
工事現場のある
都道府県及び
市区町村名

造園工事 兵庫県 2021年3月 2021年6月 土木一式工事

敷地調査堀他工事 兵庫県 2021年5月 2021年6月 土木一式工事

通路駐輪場新設工事及び植栽工事 兵庫県 2021年10月 2021年11月 土木一式工事

防火水槽＆周辺整備工事 兵庫県 2021年5月 2021年6月 土木一式工事

塀他解体工事 兵庫県 2021年6月 2021年6月 土木一式工事

嵩上工事 兵庫県 2021年3月 2021年4月 土木一式工事

専用水道施設薬液ローリー停車場工事 兵庫県 2021年11月 2021年12月 土木一式工事

正面ｼｬｯﾀｰ部車止め設置工事 兵庫県 2021年3月 2021年5月 土木一式工事

屋根塗装工事 兵庫県 2021年7月 2021年8月 塗装工事

工場 塗床補修工事 兵庫県 2021年12月 2021年12月 塗装工事

ヤマトシロアリ防除工事 兵庫県 2021年7月 2021年7月 塗装工事

構内歩道用ｸﾞﾘｰﾝ塗装設置工事 兵庫県 2021年8月 2021年8月 塗装工事

冷蔵庫壁補修 兵庫県 2021年11月 2021年11月 塗装工事

自家消費型太陽光発電設備設置工事（蓄電池） 兵庫県 2021年12月 2021年12月 電気工事

内装工事 兵庫県 2021年2月 2021年4月 電気工事

太陽光発電設備設置工事 兵庫県 2022年1月 2022年1月 電気工事

パワコンC修理工事 兵庫県 2021年2月 2021年2月 電気工事

自家消費型太陽光発電設備設置工事 (余剰売電) 兵庫県 2021年12月 2021年12月 電気工事

工　　期

株式会社浜田工務店　令和3年度　工事経歴書

建設工事の種類
着 工 年 月  完成又は 完成予定年

月

工　事　名
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太陽光予備パネル交換工事 兵庫県 2021年7月 2021年7月 電気工事

PCS修理 静岡県 2021年9月 2021年9月 電気工事

亀裂パネル交換工事 熊本県 2021年5月 2021年5月 電気工事

太陽光パネル破損補修工事 兵庫県 2021年6月 2021年6月 電気工事

PCS修理 兵庫県 2021年8月 2021年8月 電気工事

太陽光南側集電盤熱対策工事 兵庫県 2021年8月 2021年8月 電気工事

系統室外機点検修理 兵庫県 2021年6月 2021年6月 電気工事

発電所伐採作業・パワコン修理工事 熊本県 2021年10月 2021年10月 電気工事

太陽光パネル交換工事 兵庫県 2021年9月 2021年9月 電気工事

発電所パネル交換工事 兵庫県 2021年3月 2021年3月 電気工事

リネン庫室外機点検修理 兵庫県 2021年6月 2021年6月 電気工事

発電所パネル交換工事 熊本県 2021年7月 2021年7月 電気工事

電気工事 兵庫県 2021年6月 2021年6月 電気工事

発電所ﾓﾆﾀｰ交換 兵庫県 2021年9月 2021年9月 電気工事

発電所亀裂パネル箇所調査・修理工事 熊本県 2021年10月 2021年10月 電気工事

太陽光パネル破損補修工事 兵庫県 2021年3月 2021年3月 電気工事

太陽光パネル破損補修工事 兵庫県 2021年4月 2021年4月 電気工事

太陽光パネル破損補修工事 兵庫県 2021年5月 2021年5月 電気工事
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太陽光パネル破損補修工事 兵庫県 2021年11月 2021年11月 電気工事

太陽光パネル破損補修工事 兵庫県 2022年1月 2022年1月 電気工事

太陽光パネル破損補修工事 兵庫県 2022年1月 2022年1月 電気工事

パネル交換工事 兵庫県 2021年4月 2021年4月 電気工事

熱中症対策休憩場所電源工事 兵庫県 2021年8月 2021年8月 電気工事

発電所PCS故障修理 茨城県 2021年4月 2021年4月 電気工事

発電所PCS故障修理 茨城県 2021年9月 2021年9月 電気工事

既存蛍光灯からLED更新工事 兵庫県 2021年3月 2021年3月 電気工事

LED更新工事 兵庫県 2021年10月 2021年10月 電気工事

発電所パネル交換工事 兵庫県 2021年9月 2021年9月 電気工事

ｸﾞﾗｽﾊﾟｰｷﾝｸﾞ給水配管工事および自動灌水設備工事 兵庫県 2021年8月 2021年9月 水道施設工事

中央道路汚水蓋仕切弁竪樋修繕工事 兵庫県 2021年7月 2021年7月 水道施設工事

食堂手洗器排水管高圧洗浄工事 兵庫県 2022年1月 2022年1月 水道施設工事

前室洗面所自動水栓修繕工事 兵庫県 2021年4月 2021年4月 水道施設工事

中央道路汚水蓋仕切弁竪樋修繕追加工事 兵庫県 2022年7月 2022年7月 水道施設工事

敷地給水管切り離し工事 兵庫県 2021年5月 2021年5月 水道施設工事

屋外トイレ排水管修繕工事 兵庫県 2021年9月 2021年9月 水道施設工事

食堂ｼﾝｸ排水防臭対策工事 兵庫県 2021年8月 2021年8月 水道施設工事
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給水管分岐バルブ修繕工事 兵庫県 2021年3月 2021年3月 水道施設工事

改修工事 兵庫県 2021年6月 2021年8月 建築一式工事

空調設備移設工事 兵庫県 2021年4月 2021年5月 建築一式工事

外壁修繕工事 兵庫県 2021年7月 2021年7月 建築一式工事

空調設備移設撤去工事 兵庫県 2021年6月 2021年6月 建築一式工事

屋上防水改修工事（全面補修） 兵庫県 2021年3月 2021年3月 建築一式工事

外壁塗装及び屋根庇改修工事 兵庫県 2022年1月 2022年2月 建築一式工事

太陽光発電設備設置工事 兵庫県 2021年11月 2022年5月 建築一式工事

危険物倉庫設置工事 兵庫県 2021年5月 2021年7月 建築一式工事

屋根塗装・ファン取替工事 大阪府 2022年1月 2022年3月 建築一式工事

院内空調機更新工事 兵庫県 2022年1月 2022年1月 管工事業

太陽光パネルシステム機械室空調機更新工事 兵庫県 2021年3月 2021年3月 管工事業

館屋上雨水配管設置工事 兵庫県 2021年11月 2021年11月 管工事業

工場内空調機更新工事 滋賀県 2021年11月 2021年11月 管工事業

空調機新設工事 兵庫県 2021年10月 2021年11月 管工事業

北側露出汚水管修繕工事 兵庫県 2021年11月 2021年11月 管工事業

シャワートイレ取付工事 兵庫県 2021年2月 2021年2月 管工事業

空調設備新設工事 兵庫県 2021年5月 2021年5月 管工事業

4



工事現場のある
都道府県及び
市区町村名

工　　期

株式会社浜田工務店　令和3年度　工事経歴書

建設工事の種類
着 工 年 月  完成又は 完成予定年

月

工　事　名

エアコン新設工事 兵庫県 2021年10月 2021年11月 管工事業

中央道路整備工事 兵庫県 2021年7月 2021年8月 ほ装工事

通路舗装工事 兵庫県 2021年10月 2021年10月 ほ装工事

舗装工事 兵庫県 2022年1月 2022年1月 ほ装工事

側溝横舗装工事 兵庫県 2021年6月 2021年6月 ほ装工事

舗装修繕工事 兵庫県 2021年3月 2021年3月 ほ装工事

入口部段差解消工事 兵庫県 2021年8月 2021年8月 ほ装工事

棟名表示看板工事 兵庫県 2021年3月 2021年3月 とび・土工・コンクリート工事

棟名表示看板工事 兵庫県 2021年3月 2021年3月 とび・土工・コンクリート工事

壁面サイン工事 兵庫県 2021年3月 2021年3月 とび・土工・コンクリート工事

舗装工事に伴うｶﾞｰﾄﾞパイプ設置工事 兵庫県 2021年3月 2021年4月 とび・土工・コンクリート工事

中通路既設足場他撤去工事 兵庫県 2021年7月 2021年7月 とび・土工・コンクリート工事

案内板設置工事 兵庫県 2021年3月 2021年3月 とび・土工・コンクリート工事

外部フェンス修繕工事 兵庫県 2021年10月 2021年10月 とび・土工・コンクリート工事

看板設置工事 兵庫県 2021年11月 2021年11月 とび・土工・コンクリート工事

2階空調用足場設置工事 兵庫県 2021年12月 2021年12月 とび・土工・コンクリート工事

出入口扉修繕工事 兵庫県 2021年9月 2021年9月 とび・土工・コンクリート工事

植栽工事 兵庫県 2021年12月 2021年12月 その他工事
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樹木・芝生管理 兵庫県 2021年9月 2022年2月 その他工事

樹木・芝生管理 兵庫県 2021年3月 2021年8月 その他工事

構内植栽維持管理 兵庫県 2021年9月 2022年2月 その他工事

植栽追加工事 兵庫県 2021年2月 2021年3月 その他工事

ガラス清掃工事 兵庫県 2021年12月 2021年12月 その他工事

洋間雨漏り内装改修工事 兵庫県 2021年8月 2021年8月 その他工事

玄関雨漏り対策工事 兵庫県 2021年7月 2021年7月 その他工事

案内板設置工事 兵庫県 2021年3月 2021年3月 その他工事

植栽工事 兵庫県 2022年1月 2022年1月 その他工事

危険物庫雨漏り対策工事 兵庫県 2021年4月 2021年4月 その他工事

植木芝生張り及び駐車場 兵庫県 2021年7月 2021年7月 その他工事

機器リレー試験　計器追加工事 兵庫県 2021年4月 2021年5月 その他工事

家具転倒防止金具取付工事 兵庫県 2021年4月 2021年4月 その他工事

既設側溝改修工事 兵庫県 2021年10月 2021年10月 その他工事

男女脱衣場床修繕工事 兵庫県 2021年12月 2021年12月 その他工事

芝刈りほか植木剪定作業 兵庫県 2021年9月 2022年11月 その他工事

校庭内築山修復工事 兵庫県 2021年12月 2022年1月 その他工事

高所ﾌｨﾙﾀｰ交換、隙間閉塞工事 兵庫県 2021年2月 2021年3月 その他工事
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工水設備汚泥引き抜き配管補修工事 兵庫県 2021年4月 2021年4月 その他工事

側溝グレーチング蓋設置工事 兵庫県 2021年12月 2021年12月 その他工事

壁面・庇・柱高所清掃工事 兵庫県 2021年12月 2021年12月 その他工事

廃水処理設備曝気槽テント脱着工事 兵庫県 2021年4月 2021年4月 その他工事

植木移植工事 兵庫県 2021年5月 2021年5月 その他工事

蜘蛛の巣対策工事 兵庫県 2021年12月 2021年12月 その他工事

監視室天井修繕工事(取外し) 兵庫県 2021年12月 2021年12月 その他工事

ガラストップコンロ更新工事 兵庫県 2021年3月 2021年3月 その他工事

スレート屋根補修工事 兵庫県 2021年7月 2021年7月 その他工事

トラックパース防鳥ネット修繕工事 兵庫県 2021年3月 2021年3月 その他工事

正面玄関庇及び柱部清掃工事 兵庫県 2021年12月 2021年12月 その他工事

ライン工事 兵庫県 2021年4月 2021年4月 その他工事

空調ダクト修繕工事 兵庫県 2021年11月 2021年11月 その他工事

ダクト撤去工事 兵庫県 2022年1月 2022年1月 その他工事

コンベア整備工事 兵庫県 2021年11月 2021年11月 その他工事

雨水遮断弁ゲート整備点検工事 兵庫県 2021年5月 2021年5月 その他工事

屋根ルーフファン雨漏り修理工事 兵庫県 2021年4月 2021年4月 その他工事

エントランスソフト巾木修理工事 兵庫県 2021年4月 2020年4月 その他工事

シャッター修理 兵庫県 2021年4月 2021年4月 その他工事
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工場扇取付工事 兵庫県 2021年7月 2021年7月 その他工事

工場内パーテーション撤去・復旧工事 滋賀県 2021年11月 2021年11月 その他工事

グレーチング取替 京都府 2021年12月 2021年12月 その他工事

倉庫棟屋根修繕工事 大阪府 2021年10月 2021年10月 その他工事

床・壁改修・換気扇取替工事 兵庫県 2021年12月 2021年12月 その他工事

クーリングタワーベアリング交換工事 兵庫県 2022年1月 2022年1月 その他工事

区画線設置工事 兵庫県 2021年9月 2021年9月 その他工事

鉄骨架台階段根巻き工事 兵庫県 2021年10月 2021年10月 その他工事

空調フィルター交換工事 兵庫県 2021年9月 2021年9月 その他工事

出入口ドア握り玉錠交換工事 兵庫県 2021年11月 2021年11月 その他工事
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