
（　税込　・　税抜　）

工事現場のある
都道府県

駐車場造成工事 兵庫県 2019年4月 2019年7月 土木一式工事

駐車場造成工事 兵庫県 2019年10月 2020年1月 土木一式工事

フェンス改修工事 兵庫県 2019年6月 2019年9月 土木一式工事

資材管理庫屋根及び外壁塗装他工事 兵庫県 2019年10月 2019年11月 塗装工事

工場壁面・屋根塗装工事 兵庫県 2019年2月 2019年4月 塗装工事

防音壁設置他工事 兵庫県 2019年7月 2019年8月 土木一式工事

工場壁面塗装他工事 兵庫県 2019年9月 2019年10月 塗装工事

空調機新設工事 兵庫県 2019年5月 2019年6月 管工事業

駐車場造成工事（追加工事） 兵庫県 2019年12月 2020年1月 土木一式工事

農業倉庫新築工事 兵庫県 2019年6月 2019年9月 建築一式工事

雨水ゲート設置工事 兵庫県 2019年10月 2019年12月 土木一式工事

トイレ他改修工事 兵庫県 2019年2月 2019年3月 水道施設工事

太陽光発電設備設置工事 兵庫県 2019年8月 2020年2月 電気工事

キーストン塗装追加工事 兵庫県 2019年5月 2019年6月 その他工事

空調機更新工事 兵庫県 2019年9月 2019年9月 管工事業

ＬＤＫリフォーム工事 兵庫県 2019年6月 2019年6月 建築一式工事

空調機更新工事 兵庫県 2019年12月 2019年12月 管工事業

塗床更新工事 兵庫県 2019年12月 2020年1月 塗装工事

建設工事の種類
着 工 年 月  完 成 年 月

工　　期

株式会社浜田工務店　令和1年度　工事経歴書

工　事　名

1



（　税込　・　税抜　）

工事現場のある
都道府県

建設工事の種類
着 工 年 月  完 成 年 月

工　　期

株式会社浜田工務店　令和1年度　工事経歴書

工　事　名

駐車場造成工事に伴う追加工事（監視カメラ他） 兵庫県 2019年10月 2020年1月 その他工事

原料自動倉庫シートシャッター更新工事 兵庫県 2019年3月 2019年3月 その他工事

スミシックナーテント更新工事 兵庫県 2019年9月 2019年10月 その他工事

PCS修繕工事 兵庫県 2019年6月 2019年10月 電気工事

オプティマイザー取付工事 兵庫県 2019年3月 2019年4月 電気工事

植栽用給水工事及び自動潅水工事 兵庫県 2019年7月 2019年8月 水道施設工事

グラウンド除草他整備工事 兵庫県 2019年12月 2019年12月 とび・土工・コンクリート工事

現場事務所設置費 兵庫県 2019年4月 2019年11月 土木一式工事

オタフク南天植栽工事 兵庫県 2019年5月 2019年5月 その他工事

工場通路部屋根天井塗装他工事 兵庫県 2019年10月 2019年11月 塗装工事

PCS抑制対応工事 熊本県 2019年9月 2019年9月 電気工事

トイレ他改修工事追加工事 兵庫県 2019年2月 2019年3月 その他工事

駐車場造成に伴う附帯工事及び外部照明設置工事 兵庫県 2019年12月 2020年2月 土木一式工事

太陽光遠隔監視装置設置工事 兵庫県 2020年3月 2020年3月 電気工事

資材管理庫屋根笠木修繕その他工事 兵庫県 2019年12月 2019年12月 その他工事

パネル交換 熊本県 2019年7月 2019年8月 電気工事

既設塗床撤去工事 兵庫県 2019年12月 2020年1月 塗装工事

蜘蛛の巣対策工事 兵庫県 2019年7月 2019年7月 土木一式工事
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農業倉庫新築工事追加工事 兵庫県 2019年9月 2019年9月 建築一式工事

雨水排水布設・周囲砕石敷設・倉庫床防塵塗装工事 兵庫県 2019年9月 2019年9月 その他工事

工場事務所棟喫煙所新設工事 兵庫県 2020年1月 2020年1月 その他工事

農業倉庫兼事務所前耕運機洗車用土間設置工事 兵庫県 2019年9月 2019年9月 とび・土工・コンクリート工事

枯れ松撤去埋込み及び雨水遮断弁歩行用スロープ造成工事 兵庫県 2019年11月 2019年11月 とび・土工・コンクリート工事

工場防音壁設置工事に伴う基礎工事及び雨水排水工事 兵庫県 2019年9月 2019年9月 とび・土工・コンクリート工事

植栽用給水工事及び自動潅水工事追加工事 兵庫県 2019年7月 2019年8月 その他工事

厚生棟食堂椅子テーブル設置工事 兵庫県 2020年1月 2020年2月 その他工事

歩廊白線引き工事 兵庫県 2019年7月 2019年7月 ほ装工事

換気扇取替工事・扇風機取付工事 兵庫県 2019年5月 2019年6月 電気工事

区画線設置工事 兵庫県 2019年5月 2019年5月 ほ装工事

発電所　PCS修理工事 茨城県 2019年11月 2019年11月 電気工事

工場コーキング追加工事 兵庫県 2019年2月 2019年4月 塗装工事

食堂美装工事 兵庫県 2019年6月 2019年6月 その他工事

太陽光割れパネル交換工事 兵庫県 2019年2月 2019年2月 電気工事

雨水遮断弁ゲート整備工事 兵庫県 2019年10月 2019年11月 その他工事

工場出入り口側溝修繕工事 兵庫県 2019年2月 2019年2月 その他工事

塗床更新工事に伴うブロー配管取り外し復旧工事 兵庫県 2019年12月 2020年1月 その他工事
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無線室　床改修工事 兵庫県 2019年7月 2019年7月 その他工事

共用井戸点検補修工事 兵庫県 2019年9月 2019年9月 その他工事

FMスカイロック取付工事 兵庫県 2019年10月 2019年10月 その他工事

近隣対策工事 兵庫県 2019年11月 2019年11月 その他工事

クロス貼替工事 兵庫県 2019年4月 2019年4月 その他工事

純水ヤード扉修繕他工事 兵庫県 2019年8月 2019年8月 その他工事

工場壁面ストレート修繕工事 兵庫県 2019年4月 2019年4月 電気工事

接続箱移設工事 兵庫県 2019年2月 2019年3月 電気工事

シーリングライトLED取付工事 兵庫県 2019年7月 2019年7月 電気工事

PCS修繕作業 兵庫県 2019年8月 2019年8月 電気工事

竪樋改修工事 兵庫県 2019年11月 2019年11月 その他工事

社長室・通路・ロビーピクチャーレール設置工事 兵庫県 2019年12月 2019年12月 その他工事

厨房有圧換気扇取替工事 兵庫県 2019年10月 2019年10月 電気工事

室外機転倒防止工事 兵庫県 2019年12月 2019年12月 管工事業

空調機冷媒系統修理 兵庫県 2019年8月 2019年8月 管工事業

駐車場区画線設置工事 兵庫県 2019年9月 2019年9月 その他工事

5°庫室修繕工事 兵庫県 2019年12月 2019年12月 土木一式工事

トイレ臭気対策工事 兵庫県 2020年1月 2020年1月 その他工事
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製造棟内吹込み口点検用足場架設解体工事 兵庫県 2019年12月 2019年12月 その他工事

工場事務所棟玄関ポーチ階段手摺設置工事 兵庫県 2020年1月 2020年1月 その他工事

発電所場内整地工事 福岡県 2019年12月 2019年12月 その他工事

ラウンドミラー取付工事 兵庫県 2019年12月 2019年12月 その他工事

駐車場区画線消去工事 兵庫県 2019年9月 2019年9月 その他工事

防虫用足場組立工事 兵庫県 2019年3月 2019年3月 その他工事

防虫対策用足場設置工事 兵庫県 2019年8月 2019年8月 とび・土工・コンクリート工事

厚生棟食堂配膳カウンター設置工事 兵庫県 2020年1月 2020年1月 その他工事

太陽光パネル交換工事 兵庫県 2019年6月 2019年6月 電気工事

電線補修工事 兵庫県 2020年3月 2020年3月 電気工事

危険物タンクカンバン修理工事 兵庫県 2019年7月 2019年7月 その他工事

分電盤回路増設工事 加古郡 2019年7月 2019年8月 電気工事

送風機用インバーター取付工事 兵庫県 2019年3月 2019年3月 管工事業

ケーブル追加工事 兵庫県 2019年10月 2019年10月 電気工事

サウナ室セラムヒート取替工事 兵庫県 2019年11月 2019年11月 電気工事

太陽光パネル破損修理工事 兵庫県 2019年10月 2019年10月 電気工事

太陽光パネル破損修理工事 兵庫県 2019年10月 2019年10月 電気工事

毛氈設置工事 兵庫県 2020年1月 2020年1月 その他工事
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駐車場　照明配線修繕工事 兵庫県 2020年3月 2020年3月 電気工事

多目的トイレ大便器修繕工事 兵庫県 2019年11月 2019年11月 その他工事

太陽光パネル交換工事 兵庫県 2019年5月 2019年5月 電気工事

工場詰所用雨合羽設置工事 兵庫県 2019年6月 2019年6月 その他工事

不良パネル交換工事 兵庫県 2019年12月 2019年12月 電気工事

太陽光設備幹線工事 兵庫県 2019年7月 2019年7月 電気工事

太陽光発電所SPD交換工事 兵庫県 2019年4月 2019年4月 電気工事

製造棟前室水栓修繕工事 兵庫県 2019年8月 2019年8月 その他工事

男子トイレ大便器FV修繕工事 兵庫県 2019年9月 2019年9月 その他工事

食堂椅子設置工事 兵庫県 2020年1月 2020年2月 その他工事
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