
ｔｏｎ数 地域

ＫＩＰプロジェクト新築工事 （株）メタルワン建材 ６１２ 高松市

協和エクシオ香川総合技術センタ新築工事 （株）メタルワン建材 １６７ 高松市

（株）メタルワン建材 ５６ 高松市

（株）メタルワン建材 ７１ 鳴門市

（株）メタルワン建材 ２３４ 阿波市

（株）メタルワン建材 ２８３ 松山市

 (株)ホクエイ建設工業 ４６９ 明石市

 (株)ホクエイ建設工業 ５０９ 和気郡

貞光高等学校電気科棟耐震改修他工事建築（ピタコラム） ４３ 美馬郡

４４ 高松市

２３０ 美馬市

２７２ 小松島市

デイサービスセンター　藤の里新築工事 ５１ 名西郡

４１０ 松山市

（株）メタルワン建材 ５５０ 丸亀市

３６ 和気市

 (株)ホクエイ建設工業 ９８５ 姫路市

１２０ 吉野川市

２２ 三好郡

４３ 小松島市

８０ 美馬市

５５０ 鳴門市

９３０ 今治市

３２８ 神戸市

 (株)ホクエイ建設工業 ２２９ 明石市

 (株)ホクエイ建設工業 ７４０ 神戸市

１００ 徳島市

６０ 三好市

１６０ 三好市

１４０ 美馬市（株）姫　野　組

（株）北　岡　組

（株）北　岡　組

（株）北　岡　組

（株）姫　野　組

（株）姫　野　組

エムエム建材（株）

(株)岡山和気ヤクルト工場建設工事

百十四銀行高松支店耐震補強・増築工事

Ｈ２４営繕鳴門　陸上競技場バックスタンド防災機能強化改修工事(１)

(株)岡山和気ヤクルト工場建設工事

平成２６年度

（株）メタルワン建材

(株)ホクエイ建設工業

（株）北　岡　組

（仮称）ナイス徳島製材工場新築工事（製材棟）

阿波市学校給食センター建設工事

伊予銀行事務センター増改修工事

アサヒ飲料(株)明石工場　物流倉庫建設工事

三浦アクアテック(株)２期建設工事

今治造船(株)丸亀加工工場新設１期工事

住友精化(株)　姫路工場製造設備建設土建工事

（仮称）番丁整形外科内科クリニック新築工事

サービス付高齢者向け住宅　若宮の里新築工事

Ｈ２６年度　吉野川簡易裁判所耐震改修工事

岩倉中学校　屋内運動場新築工事

平成２７年度

ボートレース鳴門新スタンド建設事業

平成２６年度三好市学校給食センター新築工事

イオンモール今治　新都市新築工事

神戸常盤大学２号館改築工事

旭光電機（株）明石工場増築Ⅰ期・Ⅱ期・渡り廊下工事

（株）伊藤園　神戸工場　新築工事

めだか認定　こども園新築工事

Ｈ２６営繕　辻高等学校三・井川 校舎・管理棟耐震改修工事建築

平成２６年度社会資本整備総合交付金事業美馬認定こども園建設工事

エムエム建材（株）

(株)ホクエイ建設工業

（株）北　岡　組

（株）姫　野　組

吉 成 建 設(株)

平成２５年度

Ｈ２６年度　加茂小学校耐震補強工事

小松島市本庁舎耐震工事

（株）北　岡　組

（株）姫　野　組

（株）姫　野　組

発注先物件名



ｔｏｎ数 地域

８００ 大阪市

 (株)ホクエイ建設工業 ６７２ 茨木市

 (株)ホクエイ建設工業 ２０ 大阪市

２３２ 今治市

５０ 三好市

３０ 美馬市

１７０ 美馬市

３０ 鳴門市

２３２ 三好市

22 美馬郡

１２８ 今治市

４５６ 四国中央市

６８５ 四国中央市

６７６ 加古郡

 (株)ホクエイ建設工業 ９６ 加古郡

２９５ 鳴門市

１４０ 美馬市

１００ 美馬市

137 美馬市

６８ 美馬市

６８５ 四国中央市

３０５ 阿南市

５００ 野洲市

 (株)ホクエイ建設工業 １００ 加古川市

 (株)ホクエイ建設工業 ７２ 豊中市

 (株)ホクエイ建設工業 ６３ 大阪市

４４１ 高松市

１８６ 美馬市

１３７ 美馬市

７１ 美馬郡

西部健康公園　物資集積施設新築工事のうち建設工事

東洋埠頭(株)大阪支店　危険品７号倉庫建設工事

平成２９年度  (繰越)つるぎ町学校給食センター建設工事

(仮称)神戸製鋼所加古川製鉄所　原料北通り防塵ネット設置工事

大商学園高等学校２号館３号館建替工事

(仮称)ニトリ髙松　田村店新築工事

ゆうゆう長寿サービスⅡ新築工事

（株）姫　野　組

エムエム建材（株）

エムエム建材（株）

エムエム建材（株）

住友金属鉱山㈱播磨事業所 水酸化ニッケル排水処理建屋工事

大阪府社会保険労務士会館建設工事

H２７病施　三好病院三・池田　低層棟改修工事建築

住友金属鉱山㈱　電池材料建屋土建工事

大王海運㈱　金子臨海４号倉庫新築工事

川之江家庭紙設備　抄紙設備工事　マシン室・加工室新設

阿南医療センター新築工事

株式会社村田製作所　野洲事業所　R棟増築／改修工事

平成２９年度　美馬西部消防組合　本部庁舎新築工事

平成３０年度

BX朝日建材㈱　最終工程作業棟新築工事

吉 成 建 設㈱

㈱松 考 建 設

㈱尾 藤 建 設

（株）北　岡　組

（株）姫　野　組

西部健康防災公園　物資集積施設新築工事のうち建設工事

平成２７年度　美馬地区統合小学校新築工事

(仮称)三井不動産ロジスティクスパーク茨木新築工事

今治市新ごみ処理施設　整備・運営事業

川之江家庭紙設備　抄紙設備新築工事　ﾏｼﾝ室・加工室新設

平成28年度 中山間地域所得向上支援事業地域連携販売緑強化施設新築工事

美馬市地域交流センター整備工事

(仮称)鳴門温泉設備新築工事

(株)ホクエイ建設工業

平成２8年度

（株）ホクエイ建設工業

エムエム建材㈱

（株）姫　野　組

今治市新ごみ処理施設整備・運営事業

原製作所工場増築工事

物件名 発注先

成田病院増築工事

H２８営繕　鳴門陸上競技場雨天走路整備工事他工事建築

(仮称)大阪市南森町１丁目新築工事

エムエム建材（株）

(株)ホクエイ建設工業

(株)姫野組

(株)北岡組

(株)北岡組・三木組ＪＶ

(株)松考建設

㈱北島コーポレーション

吉 成 建 設㈱

(株)北　岡　組

㈱松 考 建 設

平成２９年度

エムエム建材（株）



ｔｏｎ数 地域

３５３ 大阪市

 (株)ホクエイ建設工業 ３３２ 京都市

 (株)ホクエイ建設工業 ３５０ 京都市

３４２ 徳島市

４００ 美馬郡

６００ 徳島市

１７１ 鳴門市

１２４ 美馬市

１１ 美馬市

エムエム建材（株）

徳島東警察署庁舎整備等ＰＦ事業建築

鳴門市第一中学校校舎改築工事(３期)のうち建築工事

㈲西阿運送　第４倉庫新築工事

旧脇町福祉センター耐震・大規模改修工事

日本交通株式会社(仮称)新町計画

京都学園大学　京都太秦キャンパス工学部(仮称)新築工事

(仮称)ガーデンホテル京都四条増築工事

徳島新聞社新印刷センター(仮称)建設工事

(仮称)リブドゥコーポレーションイノベーションセンター新築工事

物件名 発注先

エムエム建材（株）

吉 成 建 設（株）

（有）高木建設

（株）北　岡　組

令和１年度

（株）ホクエイ建設工業

エムエム建材(株)




