
【建築部公共工事受注実績】
年度 工事名 工事場所 許可業種 発注者 工期（着工） 工期（完成）

平成26年度 上工第3号西ノ内地区配水管布設替工事 津久見市大字津久見 管 津久見市 平成26年05月29日 平成26年07月25日

平成26年度 第14号青江小学校給食配膳室通路改修工事 津久見市大字上青江 建築一式 津久見市 平成26年05月16日 平成26年06月13日

平成26年度 上工第6号堅浦小迫地区配水管布設替工事 津久見市大字堅浦 管 津久見市 平成26年07月11日 平成26年09月26日

平成26年度 海洋科学管特棟西内部大規模改造電気設備工事 臼杵市大字諏方254-1-2 電気 大分県 平成26年07月18日 平成26年10月15日

平成26年度 第26-23号青江小学校体育館改築（建築主体）工事 津久見市大字上青江 建築一式 津久見市 平成26年09月27日 平成27年05月29日

平成26年度 第35号久保泊格納庫間口拡張工事 津久見市大字四浦 ｼｬｯﾀｰ工事 津久見市 平成26年01月03日 平成26年11月03日

年度 工事名 工事場所 許可業種 発注者 工期（着工） 工期（完成）

平成25年度 第11号　中央町インターロッキング補修 津久見市中央町 津久見市 平成25年05月17日 平成25年07月05日

平成25年度 上工第4号上宮本町第1工区配水管布設替工事 津久見市上宮本町 管工事 津久見市 平成25年06月15日 平成25年09月06日

平成25年度 第25-28号　青江小学校校舎危険改築事業工事 津久見市大字上青江 建築一式 津久見市 平成25年10月01日 平成26年05月30日

平成25年度 第25号平成25年度一時避難場所便所設置工事 津久見市港町4142番110 津久見市 平成25年09月12日 平成25年10月04日

平成25年度 第25-49号堅徳小学校体育館耐震補強等工事 津久見市大字堅浦 建築一式 津久見市 平成25年10月25日 平成26年01月17日

年度 工事名 工事場所 許可業種 発注者 工期（着工） 工期（完成）

平成24年度 津久見警察署留置施設他解体工事 津久見市港町4142-110 建築一式工事 大分県警察本部 平成24年05月11日 平成24年06月29日

平成24年度 津久見幹部交番外構ﾌｪﾝｽ設置工事 津久見市中央町760-156 建築一式工事 大分県警察本部 平成24年06月13日 平成24年07月02日

平成24年度 第28号第一中学校駐輪場増設工事 津久見市文京町 建築一式工事 津久見市 平成24年09月12日 平成24年09月29日

平成24年度 旧津久見警察署冷温水配管他解体工事 津久見市4142-110 建築一式工事 大分県警察本部 平成24年10月05日 平成24年10月31日

年度 工事名 工事場所 許可業種 発注者 工期（着工） 工期（完成）

平成23年度 津久見署旧官舎解体工事 津久見市宮本町 建築一式 大分県警察本部 平成23年06月02日 平成23年07月15日

平成23年度 第23-15号第一中学校体育館解体工事 津久見市文京町 建築一式 津久見市 平成23年06月30日 平成23年08月31日

平成23年度 上工第5号千怒旭町第1工区配水管布設替工事 津久見市大字千怒 菅工事 津久見市 平成23年07月16日 平成23年10月10日

平成23年度 第23-20号第一中学校体育館改築及び給食共同調理場建設工事 津久見市文京町 建築一式 津久見市 平成23年09月09日 平成24年09月29日

平成23年度 臼杵警察暑増築工事 臼杵市大字臼杵72-61 建築一式 大分県警察本部 平成23年10月14日 平成24年03月15日

平成23年度 第27号第一中学校体育館解体工事に伴う掘削工事 津久見市文京町 建築一式 津久見市 平成23年12月08日 平成23年12月22日

平成23年度 第31号津久見市民体育館ﾄｲﾚ改修工事 津久見市大字千怒 建築一式 津久見市 平成23年12月28日 平成24年03月16日

平成23年度 第305号平成23年度漁村ｾﾝﾀｰ外壁改修工事 津久見市大字四浦 塗装工事 津久見市 平成24年01月20日 平成24年03月15日

年度 工事名 工事場所 許可業種 発注者 工期（着工） 工期（完成）

平成22年度 第22-2号　第一中学校校舎耐震補強工事 津久見市文京町 建築一式 津久見市役所 平成22年06月01日 平成22年09月30日

平成22年度 平成22年度　建臼第1号　臼杵庁舎ファンコイル清掃等工事 臼杵総合庁舎　臼杵市大字臼杵 管工事 臼杵土木事務所 平成22年06月15日 平成22年07月04日

平成22年度 第22-8号　堅徳小学校校舎改築建築主体工事 津久見市　大字堅浦 建築一式 津久見市役所 平成22年07月01日 平成23年02月15日

平成22年度 第22-13号　保戸島小中学校体育館耐震補強工事 津久見市大字保戸島 建築一式 津久見市役所 平成22年07月01日 平成22年09月30日

平成22年度 第22-16号 津久見市民図書館空調機（MAC-1）修繕 津久見市大友町 電気工事 津久見市役所 平成22年07月21日 平成22年08月27日

平成22年度 第28号津久見市民図書館空調機（制御基板等）修繕 津久見市大友町 管工事 津久見市役所 平成22年09月14日 平成22年10月01日

平成22年度 平成22年度県住管対臼第3号県営上久部住宅畳取替え工事 上久部住宅佐伯市大字池田 内装仕上工事 臼杵土木事務所 平成22年11月06日 平成23年01月14日

平成22年度 第22-13号津久見駅こ線橋改築工事に伴う駅舎庇及び手摺等製作工事 津久見市宮本町 鋼構造物工事 津久見市役所 平成22年11月08日 平成23年01月31日



平成22年度 津久見高校理科棟給水管改修工事 津久見高校 津久見市大字津久見3485番地1 管工事 大分県(教育庁) 平成22年11月19日 平成23年01月17日

平成22年度 簡工第8号鳩浦簡易水道配水管布設替工事 津久見市大字四浦 管工事 津久見市役所

平成22年度 平成22年度地特街改臼第1号照明施設工事 祇園洲柳原線　臼杵市大字臼杵 電気工事 臼杵土木事務所 平成23年03月30日 平成23年06月22日

年度 工事名 工事場所 許可業種 発注者 工期（着工） 工期（完成）

平成21年度 第21-7号津久見小学校校舎耐震補強工事 津久見市立花町 建築 津久見市役所 平成21年05月14日 平成22年09月30日

平成21年度 第21-6号の2第二中学校体育館耐震補強工事 津久見市元町 建築 津久見市役所 平成21年05月23日 平成21年10月10日

平成21年度 平成21年度大計保全佐第1号MCC本館屋根ﾀｲﾙ補修工事 大分県ﾏﾘﾝｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ佐伯市蒲江大字竹野浦河内 防水 佐伯土木事務所 平成21年07月04日 平成21年08月17日

平成21年度 上工第6号新町・元町配水管布設替工事 津久見市新町2番16号 管 津久見市役所 平成21年09月16日 平成21年10月15日

平成21年度 平成21年度観公第1号赤川野営場解体工事 赤川野営場竹田市久住町大字赤川 とび・土工 大分県企画振興課 平成21年10月01日 平成21年11月13日

平成21年度 津久見署日代駐在物置改修工事 津久見市大字網代475-31 建築 大分県 平成21年10月27日 平成21年12月10日

平成21年度 臼杵高校特別教室棟外壁危険箇所撤去工事 臼杵市大字海添2521 建築一式 大分県立臼杵高等学校 平成21年10月29日 平成21年11月30日

平成21年度 上工第11号千怒旭町第3工区配水管布設替工事 津久見市大字千怒 管 津久見市役所 平成21年11月18日 平成22年01月18日

平成21年度 第21－49地区集会所等公園施設ユニバーサルデザイン化工事 津久見市大字千怒・高洲町 菅 津久見市役所 平成22年01月05日 平成22年02月15日

平成21年度 上青江駐在所内装等改修工事 津久見市大字上青江5003 建築一式 警察本部会計課 平成22年01月29日 平成22年03月26日

平成21年度 第64号児童福祉施設軒天補修工事 津久見市地蔵町 建築 津久見市役所 平成22年02月15日 平成22年03月15日

平成21年度 下藤公民館建築主体改修工事 臼杵市野津町大字原　下藤公民館 建築 臼杵市役所 平成22年02月26日 平成22年03月20日

平成21年度 平成22年度　市民図書館空調設備保守管理委託事業 津久見市　大友町 電気工事 津久見市役所

年度 工事名 工事場所 許可業種 発注者 工期（着工） 工期（完成）

平成20年度 第20-9号保戸島中学校校舎改築建築主体工事 津久見市大字保戸島２１番地の３６ 建築 津久見市役所 平成20年05月31日 平成21年02月20日

平成20年度 簡第2号保戸島旧ﾎﾟﾝﾌﾟ室取り壊し処理工事 津久見市大字保戸島 管 津久見市役所 平成20年07月04日 平成20年10月10日

平成20年度 第17号第一中学校屋上防水補修工事 津久見市文京町１番６号 防水 津久見市役所 平成20年07月22日 平成20年08月30日

平成20年度 上工第7号千怒旭町第4工区配水管布設替工事 津久見市大字千怒 管 津久見市役所 平成20年08月09日 平成20年12月28日

平成20年度 第20-24号の2津久見市民野球場ﾅｲﾀｰ照明電球交換 津久見市大字千怒 電気 津久見市役所 平成20年08月22日 平成20年09月19日

平成20年度 第26号 津久見市民球場ﾅｲﾀｰ照明配線修繕 津久見市大字千怒 電気 津久見市役所 平成20年09月05日 平成20年09月19日

平成20年度 平成20年度荒瀬老人憩の家改修工事 臼杵市野津町大字原1299番地 建築 臼杵市役所 平成21年03月05日 平成21年03月19日

年度 工事名 工事場所 許可業種 発注者 工期（着工） 工期（完成）

平成19年度 改修による知的障害者授産施設(通所)の整備 大分県津久見市大字上青江字坂本3549番地 建築 社会福祉法人豊友会 平成19年05月25日 平成19年07月31日

平成19年度 第12号防火水槽(海岸寺前)改修工事 津久見市大字堅浦 防水 津久見市 平成19年06月19日 平成19年07月20日

平成19年度 津久見市第二浄水場宿直室修理 津久見市中田町 建築 津久見市 平成19年06月21日 平成19年07月10日

平成19年度 教育相談室改修工事 津久見市大字津久見3485番地1 建築 津久見高校 平成19年10月23日 平成19年12月19日

平成19年度 第19-26号市営住宅水器取替え 津久見市内一円 管 津久見市 平成19年11月21日 平成20年01月31日

平成19年度 建臼第2号千怒住宅3階手摺改修工事 千怒住宅津久見市大字千怒 建築 臼杵土木事務所 平成19年12月13日 平成20年02月25日

平成19年度 第41号 明光保育所改修工事 津久見市上宮本町 建築 津久見市 平成20年01月17日 平成20年02月29日

平成19年度 臼杵簡易裁判所海添宿舎ブロック塀改修等工事 臼杵市大字海添本丁36－1　臼杵簡易裁判所海添宿舎 建築 大分地方裁判所 平成20年03月04日 平成20年03月24日

年度 工事名 工事場所 許可業種 発注者 工期（着工） 工期（完成）

平成18年度 第18-6号青江小学校ﾌﾟｰﾙ塗替え工事 津久見市大字上青江 塗装 津久見市役所 平成18年05月13日 平成18年06月02日

平成18年度 大分中央郵便局ほか7箇所ｶｳﾝﾀｰ改修工事 大分県大分市府内町3-4-18他 建築 日本郵政公社九州ﾈｯﾄﾜｰｸｾﾝﾀｰ 平成18年07月12日 平成18年08月31日

平成18年度 津久見警察署彦の内職員住宅公共下水接続工事 津久見市大字津久見字原1350-1 管 大分県 平成18年07月13日 平成18年08月11日



平成18年度 第21号市道桜ヶ瀬道尾線道路拡幅工事 津久見市地蔵町 不明 津久見市役所 平成18年08月10日 平成18年08月31日

平成18年度 津久見警察署ﾄｲﾚ設備改修工事 津久見市港町1-21 管 大分県 平成18年08月23日 平成18年10月06日

平成18年度 津久見警察署ﾄｲﾚ内部改修他工事 津久見市港町1-21 建築 大分県 平成18年08月25日 平成18年10月08日

平成18年度 中田岩道地区第1工区配水管新設工事 津久見市大字津久見 管 津久見市役所 平成18年09月06日 平成18年12月25日

平成18年度 鴨園川排水機場上屋新築工事 大分県大分市大字森地先 建築 大分河川国道事務所 平成18年09月20日 平成19年03月30日

平成18年度 北川発電所鉄管路手摺設置工事 宮崎県東臼杵郡北川町大字河内名 鋼構造物 大分県企業局 平成18年11月02日 平成19年01月30日

平成18年度 中田岩道地区第1工区消火栓新設工事 津久見市大字津久見 菅 津久見市役所 平成18年12月07日 平成18年12月25日

平成18年度 彦ﾉ内原地区(県道佐伯･津久見線)配水管新設工事 津久見市大字津久見 管 津久見市役所 平成18年12月22日 平成19年02月28日

平成18年度 港建臼第1-5号港湾改良工事 津久見港津久見市大字千怒 管 臼杵土木事務所 平成19年01月18日 平成19年03月23日

年度 工事名 工事場所 許可業種 発注者 工期（着工） 工期（完成）

平成17年度 中田町第1工区配水管布設替工事 津久見市中田町 管 津久見市役所 平成17年08月19日 平成17年11月11日

平成17年度 施第8-1号 農大学生寮新築工事 大分県立農業大学校豊後大野市三重町赤嶺 建築 大分県土木建築部　　　　　施設整備課 平成17年09月17日 平成18年03月15日

平成17年度 大分地家裁竹田支部庁舎改修工事 大分県竹田市大字竹田2065-1 建築 福岡高等裁判所事務局 平成17年10月26日 平成18年03月31日

平成17年度 第17-24号保戸島診療所新築主体工事 津久見市大字保戸島 建築 津久見市役所 平成17年10月28日 平成18年03月25日

平成17年度 津久見高校普通教室棟(美術室)石綿対策工事 津久見市大字津久見3485番地1 とび・土工 大分県 平成18年01月26日 平成18年03月15日

平成17年度 第17-44号市民野球場浄化槽修理 津久見市大字千怒 修繕 津久見市役所 平成18年02月10日 平成18年03月15日

年度 工事名 工事場所 許可業種 発注者 工期（着工） 工期（完成）

平成16年度 津久見高校管理棟便所改修工事 津久見市大字津久見3485番地１ 建築 津久見高等学校 平成16年04月13日 平成16年04月30日

平成16年度 日見地区公民館移転新築工事 津久見市大字日見1145-91 日見地区

平成16年度 津久見市津久見終末処理場建設その6 津久見市大字千怒地内 建築一式
日本下水道事業団
九州総合事務所

平成16年10月20日 平成17年05月17日

平成16年度 津久見高校多目的競技場ランマ窓補修工事 津久見市大字津久見3485－1 建築 大分県立津久見高等学校 平成16年11月02日 平成16年11月12日

平成16年度 堅徳小学校体育館災害復旧工事 津久見市大字堅徳 建築 津久見市役所 平成16年11月15日 平成16年12月20日

平成16年度 津久見高校ﾊﾟｿｺﾝ教室空調設置工事 津久見市大字津久見3485番地１ 管 大分県立津久見高等学校 平成16年11月19日 平成17年01月17日

平成16年度 青江小学校体育館災害復旧工事 津久見市大字上青江３５３７番地 建築 津久見市役所 平成16年11月29日 平成16年12月13日

平成16年度 長目小学校体育館災害復旧工事 津久見市大字長目１６９８番地 建築 津久見市役所 平成16年11月29日 平成16年12月25日

平成16年度 うばめ園ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ新築工事 津久見市大字千怒字芝ノ花３２６－３ 建築一式 社会福祉法人　豊友会 平成17年01月07日 平成17年06月30日

平成16年度 臼津葬祭場炉前ホール床大理石補修工事及び調査 津久見市上青江字蔵谷１５７４－２ 建築 臼津広域連合 平成17年02月07日 平成17年03月31日

年度 工事名 工事場所 許可業種 発注者 工期（着工） 工期（完成）

平成15年度 津久見高校体育館大規模改造本体工事 津久見市大字津久見3485-1 建築一式 大分県庁 平成15年06月16日 平成15年08月25日

平成15年度 津久見警察署玄関外壁修繕工事 津久見警察署 建築 津久見警察署 平成15年09月01日 平成15年09月10日

平成15年度 津久見高校体育館防球ﾈｯﾄ張り金具取付工事 津久見市大字津久見3485-1 建築一式 大分県庁 平成15年10月01日 平成15年10月01日

平成15年度 津久見警察署日代駐在所新築工事 津久見市大字網代字西ノ下９５－１９ 建築 大分県庁 平成15年11月07日 平成16年03月15日

平成15年度 原口住宅建替建築主体工事 大野郡野津町大字宮原 建築 野津町役場 平成15年12月19日 平成16年11月30日

平成15年度 佐伯鶴城高校体育館屋根改修工事 佐伯市城下東町７－１ 屋根工事 大分県庁 平成16年01月17日 平成16年03月15日

年度 工事名 工事場所 許可業種 発注者 工期（着工） 工期（完成）

平成14年度 津久見高校機械科実習棟解体工事 津久見市大字津久見 とび・土工 大分県知事 平成14年10月25日 平成14年12月28日

平成14年度 柑橘試験場津久見分場2階便所改装修理 津久見市大字津久見浦字福3456番地 大分県柑橘試験場 平成15年03月27日 平成15年03月31日

年度 工事名 工事場所 許可業種 発注者 工期（着工） 工期（完成）



平成13年度 第二千怒土地区画整理事業整地（その２）工事 津久見市大字千怒 津久見市役所 平成13年06月20日 平成13年06月26日

平成13年度 向洋保育園増改築工事 津久見市中町2408.2364-1.2413.2364-3 社会福祉法人　橘福祉会

平成13年度 第二千怒土地区画整理事業千怒線排水設備工事 津久見市大字千怒 津久見市役所 平成13年10月10日 平成13年11月12日

平成13年度 第二千怒土地区画整理事業5-2号線排水設備工事 津久見市大字千怒 津久見市役所 平成13年10月10日 平成13年11月12日

平成13年度 津久見高校渡り廊下塗装修繕工事 津久見市大字津久見３４８５番地１ 塗装 津久見高校 平成14年01月30日 平成14年02月18日

平成13年度 明光保育所改修工事（間仕切戸他） 津久見市大字上宮本町19番7号 津久見市役所 平成14年02月18日 平成14年02月26日

年度 工事名 工事場所 許可業種 発注者 工期（着工） 工期（完成）

平成12年度 第36号 保戸島小学校給食室改築建築主体工事 津久見市大字保戸島 建築 津久見市役所 平成12年09月05日 平成13年02月28日

平成12年度 第92号 保戸島小学校給食室防風壁設置工事 津久見市大字保戸島 津久見市役所 平成13年02月13日 平成13年03月20日

平成12年度 第35号 第二千怒土地区画整理事業整地（その５）工事 津久見市大字千怒 津久見市役所 平成13年03月15日 平成13年03月26日

年度 工事名 工事場所 許可業種 発注者 工期（着工） 工期（完成）

平成11年度 臼杵税務署とりこわし工事 臼杵市大字臼杵字洲崎７２－１３７ 熊本営繕工事事務所 平成11年07月06日 平成11年08月31日

平成11年度 保戸島小学校校舎改築主体工事 津久見市大字保戸島 建築 津久見市役所 平成11年09月17日 平成12年09月30日

平成11年度 第42号 岩屋地区集会所新築主体工事 津久見市高洲町３８２４－４４ 建築 津久見市役所 平成11年09月24日 平成12年03月20日

平成11年度 大分県立津久見高等学校機械科修繕工事 津久見市大字津久見 建築 大分県立津久見高等学校 平成11年11月01日 平成11年11月06日

平成11年度 津久見高校防球ﾈｯﾄ新設工事 津久見市大字津久見３４８５－１番地 建築 津久見高校 平成11年12月18日 平成12年01月31日

平成11年度 ＪＡのぞみ花卉集出荷所新築工事 津久見市大字上青江4956－1 建築 ＪＶ大分のぞみ 平成11年12月24日 平成12年01月31日

平成11年度 第72号 市営長野Bｱﾊﾟｰﾄ外壁改修工事 津久見市大字上青江４９４３番地の１ 建築 津久見市役所 平成12年01月13日 平成12年03月10日

平成11年度 大分県立津久見高等学校体育館他復旧工事 津久見市大字津久見 建築 大分県立津久見高等学校 平成12年02月10日 平成12年02月16日

平成11年度 住 第1107-1号 津久見住宅新築工事 津久見市大字千怒 建築一式 大分県庁 平成12年03月01日 平成13年02月28日

平成11年度 大分県立津久見高等学校理科棟給水配管替工事 津久見市大字津久見 菅 大分県立津久見高等学校 平成12年03月14日 平成12年03月22日

年度 工事名 工事場所 許可業種 発注者 工期（着工） 工期（完成）

平成10年度 佐伯鶴岡高校機械実習棟屋根改修工事 佐伯市大字鶴望２８５１の１ とび･土工 佐伯鶴岡高校 平成11年02月15日 平成11年03月15日

平成10年度 市営さかえｱﾊﾟｰﾄ解体工事 津久見市徳浦本町2番9号 とび･土工 津久見市役所 平成10年07月15日 平成10年07月31日

平成10年度 長目地区集会所新築主体工事 津久見市大字長目 建築一式 津久見市役所 平成10年10月02日 平成11年03月19日

平成10年度 長目地区集会所既設排水配管替え工事 津久見市大字長目１４０８ 菅 津久見市役所 平成10年10月20日 平成10年10月27日

平成10年度 津久見高校給水管修繕工事 津久見市大字津久見3485－1 菅 津久見高等学校 平成11年01月12日 平成11年01月26日

平成10年度 津久見高校機械実習棟裏倉庫サッシ取替修理工事 津久見市大字津久見 津久見高等学校 平成11年02月10日 平成11年02月17日


