
工事経歴（学校関係）

注　　文　　者 元請/下請 工　　　事　　　名 工 事 場 所

埼玉県立　鴻巣女子高等学校 元請 合宿所屋上防水シート撤去工事 埼玉県鴻巣市 H28.4 ～ H28.4

埼玉県立　大宮北特別支援学校 元請 通用門門扉修繕工事 埼玉県大宮市 H28.3 ～ H28.3

埼玉県立　川越高等学校 元請 樹木剪定業務 埼玉県川越市 H28.3 ～ H28.3

埼玉県立　朝霞高等学校 元請 砂場枠取替え修繕 埼玉県朝霞市 H28.3 ～ H28.3

埼玉県立　所沢高等学校 元請 煙突アスベスト開口閉塞工事 埼玉県所沢市 H28.3 ～ H28.3

埼玉県立　東松山特別支援学校 元請 外周フェンス修繕 埼玉県東松山市 H28.3 ～ H28.3

埼玉県立　朝霞高等学校 元請 給食室トイレ改修 埼玉県朝霞市 H28.3 ～ H28.3

埼玉県立　所沢北高等学校 元請 体育館防球ネット張替工事 埼玉県所沢市 H28.3 ～ H28.3

埼玉県立　日高高等学校 元請 管理棟２階床張替修繕 埼玉県日高市 H28.2 ～ H28.3

埼玉県立特別支援学校　塙保己一学園 元請 樹木剪定業務 埼玉県川越市 H28.2 ～ H28.2

埼玉県立特別支援学校　塙保己一学園 元請 点字ブロック設置工事 埼玉県川越市 H28.2 ～ H28.2

埼玉県立　狭山経済高等学校 元請 体育館建具改修工事 埼玉県狭山市 H28.2 ～ H28.3

埼玉県立　富士見高等学校 元請 舗装修繕工事 埼玉県富士見市 H28.1 ～ H28.3

埼玉県立　飯能南高等学校 元請 外トイレ改修工事 埼玉県飯能市 H28.1 ～ H28.2

埼玉県立　狭山経済高等学校 元請 体育館照明ランプ交換工事 埼玉県狭山市 H28.1 ～ H28.1

埼玉県立　日高高等学校 元請 変電室屋根全体修繕工事 埼玉県日高市 H27.12 ～ H27.12

埼玉県立　鳩山高等学校 元請 校庭南側法面雑草刈払い作業 埼玉県比企郡鳩山町 H27.9 ～ H27.10

埼玉県立　川越高等学校 元請 柔道場　クライミングロープ設置 埼玉県川越市 H27.9 ～ H27.9

埼玉県立　鴻巣女子高等学校 元請 普通教室棟内部改修工事 埼玉県鴻巣市 H27.8 ～ H27.8

埼玉県立　川越高等学校 元請 屋上渡り廊下スロープ設置工事 埼玉県川越市 H27.7 ～ H27.8

埼玉県立　川越高等学校 元請 屋内運動場窓改修工事 埼玉県川越市 H27.7 ～ H27.8

埼玉県立　川越特別支援学校 元請 屋内運動場非構造部材耐震工事 埼玉県川越市 H27.7 ～ H27.8

埼玉県立　川越工業高等学校 元請 部室トイレ補修工事 埼玉県川越市 H27.7 ～ H27.8

埼玉県立　川越総合高等学校 元請 鶏舎防鳥ネット設置修繕 埼玉県川越市 H27.3 ～ H27.3

埼玉県立　特別支援学校　坂戸ろう学園 元請 2階渡り廊下ＥＰ部材交換工事 埼玉県坂戸市 H27.3 ～ H27.3

工　　　期

埼玉県　特別支援教育課 元請 県西南部地域支援学校　仮称　開設準備室工事 埼玉県狭山市 H27.2 ～ H27.3

埼玉県立　川越特別支援学校 元請 教室可動間仕切り設置その他工事 埼玉県川越市 H27.3 ～ H27.3

埼玉県立　川越初雁高等学校 元請 駐輪場屋根交換及び舗装修繕 埼玉県川越市 H27.3 ～ H27.3

埼玉県立　鶴ヶ島清風高等学校 元請 樹木管理業務 埼玉県鶴ヶ島市 H27.2 ～ H27.3

埼玉県立　所沢高等学校 元請 化学室流し台交換工事 埼玉県所沢市 H27.2 ～ H27.3

埼玉県立　鳩山高等学校 元請 グランドネットフェンス張替工事 埼玉県比企郡鳩山町 H27.2 ～ H27.3

埼玉県立　鳩山高等学校 元請 体育館更衣室間仕切り設置工事 埼玉県比企郡鳩山町 H27.2 ～ H27.3

埼玉県立　松山高等学校 元請 校内樹木剪定業務 埼玉県東松山市 H27.2 ～ H27.2

埼玉県立特別支援学校　塙保己一学園 元請 東側電気室庇修繕工事 埼玉県川越市 H27.2 ～ H27.2

埼玉県立　豊岡高等学校 元請 部室棟外壁塗装工事 埼玉県入間市 H27.1 ～ H27.1

埼玉県立　狭山工業高等学校 元請 実習棟Ｂ棟廊下屋根損傷部修繕工事 埼玉県狭山市 H26.12 ～ H26.12

埼玉県立　鳩山高等学校 元請 校舎1Ｆ・3Ｆトイレパーテイション等修繕 埼玉県比企郡鳩山町 H26.12 ～ H26.12

埼玉県立　狭山工業高等学校 元請
3階男子トイレタイル補修
及び体育館トイレブース補修工事

埼玉県狭山市 H26.11 ～ H27.12

埼玉県立　特別支援学校　塙保己一学園 元請 外灯、手摺等塗装工事 埼玉県川越市 H26.8 ～ H26.8

埼玉県立　所沢商業高等学校 元請 外倉庫屋根交換工事 埼玉県所沢市 H26.7 ～ H26.7

埼玉県立　川越女子高等学校 元請 プールサイド日除け交換工事 埼玉県川越市 H26.5 ～ H26.5

埼玉県立　川越総合高等学校 元請 ブロック補修工事及び黒土入替工事 埼玉県川越市 H26.4 ～ H26.4

埼玉県立　狭山緑陽高等学校 元請 プログラミング室床交換工事 埼玉県狭山市 H26.3 ～ H26.3

埼玉県立　川越総合高等学校 元請 名細農場旧施設解体工事 埼玉県川越市 H26.2 ～ H26.3

埼玉県立　和光特別支援学校 元請 小学部低学年棟洗面シンク改修工事 埼玉県狭山市 H26.2 ～ H26.3

埼玉県立　鳩山高等学校 元請
校庭南法面2段目東側立木伐採・下草刈り
及び西側下草刈り払い

埼玉県比企郡鳩山町 H26.2 ～ H26.3

埼玉県立　鴻巣女子高等学校 元請 外壁改修工事 埼玉県鴻巣市 H26.1 ～ H26.3

埼玉県立　川越西高等学校 元請 テニスコート防球ネット及び支柱改修工事 埼玉県川越市 H26.1 ～ H26.3

埼玉県立　鶴ヶ島清風高等学校 元請 樹木管理業務委託 埼玉県鶴ヶ島市 H26.1 ～ H26.3

埼玉県立　特別支援学校　塙保己一学園 元請 プール塗装工事 埼玉県川越市 H26.1 ～ H26.3
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埼玉県立　狭山経済高等学校 元請 グラウンド改修工事 埼玉県狭山市 H26.1 ～ H26.3

埼玉県立　川越初雁高等学校 元請 東、南面外壁改修工事 埼玉県川越市 H26.1 ～ H26.2

埼玉県立　川越高等学校 元請 合宿所外壁防水修繕工事 埼玉県川越市 H25.11 ～ H25.12

埼玉県立　鴻巣女子高等学校 元請 合宿所外壁防水修繕工事 埼玉県鴻巣市 H25.11 ～ H25.11

埼玉県立　川越工業高等学校 元請 渡り廊下改修工事 埼玉県川越市 H25.10 ～ H25.10

埼玉県立　富士見高等学校 元請 美術室・書道室網戸取付工事 埼玉県富士見市 H25.8 ～ H25.8

埼玉県立　鴻巣女子高等学校 元請 特別教室棟北面外壁改修工事 埼玉県鴻巣市 H25.7 ～ H25.9

埼玉県立特別支援学校　塙保己一学園 元請 外壁改修工事 埼玉県川越市 H25.7 ～ H25.7

埼玉県立　ふじみ野高等学校 元請 スポーツサイエンス棟・トイレ網戸設置業務 埼玉県ふじみ野市 H25.6 ～ H25.7

埼玉県立　南陵高等学校 元請 物置設置工事 埼玉県戸田市 H25.6 ～ H25.6

埼玉県立　川越女子高等学校 元請 弓道場　下屋増築工事 埼玉県川越市 H25.5 ～ H25.6

埼玉県立　所沢おおぞら特別支援学校 元請 1階男女トイレ器具撤去他業務 埼玉県所沢市 H25.4 ～ H25.4

埼玉県立　毛呂山特別支援学校 元請 内部改修工事 埼玉県入間郡毛呂山町 H25.3 ～ H25.3

埼玉県立　福岡高等学校 元請 校庭防草シ－ト貼り工事　Ｄ工区 埼玉県ふじみ野市 H25.3 ～ H25.3

埼玉県立　飯能南高等学校 元請 グランド砂場枠改修工事 埼玉県飯能市 H25.3 ～ H25.3

埼玉県立　新座高等学校 元請 部室棟修繕工事 埼玉県新座市 H25.2 ～ H25.3

埼玉県立　所沢おおぞら特別支援学校 元請 普通教室棟教室不足対策工事 埼玉県所沢市 H25.2 ～ H25.3

埼玉県立　狭山緑陽高等学校 元請 校内各所修繕 埼玉県狭山市 H25.3 ～ H25.3

埼玉県立　川越特別支援学校 元請 内部改修工事 埼玉県川越市 H25.3 ～ H25.3

埼玉県立　浦和高等学校 元請 B～C棟１F渡り廊下修繕 埼玉県さいたま市 H25.3 ～ H25.3

埼玉県立　入間向陽高等学校 元請 部室棟　外部修繕 埼玉県入間市 H25.2 ～ H25.3

埼玉県立　川越総合高等学校 元請 温室改修工事 埼玉県川越市 H25.2 ～ H25.3

埼玉県立　川越高等学校 元請 プールサイド改修工事 埼玉県川越市 H25.1 ～ H25.3

埼玉県立　川越高等学校 元請 樹木管理業務 埼玉県川越市 H24.11 ～ H25.2

埼玉県立　福岡高等学校 元請 グラウンド周囲防草シ－ト貼り工事　Ａ工区 埼玉県ふじみ野市 H25.2 ～ H25.2

埼玉県立　新座総合技術高等学校 元請 中庭　側溝グレーチング架台修繕 埼玉県新座市 H25.2 ～ H25.2

埼玉県立　川越特別支援学校 元請 プール棟　スロープ設置 埼玉県川越市 H25.2 ～ H25.2

埼玉県立　鶴ヶ島清風高等学校 元請 校内樹木管理業務 埼玉県鶴ヶ島市 H25.1 ～ H25.2

埼玉県立　川越総合高等学校 元請 樹木管理業務 埼玉県川越市 H25.1 ～ H25.2

埼玉県立　蕨高等学校 元請 樹木剪定業務 埼玉県蕨市 H25.1 ～ H25.1

埼玉県立　狭山緑陽高等学校 元請 管理棟階段踊り場　ガラスブロック修繕工事 埼玉県狭山市 H25.1 ～ H25.1

埼玉県立　川越高等学校 元請 樹木管理業務 埼玉県川越市 H24.11 ～ H24.2

埼玉県立　鶴ヶ島清風高等学校 元請 外部トイレブース取替え工事 埼玉県鶴ヶ島市 H24.10 ～ H24.10

埼玉県立　鶴ヶ島清風高等学校 元請 部室棟　鍵交換他修繕 埼玉県鶴ヶ島市 H24.10 ～ H24.11

埼玉県立　狭山経済高等学校 元請 特別教室棟　外階段　転落防止波板階段改修 埼玉県狭山市 H24.8 ～ H24.8

埼玉県立　和光特別支援学校 元請 雨漏り外部修繕工事 埼玉県和光市 H24.8 ～ H24.8

埼玉県立　飯能南高等学校 元請 体育館　雨漏り修繕 埼玉県飯能市 H24.8 ～ H24.8

埼玉県立　所沢中央高等学校 元請 体育館　渡り廊下　防風雨壁設置工事 埼玉県所沢市 H24.8 ～ H24.8

埼玉県立　鶴ヶ島清風高等学校 元請 駐輪場　防鳥ネット設置工事 埼玉県鶴ヶ島市 H24.8 ～ H24.8

埼玉県立　所沢中央高等学校 元請 アーチェリー部室　修繕工事 埼玉県所沢市 H24.7 ～ H24.8

埼玉県立　所沢西高等学校 元請 部室棟　階段修繕 埼玉県所沢市 H24.7 ～ H24.7

埼玉県立　所沢中央高等学校 元請 補習室　リースエアコン設置 埼玉県所沢市 H24.6 ～ H24.9

埼玉県立　芸術総合高等学校 元請 屋上防水シート　雨漏り修繕 埼玉県所沢市 H24.6 ～ H24.6

埼玉県立　新座総合技術高等学校 元請 生徒会館　3階改修工事 埼玉県新座市 H24.6 ～ H24.6

埼玉県立　所沢高等学校 元請 体育祭　応援席用　足場設置工事 埼玉県所沢市 H24.6 ～ H24.6

埼玉県立　所沢中央高等学校 元請 HR棟　１階片開きドア　取替え工事 埼玉県所沢市 H24.5 ～ H24.6

埼玉県立　所沢北高等学校 元請 各箇所　車椅子対応　修繕工事 埼玉県所沢市 H24.3 ～ H24.3

埼玉県立　和光南特別支援学校 元請 体育館防球ネット・吊り縄交換修繕 埼玉県和光市 H24.3 ～ H24.3

埼玉県立　新座高等学校 元請 ４教室扉交換工事 埼玉県新座市 H24.3 ～ H24.3

埼玉県立　所沢中央高等学校 元請 仮設駐輪場設置工事 埼玉県所沢市 H24.3 ～ H24.4
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埼玉県立　狭山特別支援学校 元請 格技室その他改修工事 埼玉県狭山市 H24.3 ～ H24.3

埼玉県立　大井高等学校 元請 駐車場　造成工事 埼玉県ふじみ野市 H24.3 ～ H24.3

埼玉県立　入間向陽高等学校 元請 正門　雨水冠水対策工事 埼玉県入間市 H24.3 ～ H24.3

埼玉県立　新座総合技術高等学校 元請 合宿棟３階ベランダ防鳥網設置工事 埼玉県新座市 H24.3 ～ H24.3

埼玉県立　川越高等学校 元請 換気扇取替え及び体育館内壁他補修工事 埼玉県川越市 H24.3 ～ H24.3

埼玉県立　所沢高等学校 元請 正門横　フェンス取替え工事 埼玉県所沢市 H24.3 ～ H24.3

埼玉県立　狭山経済高等学校 元請 校門改修工事 埼玉県狭山市 H24.2 ～ H24.3

埼玉県立　川越総合高等学校 元請 ヒマラヤ杉剪定業務委託 埼玉県川越市 H24.2 ～ H24.3

埼玉県立　所沢おおぞら特別支援学校 元請 普通教室棟４階内部改修工事 埼玉県所沢市 H24.2 ～ H24.3

埼玉県立　朝霞高等学校 元請 外周ネットフェンス支柱取替え工事 埼玉県朝霞市 H24.2 ～ H24.2

埼玉県立　鶴ヶ島清風高等学校 元請 樹木管理業務委託 埼玉県鶴ヶ島市 H24.1 ～ H24.1

埼玉県立　所沢おおぞら特別支援学校 元請 地震被害修繕工事 埼玉県所沢市 H23.11 ～ H23.12

埼玉県立　鳩山高等学校 元請 合宿棟宿泊室床改修工事 埼玉県比企郡鳩山町 H23.11 ～ H23.11

埼玉県立　所沢西高等学校 元請 体育館　屋根棟押え復旧工事 埼玉県所沢市 H23.10 ～ H23.10

埼玉県立　朝霞西高等学校 元請 地震被害修繕工事 埼玉県朝霞市 H23.10 ～ H23.10

埼玉県立　所沢中央高等学校 元請 製氷機取替え工事 埼玉県所沢市 H23.9 ～ H23.9

埼玉県立　所沢中央高等学校 元請 地震被害箇所　補修工事 埼玉県所沢市 H23.8 ～ H23.8

埼玉県立　所沢中央高等学校 元請 仮設エアコン　取付工事 埼玉県所沢市 H23.7 ～ H23.8

埼玉県立　大井高等学校 元請 合宿棟　和室改修工事 埼玉県ふじみ野市 H23.7 ～ H23.7

埼玉県立　川越女子高等学校 元請 シャワー室改修工事 埼玉県川越市 H23.6 ～ H23.6

埼玉県立　鳩山高等学校 元請 階段室格子壁工事 埼玉県比企郡鳩山町 H23.6 ～ H23.7

埼玉県立　所沢中央高等学校 元請 体育館　縦樋部分補修工事 埼玉県所沢市 H23.6 ～ H23.6

埼玉県立　所沢高等学校 元請 応援席用　足場設置 埼玉県所沢市 H23.5 ～ H23.6

埼玉県立　川越女子高等学校 元請 緑地箇所　インターロッキング新設工事 埼玉県川越市 H23.4 ～ H23.4

埼玉県立　大井高等学校 元請 音楽室パーテションドア取付工事 埼玉県ふじみ野市 H23.4 ～ H23.4

埼玉県立　大宮光陵高等学校 元請 体育館　縦樋バンド取替え工事 埼玉県大宮市 H23.3 ～ H23.3

埼玉県立　所沢商業高等学校 元請 パーテション設置及びガス間撤去工事 埼玉県所沢市 H23.2 ～ H23.3

埼玉県立　和光南特別支援学校 元請 厨房出入口等網戸交換工事 埼玉県和光市 H23.2 ～ H23.3

埼玉県立　新座総合技術高等学校 元請 受水槽・ポンプ室屋上防水・改修工事 埼玉県新座市 H23.2 ～ H23.3

埼玉県立　狭山緑陽高等学校 元請 ２F昇降口　ドア取替え工事 埼玉県狭山市 H23.2 ～ H23.2

埼玉県立　入間向陽高等学校 元請 弓道場　的場新設工事 埼玉県入間市 H23.1 ～ H23.2

埼玉県立　新座総合技術高等学校 元請 商品自習室他雨漏り補修工事 埼玉県新座市 H22.12 ～ H22.12

埼玉県立　川越女子高等学校 元請 校内改修工事（ＥＸＰ鉄板塗装・庇塗布防水他） 埼玉県川越市 H22.11 ～ H22.11

埼玉県立  所沢商業高等学校 元請 正門塀改修工事 埼玉県所沢市 H22.11 ～ H22.11

埼玉県立　和光南特別支援学校 元請 ハンガードア補強改修工事 埼玉県和光市 H22.8 ～ H22.8

埼玉県立　所沢北高等学校 元請 C棟北側通路舗装整備工事 埼玉県所沢市 H22.8 ～ H22.8

埼玉県立　狭山緑陽高等学校 元請 中庭緑地事業工事 埼玉県狭山市 H22.7 ～ H22.8

埼玉県立　所沢中央高等学校 元請 体育部室プレハブ改修工事 埼玉県所沢市 H22.6 ～ H22.7

埼玉県立　所沢中央高等学校 元請 仮設自転車置き場設置及び部室間仕切り工事 埼玉県所沢市 H22.5 ～ H22.5

埼玉県立　大井高等学校 元請 １階廊下床長尺シート張替え工事 埼玉県ふじみ野市 H22.3 ～ H22.3

埼玉県立　大井高等学校 元請 灯油庫改修工事 埼玉県ふじみ野市 H22.3 ～ H22.3

埼玉県立　狭山緑陽高等学校 元請 駐輪場改修工事 埼玉県狭山市 H22.3 ～ H22.3

埼玉県立　狭山緑陽高等学校 元請 体育館裏　整地工事 埼玉県狭山市 H22.2 ～ H22.3

埼玉県立　所沢北高等学校 元請 C棟北側通路舗装工事 埼玉県所沢市 H21.12 ～ H21.12

埼玉県立　所沢北高等学校 元請 モップ置場改修工事 埼玉県所沢市 H21.11 ～ H21.11

埼玉県立　狭山緑陽高等学校 元請 管理棟前及び給食棟前整備工事 埼玉県狭山市 H21.5 ～ H21.5

埼玉県立　狭山工業高等学校 元請 体育館　屋根雨漏り補修工事 埼玉県狭山市 H21.5 ～ H21.5

3 株式会社　日和建設工業


