
樺電工業株式会社　主な工事実績（2017年度～2008年度）

【2017年度】

【2016年度】

【2015年度】

㈱高木組函館短期大学付設調理製菓専門学校増築その他工事 20510 ～ 201603

佐藤建設工業㈱

函館山ロープウェイ山頂展望台改修電気設備工事 201408 ～ 201510 ㈱大林組

北海道新幹線、函館総合車両基地配電線 201304 ～ 201601

北海道防衛局

北海道新幹線、函館総合車両基地車体検修場外１箇所電力設備他 201503 ～ 201603 日本リーテック㈱

八雲（２７）宿舎改修電気その他工事 201509 ～ 201602

北海道渡島総合振興局

函館競馬場馬場照明キュービクル更新工事 201507 ～ 201512 日本中央競馬会函館競馬場

駒ヶ岳火山噴火警戒避難対策工事 201508 ～ 201603

八雲町

函館アリーナ新築受変電その他設備工事 201307 ～ 201507 函館市

八雲総合病院本館棟改築外工事（電気設備） 201505 ～ 201510

奥尻町教育委員会

工事名 工期 発注者

北海道奥尻高等学校校内ＬＡＮ整備工事 201612 ～ 201702

㈱松本組

函館市庁舎吸収冷凍機設備改修工事の内動力設備工事 201605 ～ 201607 大明工業㈱

函館港有川部臨港道路橋梁床その他工事 201608 ～ 20703

㈱高橋組

函館中央病院移動通信工事 201610 ～ 20170 ㈱エクシオモバイル

函館地家裁江差支部庁舎新営工事 201606 ～ 201703

陸上自衛隊

八雲総合病院既存棟改修外工事 201603 ～ 201703 黒島建設㈱

＃２本部庁舎幹線改修工事 201607 ～ 201611

駒ヶ岳火山噴火警戒避難対策工事 201608 ～ 201701 北海道渡島総合振興局

工事名 工期 発注者

奥尻中学校校舎新築工事（電気設備） 201606 ～ 201703 奥尻町

函館建設管理部管内河川情報システム外（システム機器保守点検）委託 201704 ～ 201803 北海道渡島総合振興局

函館看護専門学校・函館歯科衛生士専門学校増築工事（電気設備工事） 201706 ～ 201802 ㈱高橋組

㈱高橋組

道の駅新築電気設備工事 201706 ～ 201712 七飯町

北海道八雲高等学校産業教育施設改築強電設備工事 201702 ～ 201802 北海道教育委員会

工事名 工期 発注者

大中山小学校校舎北棟改築電気設備工事その２ 201607 ～ 201709 七飯町

巴中学校校舎等新築電灯設備工事 201609 ～ 201801 函館市

特別養護老人ホームくまいし荘増改築工事（電気設備工事） 201607 ～ 201710



【2014年度】

【2013年度】

【2012年度】

【2011年度】

北海道教育委員会北海道函館工業高等学校大規模改造電気設備工事 201106 ～ 201202

函館市

駒ヶ岳火山噴火警戒避難対策工事２工区 201201 ～ 201203 北海道渡島総合振興局

市道緑園通照明改修工事 201112 ～ 201203

駒ヶ岳火山噴火警戒避難対策工事１工区 201110 ～ 201203 北海道渡島総合振興局

工事名 工期 発注者

八雲町消防本部庁舎建設工事（電気設備） 201008 ～ 201109 八雲町

㈱森川組（仮称）ＨＢＡビル増築改修工事（電気設備） 201212 ～ 201303

ダイダン㈱

北海道縦貫自動車道大沼公園ＴＢ管理施設新築工事 201204 ～ 201210 岩倉建設㈱

日本銀行函館支店電気設備改修工事 201205 ～ 201303

函館港湾合同庁舎改修１２電気設備その他工事 201207 ～ 201302 北海道開発局

工事名 工期 発注者

八雲道路事務所管内ＣＣＴＶ設置外一連工事 201203 ～ 201211 函館開発建設部

㈱森川組

校内ＬＡＮ整備工事［１工区］ 201310 ～ 201403 函館市

（仮称）北海道銀行十字街支店新築電気工事 201306 ～ 201402

橋本電気工事㈱

日本銀行函館営業所電気設備工事 201304 ～ 201305 ダイダン㈱

北海道新幹線１１１ｋ４-１２６ｋ１間配電線工事 201206 ～ 201403

函館市病院局

上ノ国ダム総合流域防災工事（情報基盤） 201402 ～ 201403 北海道

市立函館病院シネアンギオ棟新築電気設備工事 201303 ～ 201308

鹿部町

駒ヶ岳火山噴火警戒避難対策工事 201308 ～ 201401 北海道渡島総合振興局

ひまわり団地Ａ棟新築工事（電気設備） 201306 ～ 201403

南渡島消防事務組合

工事名 工期 発注者

七飯消防署庁舎改築電気設備工事その２ 201403 ～ 201412

北海道渡島総合振興局

青苗小学校屋内運動場改築工事（電気設備） 201308 ～ 201408 奥尻町

駒ヶ岳火山噴火警戒避難対策工事 201409 ～ 201503

松前町

七飯町学校給食センター建替え電気設備工事その１ 201407 ～ 201502 七飯町

２５、２６年度施行（継続）松前中学校改築Ｂ棟電気設備工事 201308 ～ 201408

工事名 工期 発注者



【2010年度】

【2009年度】

【2008年度】

東亜建設工業㈱

函館港湾合同庁舎改修０７建築その他電気設備工事 200711 ～ 200812 岩倉建設㈱

函館短期大学幼児教育保育学科棟増改修工事 200803 ～ 200901

北海道開発局

函館開発建設部管内道路照明設置外一連工事 200809 ～ 200903 北海道開発局

一般国道５号八雲町外道路情報表示装置設置工事 200810 ～ 200903

東消防署的場支署庁舎改築電気設備工事 200807 ～ 200903 函館市

工事名 工期 発注者

駒ヶ岳火山噴火警戒避難対策工事１工区 200809 ～ 200903 北海道渡島支庁

㈱東出組

函館土木現業所管内総合流域防災工事（情報基盤・函館） 21001 ～ 201003 北海道渡島支庁

江差地方合同庁舎０９改修その他建築電気設備工事 200912 ～ 201003

㈱ティー・エム・エス

北海道新聞社函館新工場（仮称）新築電気工事 200812 ～ 201002 ㈱関電工

奥尻島分屯基地警備システム工事 200909 ～ 200911

郵便局㈱

国立病院機構八雲病院ロードヒーティング設備工事 200911 ～ 200912 独立行政法人国立病院機構

長万部社宅ほか２８社宅テレビ共同受信設備模様替工事 201001 ～ 201003

北海道渡島総合振興局

函館空港Ｔ１誘導路灯設置その他工事 200911 ～ 201001 東京航空局

駒ヶ岳火山噴火警戒避難対策工事１工区 200911 ～ 201003

北海道渡島総合振興局

工事名 工期 発注者

大沼公園鹿部線（Ｂ-５２２）（雪）局改工事（気象情報装置） 201012 ～ 201103

㈱高橋組

一般国道２２７号北斗市道路情報表示装置設置外一連工事 201008 ～ 201103 函館開発建設部

上湯川保育園改築電気設備工事 201007 ～ 201101

㈱青函設備工業

深堀・湯川保育園統合施設新築電気設備工事 201007 ～ 201012 ㈱高橋組

八雲（２２）給油スタンド新設等機械その他工事 201008 ～ 201103

函館市

一般国道２７７号八雲町見市トンネル照明設備設置外一連工事 201012 ～ 201103 函館開発建設部

函館市縄文文化交流センター新築電気設備工事 200910 ～ 201103

駒ヶ岳火山噴火警戒避難対策工事１工区 201009 ～ 201103 北海道渡島総合振興局

工事名 工期 発注者

山一食品㈱本社工場改築工事の内電気設備工事 201003 ～ 201011 山一食品㈱


