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舞鶴市発注の工事で
優良表彰の実力

建築工事は、オーケストラに例えることができます。専門の異なる職人が設計図に基づいて仕事をしますが、それを美しく

クオリティの高い作品にまとめ上げるのは指揮者である現場監督（施工管理技士）の力です。田中工務店には、クラシック

音楽のように壮大な建築物をまとめ上げることのできる、知識と経験が豊富でセンスに長けた人材が揃っています。舞鶴市

発注の工事で唯一、優良表彰を受けていることも、そのひとつの証です。

公共施設や事業所の
建設・改修、耐震補強まで

舞鶴および畿北エリアで様々な建築工事を行ってきましたが、技術力を標榜する我々が常に意識してきたのは、“田中工務

店にしかできない”仕事を広げ、“田中工務店にぜひ発注したい”というお客様を増やすことです。近年では新築工事のみ

ならず、コストと環境保全の面から多様な改修工事の実績を重ね、耐震補強工事では、コスト的にも工期的にもメリットの

多い工法を実施しています。

建築工事・耐震補強
知識と経験を蓄積した「人」が財産。難しい工事も高い品質でやり遂げます。

近畿百景一位に選ばれた舞鶴湾を一望できる五老スカイタワー。この舞鶴のランドマークも我々の手掛けた仕事です。

Construction works
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建築工事・耐震補強施工実績

発注者 舞鶴市

場　所 舞鶴市字小倉地内

工　期 R2.8.4 ～ R3.1.29

竣　工 令和 3 年 1 月 29 日竣工

概要

志楽小学校区地域放課後児童クラブ整備工事

セレマ西舞鶴営業所新築工事

発注者 北斗工業エンヂニアリング㈱

場　所 舞鶴市字倉谷

工　期 H31.3.18 ～ R2.4.30

竣　工 令和 2 年 4 月 30 日竣工

概要

府営住宅芥子谷団地（第２号棟）建設工事

発注者 京都府 
（田中・西工舎 JV）

場　所 舞鶴市字行永地内

工　期 R1.11.26 ～ R3.3.1

竣　工 令和 3 年 3 月 1 日竣工

概要
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建築工事・耐震補強施工実績

グループホームうえやす新築工事

発注者 社会福祉法人 まいづる福祉会

場　所 舞鶴市字上安

工　期 H30.10.2 ～ H31.2.23

竣　工 平成 31 年 3 月 31 日竣工

概要

海上保安学校プール施設温水化改修工事

発注者 海上保安学校

場　所 舞鶴市字長浜

工　期 H29.11.16 ～ H30.3.23

竣　工 平成 30 年 3 月 23 日竣工

概要

ビートスイミングクラブ舞鶴様　改築工事

発注者 ㈱ビートスイミングクラブ

場　所 舞鶴市泉源寺

工　期 H28.12.1 ～ H29.3.1

竣　工 平成 29 年 3 月 1 日竣工

概要
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建築工事・耐震補強施工実績

西舞鶴変電所機器建物耐震補強工事

発注者 関西電力（株）

場　所 京都府舞鶴市

工　期 H27.9.7 ～ H28.3.25

竣　工 平成 28 年 3 月 25 日竣工

概要

公営住宅（三宅団地建替第２期）東棟新築工事

発注者 舞鶴市

場　所 京都府舞鶴市

工　期 H26.10 ～ H28.6

竣　工 平成 28 年 6 月竣工

概要

大浦会館原子力災害対策施設整備工事

発注者 舞鶴市

場　所 京都府舞鶴市字中田地内

工　期 H27.11.6 ～ H28.3.14

竣　工 平成 28 年 3 月 14 日竣工

概要
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建築工事・耐震補強施工実績

発注者 舞鶴市（田中・大滝・西工舎JV）

場　所 舞鶴市字浜地内

工　期 ～ H23.3.10

竣　工 平成 23 年 3 月 10 日竣工

概要

白糸中学校体育館改築工事

発注者 野原区

場　所 京都府舞鶴市字野原 886 番地

工　期 H24.6.18 ～ H24.12.13

竣　工 平成 24 年 12 月 13 日竣工

概要

野原集会所改修工事

発注者 舞鶴市

場　所 舞鶴市大波上

工　期 H21.6.3 ～ H22.3.12

竣　工 平成 22 年 3 月 12 日竣工

概要

舞鶴市東公民館大波上集会所改築工事
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建築工事・耐震補強施工実績

発注者 舞鶴市
（田中 ･ 西工舎 ･ 滝口ＪＶ）

場　所 舞鶴市字北吸地内

工　期 ～ H20.9.30

竣　工 平成 20 年 9 月 30 日竣工

概要

舞鶴東体育館改修工事

府立綾部高等学校教室棟耐震補強工事（建築工事）のうち耐震補強工事

発注者 （株）柏原工務店

場　所 京都府綾部市岡町長田地内

工　期 H27.2.5 ～ H27.11.30

竣　工 平成 27 年 11 月 30 日竣工

概要

京都暁星高等学校　聖母寮耐震補強工事

発注者 学校法人 聖ヨゼフ学園

場　所 京都府宮津市柳縄手 301-2

工　期 H26.3.31 ～ H26.10.31

竣　工 平成 26 年 10 月 31 日竣工

概要
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建築工事・耐震補強施工実績

府立峰山高等学校普通教室棟耐震補強工事

発注者 京都府

場　所 京都府与謝郡与謝野町三河内地内

工　期 H26.3.31 ～ H26.10.31

竣　工 平成 26 年 10 月 31 日竣工

概要

府立久美浜高等学校特別教室棟耐震補強工事のうちピタコラム工事

発注者 河守工業（株）

場　所 京都府京丹後市久美浜町橋爪

工　期 H25.4.15 ～ H26.1.30

竣　工 平成 26 年 1 月 30 日竣工

概要

発注者 舞鶴市（田中・大滝・西工舎）

場　所 舞鶴市字北吸

工　期 H22.12.28 ～ H23.12.15

竣　工 平成 23 年 12 月 15 日竣工

概要

市役所庁舎本館耐震補強他改修工事
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建築工事・耐震補強施工実績

発注者 金下建設（株）

場　所 宮津市栗田

工　期 H22.6.1 ～ H22.8.31

竣　工 平成 22 年 8 月 31 日竣工

概要

栗田小学校校舎屋内運動場耐震補強工事


