
施工業者 工事名
株式会社浅沼組 米原バリヤー管理施設工事
株式会社新井組 虎姫小学校校舎改築工事
株式会社大橋組 醒井小学校新築工事
株式会社奥田工務店 下草野小学校校舎体育館増築
鹿島建設株式会社 山東交流プラザ新築
株式会社材尚工務店 長浜市西部福祉ステーション
株式会社材光工務店 長浜市営住宅八幡中山団地
株式会社藤塚工務店 山東小学校改築
共立建設株式会社 長浜電報電話局線路棟新築工事
株式会社熊谷組 町立米原入江統合小学校新築工事
（株）熊谷組・材光ＪＶ 県立カルチャーセンター新築工事
株式会社桑原 神照幼稚園新築工事
ＫＥＣ八田高島ＪＶ 看護専門学校新築工事
五洋建設株式会社 湖北し尿処理場工事
株式会社材尚 山東町立大原小学校校舎改築
株式会社材尚工務店 湖北中学校新築工事
株式会社材尚工務店 長浜東中学校体育館新築工事
株式会社材尚工務店 長浜北郷里小学校体育館新築工事
株式会社材尚工務店 県立長浜農校体育館新築工事
株式会社材尚工務店 市立長浜病院増築工事
株式会社材尚工務店 虎姫小学校改築工事
株式会社材尚工務店 長浜警察署庁舎新築工事
株式会社材尚工務店 虎姫勤労者体育施設新築工事
株式会社材尚工務店 殿町県営住宅新築工事
株式会社材尚工務店 お市の里姫の館新築工事
株式会社材尚工務店 お市の里公園整備
株式会社材尚工務店 虎姫町生きがいセンター新築
株式会社材尚工務店 第２湖北寮建設工事
株式会社材尚工務店 １６５号長浜職員住宅
株式会社材尚工務店 市営常喜団地建設工事
株式会社材尚工務店 虎姫中学校体育館特別教室改築工事
材尚・材光工務店ＪＶ 市立長浜病院増改築工事
株式会社材光工務店 県立長浜農校１，２，３期工事
株式会社材光工務店 浅井中学校新築工事
株式会社材光工務店 長浜南小学校新築工事
株式会社材光工務店 長浜西中学校新築工事
株式会社材光工務店 県立長浜商工高等学校新築工事
株式会社材光工務店 伊吹小学校新築工事
株式会社材光工務店 長浜高等学校新築工事
株式会社材光工務店 運転免許センター米原分室新築工事
株式会社材光工務店 浅井庁舎新築工事
株式会社材光工務店 あざい文化ホール新築工事
株式会社材光工務店 近江母の郷コミュニティーハウス新築工
株式会社材光工務店 長浜西保育所新築工事
株式会社材光工務店 長浜南小学校新築工事
株式会社材光工務店 長浜バイオインキュベーション
株式会社材光工務店 北郷里小体育館プール改築
株式会社材光工務店 神照小学校体育館改築工事
佐伯総合建設株式会社 米原市コンポストセンター整備工事
株式会社塩浜工業 健康パーク浅井
島崎・材尚・材光・材信ＪＶ 豊公園展望休憩館建設

主な生コンクリート納入実績表［建築－官公需］
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施工業者 工事名
清水建設株式会社 特別養護老人ホーム青浄苑新築工事
清水建設株式会社 東浅井青浄苑新築工事
住友建設株式会社 長浜郵便局庁舎新築工事
株式会社銭高組 伊吹薬草の里文化センター建設工事
株式会社銭高組 弁天の里文化学習センター新築
大栄テクノ株式会社 神前幼稚園新築工事
大成・桑原ＪＶ 長浜バイオ大学建設工事
大日本土木株式会社 山東町庁舎新築工事
大日本土木株式会社 特別養護老人ホーム青成苑職員寮新築
竹中・桑原ＪＶ 市民病院療養型病棟建設
たちばな建設株式会社 虎姫小南校舎及び体育館改築工事
たちばな建設株式会社 息郷地域総合センター
たちばな建設株式会社 神照小学校校舎増築工事
辻寅建設株式会社 伊吹山藤の根作業所新築工事
株式会社土屋組 醒井新本陣建築
長住建設株式会社 長浜南小学校体育館
長住建設株式会社 養蚕の館建設工事
西原ウオーターテック 柏原簡易水道河内浄水場改良
西松建設・㈱材尚工務店ＪＶ びわ中学校屋内運動場改築工事
西村建設株式会社 米原警察署
株式会社藤塚工務店 びわ中学校新築工事
株式会社宮本組 浅井保育園改築工事

主な生コンクリート納入実績表［建築－官公需］
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施工業者 工事名
青木建設株式会社 積水ハウス資源循環センター建設
株式会社浅沼組 滋賀銀行長浜支店新築工事
株式会社浅沼組 アルナ工機姉川工場増築工事
株式会社穴吹工務店 サーパス長浜豊公園
株式会社穴吹工務店 サーパス長浜公園２番館
オオサワ株式会社 福井化成滋賀物流倉庫新築工事
大林組・材尚工務店ＪＶ 長浜赤十字病院改築工事
大林・鹿島・清水ＪＶ ヤンマー研究所新築工事
株式会社大林組 ＤＦＣ－２Ｄ工場建設工事
株式会社大林組 ＤＦＣ－３Ｄ工場建設工事
株式会社大林組 ＤＦＣ－７Ｆ立体倉庫建設工事
株式会社大林組 ダイヤブロー浅井工場増築工事
株式会社大林組 三菱樹脂浅井工場新築
株式会社大林組 北びわこホテル住文新館増築工事
株式会社大林組 日本金銭機械
株式会社大林組 三菱樹脂新研究開発棟
株式会社大林組 三菱樹脂浅井工場ＴＭＦ－４増設
株式会社大林組 三菱樹脂研修センター建設
株式会社大林組 ダイヤホイル工場新築工事
奥田工務店 ＪＡレーク伊吹
奥田工務店 レイモンド保育園
鹿島建設株式会社 日本通運彦根支店長浜拠点建築工事
鹿島建設株式会社 新江州本社新築工事
要建設株式会社 鐘紡長浜工場新築工事
株式会社竹中工務店 ジャスコ長浜新築
岐建株式会社 日電硝子４号棟改修
岐建株式会社 日電硝子１号棟
岐建株式会社 滋賀日野自動車長浜営業所新築工事
岐建株式会社 湖北水鳥の里Ⅱ新築工事
岐建木村株式会社 西濃運輸長浜営業所新築工事
岐建株式会社 滋賀トヨタ長浜店新築工事
共立建設株式会社 夫馬局移動通信工事
株式会社熊谷組 エスバイエルマンション新築工事
株式会社熊谷組 エクシブ琵琶湖新築工事
株式会社熊谷組 長浜ショッピング新築工事
株式会社熊谷組 ＡＣＴ長浜新築工事
栗本建設工業 ホテルルートイン長浜インター新築
株式会社小緑組 大阪シーリング滋賀工場
五洋・ツバサ工務店ＪＶ 新長浜コミュニティセンター新築工事
株式会社材尚 清水工機社宅新築
株式会社材尚工務店 パウワーズ新築工事
株式会社材尚工務店 江州紙業新築工事
株式会社材尚工務店 日本金銭機械長浜工場新築工事
株式会社材尚工務店 堀川蒲鉾工業関西工場新築工事
株式会社材尚工務店 丸善石油虎姫給油所改築工事
株式会社材尚工務店 高橋金属工場建設工事
株式会社材尚工務店 三菱樹脂メタルＳ工場新築工事
株式会社材尚工務店 澤田耳鼻咽喉科新築工事
株式会社材光工務店 下坂浜浄水場耐震延命化事業
株式会社材光工務店 ダイナガ化成第７号倉庫棟増築工事
株式会社材光工務店 キャノン長浜９１Ａ体育館新築工事

主な生コンクリート納入実績表［建築－民間］
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施工業者 工事名
株式会社材光工務店 朝日商社新築工事
株式会社材光工務店 日電T-5TCE舞台工事
株式会社材光工務店 山内商事貸店舗新築
株式会社材光工務店 渡辺工業社屋及び塗装工場
株式会社材光工務店 湖北精工東上坂Ｆ棟増築
株式会社材光工務店 フタバヤ長浜店新築
株式会社材光工務店 河道観光ＳＣ新築工事
株式会社材光工務店 日電高月Ｍ－４物流建屋改修
株式会社材光工務店 トップ精工工場新築
株式会社材光工務店 榎木マンション新築工事
株式会社材光工務店 古川マンション新築
株式会社材光工務店 大東金属工場新築
株式会社材光工務店 保多屋工場新築
株式会社材光工務店 有限会社山内商事ビル新築
株式会社材光工務店 日本電気硝子高月工場第２調合建屋
株式会社材光工務店 渡辺工業ＥＤ新築工事
株式会社材光工務店 湖北精工西上坂工場増築工事
株式会社材光工務店 北保育園改築工事
株式会社材光工務店 長浜楽市パーテイハウス工事
材光・材尚工務店ＪＶ 長浜地区卸売市場建設工事
佐伯総合建設株式会社 三友エレック増築工事
佐田建設株式会社 伏見運送長浜倉庫新築工事
三陽建設株式会社 新・鐘秀館建設
清水建設株式会社 シティライフ長浜新築工事
清水建設株式会社 志野陶石浅井工場新築工事
清水建設株式会社 特別養護老人ホーム清浄苑増築工事
清水建設株式会社 中川製袋化工滋賀工場
清水建設株式会社 特養ホーム青浄苑増床工事
清水建設株式会社 長浜青樹会病院増築工事
清水建設株式会社 長浜信用金庫本店新築工事
清水建設株式会社 長浜青樹会病院新築工事
清水建設株式会社 青樹会病院増改築工事
清水建設株式会社 アイリスオーヤマ米原工場
清水建設株式会社 坂田メディケアセンター増築
清水・鴻池・新井ＪＶ フジテック工場増築工事
株式会社銭高組 大阪セメント押出成型建材生産設備工事
セントラルホームズ株式会社 寺村徳三マンション新築
大栄テクノ株式会社 Ｏ．ＫＥＮビル新築工事
株式会社大栄テクノ タカタ長浜製造所工場新築
大栄テクノ株式会社 マツイ機器工場新築
大栄テクノ株式会社 ソニアホール３新築
大栄テクノ株式会社 ワールドテック長浜
大栄テクノ株式会社 宮部運輸倉庫新築工事
大栄テクノ株式会社 東上坂川原工場第一期新築工事
大栄テクノ・材信ＪＶ 長浜斎場ソニアホール新築工事
大栄テクノ株式会社 長浜斎場ソニアホール２新築
大末建設株式会社 明光金属滋賀工場新築工事
大成建設株式会社 三菱樹脂山東工場Ｕプロ建設工事
大成建設株式会社 天理教浅井分教会神殿新築工事
大日本土木・材尚信光ＪＶ 平和堂米原店新築工事
大日本土木株式会社 坂田青成苑増築工事

主な生コンクリート納入実績表［建築－民間］
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施工業者 工事名
大日本土木株式会社 三菱樹脂長浜メタル工場
大日本土木株式会社 特別養護老人ホーム坂田青成苑新築工事
大和ハウス株式会社 オリエンタル酵母ＬＳＬ新棟新築
ダイワハウス工業株式会社 長浜ロイヤルホテル新築工事
大和ハウス工業株式会社 三菱ＵＦＪリース貸事務所新築
株式会社竹中工務店 滋賀銀行長浜支店新築工事
株式会社竹中工務店 メルボ紳士服新築工事
株式会社竹中工務店 オリエンタル酵母新築工事
㈱竹中工務店東急建設ＪＶ ㈱ユーハイム滋賀工場新築工事
株式会社竹中工務店 ヤンマー滋賀工場新築工事
東亜建設株式会社 滋賀銀行高月支店新築工事
株式会社辻正 三菱ポリエステルフィルム
株式会社土屋組 たわだ家具祇園店新築工事
株式会社土屋組 フレンドリーハウス匠
株式会社土屋組 ＪＡレーク山東伊吹支店新築
株式会社土屋組 三星産業工場改築工事
東亜建設株式会社 長浜セレモニー高月新築工事
東亜建設株式会社 長浜シティーホール新築
東急建設株式会社 特養老人ホーム延勝寺
東急建設株式会社 ピアス長浜工場新築工事
徳岡・澤村JV 兵新装備社員寮
戸田建設株式会社 三菱樹脂長浜工場新築工事
戸田・熊谷・安藤建設ＪＶ 菱樹化工成形工場新築工事
戸田建設株式会社 ダイヤホイル４Ｆ工場増築工事
戸田建設株式会社 創価学会滋賀研修道場新築工事
戸田建設株式会社 三菱樹脂浅井工場新築工事
株式会社巴コーポレーション 積水ハウス浅井工場新築
長住建設株式会社 滋賀銀行山東支店新築工事
西野建設株式会社 荒田マンション新築
株式会社間組 名古屋梱包新築工事
株式会社間組 大阪セメント原石山改良工事
雛屋建設株式会社 滋賀文教短期大学研究棟新築工事
伏木クロス株式会社 ワイエフ平方テナント新築
フジタ工業株式会社 キャノン長浜８８Ａ新築工事
古川工業株式会社 ワボウ電子土間改修工事
古川工業株式会社 三菱樹脂長浜工場改修工事
前田建設工業株式会社 大型低騒音風洞実験室建設
真柄建設株式会社 ホクシン工業長浜営業所
真柄建設株式会社 グラン・ブルー長浜新築工事
松井建設株式会社 アイリスオオヤマ
松井建設株式会社 アイリスオオヤマ第４期増築工事
株式会社松村組 長浜赤十字病院精神病管理棟
株式会社松村組 ヤンマー長浜厚生棟新築工事
株式会社松村組 平和堂長浜店新築工事
三井建設株式会社 三井生命長浜営業所新築工事
株式会社宮本組 アグリハウス新築工事
株式会社宮本組 マツイ機器工場新築工事
矢橋プロスティール 伊吹建設工業工場新築
有限会社吉田工務店 神崎高級工機工場土間

主な生コンクリート納入実績表［建築－民間］
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施工業者 工事名
岳南建設株式会社 東近江幹線新設工事
栗原工業株式会社 新長浜連絡線湖東Ｓ／Ｓ引込工事
株式会社材光工務店 浅井変電所送電用変圧器増設工事
株式会社笹川組 関西電力長浜変電所工事
佐藤建設工業株式会社 東近江幹線新設工事
大鉄工業株式会社 米原駅橋上化工事
東光電気工事株式会社 東近江幹線新設工事
株式会社仲川組 関西電力小泉発電所工事
名栗建設株式会社 長浜駅駐輪場工事
株式会社森本組 湖東変電所新設工事
株式会社安松谷組 正法寺長浜線６８長浜連絡線移設
矢作建設工業株式会社 名工第５号東海道醒井ＳＳ建設

主な生コンクリート納入実績表［鉄道・電力］
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施工業者 工事名
青木建設株式会社 饗庭野ＬＡ地区土木工事
いわむら 米原バイパス
大沢興業株式会社 1-9号姉川治水ダム建設事業５号橋下部
株式会社奥村組 第１幹線梓長岡工区管渠工事
奥村組・橋本建設ＪＶ 琵琶湖流域下水道東北部長浜
川森建設 下丹生地区急傾斜地崩壊防止対策
木原・桑原JV 余呉湖第二送水路
株式会社熊谷組 米原町公共下水道米原第３工区
公成建設株式会社 土川橋下部工工事
株式会社三東工業社 琵琶湖流域下水道工事
株式会社三東工業社 長岡第６工区配水管布設替工事
株式会社三東工業社 公共下水道長岡第６工区汚水管工事
株式会社昭建 彦根・長浜第一幹線世継工区工事
株式会社昭建 桂谷補助荒廃砂防吉槻地区
株式会社昭建 琵琶湖流域下水道東北部長浜第２幹線
株式会社昭建 米原ＢＰ上多良改良舗装工事
西武建設株式会社 米原町工業団地造成
第一建設工業株式会社 米原駅東部土地区画整理
大成建設株式会社 琵琶湖流域下水道工事
大成道路株式会社 饗庭野ナイキ基地舗装工事
大日本土木株式会社 曲谷ダム工事
田中建設株式会社 米原ＢＰ中多良改良
東亜道路工業株式会社 姉川地区湖岸堤舗装工事
東レエンジニアリング株式会 集落排水八条地区処理施設工事
戸田建設株式会社 姉川治水ダム建設緊急地方道路整備１号
戸田建設株式会社 姉川治水ダム１号トンネル工事
飛島建設株式会社 琵琶湖竹生島工事
飛島建設株式会社 米原駅雨水調整池
日本国土開発株式会社 １５号起シ又川荒廃砂防工事
ハザマ・西松ＪＶ 姉川ダム
フジタ道路株式会社 姉川地区湖岸堤舗装工事
扶桑建設工業株式会社 近江配水場築造事業
前田建設工業株式会社 奥琵琶湖パークウエイ工事
松尾橋梁株式会社 1-21号姉川治水ダム３号橋上部工工事
マルセイ建設株式会社 姉川地区宮部圃場整備工事
マルセイ建設株式会社 草野川地区西主計第２工区工事
マルセイ建設株式会社 相撲庭第１工区工事
マルセイ建設株式会社 黒田川地区夫馬第１工区工事
マルセイ建設株式会社 24号黒田川地区朝日夫馬第一工区工事
マルセイ建設株式会社 黒田川地区朝日夫馬第一工区工事
マルセイ建設株式会社 黒田川地区菅江第２工区工事
三井建設株式会社 農政局湖北用水山田工区工事
三井建設株式会社 高時幹線水路木尾随道建設
八起建設工業 入江干拓Ⅰ期工事
山建伊吹建設 野瀬山川通常砂防工事
大沢興業株式会社 姉川治水ダム７号橋下部工工事
大林道路株式会社 長浜バイパス工事
オリエンタル建設株式会社 米原ＢＰ天野川高架橋
鹿島道路株式会社 近江舗装工事
株式会社熊谷組 大君ケ畑３０６号線改良工事
株式会社昭建 緊急地方道路整備３－３工区

主な生コンクリート納入実績表［土木］
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施工業者 工事名
大成道路株式会社 長浜バイパス工事
大成道路株式会社 長浜Ｂ．Ｐ室町下坂中舗装工事
大有建設株式会社 国道２１号線米原地区舗装修繕工事
中央ピーエス株式会社 下坂浜本庄線道路改築
東亜建設・桑原ＪＶ 道路改良菅江・鳥羽上
飛島建設株式会社 水資源湖岸道路工事
飛島建設株式会社 米原ＢＰ善積磯南地区道路改良
ピーシー橋梁株式会社 B1-4-4号世継宇賀野線緊急地方道路整備
フジタ道路株式会社 ２１号米原地区舗装修繕工事
名工建設株式会社 米原天の川ランプ下部工事
世一組  世一照雄 町道曲谷４号線道路改良工事

主な生コンクリート納入実績表［土木］

8



施工業者 工事名
石黒建設・平和建設ＪＶ 北陸自動車道高時川橋（下部工）工事
株式会社桐山組 名神高速道山東地区雪氷施設補修
公成建設株式会社 北陸道耐震補強工事
五洋建設株式会社 北陸自動車道加田工事
住友電気工業株式会社 東近江幹線新設工事
戸田建設株式会社 北陸自動車道小一条工事
飛島建設・木原建設ＪＶ 北陸自動車道姉川工事
株式会社間組 北陸自動車道長浜トンネル工事
林建設工業株式会社 山東地区融雪施設土木工事
ハンシン建設株式会社 名神高速道路蓮華寺高架橋床版補強
平和奥田株式会社 北陸自動車道今保田橋耐震補強
松尾橋梁株式会社 北陸自動車道小一条上部工事
三井建設・大日本土木ＪＶ 名神高速道路今須地区本線改良工事
三井造船株式会社 北陸自動車道丁野橋他２橋工事
吉川建設 名神高速道路伊吹ＰＡ休憩施設

主な生コンクリート納入実績表［道路公団］

9


