
末永く使っていただける組みほぐしができる屋台と山車の製作、修理致します。 製作年 坂田歌吉から現在に至る屋台山車の新調製作履歴 様式

会社名  有限会社小池工務店 代表者 小池孝之 明治39年 磐田郡竜洋町掛塚 中町 (現磐田市掛塚) 一層

所在地  〒430-0811 静岡県浜松市中区名塚町7-1 大正6年 磐田郡竜洋町掛塚 蟹町 (現 磐田市掛塚) 一層

電話番号 053-461-1095 FAX番号 053-460-0403 携帯番号 090-3561-3935 大正9年 磐田市西町(鑾留閣) 向拝

沿革  平成元年小池建築を法人化して現在に至る 大正10年 磐田市西新町(志組) 向拝

資本金 10,000,000円  取引金融機関 浜松磐田信用金庫 向宿支店 大正12年 浜松市笠井町中町 (現 浜松市中区曳馬町金屋) 一層

事業内容  祭り屋台等の製作修理一式、建築工事一式 大正15年 浜岡町池新田 二の組 (現 御前崎市池新田) 二輪

建設業の許可 大工工事業 建築工事業 静岡県知事許可(般)24263号 昭和3年 浜松市東区国吉町

資格 一級建築大工技能士 一級建築士 二級建築士 一級建築施工管理技士 昭和4年 浜岡町池新田 大山組 (現 御前崎市池新田) 二輪

木工加工用機械作業主任者 はい作業主任者 床上操作式クレーン技等 昭和6年 佐久間町浦川 (現 浜松市天竜区)
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昭和25年 浜松市中区鍛冶町 二層

昭和26年 磐田郡福田町 新町 (現 磐田市福田) 一層

昭和26年 磐田郡福田町 七番組 (現 磐田市福田 宮本八番組) 一層

昭和26年 磐田郡福田町 宮組 (現 磐田市福田) 一層

昭和27年 磐田郡竜洋町掛塚 田町 (現 磐田市掛塚) 一層

昭和27年 磐田郡福田町 だるま連 (現 磐田市福田) 一層

昭和27年 天竜市二俣町阿蔵(白山連) (現 浜松市天竜区) 一層

昭和28年 浜松市中島町諏訪 (現 浜松市中区中島一丁目) 二層

昭和29年 浜松市中区浅田町 二層

昭和29年 佐久間町下川合 (現 浜松市天竜区)

昭和29年 浜松市中区大工町 向拝

昭和29年 磐田郡福田町 十三番組 (現 磐田市福田) 一層

昭和32年 浜松市浜北区於呂四区 → [現 春野町長蔵寺で使用] 一層

昭和32年 佐久間町佐久間 (現 浜松市天竜区) 一層

昭和32年 浜松市南区本郷町 一層

昭和33年 浜松市亀山町（亀山組） 二層

昭和34年 浜松市浜北区根堅（三星社） 一層

昭和35年 浜松市東区大蒲町 一層

昭和35年 浜北市貴布祢(本旭組) (現 浜松市浜北区) 二層

昭和37年 浜松市中区龍禅寺町 二層

昭和37年 浜松市中区北寺島町 二層

昭和46年 浜松市東区植松町 一層

昭和51年 浜北市宮口 野口(乃組) (現 浜松市浜北区) 一層

昭和56年 浜北市宮口 梔池(梔組) (現 浜松市浜北区) 一層

昭和57年 天竜市城下(城下連) (現 浜松市天竜区) 一層

昭和57年 浜松市東区将監町 一層

昭和57年 浜松市東区上新屋町 一層

昭和58年 磐田市泉町(泉湧社) 二層

昭和58年 浜松市東区笠井町(政諾社) 一層

昭和59年 磐田市栄町(新栄社) 向拝

昭和59年 浜北市於呂 三区 (現 浜松市浜北区)

昭和60年 天竜市西町(西古連) (現 浜松市天竜区) 一層

昭和61年 磐田市中央町 向拝

昭和61年 磐田市二之宮下四町(二之宮南) 二層

昭和62年 磐田市二之宮北(北よう社) 二層

昭和62年 豊田町上新屋 (現 磐田市上新屋)

昭和63年 浜松市東区上西町 一層

平成元年 磐田郡福田町 南島 (現 磐田市南島) 一層

平成2年 浜松市中区船越町 二層

平成2年 浜松市東区笠井町(神勢団) 二層

平成2年 浜北市於呂 四区 (現 浜松市浜北区) 一層

平成4年 浜松市 (浜松市所有) 二層

平成4年 浜松市中区小豆餅 二層

平成4年 富士宮市宮町(高嶺組) 一層

平成6年 磐田郡福田町 十五番組 (現 磐田市福田) 一層

平成6年 浜松市中区木戸町 二層
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平成7年 浜松市中区葵西(葵西組) 一層

平成8年 浜松市中島町本町 (現 浜松市中区中島二丁目) 二層

平成8年 浜北市根堅(東組) (現 浜松市浜北区) 一層

平成9年 磐田郡竜洋町掛塚 東町 (現 磐田市掛塚) 一層

平成12年 小笠郡浜岡町池新田(大山組) (現 御前崎市池新田) 二輪

平成13年 浜松市西区入野町 臨江山 一層

平成15年 小笠郡小笠町高橋 (現 菊川市高橋) 二輪

平成15年 小笠郡小笠町古谷 (現 菊川市古谷) 二輪

平成15年 裾野市須山 一層

平成16年 磐田郡竜洋町豊岡 敷地 (現 磐田市豊岡) 一層

平成18年 御前崎市合戸 二輪

平成18年 磐田市立野 一層

平成19年 成田市土屋区 江戸型

平成21年 浜松市南区三島町 二層

平成24年 浜松市中区佐鳴台(般若連) 二層

平成24年 浜松市西区志都呂団地(北組) 一層

平成25年 御前崎市池新田本町 二輪

平成26年 磐田市白羽(志留組) 一層

平成27年 浜松市浜北区宮口梔池(梔組) 一層

平成27年 浜松市南区参野町 一層

令和3年 御前崎市池新田早苗町 二輪


