
年　月 工　事　名　称
発注先

元請け業者
市町村名 工　　事　　内　　容

Ｒ2. 10 高清水市営住宅1号棟屋上防水改修工事 秋田市 秋田県秋田市
防水工事（塩ビシート防水338㎡、ウレタン塗膜防止109㎡）、
外壁剥離防止工法（カーボンピンネット工法18.2㎡、ドレン新設）

Ｒ2.　9
フォーレ美容院外壁張替え及び
屋根外壁塗装工事

フォーレ美容院 秋田県秋田市 外壁張替え（40.0㎡）、屋根塗装（80㎡）、外壁塗装（120㎡）

Ｒ2.　7 県有建築物大規模修繕工事 秋田県地域振興局 秋田県秋田市 アスベスト除去（118㎡）、外壁張替え（118㎡）、シーリング工事（700ｍ）

Ｒ2.　6
秋田公立美術大学付属高等学院
実習北棟外壁および排煙窓改修工事

秋田市 秋田県秋田市 外壁フッ素樹脂塗装（300㎡）、シーリング工事（900ｍ）、排煙窓オペレータ交換等

Ｒ2.　5
タウニィ川尻屋根外壁等塗装工事
その他6棟（保戸野・青柳・手形）

小林コーポレーション 秋田県秋田市 外壁（1,232㎡）、屋根（915㎡）

R2.　3
大潟村　村民センター情報交換広場
ウレタン塗装

大潟村 秋田県秋田市 床ウレタン塗装（300㎡）

R2.　2 土崎幼稚園ブロック塀補強工事 土崎幼稚園 秋田県秋田市 既存ブロック塀耐震補強（L=45ｍ）

Ｒ1. 11 高清水本社工場外壁修繕工事 秋田酒類製造 秋田県秋田市 浮き部ハツリ（30ヵ所）、撥水剤塗布（ハツリ部）

Ｒ1. 10 秋田東署雄和駐在所外部改修工事 秋田県 秋田県秋田市
屋根工事ガリバリウム剛板（206.4㎡）、金属サイディング（213㎡）、塗装工事（39.4㎡）、
シーリング工事（113ｍ）、設備工事

Ｒ1.  9 由利郵便局防水修繕工事 日本郵政（株） 秋田県由利本荘市 改質アスファルトシート防水（414ｍ）、ウレタン塗膜防水（17.5ｍ）、塗装工事（229㎡）

Ｒ1.　9 中通り訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ外壁修繕工事 （株）こぶし 秋田県秋田市 シーリング打替え（1,490ｍ）、タイル修繕、ステンレス幕板撤去樹脂モルタル復旧、塗装工事

R1.  9 本荘市ハローワーク 村岡建設工業㈱ 秋田県由利本荘市 外壁塗装工事（525㎡）、シーリング工事（394.4ｍ）屁屋根塗膜防水（25㎡）

R1.  6 鹿角市交流センター外壁修繕工事 鹿角市 秋田県鹿角市 外壁タイル面塗膜防水（クリアコート　60.1㎡）

H30. 12 前沢市庁舎屋上防水修繕工事 （有）東北マルシン 岩手県前沢市 塩ビシート防水機械固定工法（962㎡）

H30.  3 秋田市立東小学校外壁改修工事 秋田市 秋田県秋田市
外壁調査、シーリング工事(1,133ｍ)、塗装工事(1,343㎡)、
補修工事(クラック166ｍ、爆裂12ｍ、欠損55ヵ所、セパレーター185ヵ所、鉄筋露出210ヵ所)

H30.  3 秋田市立明徳小学校外壁改修工事 秋田市 秋田県秋田市
外壁調査、アスベスト除去(624㎡)、シーリング工事(395ｍ)、塗装工事(624㎡)、
補修工事(クラック19m、欠損45カ所、セパレータ―4か所、鉄筋露出17カ所)

H30.  3 秋田市立泉小学校外壁改修工事 秋田市 秋田県秋田市
外壁調査、シーリング工事(1,394m)、塗装工事(1,033㎡)、
補修工事(クラック74m、爆裂12m、欠損85ヵ所、セパレータ―35か所、鉄筋露出107ヵ所)

H30.  3 秋田市立城東中学校外壁改修工事 秋田市 秋田県秋田市
外壁調査、シーリング工事(1,145ｍ)、塗装工事(1,090㎡)、
補修工事(クラック225ｍ、爆裂10m、欠損55ヵ所、セパレータ―120ヵ所、鉄筋露出80ヵ所)

H30.  2 グランドメゾン秋田ビル改修工事 小林コーポレーション 秋田県秋田市
外壁調査、補修、塗装工事(1,166㎡)、ウレタン塗膜防水(460㎡)、シーリング工事(2,234m)
タイル工事(補修7,850枚、張替230枚、注入26㎡)

外壁調査・外壁補修・防水工事・塗装工事他  工事経歴書 



H29. 12 秋田県立大学本荘キャンパス改修工事 村岡建設工業㈱ 秋田県由利本荘市
外壁調査、補修(エポキシ樹脂注入310m、欠損部2ヶ所、爆裂部17カ所)
シーリング工事(撤去、新設2,081m)、タイル工事(撤去982枚、ﾀｲﾙ張り988枚)

H29． 8 秋田市中央卸売市場防水改修工事
（株）東和

（株）アーバン・ビ
ソーJV

秋田県秋田市 防水工事(シート防水)

H29． 8 ㈱Ｎ・ＳＡＳ社屋改修工事 （株）N・SAS 岩手県北上市
外壁調査、補修、防水工事(塩ビシート237㎡、ウレタン塗膜20㎡)、シーリング工事(537m)、
ドレン新設工事

H29． 7 高清水市営住宅２号棟防水改修工事 秋田市 秋田県秋田市 防水工事(塩ビシート495.6㎡、ウレタン防水152㎡、シーリング109m)、ドレン新設工事

H29． 6 矢島鳥海サテライトセンター 山科建設㈱ 秋田県由利本荘市 外壁調査、補修(ACLｸﾗｯｸ59.25m、RCｸﾗｯｸ120.3m)、左官工事、シーリング工事

H29． 6 聖園学園短期大学管理等改修工事 ㈱大林組 秋田県秋田市
外壁調査(397.5㎡)、報告書作成、シーリング打替え(1245.7m)、補修(ﾀｲﾙ浮き部12.17㎡、
ﾀｲﾙひび割れ部3.13m、ﾀｲﾙ欠損210枚)、塗装工事(外部鉄骨階段93.7㎡、手摺258.5m)

H29． 4 新屋県営住宅６号棟防水改修工事
㈱東和

（株）アーバン・ビ
ソーJV

秋田県秋田市 屋根塩ビシート防水(848.3㎡)、ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(2.62㎡)、ﾄﾞﾚｲﾝ(8ヵ所)、ｱﾙﾐ笠木(16ヵ所)

H29． 3 土崎NTTビル改修工事 千代田興業㈱ 秋田県秋田市
シーリング打替え(2521.2m)、ウレタン防水補修(劣化部335.8㎡、膨れ部11ヶ所)
補修(欠損部29ヶ所、ひび割れ27.2m、タイルひび割れ注入22m)、タイル張替え(89枚)

H29． 1 県庁舎地下外壁改修工事 秋田県 秋田県秋田市 壁面浮き調査、壁面補修、塗装工事、左官工事

H28．12 矢留公舎外壁改修工事 秋田県 秋田県秋田市 外壁調査、補修(ひび割れ部67m、露出鉄筋部0.94㎡、浮き部2.48㎡)、塗装工事

H28． 9 稲葉歯科医院外壁改修工事 ㈱ハウスバンドエイド 秋田県秋田市 防水工事（ｼｰﾘﾝｸﾞ610ｍ）、塗装工事（488㎡）

H28． 7 BIRTH長町 日本住宅㈱ 宮城県仙台市 外壁調査、補修、防水工事、塗装工事

H28． 5 蟻山浄水場改良工事 村岡建設工業㈱ 秋田県由利本荘市 外壁調査、防水工事、塗装工事

H27．12 二ツ井郵便局 日本郵政（株） 秋田県能代市 防水工事(改質アスファルト防水576㎡、塗膜防水)

H27．12 土崎郵便局改修 ㈱石川建設 秋田県秋田市 外壁補修、内・外部塗装工事、シーリング打替え

H27． 6 秋田県立脳血管研究ｾﾝﾀｰ外壁調査工事 ㈱長谷駒組 秋田県秋田市 外壁調査、報告書

H27． 5 岩手県立大槌病院等新築（建築工事） 日本住宅㈱ 岩手県大槌町 塗装工事 1期、2期工事(10,440㎡)

H27． 5 日本郵政秋田地域センター ㈱佐々木建材店 秋田県秋田市
外壁調査(879㎡)、補修、塗装工事(880㎡)、ｼｰﾘﾝｸﾞ打替(799.2ｍ)、
防水工事（塩ﾋﾞｼｰﾄ882.8㎡）

H27． 4 トーカンジェネラス中通外壁・防水改修工事 加藤建設㈱ 秋田県秋田市 外壁調査(9,710㎡)、ﾀｲﾙ工事、補修、ｼｰﾘﾝｸﾞ打替(9,451.1ｍ)、防水工事（ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ）

H27． 3 由利本荘市役所本庁舎外壁塗装等工事 村岡建設工業㈱ 秋田県由利本荘市 外壁クラック調査（2,470㎡）、補修工事、塗装工事(2,470㎡)、ｼｰﾘﾝｸﾞ工事(175ｍ)

H27． 3 大型動物舎防水改修工事 秋田市 秋田県秋田市 防水改修工事（改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾄｰﾁ工法　898㎡）



H28．10 秋田プライウッド大規模改修工事 千代田興業㈱ 秋田県秋田市 防水工事(ｼｰﾘﾝｸﾞ3,600m)

H27．12 二ツ井郵便局 日本郵政（株） 秋田県能代市 防水工事(改質アスファルト防水576㎡、塗膜防水)

H26.  9 角館郵便局外壁・防水修繕工事 ㈱佐々木建材店 秋田県仙北市 外壁調査、補修、防水工事（ｳﾚﾀﾝ104㎡、塩ビｼｰﾄ364㎡、ｼｰﾘﾝｸﾞ打替1,015.5ｍ）

H26.  9 秋田中央郵便局外壁・防水・建具修繕工事 ㈱住建ﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ 秋田県秋田市 外壁調査、補修、防水工事（ｼｰﾘﾝｸﾞ打替　3,856ｍ）

H26.  6 ﾗｲｵﾝｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ中央通外壁その他修繕工事 TOHO㈱ 秋田県秋田市 外壁調査・補修　防水工事（ｼｰﾄ防水440.1㎡、ｳﾚﾀﾝ防水　ﾊﾞﾙｺﾆｰ1,214ｍ）補修工事

H26.  4 猿田興業㈱外壁調査工事 清水建設㈱ 秋田県秋田市 外壁調査（ゴンドラ打診調査・写真・図面）

H26.  3 秋田県庁外壁調査工事 秋田県 秋田県秋田市 外壁調査（ゴンドラ打診調査・写真・図面）

H26.  1 服部CF本社外壁修理工事 日本建設㈱ 宮城県仙台市 外壁調査、補修、塗装工事（1,378㎡）、防水工事（ｼｰﾘﾝｸﾞ打替：6,631ｍ）、ﾀｲﾙ工事

H25. 11 秋田県総合庁舎西側壁面改修工事 ㈱西村建設 秋田県秋田市 外壁調査、補修（クラック注入、断面補修）、塗装工事、ﾊﾂﾘ、ﾀｲﾙ工事

H25. 10 秋田LMC屋上庇外壁改修工事 千代田興業㈱ 秋田県秋田市 外壁調査、補修（クラック注入、断面補修）、防水工事

H25. 10 朝日ﾌﾟﾗｻﾞ欅通修繕工事 ㈱田中組 秋田県秋田市 外壁調査、補修（ｸﾗｯｸ注入、断面補修）、塗装工事、左官工事、ﾀｲﾙ工事

H25. 10 ﾅｲｽﾊﾟｰｸｽﾃｰｼﾞ泉中央大規模修繕工事 TOHO㈱ 宮城県仙台市 外壁調査、補修（ｸﾗｯｸ注入・断面補修）、塗装工事（10,000㎡）、左官工事

H25.  6 ファミール中島丁 TOHO㈱ 宮城県仙台市 外壁調査、補修（ｸﾗｯｸ注入・断面補修）、塗装工事、左官工事

H25.  1 エクレール宮城野Ⅲ TOHO㈱ 宮城県仙台市 外壁調査、補修、左官工事、注入工事、タイル貼替え、塗装工事（2,400㎡）

H25.  1 岩沼総合体育館外部改修工事 鉄建建設㈱ 宮城県岩沼市 外壁調査、補修（クラック注入）、左官工事

H24. 11 板戸発電所建屋外壁補修工事 ㈱菅組 秋田県湯沢市 外壁調査、補修（ｸﾗｯｸ・注入）、防水工事（ｼｰﾘﾝｸﾞ）、塗装工事

H24. 10 県立図書館外壁打診調査 ㈱長谷駒組 秋田県秋田市 外壁調査（ゴンドラ打診調査・赤外線ｻｰﾓｸﾞﾗﾌｨ調査・報告書作成）

Ｈ24.  8 コーポ野村 TOHO㈱ 宮城県仙台市 外壁調査、補修（クラック・浮き・欠損部）

Ｈ24.  6 ヴィアルCity仙台 落合工業㈱ 宮城県仙台市 外壁調査・タイルハツリ・タイル貼替・外壁洗い

Ｈ24.  2 県警本部庁舎タイル面調査工事 中田建設㈱ 秋田県秋田市 外壁調査（ゴンドラ打診調査・報告書作成）

Ｈ24.  1 東北大学（片平）総合研究棟 日本建設㈱ 宮城県仙台市 外壁調査、補修（クラック・浮き・欠損部）



Ｈ23. 12 秋田県児童会館 ㈱長谷駒組 秋田県秋田市 外壁調査（ゴンドラ打診調査・報告書作成）

H23. 11 プラウド雨宮上杉通 TOHO㈱ 宮城県仙台市 外壁調査、補修（ｸﾗｯｸ・浮き・欠損部）、ﾀｲﾙ貼換え、防水工事(ｼｰﾘﾝｸﾞ）、塗装工事

Ｈ23. 11 三条中、七郷小学校災害復旧工事 ㈱熱海工務店 宮城県仙台市 外壁・内壁調査、外壁・内壁補修（クラック・欠損部）、塗装工事

Ｈ23. 10 ライオンズマンション大和第3 TOHO㈱ 宮城県仙台市 外壁調査、補修（ｸﾗｯｸ・浮き・欠損部・せん断部）

Ｈ23. 11 トーカンマンション泉弐番館 TOHO㈱ 秋田県秋田市 外壁調査（ゴンドラ打診調査・写真・図面）

Ｈ23. 10 カーサ・フューメパルテ 日本住宅㈱ 宮城県仙台市 クラック補修、タイル工事、塗装工事、石工事

Ｈ23. 10 大和町庁舎 日本建設㈱ 宮城県大和町 外壁調査、補修（ｸﾗｯｸ・浮き・欠損部）、ﾀｲﾙ工事、塗装工事、防水工事(ｼｰﾘﾝｸﾞ)

H23.  7 トーカンマンション大町弐番館 TOHO㈱ 秋田県秋田市 外壁調査、補修（クラック・浮き・欠損部）、タイル工事、ウレタン防水

H23.  6 ライオンズマンション金剛院 TOHO㈱ 宮城県仙台市 外壁調査（ゴンドラ打診調査・写真・図面）

H22. 12 秋田市立明徳図書館 ㈱日沼工務店 秋田県秋田市 外壁調査、補修（クラック・浮き・欠損部）、シーリング工事


