
工 事 経 歴 書 
   発 注 者           工  事  名          工事場所      竣工年月 

１． 官  庁 

  ［建築工事］ 
前 橋 市        前橋市立元総社南小学校体育館屋根改修工事    前橋市      平成 10・ 2 

国立赤城青年の家     国立赤城青年の家構内除雪工事          富士見村     平成 10・ 2 

国立赤城青年の家     国立赤城青年の家建物維持管理業務         富士見村     平成 10・ 3 

前 橋 市        元総社中学校校舎外壁落下防止改修工事       前橋市      平成 10・ 8 

国立赤城青年の家     国立赤城青年の家交流棟外壁等改修工事       富士見村     平成 10・11 

群馬大学医学部      群馬大学医療短大駐輪場取得工事          前橋市      平成 11・ 2 

前 橋 市        元総社南小・清里小バックネット改修工事      前橋市      平成 11・ 3 

国立赤城青年の家     国立赤城青年の家体育館他各所改修工事       富士見村     平成 11・ 5 

前 橋 市        前橋市立石倉保育所各所補修工事          前橋市      平成 11・10 

国立赤城青年の家     国立赤城青年の家講堂緞帳他補修工事        富士見村     平成 12・ 1 

国立赤城青年の家     国立赤城青年の家宿泊棟建具補修工事        富士見村     平成 12・ 2 

国立赤城青年の家     国立赤城青年の家ｻｰﾋﾞｽ棟浴室改修工事        富士見村     平成 12・ 3 

前橋市住吉町自治会    住吉町二丁目公民館各所改修工事          前橋市      平成 12・ 5 

国立赤城青年の家     国立赤城青年の家宿泊棟身障者用手摺取付工事    富士見村     平成 12・ 9 

国立赤城青年の家     国立赤城青年の家階段各所身障者手摺取付工事    富士見村     平成 12・ 9 

国立赤城青年の家     国立赤城青年の家ｷｬﾝﾌﾟ場ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ 

   園路及びｴﾚﾒﾝﾄ部整地・木ﾁｯﾌﾟ等設置工事      富士見村     平成 14・ 2 

 群馬大学医学部      群馬大学医学部基礎医学棟生化学実習室改修工事  前橋市      平成 14・ 3 

 群馬大学医学部附属病院  医学部附属病院手術棟ﾛｯｶｰ室改修工事       前橋市      平成 14・ 3 

前 橋 市        元総社南小学校校舎外壁改修工事         前橋市      平成 14・ 9 

 国立赤城青年の家     国立赤城青年の家フェンス工事          富士見村     平成 14・10 

群馬大学医学部附属病院  群大医学部生化学室ｱﾙﾐﾊﾟｰﾃｲｼｮﾝ他        前橋市      平成 15・ 2 

 国立赤城青年の家     国立赤城青年の家キャンプ場ステージ組立     富士見村     平成 15・11 

国立沼田病院       国立沼田病院バリアフリー対策整備工事      沼田市      平成 16・ 3 

前 橋 市        清里保育所調理室改修建築工事          前橋市      平成 16・ 4 

前 橋 市        箱田中学校東側外構整備工事           前橋市      平成 16・11 

東京高等裁判所      前橋地家裁高崎支部庁舎外部改修工事       高崎市      平成 17・ 6 

前 橋 市        新田小学校階段室アスベスト仮囲い込み工事    前橋市      平成 17・10 

群馬工業高等専門学校   群馬工業高専第二体育館改修その他工事       前橋市      平成 17・11 

関東地方整備局      平成 17 年度庁舎改修工事            前橋市      平成 18・ 1 

  二子山公園        休養施設等整備工事               前橋市      平成 18・ 7 

国立高崎病院       国立高崎病院アスベスト対策整備工事       高崎市      平成 18・ 8 

国立西埼玉中央病院    国立西埼玉中央病院職員宿舎解体工事       所沢市      平成 19・ 2 

関東地方整備局      前橋地方合同庁舎建築改修その他工事       前橋市      平成 19・ 3 

前 橋 市        群馬県知事選挙及び第 21 回参議院議員 

通常選挙ポスター掲示場設置業務(その３)   前橋市      平成 19・ 8 

前 橋 市        東中学校校舎外壁落下防止ほか工事(第一期)     前橋市      平成 19・ 9 

群馬大学         群馬大学(若宮)附属小学校校舎改修その他工事   前橋市      平成 19・ 9 

 関東信越国税局      高崎東町寮玄関改修その他工事          高崎市      平成 19・12 

 前 橋 市        勝山小学校北校舎３階算数科室床改修工事      前橋市      平成 19・11  

関東地方整備局      伊勢崎統計・情報センター構内整備工事      伊勢崎市     平成 20・ 2 

前 橋 市        前橋市長選挙ポスター掲示場設置業務(その３)    前橋市       平成 20・ 2 

前 橋 市        広瀬保育所幼児用プール新築建築工事       前橋市       平成 20・ 2 

地方環境事務所      平成 18 年度（繰越）省エネ対策整備工事 

                     （田貫湖ふれあい自然塾）         富士宮市     平成 20・ 3 

 関東地方整備局        平成 19 年度庁舎宿舎改修工事          高崎市        平成 20・ 3 



 前 橋 市        元総社保育所プールシート張替工事         前橋市        平成 20・ 6 

  前 端 市        天川小学校トイレ改修工事             前橋市       平成 20・ 6  

  前 橋 市        広瀬中学校外壁落下防止ほか工事（第一期）    前橋市      平成 20・ 6 

  前 橋 市        広瀬保育所外柵フェンス修繕工事         前橋市      平成 20・ 6 

  国立西埼玉中央病院    西埼玉中央病院 CT 室改修工事          所沢市      平成 20・ 7 

 前 橋 市        勤労青少年ホーム屋外給水管改修工事       前橋市      平成 20・ 8 

  前 橋 市        元総社保育所西側一部屋根改修工事        前橋市      平成 20・ 9 

 前 橋 市        群馬県議会議員補欠選挙及び前橋市議会議員 

                     ﾎﾟｽﾀｰ掲示場設置業務（その４）  前橋市      平成 21・ 2 

群馬大学医学部付属病院  群馬大学(医病)旧手術棟改修工事         前橋市            平成 21・ 3 

 地方環境事務所         平成 20 年度田貫湖ふれあい自然塾         

屋外施設改修工事   富士宮市      平成 21・ 3 

 前 橋 市        元総社保育所ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ取替工事           前橋市            平成 21・ 3 

自動車検査独立行政法人  群馬事務所検査上屋 2、5 ｺｰｽ床面改修その他工事  前橋市      平成 21・ 6 

関東地方整備局      伊勢崎税務署建築改修その他工事         伊勢崎市          平成 21・ 7 

関東農政局        地域第一課電動ｼｬｯﾀｰ及び 1･2 階建具の修繕工事   高崎市            平成 21・ 8 

  東日本高速道路      高崎工事事務所解体工事             高崎市            平成 21・ 8 

 前橋地方法務局      前橋地方法務局仮ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｾﾝﾀｰ原状回復工事    前橋市            平成 21・ 9 

のぞみの園        特定寮(つつじ寮)ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化等改修工事      高崎市      平成 21・ 9 

のぞみの園        ゲストハウス別館浴室改修工事          高崎市      平成 21・ 9 

前  橋  市                細井小学校体育館耐震補強工事          前橋市            平成 21・ 9 

  群 馬 県                県立ぐんま学園心理室等新築工事         前橋市            平成 21・10 

独)水資源機構       角落とし格納庫設置工事             前橋市他     平成 22・ 3 

群馬県社会保険       群馬県社会保険診療報酬支払基金事務所       

  診療報酬支払基金              執務室環境整備工事         前橋市      平成 22・ 3 

  陸上自衛隊相馬原駐屯地  榛東第 6 宿舎給水管補修工事           榛東村      平成 22・ 3 

 陸上自衛隊相馬原駐屯地  15 号教場内部改修工事             榛東村       平成 22・ 6 

  関東信越国税局      伊勢崎税務署自動ドア装置修繕工事        伊勢崎市          平成 22・ 7 

  国立療養所栗生楽泉園    国立療養所栗生楽泉園建物解体整備工事         草津町       平成 22・12 

  陸上自衛隊吉井駐屯地      吉井 113 号倉庫ｱｽﾍﾞｽﾄ対策工事          高崎市      平成 22・ 9 

自動車検査独立行政法人  群馬事務所検査上屋 4 ｺｰｽ床面改修その他工事     前橋市      平成 22・10 

前橋地方法務局      伊勢崎地方合同庁舎衛生設備等改修工事      伊勢崎市     平成 22・12 

前橋地方法務局      前橋地方法務局沼田支局衛生設備等改修工事    沼田市      平成 22・12 

群 馬 県        県立県民健康科学大学体育館屋根等改修工事    前橋市      平成 23・1 

  陸上自衛隊相馬原駐屯地   173 号浴場排水管等改修工事           榛東村      平成 23・2 

 財務省関東財務局     前橋合同庁舎 5F 喫煙室改修工事         前橋市       平成 23・3 

前橋財務事務所 

群馬大学医学部付属病院  群馬大学(昭和)第一種感染症病棟改修工事     前橋市            平成 23・ 3 

 前 橋 市        元総社保育所エアコン設置工事         前橋市      平成 23・7 

 群 馬 県                県立勢多農林高等学校赤城演習林実習室改築工事 前橋市      平成 23・9 

独）国立病院機構東埼玉病院独）国立病院機構東埼玉病院 外壁改修工事    蓮田市            平成 23・11 

関東信越国税局      中之条税務署機械室改修その他工事               中之条町          平成 23・12 

独）国立病院機構東埼玉病院独）国立病院機構東埼玉病院 特殊診療棟 

                                                       外壁塗装工事      蓮田市            平成 23・11 

前 橋 市                新前橋西口エレベーター設置工事                 前橋市            平成 24・7 

前 橋 市                元総社南小学校校長室床改修工事                 前橋市            平成 24・8 

前 橋 市                平成 24 年度広瀬第二県営住宅（75-M 棟）                                      

                                                 エレベーター棟増築工事  前橋市            平成 24・11 

前 橋 市                関東農政局前橋地域センター統計調整室設置工事   前橋市            平成 24・11 

前 橋 市                元総社南小学校屋内消火栓配管改修工事           前橋市            平成 25・6 

前 橋 市                群馬県立文書館外壁改修工事                     前橋市            平成 25・8 



前 橋 市                平成 25 年度県立ぐんま学園本館増築建築工事      前橋市            平成 25・8 

前 橋 市                大胡東小学校校舎増築建築工事                   前橋市            平成 25.10 

前 橋 市                元総社南小学校給食室コンテナ室天井修繕工事     前橋市            平成 25・8 

渋 川 市                （株）Ａサポート自社ビル全面改修工事           渋川市            平成 25・10 

前 橋 市                岩神第 5 団地 R 棟既設公営住宅                                                 

                                                 エレベーター設置工事    前橋市      平成 25・10 

前 橋 市                元総社南小学校遊び場利用施設屋根雨漏り修繕工事 前橋市            平成 26・3 

 高崎医療センター     高崎総合医療センターMRI 室・アンギオ室改修工事 高崎市       平成 26・6 

前 橋 市                岩神第六団地 R 棟既設公営住宅昇降機設置工事   前橋市            平成 27・3 

国土交通省関東地方整備局  Ｈ２７桐生出張所庁舎他建築改修工事       桐生市            平成 27・6 

 群 馬 県        平成 27 年度下新田県営住宅外壁改修工事(第二工区）   前橋市       平成 27・6 

 国立大学法人群馬大学   群馬大学（上沖）教育学部付属中学校体育館屋根等改修工事    前橋市      平成 27・10 

国立大学法人群馬大学   群馬大学（上沖）教育学部付属中学校武道場天井改修工事 前橋市      平成 28・1 

 関東信越国税局      旧前橋税務署敷地内樹木伐採他工事        前橋市      平成 28・4 

 群馬県管理総合事務所   田口発電所放水庭ゲート巻揚機上屋設置工事    前橋市      平成 28・8 

  東京高等裁判所      前橋地家裁太田支部庁舎機械設備等改修工事    太田市      平成 28・9 

  前 橋 市        朔太郎記念館移築建築ほか工事          前橋市      平成 28・10 

 前橋刑務所        前橋刑務所運動場フェンス工事          前橋市      平成 28・11 

群 馬 県        県立しろがね特別支援学校増築等工事       前橋市      平成 28・11 

小諸高原病院       中央廊下第１・２病棟間屋上防水修繕工事     小諸市      平成 28・11 

赤城少年院        平成２８年度赤城少年院寮舎屋根塗装及び浄化槽等撤去工事     前橋市      平成 28・11 

  前橋刑務所        平成２８年度前橋刑務所医務課事務室女子トイレ増設等工事     前橋市      平成 28・11 

  群 馬 県        県立ぐんま学園個別支援棟（仮称）増築工事    前橋市      平成 28・12 

  前橋刑務所        平成２８年度前橋刑務所職員宿舎風呂釜更新工事  前橋市      平成 28・12 

  赤城少年院        平成２８年度赤城少年院考査反省棟外部巡視路すり・階段改修工事 前橋市      平成 29・1 

  前橋少年鑑別所      平成２８年度前橋少年鑑別所外塀等改修工事    前橋市      平成 29・1 

 前橋刑務所        平成 28 年度前橋刑務所職員宿舎改修工事(建築)  前橋市      平成 29・2 

 前橋刑務所        平成 28 年度前橋刑務所職員宿舎改修工事(設備）  前橋市      平成 29・2 

  前橋刑務所        前橋刑務所職員用浴室改修工事          前橋市      平成 29・2 

  前橋少年鑑別所      平成２８年度前橋少年鑑別所１階職員シャワー室改修工事    前橋市      平成 29・2 

 前橋刑務所        平成２８年度前橋刑務所職員宿舎建具改修工事   前橋市      平成 29・3 

  赤城少年院        平成 28 年度赤城少年院職員宿舎階段照明等ＬＥＤ化改修工事    前橋市      平成 29・3 

  赤城少年院        平成 28 年度赤城少年院職員宿舎キッチン水栓改修工事   前橋市      平成 29・3 

  前 橋 市        元総社蒼海土地区画整理事業仮設道路整備工事(第 20 工区)    前橋市      平成 29・3 

  榛名女子学園       平成２９年度榛名女子学園浄化槽直方工事     榛東村      平成 29・7 

 前 橋 市        東中学校トイレ大規模改造工事          前橋市      平成 29・7 

 群 馬 県        県立心臓血管センターME センター改修工事     前橋市            平成 29・7 

 国立大学法人群馬大学   群馬大学（医病）北病棟４階 ICU 改修工事     前橋市      平成 29・10 

 群 馬 県        平成２９年度県立公園おもてなしトイレ整備 

              県立赤城公園トイレ新築・改修工事        前橋市      平成 29・10 

 群 馬 県        生涯学習センター体育館外壁改修工事       前橋市      平成 29・11 

 前 橋 市        元総社地区マンホール鉄蓋取替工事（第２号）   前橋市      平成 29・12 

 群 馬 県        社会福祉総合センター屋上鉄骨耐火被覆改修工事 前橋市       平成 30.8 

 前橋刑務所        平成 30 年度前橋刑務所中門建具等改修工事    前橋市      平成 30.8 

 前橋刑務所        平成 29 年度前橋刑務所収容棟北側窓等改修工事  前橋市      平成 30.10 

 前橋刑務所        平成 29 年度前橋刑務所庁舎女子トイレ設置等 

              改修工事（第１回追加）            前橋市       平成 31.1 

 群 馬 県        平成 30 年度防災ヘリ仮設倉庫新築工事      前橋市       平成元.5 

 群 馬 県        県立心臓血管センター職員宿舎 C 棟エアコン更新  前橋市      令和元.7 

 前橋刑務所        前橋刑務所所長室床等改修工事          前橋市       令和元.8 

 東京管区気象台      前白根山無線ロボット観測所跡地解体及び撤去  日光市       令和元.9 



 榛名女子学園       平成 30 年度榛名女子学園宿直室設置等工事      榛東村      令和元.9 

 前橋刑務所        前橋刑務所管理棟南側通路舗装補修工事       前橋市      令和元.9 

 群 馬 県        群馬県立前橋女子高等学校ﾌﾞﾛｯｸ塀安全対策工事    前橋市      令和元.10 

 前橋刑務所        平成 30 年度前橋刑務所職員宿舎給湯設備改修工事   前橋市      令和元.10 

 関東森林管理局      関東森林管理局設備改修工事            前橋市      令和元.10 

 前橋刑務所        平成 30 年度前橋刑務所渡廊下改修工事        前橋市      令和元.11 

 関東森林管理局      関東森林管理局庁舎敷（上小出）刈払撤去工事     前橋市      令和元.11 

 心臓血管センター     職員宿舎 A103 エアコン設置工事           前橋市      令和元.11 

 心臓血管センター     職員宿舎 C202 ルームエアコン更新工事        前橋市      令和 2.1 

 前橋刑務所        前橋刑務所職員宿舎浴室防水改修工事         前橋市      令和 2.3 

 関東森林管理局      関東森林管理局屋上受水槽置場防水補修工事      前橋市      令和 2.6 

 心臓血管センター     職員宿舎 C棟 101 号室ルームエアコン更新工事     前橋市      令和 2.7 

 前橋少年鑑別所      前橋少年鑑別所居室棚修繕工事            前橋市      令和 2.9 

 前 橋 市        石井小学校トイレ大規模改修工事           前橋市      令和 2.10 

 関東財務局        第元総社住宅他 2住宅量水器取替工事         前橋市      令和 2.11 

 赤城少年院        赤城少年院体育館内装改修等工事           前橋市      令和 2.11 

心臓血管センター     職員宿舎 C棟 201 号室ルームエアコン更新工事     前橋市      令和 2.11 

 前橋刑務所        前橋刑務所収容 3.4 棟配膳室設置工事         前橋市      令和 2.12 

 群馬森林管理局      渋川事務所庁舎等解体・撤去工事           渋川市      令和 3.1 

 東京高等裁判所      前橋地裁大手町三丁目宿舎囲障改修工事        前橋市      令和 3.2 

 群馬大学         共同教育学部付属小学校南校舎他トイレ改修工事    前橋市      令和 3.2 

 埼玉森林管理事務所    埼玉森林管理事務所空調機器更新工事         秩父市      令和 3.3 

 関東森林管理局      関東森林管理局屋上冷却塔ほか解体工事        前橋市      令和 3.3 

前橋刑務所        令和 2 年度前橋刑務所太田・足利職員宿舎 

                   床等改修工事               太田市、足利市  令和 3.１ 

 前橋刑務所        令和 2 年度前橋刑務所太田・足利職員宿舎 

                   床等改修工事（第１回変更）        太田市      令和 3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[管工事] 
前 橋 市        ＪＲ新前橋駅東口ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置機械設備工事     前橋市      平成 11・ 2 

群馬工業高等専門学校   群馬高専身障者用施設増築機械設備工事      前橋市      平成 11・ 3 

前 橋 市        前橋市立北保育所ほか施設改修工事        前橋市      平成 12・ 3 

国立高崎病院       国立高崎病院ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ修繕工事          高崎市      平成 12・ 3 

国立赤城青年の家     国立赤城青年の家男子ｼｬﾜｰ室給排水設備工事    富士見村     平成 12・ 4 

国立高崎病院       国立高崎病院病棟改修給排水衛生設備工事     高崎市      平成 12・ 5 

群馬工業高等専門学校   群馬高専ｸﾞﾗﾝﾄﾞｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ修理工事         前橋市      平成 12・ 5 

前 橋 市        前橋市立細井保育所調理室改修機械設備工事    前橋市      平成 13・ 3 

前 橋 市        前橋市立元総社・元総社南小学校 

ﾊﾟｿｺﾝ教室空調機械設置工事        前橋市      平成 13・ 8 

群馬大学医学部附属病院  医学部附属病院南北棟給排水設備改修工事     前橋市      平成 14・ 3 

群 馬 町        群馬町町立南保育園改築機械設備工事       群馬町      平成 15・ 3 

 前 橋 市        大室公園便所新築給排水設備工事         前橋市      平成 15・ 5 

 国立療養所東埼玉病院   貯湯槽更新設備及び貯湯槽コイル交換整備     蓮田市      平成 15・ 6 

 国立沼田病院       国立沼田病院老朽配管等更新整備工事       沼田市      平成 15・ 7 

国立赤城青年の家     赤城青年の家身障者用トイレ設置工事       富士見村     平成 16・ 7 

国立大学法人群馬大学   群馬大学学生寄宿舎養心寮給水配管他改修工事   前橋市       平成 16・12 

国立赤城青年の家     赤城青年の家体育館身障者用ＷＣ工事        富士見村     平成 17・ 3 

前 橋 市        桂萱小学校給水設備等改修工事          前橋市      平成 17・ 7 

群馬工業高等専門学校   群馬工業高専電子情報工学科棟 

                   講義室改修その他機械設備工事    前橋市      平成 18・ 2 

前 橋 市        若草公園 便所設置工事             前橋市      平成 19・ 2 

群馬県産業支援機構    群馬県地域結集型研究開発プログラム       富士見村         平成 19・11 

                    脱臭装置設置工事                

 前  橋  市                敷島町公園便所等設置工事             前橋市      平成 20・ 2 

 前 橋 市                原町公園 便益施設工事（第 22 号）              前橋市      平成 24・2 

 群 馬 県        群馬県埋蔵文化財調査ｾﾝﾀｰ本館給水設備改修工事  渋川市         平成 27・ 3 

 前橋刑務所        令和元年度前橋刑務所第 4 工場等給排水設備修繕  前橋市      令和元.10 

前橋刑務所        太田拘置所職員宿舎排水管等補修工事       太田市      令和元.10 

 前橋刑務所        前橋刑務所処遇管理棟女子トイレ改修等工事    前橋市      令和 2.3 

 栗生楽泉園        栗生楽泉園第１病棟空調設備更新工事       草津町      令和 2.3 

 栗生楽泉園        栗生楽泉園一般舎エアコン設置工事        草津町      令和 2.3 

前橋刑務所        前橋刑務所炊場ボイラー室給湯設備改修工事    前橋市      令和 3.1 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



［水道施設工事］ 
国立高崎病院       国立高崎しののめ寮ﾒｰﾀｰ器取付工事        高崎市      平成 10・ 8 

前橋市水道局       青梨地区 配水管布設替工事 施下１１      前橋市      平成 11・ 8 

前橋市水道局       箱田地区 配水管布設替工事 施管５       前橋市      平成 11・ 9 

前橋市水道局       配水管布設工事 施都２５             前橋市      平成 12・ 1 

前橋市水道局       消火栓鉄蓋取替工事 配消２           前橋市      平成 12・ 7 

前橋市水道局       配水管仮設工事 施下２２            前橋市      平成 12・10 

前橋市水道局       配水管仮設工事 施下４１            前橋市      平成 12・11 

前橋市水道局       元総社地区 配水管布設替工事 （施石第６号）  前橋市      平成 13・ 8 

前橋市水道局       東地区  配水管布設工事 （施都第２９号）   前橋市      平成 14・ 3 

前橋市水道局       総社地区 配水管布設工事 （施他第２８号）   前橋市      平成 14・ 3 

 前橋市水道局       南橘地区 配水管布設工事 （施管第４号）    前橋市      平成 14・ 7 

前橋市水道局       総社地区 配水管布設工事 （施管第１０号）    前橋市      平成 14・ 9 

前橋市水道局       元総社地区 配水管布設替工事 （施下第２３号） 前橋市      平成 14・11 

前橋市水道局       総社地区配水管切り廻し工事 （施都第２５号）  前橋市      平成 14・12 

前橋市水道局       総社地区配水管切り廻し工事 （施都第２９号）  前橋市      平成 15・ 3 

前橋市水道局       大室公園量水器設置工事             前橋市      平成 15・ 5 

前橋市水道局       元総社地区 配水管布設工事 （施鉛第６号）    前橋市      平成 15・12 

前橋市水道局       量水器取替工事口径７５ｍ／ｍ（６７口）     前橋市      平成 16・ 3 

前橋市水道局       東地区 配水管布設工事 （施下第１９号）    前橋市      平成 16・10 

前橋市水道局        清里地区ほか 3 地区鉛管取替工事 （施鉛第 7号） 前橋市      平成 17・ 2 

前橋市水道局        総社地区 配水管布設工事（拡管第２３号）    前橋市      平成 17・10 

前橋市水道局        南橘地区 配水管布設工事（施管第１３号）    前橋市      平成 19・ 1 

前橋市水道局        南橘地区 配水管布設工事（施管第２０号）    前橋市      平成 19・ 2 

前橋市水道局        東地区 配水管布設替工事（施道第５号）     前橋市      平成 19・10 

前橋市水道局       元総社地区配水管布設工事（施都第１６号）    前橋市      平成 20・11 

前橋市水道局       清里地区配水管布設替工事（施道第１３号）    前橋市            平成 21・10  

前橋市水道局       元総社地区排水管布設工事（施都第１５号）    前橋市        平成 23・ 1 

前橋市水道局              元総社地区配水管敷設工事（施都第 8号）         前橋市            平成 23・9 

前橋市水道局              元総社地区配水管敷設工事（施都第 14 号）        前橋市            平成 23・11 

前橋市水道局              元総社地区配水管布設工事（施都第 20 号）        前橋市            平成 24・10 

前橋市水道局              元総社地区配水管敷設工事（施都第 22 号）        前橋市            平成 24・12 

前橋市水道局              元総社地区配水管敷設工事（施都第 3号）         前橋市            平成 25・6 

前橋市水道局              総社地区配水管敷設工事（施都第 2 号）           前橋市            平成 26・6 

前橋市水道局       総社地区配水管布設工事(施都 65 号)        前橋市        平成 27・3 

前橋市水道局       清里地区配水管布設替工事(施替特第 3 号)     前橋市      平成 27・6 

前橋市水道局       元総社地区 配水管布設工事(拡管第 1 号）    前橋市      平成 30.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



民間工事 ［ 抜 粋 ］ 
 ＪＡ碓氷安中       Ｓ様邸新築工事                 安中市      平成 10・ 5 

 ＪＡ碓氷安中       Ｓ様邸新築工事                松井田町     平成 10・ 5 

 共栄火災海上保険相互会社 前橋共栄火災ビル解体工事           前橋市      平成 10・ 9 

ＪＡたかさき       S 様邸屋根葺替工事               高崎市      平成 10・ 6 

 ＪＡたかさき       M 様邸浴室・ﾄｲﾚ改修工事                高崎市      平成 10・ 6 

 ＪＡたかさき       T 様邸浴室その他改修工事               高崎市      平成 10・ 9 

 ＪＡ碓氷安中       O 様邸屋根葺替工事                   安中市      平成 10・ 9 

 ＪＡはぐくみ       ＪＡはぐくみ箕輪・上効支店ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ工事      箕郷町      平成 10・11 

 ＪＡ北群渋川       S 様邸浴室改修その他工事               渋川市      平成 10・12 

（有）ﾊｯﾋﾟｰﾊｳｽ      アクシスビル外壁改修工事            前橋市      平成 10・ 8 

 Ｔ様              ダイハツ車体紅雲寮高架水槽工事         前橋市      平成 10・ 8 

ＪＡ北郡渋川       本所屋根漏水修理工事              渋川市      平成 10・ 4 

㈱飯塚工務店       榛東村住宅給排水衛生設備工事          榛東村      平成 10・12 

 ＪＡたかさき       ＪＡたかさき新高尾支店トイレ改修工事      高崎市      平成 11・ 1 

 ＪＡたかさき       S 様邸キッチン改修工事                 高崎市      平成 11・ 3 

宗教法人明聞寺      明聞寺造成工事                 富士見村     平成 11・ 5 

 ＪＡ利根沼田       ＪＡ沼田支所改修工事              沼田市      平成 11・10 

 ＪＡ利根沼田       沼田・川田・新治・久呂保・白沢支所改修工事   利根沼田     平成 11・ 7 

 Ｏ様               O 様邸新築工事                   富士見村     平成 12・ 6 

 ＪＡはぐくみ       箕郷町矢原団地分譲住宅用地造成工事       箕郷町      平成 12・ 4 

 ＪＡたかさき       ＪＡたかさき中川支所内部塗装改修工事      高崎市      平成 12・ 3 

 山口金物店        山口ビル外壁改修その他工事           高崎市      平成 12・ 5 

 ＪＡまえばし       O 様邸屋根改修工事                 前橋市      平成 12・ 6 

 ＪＡはぐくみ       ＪＡはぐくみみさと葬 ｾﾝﾀｰ建設工事        箕郷町      平成 12・ 8 

 ＪＡはぐくみ       S 様邸新築工事                    箕郷町      平成 12・12 

 日神不動産㈱       日神パレステージ前橋営繕工事          前橋市      平成 12・ 5 

 新生情報ｻｰﾋﾞｽ㈱      ｻﾝｼﾃｨ前橋改修工事                前橋市      平成 12・ 4 

 ＪＡたかさき       S 様邸塀新設及び味噌蔵新築工事           高崎市      平成 12・ 9 

 ＪＡ高崎塚沢       塚沢ビル２Ｆ管理人室浴室改修工事        高崎市      平成 12・ 6 

 ＪＡ利根沼田       糸之瀬支所各所改修工事             沼田市      平成 12・ 9 

 ＪＡ前橋         中内支所ブラインド工事              前橋市      平成 12・ 9 

 ＪＡ高崎塚沢       塚沢ビルフェンス新設工事            高崎市      平成 12・12 

 ＪＡ高崎塚沢       塚沢ビル１Ｆ女子ﾄｲﾚ改修工事           高崎市      平成 13・ 4 

 ＪＡはぐくみ       ＪＡみさとｱｼｽﾄﾎｰﾙ放送設備増設工事        箕郷町      平成 13・ 5 

 ＪＡ北群渋川       Ｋ様邸内部改修工事                  子持村      平成 13・10 

 ＪＡたかさき       T 様農舎改修工事                   高崎市      平成 13・10 

 ＪＡたかさき       M 様邸外壁塗装改修工事               高崎市      平成 13・ 7 

 ＪＡ碓氷安中       O 様邸増築工事                    安中市      平成 13・10 

 ㈱メモリード       本社ビル玄関風除室増築工事           前橋市      平成 13・10 

ＪＡ碓氷安中       O 様邸屋根葺替工事                 安中市      平成 13・ 8 

 Ｙ様             ことぶき荘解体工事               前橋市      平成 13・ 9 

 ＪＡ北群渋川       I 様邸母屋２階改修工事                渋川市      平成 13・ 8 

 ＪＡはぐくみ       K 様邸新築工事                    箕郷町      平成 13・ 2 

 ＪＡたかさき       ＪＡたかさき新高尾支店改修工事         高崎市      平成 13・ 5 

ＪＡたかさき       瀬戸紙工屋外階段及び屋上設置工事        高崎市      平成 13・ 5 

 ＪＡはぐくみ       S 様邸浴室改修工事                  群馬町      平成 14・ 1 

Ｎ様                 N 様邸新築工事                   沼田市      平成 14・ 4 

ＪＡ碓氷安中       F 様邸浴室改修工事                  松井田町     平成 14・ 5 

ＪＡ北群渋川       T 様邸住宅改修工事                   渋川市      平成 14・ 5 

 ＪＡ碓氷安中        I 様邸外部塗装その他工事                 松井田町     平成 14・ 5 



ＪＡたかさき       ＪＡたかさき佐野支所各所改修工事         高崎市      平成 14・ 6 

 ㈱メモリード       メモリード千代田町ビル２Ｆ改修工事        前橋市      平成 14・ 6 

ＪＡ片品村        本所屋根塗装工事                 片品村      平成 14・ 6 

 ＪＡ北群渋川       T 様住宅改修工事                     渋川市      平成 14・ 7 

 ＪＡたかさき       T 様邸住宅引違い戸改修工事            高崎市      平成 14・ 8 

 ＪＡ碓氷安中       K 様邸雨桶交換・外壁塗装工事             安中市      平成 14・ 8 

 ＪＡ片品村        H 様邸外部工事                     片品村      平成 14・ 9 

 ＪＡ碓氷安中       S 様邸屋根改修工事                   松井田町     平成 14・ 9 

 Ｍ様              M 様邸解体工事                     前橋市      平成 14・ 9  

 ＪＡ利根沼田       I 様邸外壁塗装他工事                沼田市      平成 14・ 9 

 ＪＡはぐくみ       T 様邸ネットフェンス工事                榛名町      平成 14・ 9 

 ＪＡ片品村        M 様邸擁壁新設工事               片品村      平成 14・ 9  

 Ｈ様           二木ゴルフ解体工事               前橋市      平成 14・10 

 ＪＡ利根沼田       M 様邸増改築工事                月夜野町     平成 14・10 

 Ｏ様           O 様邸外構工事                 高崎市      平成 14・11 

 ＪＡ北群渋川       U 様邸屋根瓦葺替工事              渋川市      平成 15・ 4 

 Ｍ様           M 様邸新築工事                 前橋市      平成 15・ 5 

 ＪＡ利根沼田       T 様邸住宅改修工事               川場村      平成 15・ 5 

 ＪＡはぐくみ       M 様邸外壁改修、増築工事            吉岡町      平成 15・ 5 

 ＪＡたかさき       I 様邸改修工事                 高崎市      平成 15・ 5 

Ｍ様           M 様邸官舎原状復旧工事             前橋市      平成 15・ 5 

ＪＡ片品村        M 様邸外構工事                 片品村      平成 15・10 

新生情報サービス㈱    新生パーキング３Ｆ区画ライン更新工事      前橋市      平成 15・10 

ＪＡ碓氷安中       H 様邸新築工事                 安中市      平成 16・ 1 

ＪＡ碓氷安中       T 様邸外構工事                 松井田町     平成 16・ 4 

Ｍ様・Ｔ様        M 様・T様邸新築工事              長野県千曲市   平成 16・ 5 

ＪＡたかさき       T 様邸屋根瓦葺き替え他工事           高崎市      平成 16・ 5 

Ｎ様           N 様ブロック塀修理工事             群馬町      平成 16・ 5 

ＪＡ碓氷安中       M 様新築工事                  安中市      平成 16・ 5 

ＪＡあがつま       Y 様邸浴室改修工事               中之条町     平成 16・ 6 

群馬レイズ㈱       八幡原倉庫区画整理事業増築工事         玉村町      平成 16・10 

社会福祉法人秋間福祉会  秋間中央保育園外装工事             安中市      平成 16・10 

Ｋ様           K 様理容室内装改修工事             前橋市      平成 16・11 

Ｎ様           N 様邸改修工事                 高崎市      平成 16・11 

ＪＡ碓氷安中       妙義ﾏｯｼｭｶﾞｰﾃﾞﾝおがくず保管庫新築工事      松井田市     平成 17・ 2 

Ｓ様           高崎ローズビル各所修繕工事           高崎市      平成 17・ 2 

Ｋ様           K 様邸台所改修その他工事            高崎市      平成 17・ 4 

Ｓ様           S 様邸新築工事                 前橋市      平成 17・ 6 

Ｉ様           I 様邸台所改修工事               渋川市      平成 17・ 7 

Ｏ様           O 様邸新築工事                 富士見村     平成 17・ 9 

Ｏ様           O 様邸新築工事                 前橋市      平成 17・10 

 Ｔ様           ダイハツ車体紅雲寮その他解体工事        前橋市      平成 18・ 1 

 Ｅ様           倉庫解体及び新築工事              前橋市      平成 18・ 2 

 Ｎ様           ヴィラ栄和 3 階 306 号室屋上改修工事       さいたま市    平成 18・ 2 

群馬工業高等専門学校   群馬高専電子情報科大講義室改修他機械設備工事  前橋市      平成 18・ 2 

 ＪＡ碓氷安中       ＪＡ碓氷安中東部支所事務所他改修工事      松井田市     平成 18・ 3 
 Ｏ様           O 様住宅解体工事                前橋市      平成 18・ 4 
 日成ﾋﾞﾙﾄﾞ工業㈱      ＪＡ高崎塚沢支店立体駐車場新築工事       高崎市      平成 18・ 4 
 ＪＡ碓氷安中       S 様邸蔵改修工事                安中市      平成 18・ 4 
 高崎食肉センター     高崎食肉センター外構改修その他工事       榛名町      平成 18・ 4 

 Ｏ様           O 様駐車場アスファルト舗装工事         前橋市      平成 18・ 4 



 ＪＡ碓氷安中       K 様邸蔵改修工事                安中市      平成 18・ 6 

 ＪＡ北群渋川       S 様邸外部改修工事               榛東村      平成 18・ 7 

 ＪＡ全農ぐんま      中古農機展示場入口扉補修工事          前橋市      平成 18・ 7 

 ＪＡ碓氷安中       M 様邸駐車場工事                安中市      平成 18・10 
ＪＡ碓氷安中       A 様邸車庫他工事                安中市      平成 19・ 4 

ＪＡ碓氷安中       S 様屋根、浄化槽、トイレ改修工事        前橋市      平成 19・ 4 

Ａ様           A 様邸改修工事                 前橋市      平成 19・ 4 

ＲＭ2高崎 Ｋ様      ＲＭ2高崎ビル塔屋塗装工事            高崎市      平成 19・ 5 

㈱小海コンポース     小海コンポース屋根改修工事           小海町      平成 19・ 7 

Ｓ様           S 様邸新築工事                 前橋市      平成 19・ 8 

 （株）フジカラー      高崎フジカラー外部タンク移設その他工事     高崎市      平成 19・ 9 

 ＪＡ全農ぐんま      浅草ビル改修工事                東京都      平成 19・11 

  Ｔ様           S 様アルミサッシ・フローリング等工事      安中市      平成 19・11 

  (株)あおば              武山ビル漏水補修工事              高崎市      平成 19・11 

 ＪＡたかさき       O 様宅リフォーム工事              高崎市      平成 20・ 1 

  ＪＡたかさき       S 様リフォーム工事（風呂場他）         高崎市      平成 20・ 3 

  ＪＡ全農ぐんま      旬の市１階店舗改修工事             東京都      平成 20・ 3 

  Ｆ様           F 様邸改修工事                 前橋市      平成 20・ 4   

  ＪＡ全農ぐんま      生活利用センター葬祭用生花作業室増設工事    前橋市      平成 20・ 4 

  Ｍ様           M 様邸浴室改修工事               高崎市      平成 20・ 5 

 ㈱サンケア        前橋市北代田町造成工事（上水道）        前橋市      平成 20・ 5 

  ＪＡたかさき       S 様邸改修工事                 高崎市      平成 20・ 4 

  (有)前橋創寫館      前橋創寫館改修工事               前橋市      平成 20・ 7 

  ＪＡたかさき       K 様邸改修工事                 高崎市      平成 20・ 7 

  Ｋ様           K 様邸床改修工事                前橋市      平成 20・ 8 

 Ｔ様           T 様邸増築工事                 前橋市            平成 21・ 2 

  Ｍ様           M 様邸リフォーム工事              高崎市            平成 21・ 2 

  ＪＡ碓氷安中       ＪＡ碓氷安中本所事務所移転工事         安中市            平成 21・ 4 

  Ｍ様           M 様邸リフォーム工事              高崎市            平成 21・ 5 

  Ｓ様           S 様邸リフォーム工事              高崎市            平成 21・ 5 

  ＪＡたかさき       H 様邸浄化槽等リフォーム工事          高崎市            平成 21・ 5 

  ＪＡ碓氷安中       ＪＡ安中グリーン改修工事            安中市            平成 21・ 6 

Ｎ様           N 様邸新築工事                 前橋市            平成 21・ 7 

  Ｕ様           U 様邸 1F 屋根葺き替え、網戸張替え工事      前橋市      平成 21・ 7  

  ㈱サンビック       ニューライフ南町                前橋市            平成 21・ 7 

Ｋ様           Ｋ様邸新築工事                 高崎市      平成 21・10 

  Ｔ様           T 様邸解体工事                 沼田市            平成 21・11 

 ㈱エルマ         ㈱エルマ駐車場舗装工事             高崎市            平成 22・ 1 

有坂中央学園       本部館倉庫改修工事               前橋市            平成 22・ 4 

K 様           K ﾋﾞﾙ 2F ﾄｲﾚ他改修工事              高崎市       平成 22・5 

Ｋ様           k 様邸改修工事                 さいたま市    平成 22・ 5 

㈱ライフアシスト     ㈱ライフアシスト様アルミパーティション工事   前橋市      平成 22・ 5 

Ｏ様           O 様邸リフォーム工事              前橋市      平成 22・ 5 

中央総合教育ｻｰﾋﾞｽ㈱    前橋駅前塾ビル改修工事                         前橋市      平成 22・ 5 

中央総合教育ｻｰﾋﾞｽ㈱    高崎飯塚ビル改修工事              高崎市      平成 22・ 6 

Ｈ様           H 様邸エアコン交換工事             高崎市      平成 22・ 6 

Ｍ様           M 様邸新築工事                 高崎市      平成 22・ 6 

 ㈱プレイン        ミート工房かわば様改修工事           川場村            平成 22・ 7 

Ｓ様           S 様邸水回りリフォーム工事           渋川市            平成 22・ 7 

Ｍ様           M 様宅倉庫新築工事               高崎市            平成 22・ 8 

Ｋ様           K 様邸ﾘﾌｫｰﾑ工事                高崎市      平成 22・ 9 



㈱群馬銀行        光が丘支店新前橋(出)外壁塗装替え及び      前橋市      平成 22・ 9 

                         ﾄｲﾚ洋便器化等工事 

ＪＡ前橋市        JA 前橋市総社支所風除室改装工事        前橋市        平成 22・10 

Ｉ様           I 様邸新築工事                 前橋市        平成 22・10 

Ｓ様           S 様邸増築工事                 高崎市       平成 22・10 

Ｈ様           H 様邸給排水衛生設備工事            川場村        平成 23・ 2 

Ｔ様           T 様邸リフォーム工事             高崎市       平成 23・5 

Ｓ様           S 様邸リフォーム工事             前橋市       平成 23・6 

Ｈ様           H 様邸改修工事                前橋市       平成 23・7 

Ｓ様           S 様邸外壁等改修工事             前橋市       平成 23・7 

Ｔ様           T 様賃貸集合住宅新築工事           高崎市       平成 23・7 

ＪＡ全農ぐんま      A 様邸リフォーム工事             渋川市       平成 23・8 

㈱鈴木商会        屋根工事及び庇補強工事 屋根補強工事      前橋市       平成 23・8 

Ｋ様           K 様邸改修工事                高崎市       平成 23・8 

Ｔ様           T 様邸改修工事                前橋市       平成 23・10 

Ｆ様           F 様邸新築工事                厚木市       平成 23・12 

Ｙ様           Y 様邸リフォーム工事             高崎市       平成 23・12 

㈱内外テクノス      日本化薬研修センター宿泊棟建築工事（第一工区）高崎市       平成 24・ 1 

㈱あおば         武山ビル様 2F エアコン交換工事         高崎市       平成 24・ 4 

鵜川工業㈱        JA 前橋市宮城支所大規模改修工事        前橋市       平成 24・5 

㈱アクト         A-COOP ブレイス店改修工事           太田市       平成 24・6 

Ｓ様           S 様邸外壁改修工事              前橋市       平成 24・8 

Ｏ様           O 様邸屋根葺き替え工事            高崎市       平成 24・10 

Ｏ様           O 様邸水廻り改装工事             前橋市       平成 24・12 

Ａ様           A 様邸リフォーム               高崎市       平成 24・12 

Ａ様           A 様邸太陽光発電設備設置工事         高崎市       平成 24・12 

Ｋ様           K 様邸住宅新築工事              前橋市       平成 24・12 

Ｏ様           O 様新築工事                 前橋市       平成 25・3 

Ｓ様           S 様邸倉庫・解体他工事            前橋市       平成 25・4 

Ｔ様           T 様邸増築リフォーム工事           前橋市       平成 25・4 

ＪＡたかさき       T 様邸倉庫屋根改修工事            高崎市       平成 25・6 

ＪＡ前橋市        A 様邸車庫補強工事              前橋市       平成 25・7 

Ｔ様           T 様邸増改築工事               埼玉県児玉町      平成 25・9  

ＪＡ全農ぐんま      S 様邸増改築工事               前橋市       平成 25・10 

ＪＡ前橋市        JA 前橋トイレ改修工事             前橋市       平成 25・12 

ＪＡ全農ぐんま            JA ぐんま研修センター網戸張替工事       前橋市       平成 25・12 

ＪＡ全農ぐんま            ㈱A サポート自社ビル全面改修工事       渋川市       平成 26・2 

T 様           T 様邸工事                  富岡市       平成 26・3 

高崎食肉センター     群馬県食肉卸売市場 冷蔵庫天井補強工事    高崎市       平成 26・3 

Ｈ様           Ｈ様邸リフォーム工事              渋川市       平成 26・5 

西武建設㈱        軽井沢プリンセスショッピングプラザ７期工事  軽井沢町      平成 26・6 

西武建設㈱                軽井沢プリンセスショッピングプラザ      軽井沢町      平成 26・6 

                第７期増床工事・土工事他 

Ｓ様           Ｓ様邸屋根葺き替え及び太陽光発電設置工事   前橋市       平成 26・7 

サイトウ種苗㈱      サイトウ種苗株式会社本社屋上防水工事     前橋市       平成 26・7 

Ｎ様           Ｎ様邸床修繕工事               前橋市       平成 26・7 

武尊山観光開発㈱     武尊山観光開発㈱屋上防水工事           前橋市       平成 26・7 

Ｎ様           Ｎ様邸水回り改修工事              前橋市       平成 26・9 

株式会社ミドリ舎     ミドリ舎様倉庫改修工事            前橋市       平成 26・12 

ﾃｨｰ･ｴｽ･ﾋﾞｰ㈱       箕郷町中野太陽光発電所土地造成工事      箕郷町       平成 27・2 

 



S 様           Ｓ様邸自家用倉庫                前橋市        平成 27・3 

サイトウ種苗       サイトウ種苗様改修工事             前橋市        平成 27・3 

㈱エコロミ        高浜遠北第三太陽光発電所工事         高崎市        平成 27・3 

ＪＡ全農ぐんま      O 様邸樋・瓦改修工事             高崎市        平成 27・5 

戸所仁治法律事務所    戸所仁治法律事務所トイレ改修工事       前橋市       平成 27・5 

Ｋ様           Ｋ邸キッチン改修他工事            高崎市       平成 27・6 

ＪＡ全農ぐんま      浅草「ｸﾞｯﾄﾞぐんまの旬の市」焼肉店改装工事   台東区        平成 27・7 

サイトウ種苗       サイトウ種苗㈱太陽光発電施設設置工事     前橋市              平成 27・７ 

ＪＡ北群渋川       ＪＡ北群渋川 営農センター・アグリショップ改修工事 渋川市        平成 27・9 

Ｙ様           Ｙ様邸改修工事                与野市        平成 27・9 

Ｈ様           Ｈ様邸新築工事                前橋市        平成 27・9 

学校法人 有坂中央学園  学校法人有坂中央学園５号館          前橋市       平成 27・12 

                用途変更及び６号館改修工事 

群馬農協チキンフーズ㈱  群馬農協チキンフーズ㈱鶏肉加工室改装工事   北群馬郡        平成 28・1 

群馬農協チキンフーズ㈱  群馬農協チキンフーズ㈱中抜室マシンハッチ改造工事  北群馬郡      平成 28・１ 

JA 前橋市        JA 前橋市畜産部改修工事         前橋市      平成 28・1 

株式会社アキインターナショナル   尾島町 N 邸建家解体工事             太田市       平成 28・2 

群馬農協チキンフーズ㈱  群馬農協チキンフーズ㈱工場棟屋根補修工事   北群馬群      平成 28・2 

Ａ様           Ａ様邸塗装工事                前橋市       平成 28・3 

武山クリニック      広尾タワービル空調設備工事          渋谷区          平成 28・4 

Ｉ様           Ｉ様邸設備工事                前橋市       平成 28・5 

ＪＡ高崎市        高崎市農業協同組合岩鼻支店改修工事      高崎市       平成 28・6 

Ｆ様           Ｆ様邸屋根塗り替え・樋工事          前橋市       平成 28・7 

Ｉ様           Ｉ様邸リフォーム工事             榛東村       平成 28・7 

Ａ様           Ａ様邸外構工事                前橋市       平成 28・7 

群馬農協チキンフーズ㈱  群馬農協チキンフーズ㈱プレハブ検査室新築工事   吉岡町       平成 28・9 

ＪＡ全農ぐんま      JA たかさき六郷支店新築工事(前期工事)建築工事               高崎市       平成 28・9 

Ａ様           Ａ様邸組積工事                前橋市       平成 28・11 

Ｓ様           Ｓ様邸貸店舗兼共同住宅新築工事        前橋市       平成 28・12 

Ｋ様           Ｋ様邸住宅改修工事              榛東村       平成 29・2 

群馬農協チキンフーズ㈱  群馬農協チキンフーズ㈱残さ棟建設工事     吉岡町       平成 29・3 

ＪＡ全農ぐんま      JA たかさき六郷支店新築工事(後期工事)            高崎市       平成 29・3 

ＪＡ全農ぐんま      ＪＡ花木センターレジ場改修工事        前橋市       平成 29・9 

群馬農協チキンフーズ㈱  群馬農協チキンフーズ㈱空かご置き場改修工事  吉岡町       平成 29・10 

ＪＡ北群渋川       Ｋ様邸リフォーム工事             渋川市       平成 29・10 

Ｓ様           Ｓ様邸新築工事                前橋市       平成 29・11 

Ｔ様           Ｔ様邸自然災害被害箇所改修工事        高崎市       平成 29・12 

Ｉ様           Ｉ様邸外構工事                伊勢崎市      平成 29・12 

Ｎ様           Ｎ様邸屋上ベランダ防水改修工事        高崎市       平成 29・12 

ＪＡ全農ぐんま      花木流通センター旧ブラインド野菜館改装工事  前橋市       平成 30・1 

総社神社         総社神社社務所増改築工事           前橋市       平成 30・3 

西武建設㈱        マウントマリーナ草津外壁修繕その他工事    草津町       平成 30.4 

西武建設㈱        防衛庁共済組合市ヶ谷会館東館改修工事     東京都       平成 30.5 

大和自動車ボデー     大和自動車ボデー仮設柱設置工事        高崎市       平成 30.6 

Ｍ様           Ｍ様邸改修工事                沼田氏       平成 30.6 

Ｈ様           Ｈ様邸屋根改修工事              前橋市       平成 30.11 

ＪＡ全農ぐんま      Ｏ様邸改修工事                 前橋市      平成 31.2 

Ｍ様           Ｍ様邸下水切替工事               前橋市      平成 31.1 

K 様           K 様邸新築工事                    前橋市      令和元.6 

S 様           S 様邸新築工事                    前橋市      令和元.6 

ＪＡ全農ぐんま      Ｓ様邸浴室等改修工事                前橋市      令和元.6 



㈱ＧＳ         もてき脳神経外科 MRI 装置入替に伴う改修工事      高崎市      令和元.6 

有坂中央学園      中央カレッジグループ 3 号棟改修工事          前橋市      令和元.6 

西武建設㈱       軽井沢プリンスショッピングプラザトイレ改修工事    軽井沢町     令和元.7 

西武建設㈱       ショッピングプラザニューイースト飲食設備工事     軽井沢町     令和元.7 

(有)NWO         籾山商店改修工事                   前橋市      令和元.8 

Ｓ様          Ｓ様邸外壁塗装工事                  前橋市      令和元.9 

 Ｓ様          Ｓ様邸外壁改修工事                  高崎市      令和元.9 

 西武建設㈱       軽井沢プリンスショッピングプラザ雨漏り工事      軽井沢町     令和 2.1 

 ＪＡ全農ぐんま     JA 農機倉庫出入口シャッター（水圧開放）工事      前橋市      令和 2.2 

（社）つくし会      六郷保育園大門改修工事                高崎市      令和 2.8 

 O 様          O 様邸外壁改修工事                   桐生市      令和 2.9 

 H 様          昭和村小屋改修工事                   昭和村      令和 2.12 

 ＪＡ全農ぐんま     K 様邸改修工事                     前橋市      令和 2.12 

 ＪＡ全農ぐんま     Ｓ様邸賃貸住宅リフォーム工事             吉岡町       令和 3.2 

 ＪＡ北群渋川      ホテル紅葉火災ゴミ撤去他 2 棟解体工事         渋川市       令和 3.3 


