
工事名 企業団地関連道路整備事業

市道宇治三代線道路改良工事（第8期）

施工業者

株式会社常松土建

代表取締役 常松　征二

監理技術者 後藤　吉伸

工事名 公共土木施設災害復旧事業

平成29年災第374号元天神大別成木線道路災害復旧工事

施工業者

梅木建設株式会社

代表取締役 梅木　聖司

監理技術者 板持　朋之

【工事概要】
施工延長　　　　　540m
道路土工　　　　　1式
法面工　　　　　　2,342㎡
排水構造物工　　　1,220ｍ
舗装工（路盤工）　6,121㎡

【工事概要】
施工延長　　　66.6m
河川土工　　　1式
地盤改良工　　469㎡
法覆護岸工　　618㎡
構造物撤去工　500㎥
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工事名 三刀屋木次IC周辺地区都市再生整備計画事業　

（仮称）元気パーク整備工事（その2）

施工業者

株式会社都間土建

代表取締役 都間　正隆

監理技術者 小川　司

工事名 農業用施設災害復旧事業

平成30年災第517/74号飯石広域農道災害復旧工事

施工業者

株式会社中澤建設

代表取締役 中澤　豊和

主任技術者 三原　宏之
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【工事概要】
園路広場整備工　　　　　　191㎡
遊戯施設整備工　　　　　　3基
建築施設組立設置工　　　　2基
グラウンド・コート舗装工　901㎡

【工事概要】
施工延長　　　　52m
道路土工　　      1式
植生工　　　      1,680㎡
小型水路工       　83.5ｍ
舗装工　　      　139㎡



工事名 交付金活用道路修繕事業

市道山方寺領線法面対策工事

施工業者

株式会社渡部特殊土木

代表取締役 渡部　伸二

主任技術者 渡部　直樹

工事名 給食センター建設事業

(仮称)雲南市統合学校給食センター 建設工事(建築主体)

施工業者

梅木建設・植田建設・スヤマ産業特別共同企業体

梅木建設株式会社

代表取締役 梅木　聖司

監理技術者 渡部　徹

株式会社植田建設

代表取締役 植田　泰輔

主任技術者 門脇　靖幸

株式会社スヤマ産業

代表取締役 陶山　顕吉

主任技術者 難波　滋
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【工事概要】
法枠工(300×300)　　　   Ｌ＝454ｍ
植生基材吹付工(t=3㎝)　　   Ａ＝408㎡
枠内植生基材吹付工(t=3㎝)   Ａ＝370㎡

【工事概要】
給食センター　新設
　建築面積　1,978.13㎡
　延べ面積　1,932.33㎡
　鉄骨造　2階建
　　給食センター
　　1階　野菜・果物下処理室、肉・魚下処理
　　　　　室、揚物・焼物・蒸物調理室、
　　　　　煮炊き調理室、アレルギー対応調
　　　　　理室、洗浄室、消毒・配膳
　　　　　準備室、事務室等
　　2階　電気室
　　機械室棟
　　ゴミ庫



工事名 清嵐荘整備事業

国民宿舎清嵐荘建設工事(建築主体)

施工業者

松江土建・都間土建・岡田建設特別共同企業体

株式会社都間土建

代表取締役 都間　正隆

主任技術者 小池　充盛

有限会社岡田建設

代表取締役 岡田　誠

主任技術者 岡田　猛

工事名 健康づくり拠点整備事業

雲南市加茂Ｂ＆Ｇ海洋センター改修工事（建築主体）

施工業者

植田建設・田中工業・都間土建特別共同企業体

株式会社植田建設

代表取締役 植田　泰輔

監理技術者 船越　精一

田中工業株式会社

代表取締役 田中　浩二

主任技術者 伊藤　貞臣

株式会社都間土建

代表取締役 都間　正隆

主任技術者 安原　剛広
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構造：鉄筋コンクリート造一部鉄骨造
階数：2階
（既存部分2階、増築部分1階）
建築面積：2,931.77㎡
（既存部分1,236.62㎡、増築部分1,695.15㎡）
延べ面積：3,330.61㎡
（既存部分1,710.17㎡、増築部分1,620.44㎡）

トレーニングルームの新設
第1体育館吊天井撤去
屋内温水プール25ｍ6レーン
幼児用プール
歩行用プール
ジャグジープール

【工事概要】
清嵐荘　新築
　建築面積：1,543.78㎡
　延べ面積：3,533.64㎡
　構造：ＲＣ造一部Ｓ造　階数：3階建
　　　宿 泊 棟　24室（宿泊定員66人）
　　　管 理 棟
　　　　1階　大浴場・露天風呂等
　　　　2階　フロント、ロビー、多目的室
　　　　3階　レストラン、和室宴会場

機械室　改修・増築
　建築面積：181.78㎡
　延べ面積：181.78㎡
　構造：Ｓ造一部Ｗ造　階数：平屋
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工事名 菅谷たたら山内保存修理事業

令和元年度菅谷たたら山内三軒長屋保存修理工事

施工業者

有限会社山根建設

代表取締役 山根　英利

主任技術者 山本　幸司

工事名  清嵐荘整備事業

国民宿舎清嵐荘建設工事（電気設備）

施工業者

島根電工・大成電気水道工業特別共同企業体

島根電工株式会社　雲南営業所

雲南営業所長 山中　潤

監理技術者 平井　俊彦

大成電気水道工業株式会社 雲南営業所

所　長 松島　和弘

主任技術者 藤原　治
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直接仮設工事　　1式
解体工事　　　　1式
基礎工事　　　　1式
木工事　　　　　1式
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【工事概要】
　高圧受変電設備
　幹線設備
　幹線分岐設備
　動力分岐設備
　照明器具設備
　コンセント設備
　誘導灯・非常照明設備
　火災報知設備



工事名  清嵐荘整備事業

国民宿舎清嵐荘建設工事（機械設備）

施工業者

新和設備・山陰クボタ・木次設備特別共同企業体

新和設備工業株式会社 雲南支店

支　店　長 小玉　康宏

監理技術者 武田　和久

山陰クボタ水道用材株式会社　雲南営業所

所　長 山本　達男

主任技術者 門脇　崇之

株式会社木次設備工業

代表取締役 吾郷　廣幸

主任技術者 門脇　弘行

工事名 給食センター建設事業

(仮称)雲南市統合学校給食センター建設工事(電気設備)

施工業者

三和電工・日新電工特別共同企業体

三和電工株式会社 雲南営業所

所　長 三宅　幹

監理技術者 土江　幸二

株式会社日新電工 雲南営業所

所　長 松尾　賢司

主任技術者 角　一也

【工事概要】
　受変電設備　　1式
　発電設備　　　1式
　幹線設備　　　1式
　電灯分岐設備　1式
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【工事概要】
衛生器具設備・給水設備排水設備
消火設備・ガス設備・給湯設備
温泉設備・空気調和設備・換気設備
消火設備・自動制御設備・浄化層設備
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工事名 給食センター建設事業

(仮称)雲南市統合学校給食センター建設工事(機械設備)

施工業者

島根水道・木次設備特別共同企業体

島根水道株式会社 雲南支店

取締役支店長 吾郷　均

監理技術者 三宅　武

株式会社木次設備工業

代表取締役 吾郷　廣幸

主任技術者 石橋　加苗

工事名 健康づくり拠点整備事業

雲南市加茂Ｂ＆Ｇ海洋センター改修工事（電気設備）

施工業者

八興電気・ミケン電設特別共同企業体

株式会社八興電気 雲南営業所

所　長 山根　浩之

監理技術者 岡田　正志

有限会社ミケン電設

代表取締役 秦　敏生

主任技術者 山田　実
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【工事概要】
　衛生器具設備　1式
　屋内給水設備　1式
　屋内排水設備　1式
　換気設備　　　1式
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【工事概要】
　受変電設備
　電灯コンセント設備
　幹線・動力設備
　拡声設備
　防災・防犯設備


