
株式会社　永倉建設

工　事　名 完成年度 内容・規模 場　所 発　注　者

資源リサイクル畜産環境整備事業
南薩日置地区29-2　美原農場

平成29年 廃水処理施設2,172㎥ 鹿児島県枕崎市 （公財）鹿児島地域振興公社様

都城ファーム肥育舎新築工事 平成29年 肥育舎新築467㎡ 都城市御池町 南国興産（株）様

分娩舎改造工事・他 平成29年 AI舎⇒分娩舎に改造707㎡ 鹿児島県伊佐市 （株）ジャパンファーム様

渡司農場　育成分娩舎改修工事 平成29年 育成・分娩舎内部改修×3棟 都城市高野町 （株）ビブレアール宮崎様

畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事
業　家畜飼養管理施設整備及び補改修工
事

平成29年
離乳舎新築292㎡・交配妊豚舎内部

改修356㎡
日南市北郷町 徳井畜産様

酪農収益力強化整備等特別対策事
業　渡司農場肥育舎改修工事

平成29年 肥育舎改修813㎡×6棟 都城市高野町 JA宮崎県経済連様

資源リサイクル畜産環境整備事業
南薩日置地区28-4　岩戸牧場

平成29年 廃水処理施設692㎥ 鹿児島県枕崎市 （公財）鹿児島地域振興公社様

500t槽新設工事 平成29年 汚水槽500㎥・塗膜処理 鹿児島県伊佐市 （株）ジャパンファーム様

畜産・酪農収益力強化整備等特別
対策事業　末吉農場新設工事

平成29年
交配舎753㎡、妊豚舎818㎡、分

娩舎1433㎡、仔豚舎1827㎡
（全てウインドレス）

鹿児島県曽於市
末吉町

（有）エムケイ商事様

畜産・酪農収益力強化整備等特別
対策事業　農場拡張工事

平成29年

肥育舎７棟2688㎡・交配舎240
㎡・育成舎182㎡・仔豚舎800

㎡・妊豚舎改修457㎡・分娩舎改修
496㎡・飼料工場1式

都城市山田町 （有）森のポーク様

（有）森のポーク排水処理施設工
事

平成28年 廃水処理施設852㎥ 都城市山田町 群立機器（株）様

資源リサイクル畜産環境整備事業
南薩日置地区28-2　岩戸牧場

平成28年 廃水処理施設4,388㎥ 鹿児島県枕崎市 （公財）鹿児島地域振興公社様

JA仔豚供給センター蒸散装置 平成28年 蒸散装置1985㎡ 鹿児島県伊佐市 群立機器（株）様

夏尾農場廃水処理施設工事・他 平成28年 廃水処理施設2,015㎥ 都城市夏尾町 （有）ハイブリッジファーム様

ひこちゃん牧場古井農場離乳舎新
築工事

平成28年
離乳舎新築工事2,247㎡

（ウインドレス）
鹿児島県曽於市財部 ヨシモトアグリ（株）様

強い農業づくり交付金関係事業萩
原養豚生産組合肥育農場新設工事

平成28年
肥育豚舎新築（スノコ・解放豚舎）

406㎡×15棟（6,090㎡） 都城市高城町 萩原養豚生産組合様

ひこちゃん牧場古井農場浄化槽改
造工事

平成28年 廃水処理施設増設・改修1式 鹿児島県曽於市財部 群立機器（株）様

牛舎新築工事 平成28年 牛舎新築499㎡
鹿児島県肝付郡東串良

町 泊　様

鶏舎新築工事 平成28年
ブロイラー鶏舎新築657㎡×3棟（1971

㎡）
鹿児島県志布志

市
新村農場　様

平成27年度肉用牛経営安定対策補完事
業　都城農業協同組合満木牛舎新築工事 平成27年 牛舎新築480㎡ 都城市今町 都城農業協同組合様

（有）ディープス様　廃水処理施
設工事

平成27年 廃水処理施設583㎥
熊本県菊池市旭

志
群立機器（株）様

29・30号　鋸屑豚舎改修工事 平成27年
既存豚舎改造490㎡/棟×2棟（約980

㎡） 都城市御池町 ｷﾘｼﾏﾄﾞﾘｰﾑﾌｧｰﾑ㈱様

繋留豚舎新築工事
更衣室新築工事

平成27年
繋留豚舎498㎡・更衣室新築175

㎡・肥料化工場、産廃倉庫１式
鹿児島県伊佐市 ㈱ｼﾞｬﾊﾟﾝﾌｧｰﾑ様

発酵堆肥舎新築工事 平成27年 ＴＭＬ型地走式撹拌堆肥舎328㎡ 児湯郡木城町 (有)中林牧場様

宮崎の畜産新生モデル畜舎整備事
業（畜産規模拡大基盤改修）工事

平成27年 肥育舎新築1,004㎡ 綾町 (有)日武畜産様　　　

林牧場丸谷農場新築工事
平成26年
平成27年

肥育舎14棟・離乳舎2棟・妊娠豚舎1棟・分娩舎1
棟・AI豚舎1棟・候補豚舎1棟・管理棟1棟・他外

構工事
都城市丸谷町 ヨシモトアグリ(株)様

野尻農場堆肥舎新築工事 平成26年
ロータリー式堆肥舎486㎡・コンポ

スト基礎１基
小林市野尻町 ㈱ｼﾞｬﾊﾟﾝﾌｧｰﾑ様

種豚舎新築工事 平成26年
種豚舎新築53×53ｍ　2,857㎡

解体2,016㎡
鹿児島県伊佐市 ㈱ｼﾞｬﾊﾟﾝﾌｧｰﾑ様

鶏舎土間補修工事 平成25年 鶏舎土間改修　12棟計8,318㎡
曽於市財部町
都城市高野町

丸紅畜産㈱様

㈱ジャパンファーム　離乳舎新築
工事

平成25年 離乳舎501㎡×2棟・解体 鹿児島県伊佐市 ㈱ｼﾞｬﾊﾟﾝﾌｧｰﾑ様

㈱ピッグファーム嶺石　浄化槽躯
体工事

平成25年
浄化槽躯体養豚廃水日量50トン処

理
小林市野尻町 戸上電気工業㈱様

平成24年度強い農業づくり交付
金関係事業家畜飼養管理施設等工
事

平成25年

一貫経営母豚500頭規模一部既存有　肉豚舎5棟計
2,235㎡・ストール舎706㎡・分娩舎2棟計820
㎡・仔豚舎6棟計1,800㎡・管理棟1棟・堆肥舎

144㎡・消毒槽1式・外構工事1式

小林市野尻町  ㈱ピッグファーム嶺石様

　　　畜産施設工事実績の一部
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株式会社　永倉建設

工　事　名 完成年度 内容・規模 場　所 発　注　者

　　　畜産施設工事実績の一部

ジャパンファーム肥育舎新築工事 平成25年
肥育舎Ａ棟1,069㎡・Ｂ棟1,377㎡

リキッドキッチン棟1式
鹿児島県伊佐市 ㈱ｼﾞｬﾊﾟﾝﾌｧｰﾑ様

藤嶺牧場第二農場　7-1号仔豚舎
改造工事他

平成25年 仔豚舎５棟分改造
曽於市大隅町月

野
南九州畜産興業㈱様

堆肥舎新築工事 平成24年 補助事業　堆肥舎300㎡ 串間市 畜産環境整備機構様

堆肥舎新築工事 平成24年 補助事業　堆肥舎371㎡ 都城市高崎町 割付堆肥生産組合様

フュージョン堆肥舎　改修工事 平成24年
鶏舎をロータリー式堆肥舎に改造

1591㎡
曽於市財部町 フュージョン㈱様

豚舎改造工事 平成24年 肥育舎2棟・仔豚舎2棟・分娩舎1棟 都城市吉之元町 岩下養豚様

肉豚舎改造工事 平成24年 肉豚舎改造511㎡ 都城市安久町 ｷﾘｼﾏﾄﾞﾘｰﾑﾌｧｰﾑ㈱様

阿武農場・三原ファーム
肥育舎新築工事

平成24年
肥育豚舎新築工事

939㎡・447㎡オールスノコ式
山口県 (有)鹿野ファーム様

種豚舎新築工事 平成24年 種豚舎2273㎡約950頭収容 鹿児島県伊佐市 ㈱ｼﾞｬﾊﾟﾝﾌｧｰﾑ様

糞乾堆肥舎新築工事
堆肥舎増築工事

平成24年
ロータリー式糞乾堆肥舎新築544㎡

堆肥舎増築　490㎡
都城市高崎町 (有)阿部牧場様

株式会社オリエント・ファーム
財部農場再構築事業

平成23年

離乳舎新築６棟・分娩舎新築２棟・ストール舎改造
１棟・肥育舎集糞ピット改造８棟・糞乾堆肥舎新築
１棟・堆肥舎新築１棟・浄化槽改造及び増設・雨水

排水・他

曽於市財部町 ㈱オリエントファーム様

河中飼料堆肥舎新築工事 平成23年
発酵撹拌機ＴＭロータリー式

315㎡　槽高2.3ｍ
小林市野尻町 天神製作所様

堆肥舎新設工事 平成23年 堆肥舎152㎡ 都城市庄内町 庄内東区堆肥利用組合様

堆肥舎改修工事 平成23年 ＴＭＬ型地走式撹拌堆肥舎に改修 鹿屋市輝北町 (有)輝北ファーム様

末吉農場　防鳥ネット張替え工事 平成23年 高床鶏舎防鳥ネット張替え　１５棟 曽於市末吉町 フュージョン㈱様

分娩舎耐震補強工事 平成23年 ２階建て鉄骨豚舎耐震補強　３棟 都城市安久町 ｷﾘｼﾏﾄﾞﾘｰﾑﾌｧｰﾑ㈱様

汚水配管工事 平成23年 汚水管φ300-388ｍ・マンホール 都城市御池町 ｷﾘｼﾏﾄﾞﾘｰﾑﾌｧｰﾑ㈱様

古井第2農場堆肥舎新築工事 平成23年 堆肥舎468㎡ 曽於市財部町 ㈲ひこちゃん牧場様

堆肥舎新設工事 平成23年 堆肥舎137㎡ 児湯郡川南町 株式会社ポートレイ様

ファームテック　大口農場
廃水処理施設設置工事

平成23年
尿処理水槽既存改造及び増設 706

㎥
消毒槽新設

鹿児島県伊佐市 郡立機器㈱様

6号棟上屋建替え・事務所増築工
事

平成23年
ストール舎上屋建替え325㎡

事務所増築
都城市御池町 ｷﾘｼﾏﾄﾞﾘｰﾑﾌｧｰﾑ㈱様

離乳舎改造工事 平成23年 離乳舎大規模改造３棟　2268㎡ 鹿児島県伊佐市 ㈱ｼﾞｬﾊﾟﾝﾌｧｰﾑ様

分娩舎屋根改修工事他 平成23年 屋根葺き替え６棟・排水工事等 鹿児島県伊佐市 ㈱ｼﾞｬﾊﾟﾝﾌｧｰﾑ様

旭ファーム廃水処理水槽躯体工事 平成22年 尿処理水槽 1210㎥
鹿児島県薩摩郡

さつま町
郡立機器㈱様

飼料タンク設置工事 平成22年 FRP飼料タンクの設置・基礎
宮崎・鹿児島・
熊本県内一円

タカシ産業㈱様

古井第2農場肥育豚舎新築工事 平成22年
肥育豚舎新築　2,424㎡

堆肥舎ダブルスクリュー方式540㎡
曽於市財部町 ㈲ひこちゃん牧場様

古井第2農場外構工事 平成22年
場内舗装　4,900㎡
場内排水　305ｍ

曽於市財部町 ㈲ひこちゃん牧場様

フュージョン堆肥舎改造工事 平成22年
鶏舎を堆肥舎に改造3,700㎡

ロータリー糞乾2式3ｍ擁壁400ｍ
曽於市末吉町 ㈱天神製作所様

分娩豚舎新築工事 平成22年
木造建築面積　710㎡

母豚 100頭規模
都城市御池町 ｷﾘｼﾏﾄﾞﾘｰﾑﾌｧｰﾑ㈱

宮崎鶏舎新築工事 平成22年 鉄骨造鶏舎新築662㎡*2棟 都城市吉之元町 宮崎鶏舎様

肥育舎全面改造工事 平成22年
肥育舎改造14棟　延面積8.832㎡

オールスノコ・リキッド方式
鹿児島県伊佐市 ㈱ｼﾞｬﾊﾟﾝﾌｧｰﾑ様

ファームテック廃水処理施設改造
工事

平成22年 既存浄化槽改造一式 鹿児島県伊佐市 群立機器㈱様

平成21年度大隅肉用牛生産効率
化事業

平成21年
木造分娩舎新築　717㎡

場内排水490ｍ　舗装2800㎡
鹿児島県東串良

町
林建設㈱様
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株式会社　永倉建設

工　事　名 完成年度 内容・規模 場　所 発　注　者

　　　畜産施設工事実績の一部

古井第2農場造成工事 平成21年
掘削土量24,000㎥面積19,000㎡

場内排水230ｍ　縦排水120ｍ
曽於市財部町 ㈲ひこちゃん牧場様

JA はまゆう野辺牛舎新築工事 平成21年 鉄骨牛舎新築面積　200㎡ 串間市 はまゆう農業協同組合様

旭ファーム廃水処理施設工事 平成21年 尿処理水槽 660㎥
鹿児島県薩摩郡

さつま町
群立機器㈱様

肉豚舎上屋改修工事 平成21年 木造建築面積　450㎡ 都城市安久町 ｷﾘｼﾏﾄﾞﾘｰﾑﾌｧｰﾑ㈱様

堆肥舎新築工事 平成21年 建築面積　196㎡ 都城市高木町 (有)太陽ファーム様

上場農場豚舎新築工事 平成21年
肥育舎建築延面積　   2,103㎡
糞乾燥施設720㎡排水工267ｍ

鹿児島県出水市
大川内

共栄畜産㈱様

発酵堆肥舎新築工事 平成21年
建築面積　480㎡

ダブルスクリュー方式
都城市御池町 ｷﾘｼﾏﾄﾞﾘｰﾑﾌｧｰﾑ㈱様

肥育舎全面改造工事 平成21年
肥育舎改造12棟　面積　5,904㎡

オールスノコ・リキッド方式
鹿児島県伊佐市 ㈱ｼﾞｬﾊﾟﾝﾌｧｰﾑ様

貯水槽新設工事 平成20年 貯水槽　300ｔ及び設備工事 都城市安久町 ｷﾘｼﾏﾄﾞﾘｰﾑﾌｧｰﾑ㈱様

末吉農場豚舎新築工事他 平成20年
肉豚舎 766㎡子豚舎 443㎡

尿処理施設　一式
曽於市末吉町 中馬ファーム(有)様

堆肥舎改修工事 平成20年 既存堆肥舎リフォーム　347㎡
熊本県下益城郡

城南町
(有)城南養鶏様

川間農場堆肥舎新築工事 平成20年 鉄骨造建築面積　 432㎡ 都城市高城町 上原ファーム㈱様

牛舎・倉庫新築工事及び外溝工事 平成20年
鉄骨造牛舎建築面積 1,890㎡
鉄骨造倉庫建築面積　 800㎡
舗装面積               2,250㎡

鹿児島県伊佐市 (有)簗瀬牧場様

リキッドキッチン新築工事 平成20年 鉄骨造建築面積　 228㎡ 鹿児島県伊佐市 ㈱ｼﾞｬﾊﾟﾝﾌｧｰﾑ様

宮村農場土間コンクリート工事 平成20年 土間改修面積　 1,450㎡ 北諸県郡三股町 ㈱松野種鶏場農場様

隔離牛舎新築工事 平成20年 木造建築面積　  492㎡ 鹿児島県伊佐市 (有)簗瀬牧場様

高山浄化槽新築工事 平成20年 尿処理　処理水槽　590㎥ 肝属町高山 群立機器㈱様

堆肥舎新築工事 平成20年 堆肥舎建築面積　192㎡ 都城市夏尾町 松栄畜産様

溝辺農場堆肥舎新築工事 平成20年
発酵堆肥舎建築面積　500㎡

ダブルスクリュー方式
鹿児島県霧島市

溝辺町
(有)ひこちゃん牧場様

木上種豚場新築工事 平成20年
木造育成舎　402㎡

離乳舎301㎡
北諸県郡三股町 木上種豚場様

松山Ｓ・Ｆ　浄化槽新設工事 平成20年 尿処理処理水槽　  640㎥ 熊本県植木町 群立機器㈱様

交配舎新築工事 平成20年 木造交配舎築面積　 105㎡ 宮崎郡田野町 日高畜産様

社員寮改修工事 平成19年 リホーム面積　 140㎡ 都城市安久町 ㈱松野種鶏場農場様

堆肥乾燥施設新築工事 平成19年 鶏糞処理施設　建築面積    488㎡
熊本県下益城郡

城南町
(有)実松製作所様

肥育・交配豚舎新築工事 平成19年
肥育豚舎　建築面積  1,576㎡
交配豚舎　建築面積　  124㎡

鹿児島県曽於市
財部町

(有)アルファーワーク様

簗瀬牧場造成工事 平成19年
造成面積5,700㎡
掘削土量2.,350㎥

鹿児島県大口市 (有)簗瀬牧場様

角田養豚畜産環境整備事業汚水処
理施設工事

平成19年 尿処理　処理水槽　 805㎥ 熊本県植木 群立機器㈱様

肉豚舎改造・堆肥舎新築工事 平成19年
豚舎改造面積     3,538㎡
堆肥舎　             256㎡

都城市安久町 ｷﾘｼﾏﾄﾞﾘｰﾑﾌｧｰﾑ㈱様

大口仔豚舎供給ｾﾝﾀｰ汚水処理施設
工事

平成18年 尿処理　処理水槽    290㎥ 鹿児島県大口市 群立機器㈱様

汚水本管埋設工事 平成18年
∮300　629ｍ
∮500　286ｍ

都城市安久町 ｷﾘｼﾏﾄﾞﾘｰﾑﾌｧｰﾑ㈱様

敷地造成・堆肥舎新築工事 平成18年
造成面積　4,650㎡
堆肥舎　　　168㎡

都城市安久町 ｷﾘｼﾏﾄﾞﾘｰﾑﾌｧｰﾑ㈱様

小鷺巣農場土間改修工事 平成18年 改修面積　624㎡ 三股町 ㈱松野種鶏場農場様

堆肥舎新築工事 平成18年 鉄骨造　建築面積　720㎡ 鹿児島県大口市 (有)簗瀬牧場様
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肉豚舎新築工事 平成18年 建築面積　1,346㎡ 都城市安久町 ｷﾘｼﾏﾄﾞﾘｰﾑﾌｧｰﾑ㈱様

黒木養豚排水処理施設工事 平成18年 尿処理　処理水槽　220㎥ 都城市高崎町 群立機器㈱様

溝辺農場堆肥製造工場他 平成18年 建築面積　330㎡ 溝辺町 (有)ひこちゃん牧場様

ｵﾘｴﾝﾄ・ﾌｧｰﾑ環境ﾘﾌｫｰﾑ事業工事 平成18年
新築面積3,862㎡(３社JV)

改造面積　7,664㎡
志布志町 ㈱オリエントファーム様

シムコ鶴田事業所離乳豚舎新築
工事

平成17年 建築面積　2,528㎡ 鶴田町 ヨシモトポール㈱様

台風災害復旧原水槽仮設工事 平成17年
1,000ｔ　3基
2,000ｔ　1基

安久町 ｷﾘｼﾏﾄﾞﾘｰﾑﾌｧｰﾑ㈱様

分娩舎リフォーム工事 平成17年 リフォーム面積　233㎡ 日南市 熊本畜産様

畜産経営活性化事業豚舎関連整備
工事

平成17年 300頭一貫　建築面積　4,691㎡ 都城市安久町 (有)永峰養豚様

バイオマス利活用フロンティア
整備事業発酵処理施設工事

平成17年 建築面積　451㎡ 都城市安久町 (有)永峰養豚様

永峰養豚場廃水処理施設躯体工事 平成17年 尿処理　処理水槽　295㎥ 都城市安久町 群立機器㈱様

山之口農場鶏舎改修工事 平成17年 改修面積　1,881㎡ 山之口町 ㈱松野種鶏場様

リキッド躯体工事・肥育舎新築工
事

平成17年
リキッドﾀﾝｸ躯体・肥育舎   4,831

㎡
溝辺町 (有)ひこちゃん牧場様

牟田神農場廃水処理施設工事 平成17年 尿処理施設　1,350㎥ 高原町 黒潮ポーク様

堆肥舎改造工事 平成17年 改築面積　972㎡ 都城市安久町 ｷﾘｼﾏﾄﾞﾘｰﾑﾌｧｰﾑ㈱様

堆肥舎新築工事 平成17年 建築面積　708㎡ 小林市 (有)宮崎小山牛様

生産豚舎改修工事・肥育豚舎新築
工事

平成16年
上場農場新築　  12,945㎡
出水農場改造       7,807㎡

出水市 ㈱共栄畜産様

ｻﾝｸﾞﾘｰﾝﾌｧｰﾑ廃水処理施設工事 平成16年 尿処理施設　1,750㎥ 山田町 群立機器㈱様

大久津農場小豚舎改造工事 平成16年 改造面積　940㎡ 小林市 (有)　はざま様

野田農場分娩舎新築工事 平成16年 分娩舎建築面積　920㎡ 高原町 (有)　はざま様

堆肥舎新築工事 平成15年 堆肥舎建築面積　1,523㎡ 末吉町 (有)藤嶺牧場様

肥育豚舎新築・改造工事 平成15年 豚舎建築面積　4,576㎡ 小林市 ㈱オンワード様

堆肥舎改造工事 平成15年 堆肥舎改築面積　700㎡ 都城市御池町 ｷﾘｼﾏﾄﾞﾘｰﾑﾌｧｰﾑ㈱様

肥育豚舎新築工事 平成15年 豚舎建築面積　3,258㎡ 志布志町 ㈱オリエントファーム様

グローバル牧場牛舎新築工事 平成15年 牛舎建築面積　1,200㎡ 都城市夏尾町 (有)　はざま様

養豚廃水処理施設 平成15年 尿処理　処理水槽　660㎥ 東串良町 群立機器㈱様

分娩舎新築工事 平成15年 豚舎建築面積　880㎡
都城市野々美谷

町
(有)　はざま様

鶏舎新築工事 平成14年 鶏舎建築面積　694㎡ 都城市夏尾町 川崎養鶏場様

牛舎新築工事 平成14年 牛舎建築面積　1,280㎡ 都城市夏尾町 (有)　はざま様

子豚舎・分娩舎新築工事 平成13年 豚舎建築面積　1,490㎡ 川南町 宮崎第一ファーム様

第4農場家畜糞尿処理施設工事 平成12年 堆肥舎　建築面積　1,728㎡
都城市野々美谷

町
(有)　はざま様

第6-11農場豚舎改造工事 平成10年 豚舎　建築面積　2,100㎡ 山田町 (有)　はざま様

蒸散装置工事 平成10年 処理水の蒸散装置　1,500㎡ 国富町 群立機器㈱様

養豚廃水処理施設工事 平成10年 尿処理　処理水槽　1,900㌧ 国富町 群立機器㈱様

畜産環境整備特別対策川辺地区 平成10年 尿処理　処理水槽　1,500㌧ 知覧町 群立機器㈱様
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畜産再編対策糞尿処理施設工事 平成10年 牛糞処理建築面積　2,500㎡ 都城市夏尾町 (有)　はざま様

グローバル牧場牛舎改造工事 平成9年 牛舎　建築面積　2,900㎡ 都城市夏尾町 (有)　はざま様

蒸散装置工事 平成9年 処理水の蒸散装置　950㎡ 国富町 群立機器㈱様

川辺地区8-4廃水処理施設工事 平成9年 尿処理　処理水槽　1,700㌧ 川辺町 群立機器㈱様

養豚廃水処理施設工事 平成9年
尿処理　処理水槽
ＦＲＰ既製品設置

知覧町 群立機器㈱様

のこくず豚舎改造工事 平成9年 豚舎　建築面積槽　1,300㎡ 末吉町 宝地養豚様

畜産再編総合対策発酵床肥育豚舎 平成9年 豚舎　建築面積　2,400㎡
都城市野々美谷

町
(有)　はざま様

飼料タンクＳＰ基礎工事 平成8年 大型飼料タンク　12基 柳川市 ㈱山内飼料様

蒸散装置及び付帯工事 平成8年 処理水の蒸散装置　1,200㎡ 大口市 大口ＳＰＦ様

肥料工場豚糞乾燥ハウス増設工事 平成8年 豚糞処理　建築面積　730㎡
都城市野々美谷

町
(有)　はざま様

畜産環境整備特別対策出水地区 平成8年 尿処理　処理水槽　1,700㌧ 出水市 群立機器㈱様

グローバル牧場堆肥工場新設工事 平成7年 堆肥舎　建築面積　2,700㎡ 都城市夏尾町 (有)　はざま様

横峯畜産牛舎新設工事 平成7年 牛舎　建築面積　1,250㎡ 志布志町 横峯畜産様

高原牧場蒸散装置工事 平成7年 処理水の蒸散装置　2,300㎡ 都城市丸谷町 群立機器㈱様

第4農場肉豚舎新設工事 平成7年 豚舎　建築面積　2,430㎡
都城市野々美谷

町
(有)　はざま様

養豚廃水処理施設工事 平成7年 尿処理　処理水槽　880㌧ 鹿屋市 群立機器㈱様

豚糞乾燥ハウス改造工事 平成6年 豚糞処理建築面積　720㎡ 末吉町 鹿児島県経済連様

養豚廃水処理施設工事 平成6年 尿処理　処理水槽　2,800㌧ 鹿屋市 群立機器㈱様

堆肥舎及び肥料工場新設工事 平成6年 豚糞処理建築面積　2,845㎡
都城市野々美谷

町
(有)　はざま様

グローバル牧場牛舎新設工事 平成5年 牛舎　建築面積　3,230㎡ 都城市夏尾町 (有)　はざま様
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