
藤木工業 施工実績

■令和3年・4年

R4.8 福岡県福岡市 元岡小学校校舎内部改造黒板工事

R4.8 福岡県糟屋郡粕屋町糟屋中央小学校第2期大規模改造工事

R4.8 大分県中津市 豊陽中学校(棟番22)大規模改造2期工事

R4.6 大分県大分市 大分職業能力開発促進ｾﾝﾀｰ 教室棟･実習棟建替え

R4.4 大分県中津市 龍谷高校 UDｽﾗｲﾀﾞｰ曲面黒板設置工事

R4.3 福岡県北九州市 東筑高校普通教室棟大規模改造黒板工事

R4.2 福岡県大野城市 大城小学校校舎増築建築工事

R4.2 大分県玖珠郡九重町令和2年度 淮園小学校普通教室棟大規模改造工事

R4.2 佐賀県佐賀市 コープさが生協新支所(仮称)新築工事

R4.2 福岡県福岡市 舞鶴小中学校教室改造その他工事

R4.1 大分県大分市 大分市立東大分小学校北校舎西棟予防改修等工事

R3.11 大分県大分市 聾学校校舎新築工事

R3.11 福岡県大川市 三又小学校移転改修建築工事

R3.12 大分県大分市 施委第23-21号 新高等特支新築工事

R3.8 大分県中津市 鶴居小学校(棟番16)長寿命化改良工事

R3.8 福岡県福岡市 周船寺小学校校舎内部改造黒板工事

R3.8 福岡県福岡市 西陵小学校校舎外壁改修その他黒板工事

R3.7 大分県大分市 大分市立大東中学校南東校舎新築工事

R3.7 福岡県北九州市 北九州高校第1棟他大規模改造黒板工事

R3.5 大分県大分市 大分市別保小学校南校舎長寿命化改修工事

R3.4 福岡県宗像市 宗像市立城山中学校 家具設置

R3.3 熊本県菊池郡大津町大津小学校校舎改築工事

R3.3 大分県大分市 大分市内 UD黒板移設(田尻小・宗方小）

R3.3 福岡県福岡市 金武小学校校舎内部改造その他黒板工事

R3.2
熊本県上益城郡益城
町

益城中学校校舎棟新築災害復旧工事

R3.2
熊本県上益城郡益城
町

益城中学校校舎棟新築災害復旧工事

R3.2 大分県竹田市 久高農高農実験室棟増築工事

R3.1 福岡県福岡市 福岡Y2計画 SMW

R3.1 熊本県阿蘇郡阿蘇村統合白水小学校大規模改修建築主体工事

R3.1 大分県大分市 大分市横瀬小学校南校舎長寿命化改修工事



■平成31年・令和元年・2年

R2.12 大分県国東市 武蔵東小～国東東小 既存UD移設+UD新設

R2.11 大分県大分市 大分市舞鶴小学校南校舎長寿命化改修工事

R2.10 熊本県合志市 (仮称)合志市小中学校新設校建設事業

R2.10 大分県大分市 情報高特別棟内部大規模改造工事(A工区)

R2.10 大分県臼杵市 令和元年度 臼杵支援教室棟改造工事

R2.9 福岡県那珂川市 那珂川中学校長寿命化改良第3期建築主体工事

R2.8 大分県中津市 鶴居小学校(棟番16)長寿命化改良工事 1期

R2.7 熊本県宇城市 松橋東防災拠点ｾﾝﾀｰ新築工事

R2.3 大分県大分市 小佐井小学校一時使用教室棟

R2.3 大分県中津市 東九州短期大学管理教室棟・附属幼稚園管理棟増築工事

R2.2 大分県日田市 桂林小学校校舎改修建築主体工事

R2.2 熊本県熊本市 必由館高等学校体育館新築復旧その他工事

R1.12 大分県日田市 三隈高校家庭科室棟改造工事

R1.11 熊本県熊本市 詫麻東小学校(第34棟東側)校舎増改築工事

R1.11 福岡県福岡市 消防航空隊庁舎移転改築工事

R1.11 大分県大分市 大工化学棟内部大規模工事

R1.11 熊本県熊本市 熊本特別支援学校

R1.10 福岡県八女市 八女市矢部地区小中学校校舎増改築工事

R1.10 大分県大分市 大分市立横瀬小学校中校舎長寿命化改修工事

R1.10 大分県大分市 大分市舞鶴小学校北校舎長寿命化改修工事

R1.10 大分県大分市 大分高技専管理棟改修工事

R1.9 熊本県阿蘇市 阿蘇警察署庁舎新築工事

R1.8 福岡県那珂川市 那珂川中学校長寿命化改良2期工事

R1.8 熊本県熊本市 林業研究指導所研修施設等新築工事

R1.8 大分県中津市 鶴居小学校校舎長寿命化工事

Ｒ1.6 福岡県福岡市南区 屋形原特別支援学校外1校校舎内部改造黒板工事

Ｒ1.6 福岡県福岡市西区 西陵小学校外1校校舎内部改造黒板工事

Ｈ31.4 大分県大分市 大分市内小学校 UDｽﾗｲﾀﾞｰ黒板新設

H31.3 大分県杵築市 杵築中学校校舎棟建築工事

H31.2 大分県玖珠郡九重町東飯田公民館新築工事

H31.2 大分県大分市 大分工業建築実習棟内部大規模工事

H31.1 大分県大分市 大分南高特別棟内部大規模改造工事



■平成28年・29年・30年

H30.10 福岡県那珂川市 那珂川南中学校仮設校舎家具設置工事

H30.10 大分県由布市 由布管理棟他内外部大規模改造工事

H30.10 大分県大分市 豊府高校普通棟内部大規模1期工事

H30.10 大分県大分市 大分舞鶴普管棟他内部大規模改造2期工事

H30.8 福岡県福津市 福間小学校改築工事JVに伴う雑工事（黒板・ハンガー工事）

H30.8 福岡県宗像市 地島小学校大規模改造Ⅲ期工事（建築工事）

Ｈ30.8 熊本県菊池郡菊陽町武蔵ヶ丘中学校改修工事

H30.7 福岡県福岡市西区 今津小学校校舎内部改造黒板工事

H30.6 福岡県福岡市東区 香椎東小学校校舎内部改造黒板工事

H30.6 福岡県糟屋郡新宮町新宮町立新宮東中学校新築工事

H30.3 大分県玖珠郡玖珠町くす星翔中学校/管理教室棟･普通教室棟･ﾒﾃﾞｨｱ棟･ｱﾘｰﾅ棟

H30.2 大分県臼杵市 市浜保育園新築工事

H30.2 福岡県糟屋郡粕屋町粕屋東中学校校舎増築工事

H30.1 大分県大分市 大分大学教育福祉健康科学部（白板・黒板設置）

Ｈ29.12 福岡県福岡市中央区平尾小学校講堂兼体育館改築等黒板工事その１

Ｈ29.11 大分県玖珠郡九重町平成29年度東飯田小学校特別教室棟大規模改造工事

Ｈ29.10 大分県大分市 大分東普通棟内部大規模改造工事（1期）

Ｈ29.10 大分県由布市 由布管理棟内外部大規模改造工事

Ｈ29.10 大分県大分市 大分舞鶴普管棟他内部大規模改造1期工事

H29.10 福岡県朝倉市 杷木統合新設小学校（Ｃ工区）建築主体工事

Ｈ29.9 長崎県天草市 天草市立本渡東小学校

H29.8 福岡市 福岡第一高校パティシェルーム工事

H29.8 大分県豊後大野市 百枝小(建築主体)大規模改造工事

H29.8 大分県速見郡日出町日出支援特別棟内外部大規模改造(1期)工事

Ｈ29.6 福岡県福岡市東区 青葉小学校校舎内部改造黒板工事

Ｈ29.4
福岡県筑紫郡那珂川
町

岩戸小学校大規模改造第2期建築主体工事（ＪＶ）

Ｈ29.4
福岡県筑紫郡那珂川
町

岩戸小学校大規模改造第2期建築主体工事（ＪＶ）

H29.2 長崎県佐世保市 ろう学校佐世保分校中学部棟内外部改修工事

H29.1 福岡県行橋市 仲津中学校建替工事の内建築主体工事

H28.12 大分県由布市 平成28年度 西庄内小学校大規模改造（建築主体）工事

H28.12 大分県大分市 大分南普特棟内外部大規模改造工事(2工区）

H28.11 大分県宇佐市 宇佐特別棟他内外部大規模改造工事

H28.10 長崎県五島市 岐宿地区統合小学校建設工事1工区

H28.10 長崎県五島市 岐宿地区統合小学校建設工事2工区

H28.10 長崎県五島市 岐宿地区統合小学校建設工事外構1工区

H28.10 大分県大分市 大分南普特棟内外部大規模改造工事(1工区）



■平成27年・28年

着工年月日 施工場所 工事件名

H28.9 大分県宇佐市 安心院教室棟他内部大規模改造工事（2期）

H28.9 大分県国東市 平成27年度別建第5号 国東普管棟内部大規模改造工事

Ｈ28.7 福岡県福岡市 鶴田小学校校舎内部改造黒板工事

Ｈ28.7 福岡県福岡市 野芥小学校校舎内部改造黒板工事

Ｈ28.7 福岡県糟屋郡須恵町アザレア幼児園新築工事

H28.6 福岡県福岡市 福岡高校南館棟大規模改造（耐震補強）黒板工事

Ｈ28.5 福岡県福岡市 九州医療センターＣＰＵ室改修工事

Ｈ28.4 大分県大分市 平松学園黒板工事

Ｈ28.3 福岡県直方市 大和青藍高等学校黒板改修工事

H28.3 福岡県大牟田市 大牟田恵愛園新築工事

Ｈ28.2 福岡県糟屋郡 粕屋西小学校校舎増築工事

Ｈ28.2 大分県津久見市 第二中学校校舎改修工事

Ｈ27.11 福岡県宗像市 宗像高校内部改造黒板工事（2期工事）

H27.11 福岡県福岡市 宗像高校内部改造黒板工事（2期工事）

Ｈ27.11 福岡県北九州市 小倉高校管理・特別教室棟改築黒板工事

Ｈ27.9 福岡県福岡市 福岡教育大学(西公園)特別支援学級校舎耐震改修その他工事

Ｈ27.9 福岡県小郡市 三国小学校プレハブ校舎改築工事

Ｈ27.9 大分県大分市 大分東特別棟東内部大規模改造工事

Ｈ27.9 福岡県直方市 大和青藍高校白板取付工事

Ｈ27.9 大分県大分市 大分工業普特棟東内部大規模改造工事

Ｈ27.9 大分県臼杵市 臼杵特別棟内部大規模改造工事

Ｈ27.9 大分県津久見市 第二中学校校舎(管理教室棟)改築建築主体工事

Ｈ27.9 大分県宇佐市 中建第10号安心院教室棟西内部改造工事

H27.8 大分県別府市 別府翔青5号館内外部大規模改造工事

H27.7 大分県佐伯市 彦陽中学校管理・普通・特別教室棟大規模改造工事

H27.6 福岡県福岡市 壱岐東小学校校舎内部改造黒板工事

H27.6 福岡県福岡市 福重小学校校舎内部改造黒板工事

H27.6 福岡県福岡市 弥永西小学校校舎内部改造黒板工事

H27.6 大分県臼杵市 福良々丘小学校管理教室棟増改築建築主体工事

H27.6 大分県大分市 大分市立大在中学校北西校舎改築工事

H27.3 大分県大分市 大分市立情緒障害児短期治療施設併設校新築工事

Ｈ27.2
福岡県筑紫郡那珂川
町

那珂川中学校特別教室・プール棟改築建築主体附帯工事

H27.1 大分県別府市 別府新設校商業棟新築工事


