと施工アンカー工事
市道天神川北3号線権太夫橋耐震補強工事の内あと施工アンカー工事
出雲局外直流電源設備工事の内あと施工アンカー工事
市道松江駅東通阿弥陀線朝日橋耐震補強工事の内あと施工アンカー工事
仁摩温泉津道路福波トンネル外照明工事の内あと施工アンカー工事
宍道湖流域下水道西部処理区マンホール耐震補強工事の内あと施工アンカー工事
島根県立体育館耐震補強工事その他改修工事の内あと施工アンカー工事
国道314号 熊谷大橋橋梁補修工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事及びあと施工アンカー工事
島根県立産業交流会館自家発電機更新工事の内あと施工アンカー工事
道の駅本庄急速充電器設置工事の内あと施工アンカー工事
宍道湖西部浄化センター建設工事その22の内あと施工アンカー工事
安来木次線 城谷橋落橋防止システム設置工事の内あと施工アンカー工事

26年度 出雲村田レイアウト工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事
大田市池田小学校体育館耐震補強工事の内あと施工アンカー工事
宍道湖西部浄化センター建設工事その21の内あと施工アンカー工事
雲南市消防庁舎改修工事の内あと施工アンカー工事
今市幼稚園園舎耐震補強工事の内あと施工アンカー工事
荒木小学校教室棟耐震補強工事の内あと施工アンカー工事
中央小学校外1校空調設備更新工事の内あと施工アンカー工事
西野小学校低学年教室棟耐震補強工事の内あと施工アンカー工事
国道431号 灘橋橋梁修繕工事の内あと施工アンカー工事
朝山小学校校舎南棟耐震補強工事の内あと施工アンカー工事
松江市立鹿島東小学校外壁改修工事の内あと施工アンカー工事
ETC設備更新工事（安来IC）の内あと施工アンカー工事
南田町職員宿舎1号棟外壁等改修工事の内あと施工アンカー工事
南田町職員宿舎2号棟外壁等改修工事の内あと施工アンカー工事
南田町職員宿舎3号棟外壁等改修工事の内あと施工アンカー工事
県営住宅八重垣団地5号棟手摺改修工事の内あと施工アンカー工事
県営住宅八重垣団地10、11号棟手摺改修工事の内あと施工アンカー工事
大田市川合小学校体育館耐震補強工事の内あと施工アンカー工事
県営住宅第二淞北台団地4号棟外壁改修工事の内あと施工アンカー工事
県営住宅新古曽志団地1号棟外壁改修工事の内あと施工アンカー工事
県営住宅新古曽志団地3号棟外壁改修工事の内あと施工アンカー工事
県営住宅新古曽志団地6・7号棟浴室改善工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事
県営住宅新古曽志団地8～11号棟浴室改善工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事
仁多発電所改築工事の内あと施工アンカー工事
県道境車尾線（境工区）排水設備工事（防災安全交付金）の内あと施工アンカー工事
出雲クリーン発電太陽光発電所建設工事の内あと施工アンカー工事
県営住宅第二淞北台団地3号棟外壁改修工事の内あと施工アンカー工事
国道314号外 ストック修繕 照明工事の内あと施工アンカー工事
仁摩温泉津道路警報設備工事の内あと施工アンカー工事



入南地区排水機場建屋改築工事の内あと施工アンカー工事
県営住宅新古曽志団地1・4号棟浴室改善工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事
玉湯吾妻山線 ストック修繕 照明工事の内あと施工アンカー工事
大橋川天神川水門新設2期工事の内あと施工アンカー工事
木次地区 山方大橋耐震補強工事の内あと施工アンカー工事
ETC設備更新工事（蒜山IC・久世IC）の内あと施工アンカー工事
東建高橋始様賃貸アパート新築工事の内鋲打ち工事
東建原幹夫様賃貸アパート新築工事の内鋲打ち工事
警察本部浜乃木待機宿舎他改修工事の内あと施工アンカー工事
浜田・三隅道路標識工事の内アンカー引張試験
島根県警察学校耐震電気設備改修工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事及びあと施工アンカー工事

2015年 県庁本庁舎・南庁高架水槽緊急遮断弁設置外工事の内あと施工アンカー工事
国道54号頓原管内構造物補修工事の内あと施工アンカー工事
東建村上勇様賃貸アパート新築工事の内鋲打ち工事
斐伊川水系樋門監視制御設備外工事の内あと施工アンカー工事
国道314号 熊谷大橋 橋梁補修工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事
中海維持工事の内あと施工アンカー工事
国道186号後野工区外防災安全交付金（ストック修繕）照明工事の内あと施工アンカー工事
斐川一畑大社線外 道路照明修繕工事の内あと施工アンカー工事
松江市本庁舎西棟放射線防護対策等工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事及びあと施工アンカー工事
尾原受水関連事業 八雲町電気計装・機械設備工事の内あと施工アンカー工事
原子力環境センター放射線防護対策（機械設備）工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事
県庁本庁舎放射線防護対策（電気設備）工事の内あと施工アンカー工事

27年度 出雲村田レイアウト工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事
山佐大橋 防災安全交付金（橋梁修繕）工事の内あと施工アンカー工事
東建錦織彬様賃貸アパート新築工事の内鋲打ち工事
東建柳楽一俊様賃貸アパート新築工事の内鋲打ち工事
仁多発電所新築屋外ゲート配線工事の内あと施工アンカー工事
雲南市新庁舎建設工事（電気設備）の内あと施工アンカー工事
警察本部庁舎放射線防護対策（機械設備その2）工事の内あと施工アンカー工事
浜田川総合開発事業光回線設備工事の内あと施工アンカー工事
東建太田健様賃貸アパート新築工事の内鋲打ち工事
松江北高等学校寄宿舎リフレッシュ（電気設備）工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事
荒木小学校管理・特別教室棟耐震補強工事の内あと施工アンカー工事
宍道湖流域下水道 西部処理区 防災安全交付金 マンホール耐震補強工事の内あと施工アンカー工事
松江市立恵曇小学校校舎給水設備改修工事の内あと施工アンカー工事
（一）益田吉田線（駅前アンダー）予備発電機室新築（設備）工事の内あと施工アンカー工事
今市小学校南校舎耐震補強及び改修建築工事の内あと施工アンカー工事
平成27年度 広域営農団地農道整備交付金事業 安能2期地区 卯月トンネル照明設備工事の内あと施工アンカー工事
東建周藤昌子様賃貸アパート新築工事の内鋲打ち工事
H27 中海維持工事の内あと施工アンカー工事
管理型第3期処分場（浸出水処理施設工）建設工事の内あと施工アンカー工事
島根大学（川津）第一食堂改修電気設備工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事及びあと施工アンカー工事
国道314号熊谷大橋防災安全交付金（橋梁補修）工事（2月補経済対策）の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事
島根県営住宅（松江市新古曽志団地）5号棟外壁改修外工事の内あと施工アンカー工事
川向ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ基幹整備工事動力制御配線工事の内あと施工アンカー工事
警察本部庁舎放射線防護対策（電気設備）工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事
東建仲田信子様賃貸アパート新築工事（2期）の内鋲打ち工事
江津地域拠点工業団地太陽光発電設備設置工事の内あと施工アンカー工事
三隅港臨海工業団地太陽光発電設備設置工事の内あと施工アンカー工事
鹿島複合施設大規模改修（空気調和設備）工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事及びあと施工アンカー工事
浜田警察署・西部分庁舎（仮称）新築（空気調和設備）工事の内あと施工アンカー工事
イオン出雲店新築工事の内あと施工アンカー工事
国道431号 灘橋 防災安全交付金（橋梁修繕）工事の内あと施工アンカー工事
東建竹田一男様賃貸アパート新築工事の内鋲打ち工事
東建荒川康男様賃貸アパート新築工事の内鋲打ち工事
宮長ポンプ場水処理設備工事（土木工事）の内あと施工アンカー工事
イオン出雲4・R階電灯車両管制電気工事の内あと施工アンカー工事
（仮称）新体育館付帯施設（電気設備）工事の内あと施工アンカー工事
松江市立女子高等学校校舎耐震改修1期（機械設備）工事の内あと施工アンカー工事
市道千鳥堂形線道路改良工事の内あと施工アンカー工事
東建浜村稔様賃貸アパート新築工事（2期）の内鋲打ち工事

2016年 雲南合同庁舎冷却塔更新工事の内あと施工アンカー工事
東建永瀬美夫様賃貸アパート新築工事の内鋲打ち工事
国道261号外 防災安全交付金（ストック修繕）工事（非常用電話）の内あと施工アンカー工事
（仮称）ドーミーイン新築工事
平成27年度 浜田漁港 水産環境整備事業 排水浄化施設改良工事の内あと施工アンカー工事
27ゼロ県国道314号熊谷大橋防災安全交付金（橋梁耐震）工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事及びあと施工アンカー工事

28年度 出雲村田レイアウト工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事



雲南広域連合雲南クリーンセンター共同汚泥処理処分施設建設工事の内あと施工アンカー工事
小泉八雲記念館再整備（機械設備）工事の内あと施工アンカー工事
中国電力入退構管理システム 2号館の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事
農林大学校体育館耐震補強工事の内あと施工アンカー工事
道の駅奥出雲おろちループトイレ整備（第2期建築）工事の内あと施工アンカー工事
島根銀行本店建替工事の内あと施工アンカー工事
島根県民会館耐震改修・バリアフリー化（電気設備）工事の内あと施工アンカー工事
塩冶小学校教室棟耐震補強工事の内あと施工アンカー工事
日新第2工場 バルク貯槽工事の内あと施工アンカー工事の内あと施工アンカー工事
東建萬代タジコ様賃貸アパート新築工事の内鋲打ち工事
管理型第3処分場（浸出水処理施設工）建設工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事及びあと施工アンカー工事
松江市生馬公民館空調設備更新工事の内あと施工アンカー工事
高浜幼稚園園舎床・便所改修工事
松江市立宍道小学校大規模改修2期(電気設備)工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事
松江市立北学校給食センターアスベスト対策工事
管理型第3処分場（浸出水処理施設工）建設工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事
防災情報システム整備事業 島根県総合防災ネットワーク端末系設備整備事業の内あと施工アンカー工事
松江市立津田小学校空調設備更新工事の内あと施工アンカー工事
松江市立古志原幼稚園大規模改修（機械設備）工事
鹿島公民館太陽光発電設備設置工事
飯梨川第三発電所直流電源装置及び蓄電池取替工事の内あと施工アンカー工事
松江養護学校乃木校舎整備（管理棟・空気調和設備）工事
平田ARSR局舎改修工事の内あと施工アンカー工事及び無収縮モルタル圧入工事
宍道湖西部浄化センター No.1汚水ポンプインバーター盤更新工事の内あと施工アンカー工事
島根県営住宅（松江市第二淞北台団地）7号棟外壁改修外工事の内あと施工アンカー工事
島根県営住宅（松江市第二淞北台団地）8号棟外壁改修外工事の内あと施工アンカー工事
島根県営住宅（松江市羽入団地）3号棟外壁改修外工事の内あと施工アンカー工事
（一）市木井原線（於保知大橋）防災安全交付金（橋梁耐震）工事の内アンカー引張試験
島根県営住宅（益田市高津団地2号棟外）外壁改修外工事の内アンカー引張試験
島根県営住宅（浜田市笠柄団地2号棟）外壁改修外工事の内アンカー引張試験
島根県営住宅（浜田市笠柄団地3号棟）外壁改修外工事の内アンカー引張試験
島根県営住宅（松江市第二淞北台団地）6号棟外壁改修外工事の内あと施工アンカー工事
江津市コミュニティセンター耐震改修工事（建築）の内無収縮モルタル圧入工事
浜田・三隅道路 道路情報表示設備外工事
黒崎益男様賃貸アパート新築工事（2期）の内鋲打ち工事
岸隆太郎様賃貸アパート新築工事（2期）の内鋲打ち工事
桑谷益様賃貸アパート新築工事の内鋲打ち工事
安来市民会館（仮称）建設工事（機械）の内ダイヤモンドコア穿孔工事
日立金属安来工場 海岸VIM炉体架台取付工事の内あと施工アンカー工事
松江市総合福祉センター空調設備更新（機械設備）工事の内あと施工アンカー工事
生谷地区 県単急傾斜地崩壊対策工事の内あと施工アンカー工事
松江合同庁舎受水槽更新及び緊急遮断弁設置工事の内あと施工アンカー工事
倉吉管内大栄大橋外補修工事の内アンカー引張試験
勝部充孝様賃貸アパート新築工事の内鋲打ち工事
松江緑が丘養護学校盲学校非常用発電機更新工事の内あと施工アンカー工事
鳥取県立図書館・鳥取県立公文書館
平田ARSR局舎空気調和設備工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事及びあと施工アンカー工事
オーエヌ工業 新溶解設備設置工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事及びあと施工アンカー工事
H28年度八束町簡易水道施設整備事業 波入浄水場・大塚山配水池電気計装設備工事の内アンカー引張試験工事
H28年度上宇部尾簡易水道施設整備事業ポンプ場電気計装・機械設備工事（電気工事）の内アンカー引張試験
H28年度別所簡易水道再編推進事業 西奥ポンプ場・責倉配水池電気計装設備工事（電気工事）の内アンカー引張試験
H28年度水位計・残塩計更新工事の内アンカー引張試験
国道9号五十猛トンネル外照明工事の内アンカー引張試験
松江市古江公民館建設（電気設備）工事の内あと施工アンカー工事
国道9号江津電線共同溝工事の内あと施工アンカー工事
廣江多紀枝様賃貸アパート新築工事の内鋲打ち工事
（主）斐川一畑大社線灘橋防災安全交付金（橋梁修繕）工事の内アンカー引張試験

2017年 雲南合同庁舎貯水槽更新及び緊急遮断弁設置工事の内あと施工アンカー工事
きんたの里 太陽熱利用給湯設備導入事業の内引張試験
松江緑ヶ丘養護学校・盲学校 非常用発電機更新工事の内あと施工アンカー工事
松江国道管内道路情報表示設備工事（土木）の内あと施工アンカー工事
美保（27）格納庫CVCF盤据付接続工事の内アンカー引張試験
尾原ダム他ストラクチャー設置工事の内あと施工アンカー工事
江の川本町救急排水機場除塵機設置外工事の内あと施工アンカー工事
江の川本町救急排水機場除塵機設置外工事の内あと施工アンカー工事
島根県営住宅（松江市第二山代団地）受水槽改修工事の内あと施工アンカー工事
掛合簡易水道整備事業 平岩佐中線配水管改良工事（その2）の内あと施工アンカー工事
島根県立中央病院 高圧電気（1）直流電源装置更新工事の内あと施工アンカー工事
H28年度 津田小学校緊急遮断弁盤更新工事の内あと施工アンカー工事



(有)清栄様太陽光発電設置工事の内あと施工アンカー工事の内あと施工アンカー工事
29年度 出雲村田レイアウト工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事

防災情報システム整備事業 島根県総合防災ネットワーク端末系設備整備事業の内あと施工アンカー工事
雲南広域連合雲南クリーンセンター共同汚泥処理処分建設工事の内あと施工アンカー工事
H28年度新乃白ポンプ場電気設備工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事及びあと施工アンカー工事
伊野小学校管理特別教室棟耐震補強工事の内あと施工アンカー工事
松江市立持田小学校空調設備更新工事の内あと施工アンカー工事
第三中学校旧南校舎他解体工事の内あと施工アンカー工事
大津小学校教室棟・廊下棟耐震補強工事他工事の内あと施工アンカー工事
中部小学校管理特別教室棟耐震補強他建築工事の内あと施工アンカー工事
五箇浄化センターの内アンカー引張試験
松江市立伊藤小学校屋内運動場非構造部材耐震化（建築）工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事
松江市立出雲郷小学校屋内運動場非構造部材耐震化（建築）工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事
松江市立古志原小学校校舎大規模改修1期（電気設備）工事の内アンカー引張試験
八束複合施設大規模改修（建築）工事の内あと施工アンカー工事
坪内祐矢様賃貸アパート（2期）新築工事の内鋲打ち工事
県庁東庁舎長寿命化（内部改修 機械設備）工事の内あと施工アンカー工事
大山隠岐国立公園満喫プロジェクト推進事業（西の原）公衆トイレ再整備（建築）工事の内あと施工アンカー工事
セブンイレブンHI米子駅仮設店舗 新築工事の内あと施工アンカー工事
三成ダム電気配線改修工事の内あと施工アンカー工事
三成ダム網場設置工事の内あと施工アンカー工事
島根県営住宅（松江市新古曽志団地）受水槽改修工事の内あと施工アンカー工事
市営大庭アパート給水設備更新工事の内あと施工アンカー工事
↑51期 No.1注文書の途中
島根農協電算ｾﾝﾀｰ非常用自家発電機更新工事
柘植　稲子様 賃貸アパート III期新築工事
(一)浅利渡津線(渡津工区)総合交付金(改築)江の川トンネル受変電・照明設備工事
島根県営住宅（松江市新古曽志団地）2号棟外壁改修外工事
平成29年度農村地域防災減災事業飯石中央地区 橋梁耐震補強（庄田大橋）その2工事
出雲市民会館大ホール耐震改修工事
出雲市田岐浄化センター電気設備工事
雲南地区県立学校長寿命化（トイレ洋式化）工事
金森　寿子様 賃貸アパート II期新築工事
平成29年度 農村地域防災減災事業 木次地区橋梁耐震補強（山方南橋）工事

2018年 平成29年度 益田地区 西益田大橋耐震補強その8工事
国道432号外1銭 上阿井・河内1工区 県単緊急災害防除工事
地方創生拠点整備事業（島根県立美術館）改修（電気設備）工事
松江土建株式会社本社ビル建設工事
安来第一病院新診療棟増築工事作業所
斐伊川水系ＣＣＴＶ設備工事
日本銀行松江支店営業所空調設備等改修主体工事
川本排水機場外ＣＣＴＶ通信工事
(一)黒沢安城浜田線長見工区防災安全交付金(改築)その4工事(桜湖橋上部工)(3月補正)

30年度 出雲村田レイアウト工事の内ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穿孔工事
島根県立中央病院ハイブリッド手術室整備（建築）工事
江津浄水場電気設備更新工事
盲学校長寿命化（特別教育棟外大規模改修）（機械設備）工事
江津市衛生処理場汚泥共同処理施設工事
島根県立中央病院　給湯配管（低階層）改修工事
笑寿苑 ユニット棟、管理棟空調設備工事
島根県営住宅（松江市八重垣団地）4号棟外壁改修外工事
島根県営住宅（松江市茶臼山団地）３号棟外壁改修外工事
多伎朝山道路口田儀トンネル警報設備工事
国道54号晴雲トンネル通信配線外補修工事
隠岐の島町防災行政無線デジタル化整備工事【平成２９年度】
島根県立中央病院5階病棟改修(給排水衛生設備)工事


