
土木工事 No.1

発　　注　　者 工　　事　　名 場　　所 完成年月

有限会社リード建工 八田雨水管布設工事 堺市 H18年 9月

杉本建設株式会社 Ａ紡績擁壁工事 泉南市 H18年10月

有限会社リード建工 上野芝雨水管布設工事 堺市 H18年10月

有限会社山路造園土木 下水路整備工事 和歌山県和歌山市 H19年 1月

徳和目建設株式会社 公共下水道第5工区（その1）工事 泉南市 H19年 2月

株式会社沖崎組 公共下水道第4工区（その2）工事 泉佐野市 H19年 3月

有限会社市川工業 池上4-3-2号線管布設工事その2 和泉市 H19年 3月

杉本建設株式会社 （仮称）新家宅地開発工事 泉南市 H19年 5月

杉本建設株式会社 Ｏ教敷地造成工事 泉南市 H19年 7月

大阪府 南大阪湾岸下水道建設工事（南地区） 泉南市 H19年 8月

杉本建設株式会社 主要地方道泉佐野岩出線道路築造工事 泉南市 H19年 8月

株式会社古谷組 公共下水道第3工区工事 泉佐野市 H20年 3月

和泉業務株式会社 堀第2処理分区汚水管布設工事 貝塚市 H20年 3月

株式会社保田組 中央処理区支線工事その11 和歌山県和歌山市 H20年 5月

株式会社中谷組 平成19年度砂川樫井線新設工事 泉南市 H20年 5月

株式会社保田組 中央処理区支線工事その8 和歌山県和歌山市 H20年 5月

ﾔｽﾀﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ株式会社 岩出公共下水（1607-7）布設工事 和歌山県岩出市 H20年 5月

三笠建設株式会社 公共下水新堀第5雨水工事 和歌山県和歌山市 H20年 7月

和泉業務株式会社 沢排水区管渠築造工事 貝塚市 H21年 3月

木下建設株式会社 第1-23処理分区下水（その4）工事 和歌山県紀の川市 H21年 3月

木村建設株式会社 南大阪湾岸流域下水道中部水みらいセンター連絡管渠築造工事 貝塚市 H21年 9月

大阪府 南大阪湾岸周辺緑地（りんくう南浜1号緑地）整備工事その37（南地区） 泉南市 H22年 1月

有限会社成光造園土木 南大阪湾岸周辺緑地（りんくう南浜1号緑地）整備工事その40（南地区） 泉南市 H22年 1月

泉南郡田尻町 露の口線雨水管渠築造工事（第9工区）その2 泉南郡田尻町 H22年 3月

株式会社グローサービス 公共下水道第4工区工事 泉佐野市 H22年 3月

株式会社ワイエー 中央処理区支線工事その12 和歌山県和歌山市 H22年 3月

杉本建設株式会社 一般府道新家田尻線舗道整備工事 泉南郡田尻町 H22年 6月

株式会社ワイエー 山地区汚水管布設工事 和歌山県岩出市 H22年 7月

株式会社二葉建設 第1-33処理分区下水道管渠布設（その2）工事 和歌山県紀の川市 H23年 3月

三洋建設株式会社 岩出市公共下水道（310-4）下水管布設工事 和歌山県岩出市 H23年 3月

田中建設株式会社 森三ツ松処理分区汚水管布設工事第2工区 貝塚市 H23年 3月

株式会社谷川組 岩出市公共下水道（1610-7）下水管布設工事 和歌山県岩出市 H23年 9月

大晶建設株式会社 北部処理区支線工事その2 和歌山県和歌山市 H23年11月

杉本建設株式会社 岩出市公共下水道（1611-3）下水管布設工事 和歌山県岩出市 H24年 2月

司建設工業株式会社 第1-26処理分区下水道管渠布設（その3）工事 和歌山県紀の川市 H24年 3月

杉本建設株式会社 第1-33処理分区下水道管渠布設（その3）工事 和歌山県紀の川市 H24年 3月

株式会社藤平組 岩出市公共下水道（1611-4）下水管布設工事 和歌山県岩出市 H24年 3月

株式会社喜八組　施工例一覧　　



土木工事 No.2

発　　注　　者 工　　事　　名 場　　所 完成年月

株式会社谷川組 岩出市公共下水道（411-13）下水管布設工事 和歌山県岩出市 H24年10月

株式会社藏端組 第1-21処理分区下水道管渠布設（その8）工事 和歌山県紀の川市 H25年 3月

株式会社原組 第1-33処理分区下水道管渠布設（その6）工事 和歌山県紀の川市 H25年 3月

石野組建設 公共下水道（第24-2工区）汚水管渠布設工事 泉南市 H25年 3月

杉本建設株式会社 岩出市公共下水道（1212-11）下水管布設工事 和歌山県岩出市 H25年 3月

木下建設株式会社 岩出市公共下水道（1212-7）下水管布設工事 和歌山県岩出市 H25年 3月

株式会社二葉建設 第1-33処理分区下水道管渠布設（その5）工事 和歌山県紀の川市 H25年 3月

株式会社紀の川建設 岩出市公共下水道（912-6）下水管布設工事 和歌山県岩出市 H25年 3月

株式会社紀の川建設 中央処理区支線工事その2 和歌山県和歌山市 H25年 8月

株式会社谷川組 岩出市公共下水道（912-20）下水管布設工事 和歌山県岩出市 H26年 1月

株式会社藤平組 岩出市公共下水道（913-6）下水管布設工事 和歌山県岩出市 H26年 6月

株式会社原組 第1-33処理分区下水道管渠布設（その7）工事 和歌山県紀の川市 H26年 7月

木下建設株式会社 岩出市公共下水道（1213-7）下水管布設工事 和歌山県岩出市 H26年 9月

株式会社藤平組 岩出市公共下水道（914-8）下水管布設工事 和歌山県岩出市 H27年 3月

杉本建設株式会社 泉南農道整備（26）工事 泉南市 H27年 3月

株式会社谷川組 岩出市公共下水道（514-4）下水管布設工事 和歌山県岩出市 H27年 7月

三洋建設株式会社 松島本渡線道路改築工事公共下水道和田川排水区支線工事その1 和歌山県和歌山市 H27年 8月

株式会社藤平組 岩出市公共下水道（1214-13）下水管布設工事 和歌山県岩出市 H27年 9月

株式会社保田組 岩出市公共下水道（1014-9）下水管布設工事 和歌山県岩出市 H27年11月

株式会社紀の川建設 市道押川根来線新設改良工事 和歌山県岩出市 H28年 1月

森下建設株式会社 公共下水道（第27-4工区）汚水管渠築造工事 泉南市 H28年 2月

杉本建設株式会社 主要地方道泉佐野岩出線道路整備工事（H27工区） 泉南市 H28年 3月

株式会社谷川組 岩出市公共下水道（1315-15）下水管布設工事 和歌山県岩出市 H28年 6月

司建設工業株式会社 第1-23処理分区下水道管渠布設（その10）工事 和歌山県紀の川市 H28年 6月

株式会社藤平組 岩出市公共下水道（1215-13）下水管布設工事 和歌山県岩出市 H28年 7月

株式会社﨑山組 岩出市公共下水道（1615-3）下水管布設工事 和歌山県岩出市 H28年 8月

株式会社保田組 北部処理区支線工事その4 和歌山県和歌山市 H28年12月

株式会社藤平組 岩出市公共下水道（916-3）下水管布設工事 和歌山県岩出市 H29年 3月

株式会社二葉建設 第1-33処理分区下水道管渠布設（その11）工事 和歌山県紀の川市 H29年 3月

株式会社谷川組 岩出市公共下水道（616-1）下水管布設工事 和歌山県岩出市 H29年 4月

司建設工業株式会社 第1-30号処理分区下水道管布設（その3）工事 和歌山県紀の川市 H29年 4月

株式会社谷川組 岩出市公共下水道（1016-5）下水管布設工事 和歌山県岩出市 H29年 5月

湯峯建設株式会社 岩出市公共下水道（1416-12）下水管布設工事 和歌山県岩出市 H29年 6月

株式会社﨑山組 岩出市公共下水道（716-2）下水管布設工事 和歌山県岩出市 H29年 6月

株式会社保田組 北部処理区支線工事その2 和歌山県和歌山市 H29年10月

株式会社小井組 公共下水道第11工区工事 泉佐野市 H29年12月

株式会社喜八組　施工例一覧　　


