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No 工事名 発注者 施工年月 用途 材料種類

1 宮之城植樹帯 宮之城土木事務所 2003年9月 植樹帯防草工 50 ㎡ 寒水石

2 城山公園遊歩道整備工事 鹿児島市公園緑化課 2003年11月 遊歩道 200 ㎡ 紅華石

3 宮之城職業訓練校　庭園 宮之城職業訓練校　 2003年11月 庭園 30 ㎡ 寒水石

4 赤木名港海岸環境整備工事 笠利町 2003年12月 遊歩道 1,600 ㎡ 錆みかげ

5 伊集院植樹帯防草工 伊集院土木事務所 2003年12月 植樹帯防草工 50 ㎡ 紅華石

6 市来ふれあい温泉センター 市来町 2004年1月 庭園 100 ㎡ 寒水石

7 霧島アートの森 鹿児島県 2004年1月 遊歩道試験施工 20 ㎡ 紅華石

8 緑地帯整備 沖縄開発庁 2004年2月 植樹帯防草工 50 ㎡ 寒水石

9 区画整備事業 枕崎市 2004年2月 植樹帯防草工 80 ㎡ 寒水石

10 入来町愛宕住宅新築工事 入来町 2004年3月 植樹帯防草工 50 ㎡ 紅華石

11 紫川河川改修土舗装工事 北九州市 2004年4月 遊歩道 250 ㎡ 錆みかげ

12 県道津山線 岡山県 2004年5月 法面防草工 100 ㎡ 紅華石

13 フェニックス自然動物園公園整備工事 宮崎市 2004年6月 遊歩道 120 ㎡ 寒水石

14 公園整備工事 五ヶ瀬町 2004年6月 遊歩道 100 ㎡ 寒水石

15 県立飯野高校　校内整備工事 宮崎県 2004年6月 遊歩道 50 ㎡ 寒水石

16 指宿道の駅 指宿市 2004年7月 園路 150 ㎡ 寒水石

17 北薩広域公園もどり橋舗装工事 北薩造園業組合 2004年8月 園路 10 ㎡ 焼却灰

18 長陽村公園 長陽村 2004年11月 園路 200 ㎡ 紅華石

19 三宅島復興対策 三宅島産業再生研究会 2004年11月 園路・法面工 60 ㎡ 火山砂利

20 かごしま文化工芸村散策路整備工事 鹿児島市 2004年11月 階段・遊歩道 780 ㎡ さくら（紅華石＋寒水石）

21 農免農道整備事業　法面防草工 伊集院耕地事務所 2004年11月 法面防草工 80 ㎡ 焼却灰
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22 有明海岸線 九州農政局 2004年11月 法面防草工 60 ㎡ 寒水石・紅華石・錆みかげ

23 市営住宅植樹帯防草工 福岡県田川市 2004年12月 植樹帯防草工 60 ㎡ 寒水石・紅華石・錆みかげ

24 西都原古墳群遊歩道補修工事 西都市 2004年12月 遊歩道 100 ㎡ 錆みかげ

25 桜渡し公園遊歩道 祁答院町 2005年2月 遊歩道 800 ㎡ さくら（紅華石＋寒水石）

26 中央分離帯防草工 伊集院土木事務所 2005年3月 防草工 300 ㎡ さくら（紅華石＋寒水石）

27 高見地区歩道整備工事 指宿維持出張所 2005年3月 植樹帯防草工 20 ㎡ さくら（紅華石＋寒水石）

28 武雄管内維持補修工事 武雄維持出張所 2005年7月 植樹帯防草工 16 ㎡ 錆みかげ

29 病院外講工事 民間 2006年8月 植樹帯防草工 30 ㎡ 錆みかげ

30 植樹帯防草対策 鹿児島土木事務所 2006年9月 植樹帯防草工 176 ㎡ 紅華石

31 植樹帯防草対策 福岡県田川市 2006年9月 植樹帯防草工 700 ㎡ 紅華石

32 慈眼寺公園整備工事 鹿児島市 2006年9月 園路 84 ㎡ 紅華石

33 霧島ホテル遊歩道整備工事 民間 2006年9月 遊歩道 109 ㎡ 紅華石

34 大和ダム園路舗装工事 大島支庁 2006年9月 園路 3,680 ㎡ 錆みかげ

35 植樹帯防草対策 大分国道事務所 2006年11月 植樹帯防草工 110 ㎡ 錆みかげ

36 植樹帯防草対策 西都土木事務所 2007年1月 植樹帯防草工 256 ㎡ 紅華石

37 大村地区道路維持補修工事 長崎国道河川工事事務所 2007年1月 植樹帯防草工 130 ㎡ 錆みかげ

38 空港工業団地園路舗装工事 溝辺町 2007年1月 園路 152 ㎡ 紅華石

39 遊歩道舗装工事 鹿児島市 2007年1月 遊歩道 240 ㎡ 寒水石

40 植樹帯防草対策 加世田土木事務所 2007年2月 植樹帯防草工 512 ㎡ 寒水石

41 公園園路舗装工事 熊本県八代市 2007年2月 園路 660 ㎡ 錆みかげ

42 大和ダム園路舗装工事 大島支庁 2007年2月 園路 306 ㎡ 錆みかげ
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43 公園園路舗装工事 熊本県八代市 2007年2月 園路 680 ㎡ 錆みかげ

44 公園園路舗装工事 熊本県八代市 2007年3月 園路 681 ㎡ 錆みかげ

45 田尻名地区改良工事 長崎国道河川工事事務所 2007年3月 植樹帯防草工 340 ㎡ 錆みかげ

46 大村地区歩道整備工事 長崎国道河川工事事務所 2007年3月 植樹帯防草工 70 ㎡ 錆みかげ

47 民間住宅外講工事 民間 2007年4月 植樹帯防草工 30 ㎡ 錆みかげ

48 公園園路舗装工事 福岡県 2008年8月 園路 120 ㎡ 錆みかげ

49 舗道整備工事 長崎国道河川工事事務所 2008年8月 園路 120 ㎡ 錆みかげ

50 道路維持補修工事 大分国道河川工事事務所 2008年10月 植樹帯防草工 100 ㎡ 錆みかげ・紅華石

51 公園遊具施設工事 鹿児島市 2008年11月 園路 430 ㎡ 紅華石

52 公園園路舗装工事 福岡県 2008年12月 園路 200 ㎡ 錆みかげ

53 製作所工場内 民間 2009年1月 敷地 300 ㎡ 紅華石

54 公園園路舗装工事 諫早市 2009年1月 園路 200 ㎡ 錆みかげ

55 公園園路舗装工事 加治木町 2009年2月 園路 180 ㎡ 錆みかげ

56 公園園路舗装工事 日之影町 2009年3月 園路 500 ㎡ 紅華石

57 みどりの廻路 宮崎県 2009年3月 園路 400 ㎡ 錆みかげ・紅華石

58 道路維持補修工事 長崎国道河川工事事務所 2009年3月 植樹帯防草工 500 ㎡ 錆みかげ

59 道路維持補修工事 鹿児島国土河川工事事務所 2009年3月 植樹帯防草工 150 ㎡ さくら

60 公園園路舗装工事 日之影町 2009年5月 園路 500 ㎡ 錆みかげ

61 公園園路舗装工事 福岡県 2009年7月 園路 200 ㎡ 錆みかげ

62 道路維持補修工事 鹿児島市 2009年9月 植樹帯防草工 300 ㎡ 紅華石

63 道路維持補修工事 長崎国道河川工事事務所 2009年10月 植樹帯防草工 400 ㎡ 錆みかげ
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64 公園園路舗装工事 都城市 2009年10月 園路 150 ㎡ 錆みかげ

65 弓ヶ浜海岸舗装工事 環境省 2009年11月 園路 400 ㎡ 錆みかげ

66 法面保護工事 粕屋町 2009年11月 法面 150 ㎡ 錆みかげ

67 五反田川遊歩道舗装工事(１・２工区） いちき串木野市 2009年1月 遊歩道 4,000 ㎡ 錆みかげ

68 知覧町道路維持補修工事 南九州市 2009年2月 植樹帯防草工 4,000 ㎡ 錆みかげ


