
番号 完成年月 工　　　　　事　　　　　名 発　注　者

1 平成13年　1月 松山赤十字病院非常用発電機起動盤取替 松山赤十字

2 平成13年　3月 愛媛大学御幸寮外灯設備改修その他工事 愛媛大学

3 平成15年　3月 一般道湯谷口川内線における光ケーブル移設工事 愛媛県

4 平成15年　3月 新 終処分場管理棟新築電気工事 松山市

5 平成17年11月 市道中央環状線照明灯設置工事 松山市

6 平成17年11月 愛媛大学（城北）生物順境資料バンク改修電気設備工事 愛媛大学

7 平成18年　3月 中央市場高圧受電設備その他改修工事 松山市

8 平成18年　7月 平成17年度　長師漁港海岸環境整備工事（分割-4） 松山市

9 平成19年　2月 今治地区工業用水水道事業取水場予備電源装置改良工事 愛媛県

10 平成20年　3月 愛媛大学（医病）基幹・環境整備（分電盤改修）工事 愛媛大学

11 平成21年　1月 （仮称）中島小学校棟その他新築電気工事 松山市

12 平成21年　3月 中島港待合所ビル改修電気工事 松山市

13 平成21年　3月 中須賀集会所新築電気工事 松山市

14 平成21年　3月 単道修第404号　道後公園　公園施設修繕工事 愛媛県

15 平成22年　2月 愛媛大学（城北）課外活動施設新営電気設備工事 愛媛大学

16 平成22年　2月 富久団地外3団地住宅用火災警報器取付工事 松山市

17 平成22年　3月 （主）松山空港線　他道路照明施設等維持工事 愛媛県

18 平成22年　3月 八幡浜地域雨量観測所移設工事 大阪管区気象台

19 平成22年　9月 宮前小学校２棟校舎耐震補強電気工事 松山市

20 平成22年10月 松山市北条スポーツセンター体育館新築電気工事 松山市

21 平成23年　3月 松山市労働総合庁舎ＬＥＤ照明改修工事 厚生労働省

22 平成23年　3月 愛媛県総合運動公園公園改修整備工事 愛媛県

23 平成23年　8月 愛媛大学（城北）学内保育所改修電気設備工事 愛媛大学

24 平成24年　3月 青少年センター旧体育館改修他電気工事 松山市

25 平成24年　3月 松山小浜集会所新築電気工事 松山市

26 平成24年　7月 市道三津浜53号線防犯灯設置工事 松山市

27 平成24年　9月 高浜中学校Ⅰ棟校舎耐震補強、その他電気工事 松山市

28 平成25年　3月 市道三津浜1号線外2路線防犯灯設置工事 松山市

29 平成25年10月 愛媛大学（樽味）総合研究棟（農学系）改修電気設備工事 愛媛大学

30 平成26年　2月 中須賀第2雨水排水ポンプ場建築電気設備工事 松山市

電気工事(官庁）



番号 完成年月 工　　　　　事　　　　　名 発　注　者

31 平成26年　3月 愛媛大学（樽味）附属高校校舎等改修電気設備工事 愛媛大学

32 平成26年　3月 温道維需第5号（主）　松山空港線他　道路照明施設等維持工事 愛媛県

33 平成26年　9月 愛媛大学（城北）法文学部本館照明設備改修工事 愛媛大学

34 平成27年　1月 愛媛大学（城北）生協売店改修工事 愛媛大学

35 平成27年　2月 愛媛大学（医病）災害支援施設新営電気設備工事 愛媛大学

36 平成27年　3月 愛媛大学（城北）総合研究棟（理学系）等照明設備改修工事 愛媛大学

37 平成27年10月 石井東小学校１－１棟校舎耐震補強外電気工事 松山市

38 平成27年12月 愛媛大学（城北）共通教育講義棟照明設備工事 愛媛大学

39 平成28年　2月 愛媛大学（重信）管理棟改修電気設備工事 愛媛大学

40 平成28年　3月 国立大洲青少年交流の家　本館自動火災報知設備改修工事 国立青少年教育振興機構

41 平成28年　3月 愛媛大学（重信）総合教育棟（医学系）改修電気設備工事 愛媛大学

42 平成28年　3月 愛媛大学（医病）第一種感染症病床施設新営電気設備工事 愛媛大学

43 平成28年　5月 総合コミュニティセンターキャメリアホール改修電気工事 松山市

44 平成28年10月 愛媛大学（城北）総合研究棟２内部改修電気工事 愛媛大学

45 平成29年　2月 味生地区子ども・子育て施設改修電気工事 松山市

46 平成29年　3月 総合コミュニティセンター照明設備省エネ改修電気工事 松山市

電気工事(官庁）



番号 完成年月 工　　　　　事　　　　　名 発　注　者

1 平成15年　9月 東宇和三瓶地域公共ネットワーク基盤整備事業工事 ㈱四電工

2 平成16年　2月 松月堂新築工事 ㈱一宮工務店

3 平成16年　3月 平成15年度第一玉津トンネル照明設備工事 千歳電気工業㈱

4 平成16年　3月 (仮）三和ビル新築工事 堀田建設㈱

5 平成16年　3月 H15年度肱川堤防・古川樋門光ケーブル布設工事 ㈱四電工

6 平成16年　7月 平成15年度　松山局通信鉄塔工事 ㈱日立国際電気

7 平成16年　7月 JA電算センター空調設備改修工事 石丸総合設備㈱

8 平成16年　9月 西条市総合福祉会館建設工事の内電気設備工事 四電工・津島電工共同企業体

9 平成16年11月 三浦工業㈱本社実験棟、第9工場増築工事 ㈱四電工

10 平成16年12月 伊予公共ネットワーク整備事業架線3工区 ㈱四電工

11 平成16年12月 小倉水源地低圧設備改良工事 奥嶋電気株式会社

12 平成17年　1月 四電工砥部別館自動倉庫改修工事 ㈱四電工

13 平成17年　3月 日本生命松山市駅ビル改修その2 ㈱菊池商産

14 平成17年　3月 平成15年度大洲河川国道事務所庁舎電気設備工事 松山電設工業㈱

15 平成17年　6月 松山中央公園プール電気工事 四電工・池田電機共同企業体

16 平成17年　9月 芙蓉調査設計事務所社屋新築工事 ㈱四電工

17 平成17年　9月 オワセビル新築工事 ㈱一宮工務店

18 平成17年12月 矢野産婦人科新築工事 ㈱四電工

19 平成18年　3月 伊予市立港南中学校校舎改築屋内電気設備工事 ㈱四電工

20 平成18年　3月 愛媛県本庁舎ESCO事業 株式会社山武

21 平成18年　4月 明石浄水場施設整備工事４工区 富士電機E&C株式会社

22 平成18年　8月 今治市立小中学校空調電源工事 ㈱四電工

23 平成18年　9月 太陽石油HYC計装ダクト取替工事 ㈱四電工

24 平成18年　9月 三浦工業㈱北条新工場新築工事 ㈱四電工

25 平成19年　2月 中川病院老人ホーム新築工事 ㈱四電工

26 平成19年　3月 拡張18九次5号本谷善応寺ポンプ場及び配水池電気工事 株式会社エスケイ電業

27 平成19年　3月 三浦工業北条工場食堂棟新築電気設備工事 ㈱四電工

28 平成19年　3月 菊間国家石油備蓄無線ページリング・放送・入出坑設備更新工事 ㈱四電工

29 平成19年　6月 メディコ21松柏店新築工事 ㈱一宮工務店

30 平成19年　6月 コスモ松山石油㈱松山工場HO/HG他配電線ケーブル更新 ㈱四電工

電気工事(民間）



番号 完成年月 工　　　　　事　　　　　名 発　注　者

31 平成19年10月 日東ライフテック増設工事 ㈱四電工

32 平成20年　1月 愛媛新聞社新社屋新築工事 ㈱四電工

33 平成20年　3月 児童養護施設親和園改築工事 蜂谷工業株式会社

34 平成20年　3月 菊間石油備蓄基地侵入警戒設置計装工事 ㈱四電工

35 平成20年　3月 菊間国家石油備蓄基地警備体制強化に伴う侵入警戒システム等 ㈱四電工

36 平成20年　6月 日東ライフテック新ライン電気設備工事 ㈱四電工

37 平成20年　7月 ダイキ重信店照明器具更新工事 ㈱ダイキアクシス

38 平成20年11月 サーパス三津駅南新築工事 ㈱四電工

39 平成21年　2月 コスモ松山石油特定屋外タンク元弁自動化工事（その2） ㈱四電工

40 平成21年　3月 母恵夢新本社工場新築工事 ㈱四電工

41 平成21年　3月 西条市新図書館新築工事のうち電気設備工事 サンテック・高橋電気共同企業体

42 平成21年　3月 コスモ松山石油ガソリン備蓄対応他屋外タンク元弁自動化工事 ㈱四電工

43 平成21年　4月 多機能施設(仮称）まりんひるず菫増築工事 ㈱四電工

44 平成21年　5月 内子高等学校空調機電源工事 ダイキンエアテクノ㈱

45 平成21年　6月 愛媛県農業共済組合連合会改築工事 ㈱四電工

46 平成21年　6月 松山パルビル空調電気工事 ダイキンエアテクノ㈱

47 平成21年　7月 大和エンジニアリング㈱工場・事務所新築工事 ㈱杉仲工務店

48 平成21年　7月 ダイキ平田店新築工事 ㈱四電工

49 平成21年　9月 伊予銀行ローンプラザビル新築工事 ㈱四電工

50 平成21年11月 愛媛銀行余戸支店新築工事 ㈱二神組

51 平成21年12月 セルコ新築工事 ㈱二神組

52 平成21年12月 CELCO　SOLARENERGY㈱太陽光発電設備工事 三洋電機ファシリティエンジニア

53 平成21年12月 宇和島市CATV事業（伝送路幹線工事） ㈱四電工

54 平成22年　1月 三浦工業㈱電機・FA事業部新築工事 ㈱四電工

55 平成22年　2月 松前中学校太陽光発電システム設置工事 ㈱サンテック

56 平成22年　2月 平成21年度大洲法務支局電気設備工事 ㈱サンテック

57 平成22年　3月 西条市周布水源地電気計装更新工事 東芝プラントシステム㈱

58 平成22年　3月 佐々久山送水ポンプ場及び第3配水池電気計装設備工事 東芝プラントシステム㈱

59 平成22年　5月 内子町地域イントラネット基盤施設整備事業 ㈱四電工

60 平成22年　5月 愛媛県立南宇和高等学校空調電気工事 ダイキンエアテクノ㈱

電気工事(民間）
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61 平成22年　6月 愛媛県立北条高等学校空調電気工事 ダイキンエアテクノ㈱

62 平成22年　9月 ケアビレッジ古川南新築工事 ㈱二神組

63 平成22年11月 松山市北部浄化センター汚泥処理電気設備工事 東芝プラントシステム㈱

64 平成22年11月 愛南町情報通信基盤整備工事（伝送路施設） ㈱四電工

65 平成22年11月 ＣＤＭＡ長浜町須沢基地局オープンエリア新設工事 サンワコムシスエンジニアリング㈱

66 平成23年　1月 （仮称）高齢者複合施設ロイヤル新町様新築工事 ㈱二神組

67 平成23年　2月 鬼北町平成２１年度地域情報通信整備基幹工事（第２工区） ㈱四電工

68 平成23年　2月 介護付有料老人ホームおはぎ新築工事 ㈱一宮工務店

69 平成23年　4月 西予市庁舎電気設備工事 ㈱四電工

70 平成23年　5月 特別老人ホーム大師苑新築工事 ㈱四電工

71 平成23年11月 松山市北部浄化センター水処理電気設備工事 東芝プラントシステム㈱

72 平成24年　3月 （仮称）鉄砲町マンション新築工事 ㈱杉仲工務店

73 平成24年　3月 介護老人福祉施設こより新築工事 ㈱四電工

74 平成24年　4月 地域密着型介護老人福祉施設　風早の家 ㈱四電工

75 平成24年　6月 光風館増床工事 ㈱四電工

76 平成24年　7月 笑歩会　北土居高齢者施設新築工事 ㈱四電工

77 平成24年　9月 松山自動車道石鎚山SA休暇施設改修工事 ㈱四電工

78 平成24年10月 介護付有料老人ホームながきの杜えひめ文化健康センター新築工事 ㈱四電工

79 平成24年12月 高齢者多機能施設パートナーハウスひまわり新築工事 ㈱四電工

80 平成24年12月 松山市新西クリーンセンター整備・運営事業建設工事 ㈱四電工

81 平成25年　3月 宇部三菱セメント高圧ケーブル更新工事 ㈶四国電気保安協会

82 平成25年　3月 ヤマダ電機太陽光発電設備5店舗設置工事 共立電気㈱

83 平成25年　6月 三浦テクノ新工場新築電気設備工事 ㈱四電工

84 平成25年11月 松山赤十字病院受変電設備定期点検整備工事 ㈱四電工

85 平成25年12月 いよてつ東温ソーラー発電所設置工事 ㈱四電工

86 平成25年12月 祝谷東町太陽光発電システム設置工事 ㈱四電工

87 平成26年　1月 宇和島市中央学校給食センター建設工事 ㈱四電工

88 平成26年　2月 朝日ガス砥部太陽光発電設備設置工事 ㈱四電工

89 平成26年　3月 平成25年度近家トンネル照明設備工事 ㈱四電工

90 平成26年　3月 K-12ビル新築工事 ㈱四電工

電気工事(民間）
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91 平成26年　3月 三瓶小学校統合校舎電気設備工事 ㈱四電工

92 平成26年　5月 アルファパワー安芸津発電所設置工事 ㈱四電工

93 平成26年　8月 西予市新病院電気設備工事 ㈱四電工

94 平成26年　8月 大洲市製造ライン工場電気設備工事 ㈱四電工

95 平成26年　9月 四電工松山（営）太陽光発電設備工事 ㈱四電工

96 平成26年12月 メイホウコーポレーション砥部太陽光発電所設置工事 ㈱四電工

97 平成26年12月 愛媛県薬剤師会館耐震改修工事 ㈱二神組

98 平成26年12月 済生会西条特別養護老人ホーム新築工事 ㈱四電工

99 平成27年　2月 JX日鉱日石エネルギー松前第1発電所 ㈱四電工

100 平成27年　2月 JX日鉱日石エネルギー松前第2発電所 ㈱四電工

101 平成27年　3月 平成26年度鳥坂トンネル照明設備更新工事 ㈱四電工

102 平成27年　3月 えひめ酒卸松前太陽光増設工事 ㈱四電工

103 平成27年　4月 特別老人ホーム道前荘新築工事 ㈱四電工

104 平成27年　7月 矢田太陽光発電所設置工事 ㈱四電工

105 平成27年　8月 いよてつ東温ソーラー発電所増設工事 ㈱四電工

106 平成27年10月 サンシャインパーク北条（9,345KW） ㈱四電工

107 平成28年 4月 岩国飛行場低層住宅（1～10工区）新築電気工事 ㈱四電工

108 平成28年 7月 社会福祉法人愛寿会本部他移設工事 ㈱四電工

電気工事(民間）


