
実 績 一 覧

2017 河口建設株式会社 春日井市立神領小学校グラウンド整備 3220.00 愛知県

2017 河口建設株式会社 春日井市立高座小学校グラウンド整備 3430.00 愛知県

2017 宮原土木㈱ 森の木幼稚園園庭整備 1200.00 福岡県

2017 河口建設株式会社 那爛陀学園グラウンド整備 300.00 愛知県

2017 ヘルシースポーツ建設㈱ 千葉市立誉田中学校テニスコート設備 1050.00 千葉県

2017 ヘルシースポーツ建設㈱ 千葉市立越智中学校テニスコート設備 14000.00 千葉県

2017 ヘルシースポーツ建設㈱ 流山市立長崎小学校グラウンド整備 7300.00 千葉県

2017 ㈱原組 佐賀市営兵庫団地内広場整備 379.00 佐賀県

2017 ㈱フクユー緑地 福岡大学サッカー場人工芝下地施工 9561.00 福岡県

2017 ㈱木下組 八女市立南中学校グラウンド整備 11162.00 福岡県

2017 ㈱豊成建設 福原長者原遺跡南門広場遺構表示工事 96.38 福岡県

2017 ㈱加藤工務店 水南町地内排水路敷防草工事 47.00 愛知県

2017 ㈱加藤工務店 浄水場内防草工事 43.00 愛知県

2018 ヘルシースポーツ建設㈱ 千葉市立幕張中学校校庭整備工事 6950.00 千葉県

2018 ヘルシースポーツ建設㈱ 千葉市立泉谷中学校校庭整備工事 11070.00 千葉県

2018 ヘルシースポーツ建設㈱ 弘前市ららら保育園園庭整備工事 665.00 青森県

2018 ヘルシースポーツ建設㈱ 千葉市立幕張第1保育園庭整備工事 300.00 千葉県

2018 ヘルシースポーツ建設㈱ 文京区教育の森運動整備工事 2700.00 東京都

2018 株式会社　砥上建設 沖端川磯鳥堰高水敷整備工事 640.00 福岡県

2018 株式会社　旭環境スポーツ施設 日ノ瀬キャンプ場管理棟建築工事天然芝下地トース土舗装 5667.00 高知県

2018 勝二建設株式会社 学校法人桜木幼稚園改築工事（園庭工事） 150.00 石川県

2018 株式会社　岡部 （主）富山立山公園線　県単独道路改良工事 270.00 富山県

2018 三興土木株式会社 第2至宝館新築工事 28.00 富山県

2018 三興土木株式会社 ○様邸外構工事 736.00 富山県

施工場所 備考年度 会社名 件名
面積
㎡



実 績 一 覧

2018 ㈱成建 番場地先多目的広場造成工事（園路） 900.00 滋賀県

2018 嵩山緑花木㈲ 星野農機庭改修工事 34.00 愛知県

2018 株式会社　雄組 筑紫野市総合公園防草工事 14.00 福岡県

2018 ㈱尋木組 中広川保育園駐車場整備工事（路盤） 527.00 福岡県

2018 ㈱福地建設　 平成29年度王仁顕彰公園整備事業公園外構2期工事 550.00 佐賀県

2018 ヘルシースポーツ建設㈱ 千葉市ひばり幼稚園園庭改修工事 500.00 千葉県

2018 ヘルシースポーツ建設㈱ 日立市立おおくぼ保育園 650.00 茨木県

2018 ㈲丸正開発 糸満ちくば第2こども園新築工事 479.00 沖縄県

2018 和光物産(株)　 西川浄化センター通路修繕工事 25.60 新潟県

2018 株式会社　日本海建設 宍道湖公園多目的棟周辺臨時駐車場・通路整備工事 124.00 島根県

2018 河口建設株式会社 神屋小学校グラウンド修繕 5000.00 愛知県

2018 株式会社スポーツテクノ和広 戸越小学校校庭整備工事 2410.00 東京都

2018 ヘルシスポーツ建設株式会社 横浜市都筑区池辺町白ゆり保育園整備工事 50.00 神奈川県

2018 ヘルシスポーツ建設株式会社 荏原平塚学園校庭整備工事 4747.00 東京都

2018 ヘルシスポーツ建設株式会社 一宮町立一宮小学校野外運動場整備工事 3500.00 千葉県

2018 ㈱岡部 藤ノ木子ども園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ整備工事 2674.00 富山県

2018 ㈱岡部 （主）富山立山公園線　県単独道路改良工事(吹付け） 100.00 富山県

2018 旭環境スポーツ施設株式会社
帰属公園土系舗装工事
高知県香美市土佐山田町秦山町

128.00 高知県

2018 久我組 北茂安町・個人宅 200.00 佐賀県

2018 株式会社木下組 八女市立福島小学校グラウンド改修工事 5687.20 福岡県

2018 河口建設株式会社 春日井市立柏原小学校グラウンド改修工事 8744.00 愛知県

2018 和光物産(株)　 新潟市新関橋田村松線防草工事 1310.00 新潟県

2018 ヘルシースポーツ建設㈱ 埼玉県川口市立芝富士小学校グラウンド改修工事 1300.00 埼玉県

2018 株式会社　成建 関西アーバン銀行草津南支店（路盤） 303.00 滋賀県

年度 会社名 件名
面積
㎡

施工場所 備考



実 績 一 覧

2018 三興土木株式会社 富山短期大学付属みどりの保育園園庭 220.00 富山県

2018 株式会社　土田組 亀田南線舗装工事防草工事 90.00 新潟県

2018 森都工業株式会社 平成30年度市単独事業　調殿地区工業（農工）団地内道路舗装工事 315.00 宮崎県

2019 河口建設株式会社 愛知県小牧市史跡センター周辺整備工事（園路） 277.00 愛知県

2019 ヘルシースポーツ建設株式会社 ルーテル保育園整備工事　 150.00 東京都

2019 ヘルシースポーツ建設株式会社 世田谷小さなおうち保育園園庭整備工事 90.00 東京都

2019 ㈱スポーツテクノ和広 平成30年度庄内温水プール整備工事（グラウンド舗装） 6340.50 大阪府

2019 ㈱スポーツテクノ和広 平成30年度庄内温水プール整備工事（回遊園路舗装） 270.90 大阪府

2019 株式会社　加藤工務店 愛知県瀬戸市みどり公園　園路整備工事 52.00 愛知県

2019 株式会社　加藤工務店 愛知県瀬戸市赤津大松公園　園路整備工事 18.00 愛知県

2019 ヘルシースポーツ建設株式会社 静岡県内・麻耶保育園新築園庭整備工事 1300.00 静岡県

2019 旭環境スポーツ施設株式会社 宿毛大島保育園グラウンド改修工事 89.00 高知県

2019 旭環境スポーツ施設株式会社 宝町児童遊園整備工事 960.00 高知県

2019 株式会社　成　建 関西みらい銀行野洲支店新築工事(路盤） 730.00 滋賀県

2019 株式会社　勝二建設 野々江総合公園グラウンド改良工事 2780.00 石川県

2019 和光物産株式会社 城山茅野山線防草対策工事 330.00 新潟県

2019 河口建設株式会社 春日井市立東野小学校グラウンド改修工事 7745.00 愛知県

2019 株式会社スポーツテクノ和広 平成30年度 市単独事業 公共広場整備(災害時対応型)工事 4623.00 大阪府

2019 株式会社　豊成建設 山下様邸ガーデニング工事 118.00 福岡県

2019 株式会社　豊成建設 ハイダイ工業㈱様　防草対策工事 580.00 福岡県

2019 株式会社　岡　部 滑川市行田公園整備工事 822.00 富山県

2019 金政建設株式会社 主要地方道新潟港横越線（西野他地内）防草対策工事 247.60 新潟県

2019 ヘルシースポーツ建設株式会社 千葉県柏市内サッカー場人工芝下地工事 4800.00 千葉県

2019 ヘルシースポーツ建設株式会社 東京都新木場地区内公園整備工事 150.00 東京都
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2019 株式会社 加藤工務店 清須市幼稚園整備工事 700.00 愛知県

2019 河口建設株式会社 愛知県春日井市立柏原中学校グラウンド整備工事 11770.00 愛知県

2019 株式会社岡部 小矢部市蟹谷統合こども園外構その3工事 1500.00 富山県

2019 株式会社岡部 福井市森谷北東部筑4号公園施設整備工事 21.20 福井県

2019 金政建設株式会社 主要地方道新潟港横越線（大渕他地内）防草対策工事 252.60 新潟県

2019 河口建設株式会社 愛知県春日井市熊野調整池防草工事 149.00 愛知県

2019 株式会社 桐明組 八女市立上陽北汭学園グラウンド整備 3965.00 福岡県

2020 株式会社 今村組 大谷統合こども園外構その2工事 2100.00 富山県

2020 三興土木株式会社 あぶらでん保育園園庭改修工事 1200.00 富山県

2020 ㈱スポーツテクノ和広 東京都品川区立八潮北保育園大規模改修 585.00 東京都

2020 宇木建設株式会社 一般国道389号道路改良工事（坂上下工区法面工） 660.00 長崎県

2020 株式会社　雄組 太郎丸公園防草工事 92.00 福岡県

2020 ㈱スポーツテクノ和広 福岡市光野園保育園改修 806.00 福岡県

2020 株式会社　豊成建設 佐井川護岸工事 260.00 福岡県

2020 株式会社フクユー緑地 福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事 2115.50 福岡県

2020 株式会社フクユー緑地 福岡県立八女農業高等学校グラウンド工事 352.05 福岡県

2020 ㈱スポーツテクノ和広 大阪府豊中市平成31年度庄内温水プール整備工事（建築） 990.00 福岡県

2020 ㈱土田組 新潟市江口北山線防草工事 40.00 新潟県

2020 ヘルシースポーツ建設株式会社 東京都新木場地区内公園整備工事その2 95.00 東京都

2020 ヘルシースポーツ建設株式会社 千葉市立千城台北小学校グラウンド整備工事 4500.00 千葉県

2020 金政建設株式会社 主要地方道新潟港横越線（丸山ノ内善之丞組他地内）防草対策工事　 238.50 新潟県

2020 金政建設株式会社 主要地方道新潟港横越線（茗荷谷他地内）防草対策工事 217.20 新潟県

2020 河口建設株式会社 春日井市立松原小学校グラウンド改修工事 7680.00 愛知県

2020 株式会社土田組 新潟市江口北山線法面修繕（防草）工事 40.00 新潟県
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2020 株式会社土田組 横越1-901号線植栽帯防草対策工事研究協力費 22.00 新潟県

2020 ヘルシー・スポーツ建設株式会社 むつみ公園グラウンド整備工事 800.00 千葉県

2020 ㈱スポーツテクノ和広 千葉市立千草台中学校グラウンド整備工事 8340.00 千葉県

2020 ㈱エスイーコーポレーション 宮国邸防草工事 45.00 佐賀県

2020 旭環境スポーツ施設株式会社 小鳩保育園園庭新築工事 657.00 高知県

2020 笠俊建設株式会社 久留米市立日吉小学校グラウンド外改修工事 3008.00 福岡県

2020 河口建設株式会社 春日井市立西部小学校グラウンド改修工事 10810.00 愛知県

2020 成松建設株式会社 法面防草 熊本県

2020 株式会社岡部 井口地域義務教育学校グランド整備工事施工研究協力費 7,070.00 富山県

2020 株式会社フクユー緑地 九州国立博物館北側散策園路舗装工事（その1） 152.00 福岡県

2020 株式会社フクユー緑地 九州国立博物館北側散策園路舗装工事（その2） 38.40 福岡県

2020 株式会社木下組 八女市立岡山小学校グランド整備工事 4,900.00 福岡県

2020 株式会社木下組 八女市立岡山小学校グランド園路整備工事 113.00 福岡県

2020 河口建設株式会社 西味鋺学童保育園庭整備工事 100.00 愛知県

2020 (株)スポーツテクノ和広 千葉市立柏台小学校グラウンド改修工事 6,940.00 千葉県

2020 (株)スポーツテクノ和広 千葉市立千城台旭小学校グラウンド改修（2-1）工事 6,790.00 千葉県

2020 (株)スポーツテクノ和広 君津市立南子安小学校敷地排水整備工事 6,870.00 千葉県

2021 金政建設株式会社 主要地方道新潟小須戸三条線（久蔵興野地内）道路改良工事 104.00 新潟県

2021 株式会社加藤工務店 道路維持補修工事（一般2-5）工事 246.00 愛知県

2021 株式会社宮原土木建設 久留米市善道寺町飯田民家防草工事 230.00 福岡県

2021 株式会社藤原組 鳥取市吉岡温泉地内園路工事 19.66 鳥取県

2021 鶴よし建設株式会社 錦田こども園児童発達支援事業所移設工事 235.00 静岡県

2021 株式会社大槻興業 金森邸外構工事（防草） 102.00 岡山県

2021 株式会社豊成建設 大分県中津市個人宅（防草） 150.00 大分県
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2021 ㈱スポーツテクノ和広 豊葉の杜学園・二葉すこやか園校庭整備工事 4,755.00 東京都

2021 河口建設株式会社 愛知県春日井市立山王小学校グラウンド改修工事 6,425.00 愛知県

2021 河口建設株式会社 愛知県内那爛陀学園グラウンド改修工事 200.00 愛知県

2021 株式会社丸善 西山地区舗装整備工事 200.00 香川県

2021 (有)シンコーエンジニアリング 勝浦市谷川邸外構工事施工 92.00 千葉県

2021 株式会社順建 長浜市木尾町憩いの広場整備事業施工 1094.00 滋賀県

2021 河口建設株式会社 辻山東公園外2公園広場整備工事 2490.00 愛知県

2021 河口建設株式会社 高蔵寺中学校グラウンド改修工事 7760.00 愛知県
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