
株式会社吉永土木　公共事業実績一覧 2013年9月　現在

工事年月日 工事名 場所 施主

2001年12月19日 慈眼寺木屋宇都線道路改良(その2) 鹿児島市下福元町 旧鹿児島市

2002年4月17日 道路降灰除去(その7)(単独) 鹿児島市 旧鹿児島市

2002年5月22日 南栄2号線側溝整備(その2) 鹿児島市南栄2丁目外 旧鹿児島市

2002年7月26日 清見橋水路改良 鹿児島市谷山中央2丁目 旧鹿児島市

2002年11月20日 水喰川2号改良(その3) 鹿児島市中山町 旧鹿児島市

2002年12月25日 谷山港4号線外1線舗装補修 鹿児島市谷山港1丁目外 旧鹿児島市

2003年2月26日 鹿児島大学ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー埋文調査に伴う表層掘削 鹿児島市郡元1丁目 鹿児島大学

2003年3月6日 道路改築(中山14の2工区)小山田谷山線 鹿児島市中山町中山 鹿児島土木事務所

2003年3月20日 鹿児島ふれあいスポーツランドG工区整備(その5) 鹿児島市中山町 旧鹿児島市

2003年5月16日 汚水管路改良(その4) 鹿児島市宇宿町 旧鹿児島市水道局

2003年9月25日 農業試験場解体 鹿児島市上福元町 鹿児島土木事務所

2003年9月26日 道路降灰除去(15)市街地区(その45) 鹿児島市 旧鹿児島市

2003年10月20日 汚水管路改良(その15) 鹿児島市郡元2丁目 旧鹿児島市水道局

2003年11月12日 谷山第二地区区画道路築造(その5) 鹿児島市上福元町 旧鹿児島市

2003年12月11日 地方特定道路整備(中山15の1工区)小山田谷山線 鹿児島市中山町中山 鹿児島土木事務所

2004年2月6日 福平小学校仮設校舎解体 鹿児島市平川町 旧鹿児島市

2004年2月25日 鹿児島ふれあいスポーツランド(仮称)E工区整備(その7) 鹿児島市中山町 旧鹿児島市

2004年3月30日 谷山港1号線舗装補修 鹿児島市谷山港1丁目外 旧鹿児島市

2004年7月7日 浦田川4号支線新設(その2) 鹿児島市東開町 旧鹿児島市

2004年12月8日 入来魚見ケ原線道路改良(その2) 鹿児島市東谷山7丁目 鹿児島市

2005年1月31日 鹿児島港(谷山二区)防波堤(南)(改良)消波ブロック製作(第2次)
国土交通省鹿児島港湾
空港整備事務所

2005年3月2日 谷山港1号線舗装補修(その3) 鹿児島市谷山港1丁目外 鹿児島市

2005年3月29日 東開4号線側溝整備(その4) 鹿児島市東開町 鹿児島市

2005年9月9日 喜入小学校外13校吹き付けアスベスト等採取業務委託 鹿児島市喜入瀬々串町外 鹿児島市教育委員会施設課

2005年9月21日 道路降灰除去(17)市街地区(その44) 鹿児島市 鹿児島市

2005年10月7日 単第22工区汚水管路施設 鹿児島市上福元町外 鹿児島市水道局

2005年10月26日 小松原山田線交差点改良 鹿児島市東谷山7丁目外 鹿児島市

2006年1月18日 小松原山田線舗装新設改良(その3) 鹿児島市皇徳寺台1丁目外 鹿児島市

2006年8月30日 準幹線4号水路新設(その4) 鹿児島市下福元町 鹿児島市

2006年8月30日 桜島支所旧議場吹付けアスベスト除去 鹿児島市桜島藤野町 鹿児島市

2006年12月13日 皇徳寺団地1号線舗装新設改良 鹿児島市皇徳寺台3丁目 鹿児島市

2006年12月14日 県営住宅解体(紫原第2団地3期15号棟) 鹿児島市紫原5丁目 鹿児島土木事務所

2007年2月15日 第1の6号県単道路整備(舗装補修)鹿児島加世田線 鹿児島市錫山外 鹿児島土木事務所

2007年3月15日 向原川9号改良 鹿児島市下福元町 鹿児島市



2007年7月6日 吉野地区汚水管路施設(その3) 鹿児島市川上町外 鹿児島市水道局

2007年7月12日 鹿児島港(中央港区)整備(起債)(施設12工区) 鹿児島市宇宿2丁目地先 鹿児島地域振興局建設部

2007年10月13日 宇宿桜ケ丘線外1線舗装新設改良 鹿児島市桜ケ丘4丁目外 鹿児島市

2007年11月1日 中之島港改修(7工区) 鹿児島市七ツ島一丁目 鹿児島地域振興局建設部

2007年12月10日 2号用地処理場汚泥処理棟吹付けアスベスト除去 鹿児島市南栄2丁目 鹿児島市水道局

2008年7月9日 桜ヶ丘団地(その3)伐開業務委託 鹿児島市桜ケ丘6丁目外 鹿児島市谷山建設事務所

2008年8月13日 諏訪和田線歩道整備(その1) 鹿児島市和田1丁目外 鹿児島市

2009年2月12日 永田川右岸線補正補修 鹿児島市山田町 鹿児島市

2009年6月10日 中山小学校音楽室アスベスト除去 鹿児島市中山2丁目 鹿児島市

2009年7月15日 古屋敷線側溝整備 鹿児島市平川町 鹿児島市

2009年7月23日 鹿児島港維持修繕(第4号) 鹿児島市南栄3丁目 鹿児島地域振興局建設部

2009年9月10日 前籠漁港広域漁港(特定)整備(3工区) 鹿児島市谷山港3丁目 鹿児島地域振興局建設部

2009年9月28日 県単公園整備(谷山緑地公園21の3工区)谷山緑地公園 鹿児島市谷山 鹿児島地域振興局建設部

2009年12月2日 旧鹿屋病院解体(アスベスト撤去6工区) 鹿屋市打馬1丁目 県建築課

2009年12月25日 谷山漁港県単漁港補修 鹿児島市南栄1丁目 鹿児島地域振興局建設部

2010年5月12日 東開9号線舗装新設改良(その2) 鹿児島市東開町 鹿児島市

2010年9月1日 田辺和田線歩道整備(その２) 鹿児島市谷山中央５丁目外 鹿児島市

2010年9月15日 道路降灰除去(その28)(単独) 鹿児島市 鹿児島市

2010年9月16日 江口浜荘アスベスト除去 日置市東市来町湯田 日置市

2010年9月16日 県単道路整備(舗装補修(交付金))(瀬々串2工区)谷山知覧線 鹿児島市喜入瀬々串町 鹿児島地域振興局建設部

2010年9月24日 慈眼寺団地水路改良(その1) 鹿児島市下福元町外 鹿児島市

2010年12月22日 高塚住宅解体 鹿児島市石谷町 鹿児島市

2010年12月24日 花かごしま2011会場整備(サブ22の18工区) 鹿児島市中山町(ふれスポ)
都市緑化かごしまフェア実行委員会事務
局

2011年5月19日 花かごしま2011会場復旧(サブ23の3工区) 鹿児島市中山町(ふれスポ) 都市緑化フェア推進室

2011年6月30日 道路補修(交付金)(舗装交付金)(瀬々串工区)谷山知覧線 鹿児島市喜入瀬々串 鹿児島市地域振興局建設部

2011年6月30日 広域営農団地農道整備事業 南薩東部3期地区23の20 鹿児島市喜入生見町 鹿児島地域振興局農林水産部

2011年7月21日 東開9号線舗装新設改良 鹿児島市東開町 鹿児島市

2011年9月15日 広域河川改修(稲荷川工区)稲荷川 鹿児島市稲荷町 鹿児島地域振興局建設部

2011年11月7日 原良第三地区汚水管路施設(その4) 鹿児島市薬師2丁目 鹿児島市水道局

2011年11月28日 池田排水路整備 鹿児島市自由ケ丘2丁目 鹿児島市

2011年12月1日 不動寺遺跡保全(その3) 鹿児島市上福元町 鹿児島市

2011年12月1日 鹿児島市観光農業公園(仮称)第1配水池等築造 鹿児島市喜入一倉町 鹿児島市

2012年6月21日 第8の1号県単道路整備(舗装補修)谷山知覧線 鹿児島市瀬々串外 鹿児島地域振興局建設部

3012年7月11日 御所下和田名線歩道舗装(その1) 鹿児島市上福元町外 鹿児島市

2012年7月19日 市立学校(2工区)降灰除去 鹿児島市吉野町外 鹿児島市

2012年7月20日 吹上高校内部改修(音楽室) 日置市吹上町今田 鹿児島地域振興局建設部

2012年8月1日 谷山地区舗装補修(その2) 鹿児島市下福元町外 鹿児島市



2012年8月8日 木之下慈眼寺団地線歩道整備(その2) 鹿児島市慈眼寺町外 鹿児島市

2012年10月4日 街路(交付金)(上竜尾24の1工区)催馬楽坂線 鹿児島市上竜尾町 鹿児島地域振興局建設部

2012年11月16日 原良第三地区汚水管路施設(その2) 鹿児島市薬師2丁目 鹿児島市水道局

2012年12月19日 川口谷線道路改良 鹿児島市五ケ別府町 鹿児島市


