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工　　事　　経　　歴　　書

工　　　　事　　　　名 着　工　年　月 完　成　年　月

新農業水利システム保全対策事業水路工事　 平成１９年１１月 平成２０年　４月

付替国道３８５号４号橋橋梁下部工（Ｐ２）工事 平成２０年　２月 平成２０年１２月

付替県道早良中原停車場線道路改良工事（１９－１工区） 平成２０年　４月 平成２０年１１月

公共下水道管渠布設第７１工区工事 平成２０年　５月 平成２０年　７月

広域大村東彼杵２期地区管無田工区農道工事（その１） 平成２０年　６月 平成２１年　２月

路肩修繕（Ｋ６３４号線）工事 平成２０年　９月 平成２０年１２月

アジア特赦製鋼・壽工業北九州工場建設工事 平成２０年　９月 平成２０年１１月

河内３１００作業道新設工事 平成２０年　９月 平成２０年１２月

公共下水道管渠布設第２０工区工事 平成２０年　９月 平成２１年　３月

クリーク防災機能保全対策事業（中牟田地区）水路工事 平成２０年１０月 平成２１年　３月

大杜地区　築提工事 平成２０年１０月 平成２１年　３月

秋只・万ケ瀬地区経営体育成基盤整備事業第３号工事 平成２０年１０月 平成２１年　３月

椎原（三瀬側）作業道新設工事 平成２０年１１月 平成２１年　３月

八女東部第２地区ほ場整備工事（３工区東 ） 平成２０年１１月 平成２１年　３月

立花　一般廃棄物最終処分場建設工事（第１工区） 平成２０年１２月 平成２１年１０月

鶴の内鉱さい処分場第一期工事 平成２１年　２月 平成２２年　６月

鯰田工業団地造成工事　１工区 平成２１年　２月 平成２２年　１月

鯰田工業団地造成工事　３工区 平成２１年　２月 平成２２年　１月

鯰田工業団地造成工事　４工区 平成２１年　２月 平成２２年　１月

鯰田工業団地造成工事　５工区 平成２１年　２月 平成２２年　１月

太郎原地区　築提護岸工事　 平成２１年　４月 平成２２年　１月

旧久留米工場更地化工事 平成２１年　６月 平成２１年　９月

宮崎ハイテク工業団地造成工事 平成２１年　８月 平成２２年　６月

公共下水道管渠布設第１４工区工事 平成２１年１０月 平成２２年　３月

大峯ファームポンド造成工事 平成２１年１１月 平成２２年　８月

道路改良（Ｅ３７１号線）工事 平成２１年１２月 平成２２年　３月

公共下水道管渠布設第１２工区工事 平成２１年１２月 平成２２年　３月

原田地区堤防補強工事 平成２２年　１月 平成２２年　５月

公共下水道管渠布設第５６工区工事 平成２２年　３月 平成２２年１１月

東九州自動車道　金ケ浜工事 平成２２年　６月 平成２６年　１月
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公共下水道３４工区工事

浮羽地区（山北地内第９工区）下水道築造工事

延岡最終処分場工事

福津市福間浄化センター建設工事その８

戸畑区東梢ｹ谷町宅地造成工事

矢部川水系河川維持工事

九州自動車道　若宮工事 平成２２年　６月 平成２３年　２月

九州横断道（嘉島～山都）玉来地区改良工事 平成２２年　８月 平成２２年１１月

水巻ガーデンヒルズ宅地造成工事 平成２２年　８月 平成２４年　７月

東九州自動車道　赤岩川橋工事 平成２２年　８月 平成２３年　７月

付替国道３８５号道路新設（２２－５工区）工事 平成２２年　９月 平成２３年　１月

九州シジシー作業所工事 平成２２年１０月 平成２３年　１月

即戦力工業用地対策事業 平成２２年１１月 平成２３年　３月

道路改良（T１号線）その２工事 平成２２年１２月 平成２３年　３月

福岡導水上流工区耐震化等工事 平成２３年　１月 平成２３年　５月

筑後川新桂川水門周辺応急対策工事 平成２３年　１月 平成２３年　３月

三池港土砂固化処理・運搬工事（３工区） 平成２３年　１月 平成２３年　３月

諏訪野雨水幹線築造工事 平成２３年　２月 平成２３年１０月

久留米市国分町宅地造成工事 平成２３年　３月 平成２３年　５月

八田造成工事　Fガーデンハイツ 平成２３年　３月 平成２３年　５月

付替県道入部中原停車場線道路改良工事（２２－３工区） 平成２３年　４月 平成２３年１０月

東九州自動車道　中津三光インター工事 平成２３年　５月 平成２５年　７月

東九州自動車道　都農インター工事 平成２３年　８月 平成２３年１２月

平成２３年　９月 平成２４年　３月

平成２３年１０月 平成２４年　４月

東九州自動車道　みやこ工事 平成２３年１１月 平成２５年　９月

付替県道入部中原停車場線道路改良工事（２３－２工区） 平成２３年１１月 平成２４年　５月

東九州自動車道　都農インター工事 平成２４年　１月 平成２４年　２月

大牟田市公共下水道事業
三川汚水枝線管渠築造（第１１工区）工事

平成２４年　１月 平成２４年　３月

平成２４年　１月 平成２６年　１月

平成２４年　２月 平成２５年　５月

北九州空港移転後地内（区画1）整地工事（24-1） 平成２４年　７月 平成２４年　９月

平成２４年　６月 平成２４年 １１月

公共下水道管渠布設第7工区工事 平成２４年　８月 平成２５年　４月

多目的交流施設(仮称)整備工事(第1工区) 平成２４年　８月 平成２５年　３月

平成２４年　７月 平成２４年　９月
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筑後川三川地区外河道掘削工事

嘉麻市牛隈メガソーラー工事

綱分メガソーラー造成工事

飯塚上三緒太陽光発電所建設

飯塚大分発電所造成工事

三池港土砂固化処理･運搬工事(2工区)の内重機土工工事 平成２４年　８月 平成２４年 １０月

(仮称)古賀市青柳区篠林地域産業団地 平成２４年　９月 平成２６年　２月

(仮称)イオンタウン黒崎開発工事造成整地工事 平成２４年 １１月 平成２５年  ２月

㈱平野屋物産鷹取工場新設工事(造成工事) 平成２５年　２月 平成２５年１２月

東九州自動車道　中津三光インター工事 平成２５年　８月 平成２６年　５月

コモンヒルズ折尾(貴船台)造成工事 平成２５年　９月 平成２６年１０月

下三緒地区(下流部)応急方面修繕工事 平成２５年 １０月 平成２６年　３月

筑後川高野地区築堤工事 平成２５年 １０月 平成２６年　３月

平成２５年 １２月 平成２６年　６月

多久市中央公園園路等整備工事(その2) 平成２６年　１月 平成２６年　３月

宗像市大井地内メガソーラー用地造成工事 平成２６年　１月 平成２６年　６月

嘉麻市メガソーラー用地造成工事 平成２６年　１月 平成２６年　２月

平成２６年　２月 平成２６年　５月

平成２６年　４月 平成２６年　９月

コモンヒルズ折尾（貴船台）造成工事 平成２５年　４月 平成２６年１０月

ソーラーファーム下境①・②太陽光造成工事の内土工事 平成２６年　７月 平成２６年１０月

赤松機械常用工事 平成２６年１０月 平成２６年１１月

星野川柳原地区砂防整備事業 平成２６年１０月 平成２７年　１月

太陽光発電敷地増設工事 平成２６年１１月 平成２７年　１月

春日原造成工事（常用） 平成２６年１１月 平成２７年　２月

嘉麻漆生太陽光発電所造成工事 平成２６年１０月 平成２７年　２月

内野間伐工事 平成２６年１２月 平成２７年　３月

若宮２丁目宅地造成工事 平成２６年１２月 平成２７年　５月

福智町金田メガソーラー用地造成工事 平成２７年　１月 平成２７年　５月

ＴＴＳソーラーファームＫ１小竹御徳造成工事 平成２７年　１月 平成２７年　５月

古賀篠林物流団地法面災害復旧工事 平成２７年　１月 平成２７年　５月

明日花Ⅱ宅地造成工事 平成２７年　３月 平成２７年　５月

新筑豊自動車運転免許試験場敷地整備工事 平成２６年１１月 平成２７年　７月

平成２７年　５月 平成２８年　１月

平成２７年　６月 平成２７年１０月
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養浜整形業務工事 平成２７年　６月 平成２７年　６月

南邸宅地擁壁工事 平成２７年　６月 平成２７年　６月

矢護山ゴルフ場余水吐改修工事 平成２７年　６月 平成２７年　６月

水俣市馬尼太陽光造成地形測量点検業務 平成２７年　６月 平成２７年　６月

唐津七山太陽光発電所架台取付金具追加分 平成２７年　６月 平成２７年１０月

不動川調節池整地工事（６工区） 平成２７年　８月 平成２７年　８月

菊川太陽光発電所造成工事 平成２７年　８月 平成２７年　９月

九州自動車リース㈱駐車場舗装その他工事 平成２７年　９月 平成２７年　９月

筑後小郡簡保レクセンター跡地宅地造成工事 平成２７年　９月 平成２７年１０月

㈱平野屋物産鷹取工場Ⅱ期工事造成工事 平成２８年　４月 平成２８年　５月

唐津七山太陽光発電所（１期） 平成２６年１０月 平成２８年　６月

唐津七山太陽光発電所Ⅱ期工事 平成２７年　８月 平成２８年　６月

矢護山太陽光発電所増設工事 平成２７年　９月 平成２８年　６月
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