
令和３年度

大分市 優良建設工事表彰

舗装工事の部

朝日工業株式会社
■工事名
   市道 春日大通り田室町線外1路線舗装修繕工事

■工事場所
大分市東春日町外

■工事概要
市道 春日大通り田室町線（1工区）
 施工延長 L=469m
 路面切削工  A=4,560㎡
 表層工 A=4,560㎡
 区画線工 L=1,950 ｍ
市道 西大分4号線（2工区）
 施工延長  L=1,600m
 舗装版破砕工 A=1,120㎡
 表層工　　　 A=1,120㎡
 区画線工　　 L=282ｍ   

建築工事第一の部

株式会社平和建設
■工事名
のつはる少年自然の家屋外炊飯棟新築（その２）工事

■工事場所
大分市大字荷尾杵

■工事概要
構造・規模＝木造平屋建　
 延べ面積　153㎡
屋根＝嵌合立平葺き　
 カラーガルバリウム鋼板
外壁＝木軸組表し　
 一部嵌合立平葺き　
 カラーガルバリウム鋼板

土木工事第一の部

株式会社センコー企画
■工事名
市道 城原久土線（丹生大橋）橋梁耐震補強工事

■工事場所
大分市大字一木

■工事概要
橋長　Ｌ＝57.6 ｍ
幅員　Ｗ＝27.8 ｍ
落橋防止装置工　28 基
橋梁修繕工（下部工）　3 基

管工事の部

株式会社大分ワコー
■工事名
大分市立横瀬小学校南校舎長寿命化改修（その２）給排水衛生設備工事

■工事場所
大分市大字横瀬1109 番地の1

■工事概要
構造 鉄筋コンクリート造
 ３階建て2,284㎡
 （文科省算定方式）
給水方式 加圧給水方式
排水方式 建物内汚水・雑排水分
  流方式　
  放流先＝直放流下水管
消防用設備 屋内消火栓設備
ガス方式 ＬＰガス

土木工事第二の部

株式会社めの建設
■工事名
横尾区画 若宮小森線街路築造外２件工事

■工事場所
大分市大字横尾

■工事概要
施工延長　Ｌ＝73ｍ
敷地面積　Ａ＝928㎡
排水構造物工　Ｌ＝137ｍ
プレキャストL 型擁壁工　Ｌ＝93ｍ
アスファルト舗装工　 Ａ＝ 626㎡

舗装工事の部

後藤建設株式会社
■工事名
市道 宮河内ハイランド西11号線外１路線舗装修繕工事

■工事場所
大分市宮河内ハイランド

■工事概要
延長　Ｌ＝724ｍ
アスファルト舗装工　Ａ＝3,630㎡
路面切削工　　　 Ａ＝3,630㎡

建築工事第一の部

有限会社峰建設
■工事名
南大分公民館外壁・屋上防水改修工事
■工事場所
大分市豊饒三丁目９番 26 号
■工事概要
公民館棟、多目的室棟＝
  鉄筋コンクリート造２階建
集会室棟＝鉄筋コンクリート造（1階）
  鉄骨造（2階）
・外壁、軒天 劣化部補修 下地調整の 
  上塗装仕上げ
・屋根（フッ素樹脂亜鉛合金メッキ鋼板面）  
  高圧水洗、下地調整の上ＤＰ塗装仕上げ
・屋上防水改修 合成高分子系シート 
  防水（Ｓ - Ｍ 2）、ウレタン樹脂系塗　 
    膜防水（Ｘ-2）
・外壁目地、サッシ廻り等 シーリング　
　打ち換え
・集会室棟外壁（押出成形セメント板）
  劣化部張替え、塗装塗替え

土木工事第一の部

株式会社佐伯建設
■工事名
海岸保全施設整備事業 上浦漁港海岸保全施設整備（第７期）工事

■工事場所
大分市大字一尺屋

■工事概要
施工延長　　Ｌ＝ 64.7ｍ
洗掘防止工　Ａ＝1,809.5㎡
消波ブロック製作工 Ｎ＝ 84個
消波ブロック設置工 Ｎ＝ 87個
安全灯移設工  Ｎ＝１基

舗装工事の部

株式会社安東建設
■工事名
市道 南生石駄原線舗装修繕工事

■工事場所
大分市王子山の手町外

■工事概要
舗装版切断工　Ｌ＝79ｍ
路面切削工　　Ａ＝2,400㎡
不陸整正工　　Ａ＝2,400㎡
基層工　　　　Ａ＝2,070㎡
表層工　　　　Ａ＝2,400㎡
区画線工　　　Ｌ＝1,100 ｍ

一層の技術向上、
品質確保に努めます

代表取締役　 目 野  正 美

〒870-0955 大分市下郡南2-4-20
TEL  097-569-4333　FAX 097-568-1061

横尾区画 若宮小森線街路築造外２件工事

����
めの建設株式会社

代表取締役　 阿 南  宣 弘

〒870-0318 大分市大字丹生193-6
TEL 097-593-3633　FAX 097-593-1200

市道 城原久土線（丹生大橋）橋梁耐震補強工事

planning
KENSETSU

Since 1914

代表取締役　 安 東  建 治

〒879-2202 大分市大字白木2-3571
　TEL 097-575-1058　FAX 097-575-4403

市道 南生石駄原線舗装修繕工事

代表取締役社長　 川 崎  栄 一

〒870-8611 大分市中島西3丁目5番1号　
TEL 097-536-1530　FAX 097-532-8844

海岸保全施設整備事業 上浦漁港海岸保全施設整備（第７期）工事

代表取締役　 長 峯  俊 二

〒870-0858 大分市尼が瀬一丁目1番16号
TEL 097-543-1341　FAX 097-543-1701

南大分公民館外壁・屋上防水改修工事

有限
会社 峰 建 設

代表取締役　 久 保 田  高 司

〒870-0278 大分市青崎二丁目3番4号　
TEL 097-521-1150　FAX 097-521-7868

市道 宮河内ハイランド西11号線外１路線舗装修繕工事

後藤建設株式
会社

代表取締役　 藤 田  哲 司

〒870-0304 大分市大字久原796番地の1
TEL 097-592-2106　FAX 097-592-2671

のつはる少年自然の家屋外炊飯棟新築（その２）工事

株式会社平和建設

代表取締役社長　 瀬 尾  直 樹

〒870-0018 大分市豊海4丁目3番19号　
TEL 097-536-0469　FAX 097-538-2086

市道 春日大通り田室町線外１路線舗装修繕工事

朝日工業株式
会社

代表取締役社長　 工 藤  浩 二

〒870-0846 大分市花園1丁目8番14号
TEL 097-543-3011　FAX 097-543-7472

大分市立横瀬小学校南校舎長寿命化改修（その２）給排水衛生設備工事

株式
会社 大分ワコー

（昭和６０年１０月１日第三種郵便物認可） （２）（３） 日 刊 大 分 建 設 新 聞 ２０２１年（令和３年）６月３０日（水曜日）




