
NO 発注元 場所 工事名 施工年月 面積(㎡）

1 民間 滋賀県米原市 米原駅上りホーム床面改良その他工事その２ 平成21年4月 120

2 徳島市 徳島県徳島市 徳島駅西須賀線修繕工事 平成21年4月 25

3 東日本旅客鉄道㈱ 福島県会津若松市 会津若松駅本屋床一部改良工事 平成21年6月 320

4 民間 東京都新宿区 東京女子医大渡り廊下通路カラー舗装 平成21年6月 100

5 相模鉄道（株） 神奈川県横浜市 西横浜駅ホーム滑り止め補修工事 平成21年9月 100

6 神奈川県小田原土木事務所神奈川県 平成21年度橋りょう補修工事（県単）当初24号国道135号 平成21年10月 212

7 東武鉄道㈱ 東京都板橋区 東武線大山駅スロープ改修工事 平成21年11月 12

8 東日本旅客鉄道㈱ 岩手県盛岡市 盛岡駅コンコース改修工事 平成21年11月 740

9 民間 滋賀県米原市 米原駅下りホーム床面改良その他工事 平成21年12月 2,163

10 民間 岩手県盛岡市 盛岡駅中央こ線橋通路床改良工事 平成21年12月 763

11 岡山県備中県民局 岡山県 公共道路工事（横断歩道上部工） 平成21年12月 173

12 東京都 東京都西東京市 田無町7丁目歩道橋維持工事 平成21年12月 227

13 東日本旅客鉄道㈱ 北佐久郡軽井沢町 新幹線軽井沢駅ホーム 平成21年12月 1,079

14 東海旅客鉄道㈱ 滋賀県米原市 新幹線米原駅下りホーム 平成22年1月 2,100

15 名古屋市 愛知県名古屋市 新瑞橋修繕工事 平成22年2月 132

16 東日本旅客鉄道（株） 茨城県石岡市 石岡駅乗換こ線橋床舗装改良工事 平成22年2月 120

17 西日本旅客鉄道㈱ 福岡県福岡市博多区 新幹線博多駅改良工事 平成22年2月 2,500

18 民間 神奈川県横浜市 東神奈川駅歩道改修工事 平成22年3月 138

19 西日本旅客鉄道㈱ 福岡県小倉市 新幹線小倉駅上り 平成22年3月 2,500

20 民間 川崎市幸区 ラゾーナ川崎東側駐車場入り口補修工事 平成22年3月 28

21 民間 東京都新宿区 伊勢丹新宿店改修工事 平成22年3月 43

22 東京都 東京都府中市 府中多摩町歩道橋維持工事 平成22年3月 142

23 東日本旅客鉄道㈱ 福島県いわき市 勿来駅ホーム改良工事 平成22年3月 38

24 東京都　千代田区 東京都千代田区 南堀留橋補修及び塗装工事の内型枠式カラータイル舗装平成22年3月 116

25 ひたちなか市 茨城県ひたちなか市 表町歩道バリアフリー化工事（２１国補まち交第５号） 平成22年3月 50

26 ＪＲ 愛知県名古屋市 新幹線名古屋駅ホーム床型枠タイル張替その他修繕工事平成22年3月 23

27 四国ガス株式会社 愛媛県松山市 本町ファンシータイル補修工事 平成22年3月 19
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合計 13,983

28 大分市 大分県大分市 市道中央通り線歩道改良工事 平成22年7月 240

29 京王帝都電鉄（株） 東京都世田谷区 芦花公園駅ホーム改修工事 平成22年7月 36

30 東日本旅客鉄道（株） 東京都豊島区 ＪＲ巣鴨駅ホーム改修工事 平成22年7月 32

31 東日本旅客鉄道㈱ 東京都豊島区 巣鴨駅ホーム改良工事 平成22年7月 32

32 東海旅客鉄道㈱ 横浜市港北区 新幹線新横浜駅ホーム改良工事 平成22年7月 1,700

33 民間 横浜市鶴見区 JFEエンジニアリング鶴見工場保安事務所改修工事 平成22年8月 37

34 東京都建設局 東京都豊島区 千川歩道橋維持工事 平成22年11月 105

35 東京都 東京都武蔵野市 千川歩道橋維持工事 平成22年12月 144

36 東日本旅客鉄道㈱ 東京都葛飾区 金町駅コンコース改修工事 平成22年12月 177

37 東京都　北多摩北部建設事東京都小平市 小川町歩道橋維持工事（橋面舗装） 平成22年12月 87

38 小田急電鉄（株） 神奈川県藤沢市 小田急線藤沢駅駅舎改修工事追加 平成22年12月 12

39 ＪＲ 愛知県名古屋市 新幹線名古屋駅上りホーム床型枠タイルその他修繕工事平成22年12月 15

40 東日本旅客鉄道㈱ 福島県いわき市 内郷駅ホーム改良工事 平成23年1月 60

41 東日本旅客鉄道㈱ 東京都八王子市 八王子駅型枠式カラータイル工事 平成23年2月 84

42 京王帝都電鉄（株） 東京都世田谷区 京王井の頭線新代田駅ホーム補修工事 平成23年2月 136

43 小田急電鉄（株） 神奈川県海老名市 ビナウォーク４番館ファンシーグリップ工事 平成23年2月 221

44 高知県その他 高知県四万十市 道交地（修繕）第４６－０３４－２号県道中村下ノ加江線（四万十川橋）地域活力基盤工平成23年3月 35

45 高山市 岐阜県高山市 市道天満桐生線舗装工事樹脂系カラー舗工 平成23年3月 440

46 高山市 岐阜県高山市 江名子川周辺散策路整備工事 平成23年3月 102

47 東日本旅客鉄道㈱ 横浜市西区 横浜線大口駅EV設置工事 平成23年3月 77

48 東京都 東京都江東区 豊洲ニ丁目歩道橋維持工事 平成23年3月 344

49 東京都 東京都台東区 根岸小学校前歩道橋維持工事 平成23年3月 87

50 西日本旅客鉄道㈱ 大阪市 大阪駅高架上環状線ホーム 平成23年3月 2,600

51 西日本旅客鉄道㈱ 福岡県小倉市 新幹線小倉駅下り 平成23年3月 2,500

合計 9,303

52 下呂市 岐阜県下呂市 建工第９５号　下呂温泉散策路修景工事の内景観舗装工平成23年5月 340

53 下呂市 岐阜県下呂市 萩原東本町線舗装工事の内歩道舗装工事 平成23年5月 226

54 民間 神奈川県小田原市 店舗新築に伴う歩道切下部補修工事 平成23年6月 22

55 東海旅客鉄道（株） 大阪府大阪市 新大阪駅構内工区設備改良工事 平成23年7月 100

56 名古屋鉄道（株） 愛知県岡崎市 名古屋本線　藤川駅自由通路設置に伴う建築工事の内　カラータイル舗装工事平成23年8月 250



57 市川市役所 千葉県市川市 二俣歩道橋改修工事 平成23年8月 53

58 民間 東京都中央区 有楽町駅銀座口ルミネストリート新築工事 平成23年10月 390

59 東日本旅客鉄道㈱ 福島県いわき市 湯本駅ホーム改修工事 平成23年11月 61

60 神奈川県平塚土木
事務所神奈川県 平成23年度交通安全施設舗装補修工事県単
（その１） 平成23年11月 192

61 小田急電鉄（株） 神奈川県川崎市 読売ランド前駅跨線橋床面改修工事 平成23年11月 85

62 東京都 東京都調布市 北の台歩道橋維持工事 平成23年12月 77

63 東京都 東京都府中市 前原歩道橋維持工事 平成23年12月 80

64 下呂市 岐阜県下呂市 建工第４９号　下呂温泉街道路修景工事の内景観舗装工平成23年12月 248

65 東海旅客鉄道㈱ 静岡県三島市 三島駅ホーム床一部修繕工事 平成23年12月 100

66 静岡県島田土木 静岡県島田市 （国）150号社会資本整備総合交付金　国道道路改築工事平成24年3月 196

67 村山総合支庁北庁舎 山形県村山市 平成23年度（明許）道路改築事業 平成24年12月 650

68 中央区役所 東京都中央区 久松歩道橋修繕工事 平成24年1月 38

69 高知県 高知県四万十市 四万十川橋改修工事 平成24年2月 141

70 関西電力㈱ 大町市 駅舎中 平成24年2月 123

71 高知県その他 高知県四万十市 道交地自主（修繕）第１４－１４５－０２号県道中村下ノ加江線（四万十川橋）工事平成24年2月 125

72 横浜市 神奈川県横浜市 戸塚駅東口ペデストリアンデッキ補修工事（その２） 平成24年3月 535

73 千代田区 東京都千代田区 橋梁補修工事（錦橋） 平成24年3月 181

74 高山市 岐阜県高山市 樹脂舗装工事 平成24年3月 137

75 東京都 東京都八王子市 石川歩道橋維持工事 平成24年3月 105

76 東京都 東京都中央区 区立ニ中前歩道橋維持工事 平成24年3月 44

77 千代田区役所 東京都千代田区 錦橋改修工事(歩道部) 平成24年3月 181

78 神奈川県小田原土木事務所神奈川県湯河原町 千歳橋側道橋舗装補修工事 平成24年3月 74

79 川崎市役所 川崎市幸区 越路歩道橋橋面工事 平成24年3月 35

80 東京都 東京都多摩区 大河原、和田第二小学校前歩道橋維持工事 平成24年3月 90

81 横浜市役所 横浜市戸塚区 戸塚駅東口ペデ補修工事 平成24年3月 535

合計 5,414

82 東京都 東京都葛飾区 綾瀬川水戸橋架替工事 平成24年4月 133

83 東海旅客鉄道㈱ 横浜市港北区 新幹線新横浜駅ホーム改良工事 平成24年4月 150

84 西日本旅客鉄道㈱ 大阪市 大阪駅高架下M2階南北通路 平成24年4月 300

85 京王帝都電鉄（株） 東京都府中市 東府中ホーム改良工事 平成24年4月 700

86 阪神電鉄 兵庫県尼崎市 武庫川駅 平成24年5月 150



87 在日アメリカ軍 長崎県佐世保市 ＢＬＤＧ・９１＆ＰＷ４７周辺外構工事のうちスタンプコンクリート工事 平成24年6月 675

88 西日本旅客鉄道㈱ 大阪市 大阪駅高架下M2階東西通路 平成24年8月 360

89 山梨県 山梨県笛吹市 金川の森再整備工事 平成24年8月 135

90 民間 大阪府東大阪市 徳庵商店街ファンシータイル復旧工事 平成24年8月 10

91 高山市 岐阜県高山市 市道牧が洞1号線道路改良（舗装）工事 平成24年10月 306

92 東京都第一建設事務所 東京都中央区 月島橋外1橋維持鏡面舗装工事 平成24年11月 292

93 高山市 岐阜県高山市 市道若達線道路修繕工事 平成24年12月 168

94 東海旅客鉄道㈱ 大阪市 新幹線新大阪駅＃27 平成24年12月 2,830

95 村山総合支庁北庁舎 山形県村山市 平成23年度（明許）道路改築事業 平成24年12月 650

96 民間 宮城県塩釜市 本塩釜ホーム美化その他修繕工事 平成25年3月 636

97 民間 宮城県松島町 松島海岸駅ホーム美化その他修繕工事 平成25年3月 231

98 東京都第一建設事務所 東京都千代田区 俎橋外1橋維持工事（鏡面舗装） 平成25年3月 279

99 民間 東京都武蔵野市 京王吉祥寺駅床工事 平成25年3月 208

100 高山市 岐阜県高山市 市道西岡本線舗装工事 平成25年3月 210

101 独立行政法人都市再生機構東京都江戸川区 葛西クリーンタウン清新南ハイツ（その３）造園再整備工事平成25年3月 14

102 民間 三重県志摩市 近鉄賢島駅整備（建築関係）工事 平成25年3月 50

103 西日本旅客鉄道㈱ 広島県呉市 呉駅跨線橋 平成25年3月 230

合計 8,717

104 民間 東京都 ガス埋設管による舗装本復旧工事 平成25年4月 144

105 西日本旅客鉄道㈱ 大阪市 大阪駅高架上（61～64）階段 平成25年6月 220

106 JAグリーン長野 長野市 店舗 平成25年7月 197

107 UR北摂北神開発 大阪府箕面市 24-箕面粟生第一団地施設通路修
その他工事繕 平成25年7月 150

108 民間 東京都武蔵野市 京王吉祥寺駅建替え工事 平成25年8月 151

109 民間 東京都千代田区  東京駅八重洲開発中央部他新築工事
 平成25年8月 170

110 宮崎県 宮崎県宮崎市 平成２４年度自交公園第１－５号　宮崎県総合文化公園　南駐車場整備工事のうちアスファルト舗装工事平成25年8月 88

111 豊田市 愛知県豊田市 朝日道路新設（歩道橋工事） 平成25年9月 157

112 東海旅客鉄道㈱ 北佐久郡軽井沢町 新幹線ホーム 平成25年9月 600

113 西日本旅客鉄道㈱ 大阪市 おおさか東線新大阪駅4号ホーム 平成25年10月 720

114 東武鉄道㈱ 群馬県伊勢崎市 新伊勢崎駅ホーム舗装工事 平成25年10月 397

115 東京都　品川区 東京都品川区 商店街電線類地中化道路補修工事 平成25年11月 55

116 東海旅客鉄道㈱ 長野市 新幹線軽井沢駅ホーム 平成25年11月 100



117 都一建 東京都港区 青山橋外2橋維持工事 平成25年11月 210

118 西日本旅客鉄道㈱ 山口県下関市 下関駅コンコース 平成26年2月 755

119 東海旅客鉄道㈱ 東京都千代田区 可動柵設置工事 平成26年2月 140

120 ＪＲ東日本ビルテック㈱ 神奈川県戸塚市 ＪＲ戸塚駅(ｺﾝｺｰｽ) 平成26年3月 430

合計 4,684

121 兵庫県 兵庫県宝塚市 平成25年度　歌劇場前横断歩道橋補修工事(樹脂モルタル無し） 平成26年5月 570

122 西日本旅客鉄道㈱ 大阪市 森ノ宮駅リニューアル工事 平成26年7月 620

123 東日本旅客鉄道㈱ 岩手県盛岡市 盛岡駅ロータリー整備工事 平成26年7月 139

124 国交省 長野国道事務所 長野市 国道19号線歩道部 平成26年7月 382

125 高知県 高知県四万十市 四万十橋歩道橋（上流側） 平成26年10月 330

126 西日本旅客鉄道㈱ 大阪府岸和田市 岸和田駅新設ホーム 平成26年11月 130

127 高知県 高知県四万十市 四万十橋歩道橋（上流側） 平成26年11月 330

128 西日本旅客鉄道㈱ 大阪市 おおさか東線新大阪駅3号ホーム 平成26年11月 790

129 東日本旅客鉄道㈱ 北佐久郡軽井沢町 新幹線軽井沢駅ホーム 平成26年11月 220

130 西日本旅客鉄道㈱ 石川県七尾市 跨線橋 平成26年12月 120

131 東海旅客鉄道㈱ 東京都千代田区 新幹線東京駅可動柵設置工事 平成26年12月 140

132 豊田市役所 愛知県平和町地内 安永ﾄﾝﾈﾙ園路整備工事 平成26年12月 172

133 東海旅客鉄道㈱ 京都市 新幹線京都駅#11,#12,#13 平成27年1月 300

134 大田区 東京都大田区 道路修繕工事（建工16） 平成27年2月 606

135 東京都
北多摩南部建設事務所東京都西東京市 北原歩道橋 平成27年2月 200

136 西日本旅客鉄道㈱ 岡山県岡山市 岡山駅コンコース 平成27年2月 430

137 国交省 長野国道事務所 長野市 国道20号線歩道部 平成27年2月 386

138 東日本旅客鉄道㈱ 長野市 乗換跨線橋 平成27年3月 120

139 柏市役所 千葉県柏市 柏市民会館人道橋型枠工事 平成27年3月 114

合計 6,099

140 東海旅客鉄道㈱ 名古屋市中村区 名古屋駅新幹線ホーム下り16,17番ﾎｰﾑEV移設工事 平成27年5月 45

141 大阪市建設局 大阪府大阪市 岩松橋歩道部 平成27年6月 520

142 京王電鉄株式会社 東京都八王子市 京王線長沼駅ホーム補修工事 平成27年7月 507

143 東海旅客鉄道㈱ 名古屋市中村区 名古屋保線所管内土木構造物修繕工事 平成27年7月 30

144 京王電鉄株式会社 東京都八王子市 高尾線 高尾山口駅高架橋 高欄改修工事その2 平成27年8月 1,023

145 東日本旅客鉄道㈱ 北佐久郡軽井沢町 軽井沢駅 平成27年8月 16



146 東日本旅客鉄道㈱ 長野市 長野駅 平成27年9月 10

147 東日本旅客鉄道㈱ 北佐久郡軽井沢町 軽井沢駅 平成27年9月 10

148 東海旅客鉄道㈱ 名古屋市中村区 名古屋駅新幹線ホーム少額補修工事 平成27年9月 30

149 東京都 東京都港区 港南大橋維持工事 平成27年9月 162

150 東日本旅客鉄道㈱ 東京都立川市 立川駅ホーム改修工事 平成27年9月 101

151 ㈱近鉄都ホテルズ 京都市東山区 ウェスティン都ホテル京都樹脂舗装工事 平成27年9月 54

152 民間 東京都立川市 JR立川駅ホーム改修工事 平成27年9月 101

153 東日本旅客鉄道㈱ 長野県安曇野市 梓橋駅 平成27年11月 21

154 名古屋市 名古屋市中村区 桜橋歩道舗装補修工事 平成27年11月 50

155 東海旅客鉄道㈱ 京都市下京区 京都駅14番線ホーム鋼板設置工事 平成27年11月 95

156 東日本旅客鉄道株式会社宮城県仙台市 仙台駅東西自由通路拡幅・東口駅ビル新築 平成27年12月 252

157 東海旅客鉄道㈱ 名古屋市中村区 名古屋駅新幹線ホーム少額補修工事 平成27年12月 20

158 東日本旅客鉄道㈱ 北佐久郡軽井沢町 軽井沢駅 平成27年12月 160

159 東海旅客鉄道㈱ 名古屋市中村区 名古屋保線所管内土木構造物改良工事(線路防護柵取り換えその他) 平成27年12月 40

160 西日本旅客鉄道㈱ 大阪市淀川区 おおさか東線新大阪駅構内改良工事(2号ﾎｰﾑ) 平成27年12月 750

161 東海旅客鉄道㈱ 愛知県豊橋市 豊橋駅新幹線ホーム11番線床水溜り部補修 平成28年1月 20

162 東京都北多摩南部建設事務所 東京都三鷹市 三鷹一小南歩道橋維持工事（橋面舗装） 平成28年1月 118

163 ＨＨＢＭ 兵庫県西宮市 西宮ガーデンズ 平成28年1月 200

164 東海旅客鉄道㈱ 名古屋市中村区 名古屋保線所管内土木構造物改良工事(線路防護柵取り換えその他) 平成28年2月 50

165 名古屋市 名古屋市熱田区 都計御田線立体横断施設築造工事 平成28年2月 345

166 東日本旅客鉄道㈱ 東京都台東区 上野駅山手線上下ホーム補修工事 平成28年2月 1,438

167 相模原市 神奈川県相模原市 相模大野コリドー商店街補修工事 平成28年2月 235

168 東京急行電鉄(株) 東京都世田谷区 三軒茶屋駅ホーム補修工事 平成28年３月 300

169 東海旅客鉄道㈱ 名古屋市中村区 名古屋駅新幹線ホーム下り16番ﾎｰﾑ補修工事 平成28年3月 15

170 東海旅客鉄道㈱ 名古屋市中村区 名古屋駅新幹線ホーム少額補修工事 平成28年3月 30

171 東海旅客鉄道㈱ 名古屋市中村区 名古屋駅輸送設備ほか改修工事 平成28年3月 45

172 東日本旅客鉄道㈱ 長野県岡谷市 岡谷駅 平成28年3月 357

173 民間 東京都豊島区 西池袋8号線工事 平成28年3月 360

174 大田区 東京都大田区 道路改修工事（建工25） 平成28年3月 569

175 高山市 岐阜県高山市 市道冨山線歩行空間舗装修繕工事 平成28年3月 402

176 高山市 岐阜県高山市 市道新宮前原線道路改良工事 平成28年3月 144

177 ＨＨＢＭ 兵庫県西宮市 西宮ガーデンズ 平成28年3月 400



合計 8,625

178 豊島区役所 東京都豊島区 池袋南交差西側歩道橋補修工事 平成28年4月 110

179 西日本旅客鉄道㈱ 大阪府大阪市 桃谷駅 平成28年8月 624

180 東日本旅客鉄道㈱ 宮城県仙台市 仙台駅7,8番線改修工事 平成28年8月 241

181 東京都北多摩南部建設事務所 東京都武蔵野市 桜堤歩道橋維持工事 平成28年11月 123

182 明石市役所 兵庫県明石市 魚の棚商店街 平成28年11月 425

183 大阪市 大阪市阿倍野区 尼崎平野線 平成28年9月 5

184 民間 大阪市中央区 島之内歩道切り下げ 平成29年1月 3

185 姫路市 兵庫県姫路市 高浜歩道橋 平成29年1月 276

186 姫路市役所 兵庫県姫路市 高浜歩道橋 平成29年1月 240

187 名古屋鉄道株式会社 名古屋市 名鉄堀田駅階段改修工事 平成29年1月 153

188 東武鉄道株式会社 埼玉県川越市 川越駅可動式ホーム棚設置工事 平成29年3月 197

189 西日本旅客鉄道㈱ 山口県山口市 新山口駅1番ホーム床面改良工事 平成29年3月 152

190 東海旅客鉄道㈱ 東京都中央区 東京駅第7ホームと列ライン修繕工事 平成29年3月 166

191 近畿日本鉄道㈱ 京都府京都市 丹波橋駅 平成29年3月 600

192 国交省紀南河川国道事務所 三重県紀宝町 相野谷川堤防 平成29年3月 15
合計 3,330

193 明石市 明石市 歩道部 平成２９年３月 300

194 JR東日本旅客鉄道㈱ 長野県北佐久郡 JR軽井沢駅新幹線ホーム 平成29年4月 550

195 JR西日本旅客鉄道㈱ 大阪府大阪市 鶴橋駅リニューアル工事 平成29年5月 1,470

196 近畿日本鉄道㈱ 京都府京都市 近鉄丹波駅旧改札機側塗床工事 平成29年6月 530

197 東武鉄道㈱ 埼玉県川越市 川越駅可動式ホーム柵工事 平成29年6月 351

198 近畿日本鉄道㈱ 大阪府岸和田市 東岸和田駅ホーム樹脂舗装工事 平成29年7月 136

199 大阪府 大阪府堺市 堺戒島橋樹脂舗装工事 平成29年7月 146

200 近畿日本鉄道㈱ 奈良県生駒市 近鉄学研北生駒駅コンコース改修工事 平成29年8月 676

201 神戸市 兵庫県神戸市 離宮前歩道橋補修工事 平成29年10月 44

202 名古屋市 愛知県名古屋市 覚王山歩道橋 平成29年10月 100

203 東京都 東京都調布市 中藤歩道橋外2橋維持工事 平成29年11月 93

204 名古屋市 愛知県名古屋市 駿河歩道橋 平成29年12月 125

205 国交省静岡国道 静岡県静岡市 駿河大橋 平成29年12月 880

206 JR東日本旅客鉄道㈱ 東京都台東区 上野駅可動式ホーム柵新設カラー舗装工事 平成29年12月 1,000

207 姫路市　道路課 姫路市 三左衛門堀橋 平成29年12月 300



208 中央区 東京都中央区 佃橋歩道工事 平成30年1月 50

209 東京都 東京都大田区 浅間歩道橋改修工事 平成30年1月 30

210 西武鉄道㈱ 東京都豊島区 駅ホーム 平成30年1月 114

211 高砂市　土木課 高砂市 歩道 平成30年2月 300

212 東京都 東京都新宿区 曙橋補修工事 平成30年2月 530

213 姫路市 兵庫県姫路市 三佐衛門堀橋樹脂舗装工事 平成30年2月 277

214 JR西日本旅客鉄道㈱ 大阪府大阪市 梅田一番街エピロ・ド・ピエロ前補修工事 平成30年2月 50

215 東武鉄道㈱ 埼玉県川越市 川越駅可動式ホーム柵工事 平成30年2月 42

216 民間 法政大学Vブリッジ 平成30年2月 25

217 兵庫県明石市 魚の棚市場 歩道部 平成３０年２月 500

218 JR西日本旅客鉄道㈱ 大阪府茨木市 茨木駅改良他工事 平成30年3月 75

219 JR西日本旅客鉄道㈱ 奈良県奈良市 京終駅改良工事 平成30年3月 75

220 高砂市 兵庫県高砂市 高砂市材木町他樹脂工事 平成30年3月 404

221 愛媛県 愛媛県松山市 温道維第24号(国)317号他道路維持工事 平成30年3月 61

222 JR東海旅客鉄道㈱ 神奈川県横浜市 新横浜駅可動柵新設工事 平成30年3月 101

223 東京都 東京都府中市 府中多磨町歩道橋維持工事 平成30年3月 130

224 明石市　道路課 明石市 中央37号線 平成30年3月 1,800

225 柏原市 柏原市 歩道部 平成30年3月 300

合計 11,565

226 中野区役所 都立家政駅前 （仮）型枠式工法復旧作業 平成３０年４月 4

227 明石市役所　道路課 明石市本町 明石中央３７号線道路改良工事 平成３０年４月 29

228 京阪電鉄 京都府京都市 京阪 伏見稲荷駅リニューアル工事 平成３０年４月 85

229 阪急電鉄 大阪府大阪市 阪急ターミナルビル屋上トップビアガーデン床改修工事 平成３０年４月 845

230 民間 さいたま市北区土呂町２－９－１ （仮）歩道舗装復旧工事 平成３０年５月 2

231 民間 川崎市幸区古市場１－５４－６ （仮）道路補修工事 平成３０年５月 14

232 民間 米原駅下りホーム 米原駅補修工事 平成３０年５月 1

233 明石市役所　道路課 明石市本町 明石中央３７号線道路改良工事 平成３０年５月 45

234 民間 さいたま市北区土呂町２丁目９地先 （仮称）土呂町２丁目型枠式カラー舗装工事 平成３０年６月 3

235 民間 さいたま市北区盆栽町地内 （仮）盆栽町歩道復旧工事 平成３０年６月 7

236 民間 品川区東五反田５－１３－１０ 路面復旧工事 平成３０年６月 4

237 千代田区役所 千代田区神田駿河台二丁目１番地～一丁目６番地先歩道拡幅工事明大通りⅠ期（第５号） 平成３０年６月 9

238 民間 浜松駅 東海道新幹線浜松駅上り８号車口改修工事 平成３０年６月 5



239 大阪府 大阪府大阪市 日本万国博覧会記念公園 西口連絡橋耐震補強工事 平成30年６月 650

240 民間 東京都中央区 楓川久安橋公園改修工事 平成30年６月 388

241 民間 港区赤坂 森トラスト・ビルマネジメント株式会社 平成３０年７月 1

242 大阪市　建設局 日本橋北詰 日本橋橋面改良工事 平成３０年７月 519

243 千代田区 東京都千代田区 旧柳原橋道路維持工事 平成３０年７月 87

244 東京都 東京都西東京市 西原歩道橋維持工事(橋面舗装) 平成３０年７月 79

245 民間 千葉県船橋市 ららぽーと船橋 ハーバー通り連絡通路床改良工事 平成３０年７月 185

246 大阪府　日本万国博覧会記念協会 大阪府吹田市 万博連絡橋耐震補強 平成３０年８月 1,304

247 民間 大阪市東淀川区内 ＪＲ東淀川駅コンコース床面改修工事 平成３０年９月 175

248 阪急電鉄 大阪府大阪市 阪急神崎川東改札構内外ｺﾝｺｰｽ床改修工事 平成３０年９月 154

249 さいたま市役所 さいたま市北区宮原町３－５１４ 道路修繕工事（３０北部単価契約１－１） 平成３０年１０月 82

250 民間 大阪市東淀川区内（ＪＲ東淀川駅） ＪＲ東淀川駅コンコース床面改修工事２ 平成３０年１０月 110

251 高砂市役所 高砂市高砂町魚町 高砂・堀川周辺地区整備工事 平成３０年１０月 32

252 明石市役所　道路課 明石市本町 魚の棚商店街会所周り補修工事 平成３０年１０月 5

253 民間 三重県鈴鹿市 店舗 平成３０年１０月 80

254 さいたま市役所 埼玉県さいたま市 宮原駅西口ロータリー修繕工事 平成３０年１０月 80

255 民間 豊島区南池袋一丁目 西武線池袋駅ホーム改修工事 平成３０年１１月 9

256 民間 大阪市東淀川区内（ＪＲ東淀川駅） ＪＲ東淀川駅コンコース床面改修工事３ 平成３０年１１月 16

257 仙台市役所 仙台市内 大橋歩道補修工事 平成３０年１２月 10

258 高山市役所 高山市花里町２丁目地内 ３０建維第１２２号 平成３０年１２月 26

259 民間 米原駅上りホーム 米原駅修繕工事 平成３０年１２月 1

260 東京都 東京都調布市 深大寺歩道橋維持工事(橋面舗装) 平成３０年１２月 80

261 大垣市 岐阜県大垣市 配水管布設ほか工事 平成３１年１月 150

262 東海旅客鉄道㈱ 静岡県浜松市 浜松駅上り乗降場ほか 平成３１年１月 50

263 東京都 東京都小平市 弥生歩道橋維持工事外1橋 平成３１年２月 150

264 大阪市　建設局　東南工営所東住吉区桑津１丁目～北田辺２丁目豊里矢田線舗装新設その他工事－２８ 平成３１年２月 3

265 京都市役所 京都市下京区地内 ＪＲ新駅周辺整備工事 平成３１年２月 79

266 民間 明石市本町 魚の棚商店街会所周り補修工事 平成３１年２月 1

267 兵庫県明石市 魚の棚市場 歩道部 平成３１年２月 50

268 民間 豊島区西巣鴨 路面復旧工事 平成３１年３月 4

269 東京都　北多摩南部建設事務所武蔵村山市ミツ木二丁目地内から同市三ツ藤三丁目地内ミツ木桃ノ木歩道橋維持工事（橋面舗装） 平成３１年３月 112

270 千葉市　花見川・稲毛土木事務所千葉市稲毛区高州地内 稲岸橋補修工事（美３０‐１） 平成３１年３月 50



271 高山市役所 高山市上切町地内 ３０建設第４２号　市道上切中切２号線 平成３１年３月 59

272 高山市役所 高山市岡本町地内 ３０建設第４８号 平成３１年３月 76

273 高山市役所 高山市下一之町地内他 ３０建維第２０２号 平成３１年３月 125

274 高山市役所 高山市神田町１丁目地内 ３０建維持２９０号 平成３１年３月 136

275 明石市役所　道路課 明石市桜町 明石中央１５号線ほか１線舗装工事 平成３１年３月 155

276 東京都 東京都国分寺市 泉町歩道橋維持工事(橋面舗装) 平成３１年３月 233

277 東京都 東京都武蔵村山市 三ツ木桃の木歩道橋維持工事外1橋 平成３１年３月 150

278 東武鉄道㈱ 東京都足立区 西新井駅店舗前床改修工事 平成３１年３月 45

279 千葉市 千葉県美浜区 稲岸橋補修工事 平成３１年３月 50

280 京都市 京都府京都市 七条新駅歩道橋舗装工事 平成３１年３月 80

281 東海旅客鉄道㈱ 静岡県静岡市葵区 パルシェ本館8階事務所ほか改修工事 平成３１年３月 110

合計 6,994

282 JR東日本 東京都品川区 品川駅ホーム固定柵設置工事 平成３１年４月 137

283 京王電鉄 東京都調布市 飛田給駅ホーム改修工事 平成３１年４月 115

284 西日本旅客鉄道株式会社大阪府大阪市
新大阪駅幹4ﾎｰﾑ停止位置目標
及び徒列ﾗｲﾝ改良工事【指定席範囲】 令和１年６月 136

285 首都高機械メンテナンス株式会社東京都港区 機械設備他維持補修2019 令和１年８月 70

286 京急電鉄 東京都大田区 蒲田駅3.6番線点字設置工事 令和１年８月 52

287 渋谷区 東京都渋谷区 区役所公会堂ＫＣ工法補修工事 令和１年９月 112

288 京急電鉄 神奈川県横浜市 横浜駅ホームドア新設に伴う土木工事 令和１年９月 68

289 西武鉄道 東京都練馬区 練馬駅ホームドア設置に伴う改修工事 令和１年１０月 162

290 京急電鉄 東京都千代田区 神田駅ホーム改修工事 令和１年１０月 200

291 西日本旅客鉄道株式会社大阪府大阪市 新大阪駅幹4ﾎｰﾑ停止位置目標及び徒列ﾗｲﾝ改良工事(1号車～4号車）令和１年１１月 146

292 東京都建設局 東京都渋谷区 神宮前歩道橋（橋面） 令和１年１１月 78

293 阪急阪神ビルマネジメント㈱大阪府大阪市 かっぱの池改修工事に伴う床改修工事 令和１年１２月 100

294 大宮シャトル 埼玉県さいたま市 大宮駅他4駅CPライン修繕 令和１年１２月 160

295 加藤学園 静岡県沼津市 暁秀高校エントランス 令和１年１２月 310

296 東京都建設局 東京都立川市 福寿歩道橋維持工事 令和２年１月 357

297 名古屋市 名古屋市中川区 横断西古渡歩道橋 令和２年１月 708

298 名鉄 名古屋市熱田区 名鉄神宮前駅改修 令和２年１月 150

299 東京都第二建設事務所 東京都渋谷区 神宮前歩道橋外1橋維持工事（塗装） 令和２年２月 78

300 西日本旅客鉄道 大阪府茨木市 橋上駅エントランス 令和２年２月 86

301 宮城県 宮城県仙台市 仙台駅1番線ホーム面改良工事 令和２年２月 1,025



302 阪神電気鉄道株式会社 兵庫県尼崎市 8両化対応ホーム延伸工事(武庫川駅)の内土木・建築関係工事令和２年２月 67

303 阪神電気鉄道株式会社 兵庫県神戸市 阪神西元町駅コンコース改修工事 令和２年２月 169

304 西日本旅客鉄道株式会社大阪府大阪市 ＪＲ福島駅プラットホーム塗床工事 令和２年２月 99

305 東京都立川市役所 東京都立川市 東富士見歩道橋維持工事 令和２年２月 140

306 JR東日本 東京都 日暮里駅中央こ線橋美化工事 令和２年２月 335

307 首都高速道路サービス 東京都杉並区 機械設備他維持補修（永福PA通路） 令和２年２月 70

308 宮城県 宮城県仙台市 仙台駅改良工事 令和２年３月 320

309 愛知県名古屋市 愛知県名古屋市 西古瀬横断歩道橋修繕工事 令和２年３月 360

310 愛知県名古屋市 愛知県名古屋市 ささしまライブ24土地区画整理事業都計椿町線こ線歩道橋維持補修工事令和２年３月 745

311 岐阜県高山市 岐阜県高山市 市道千島花里線歩行空間舗装修繕工事 令和２年３月 80

312 岐阜県高山市 岐阜県高山市 31建維第233号市道名田末広1号線歩行空間舗装修繕工事の内樹脂系舗装工令和２年３月 137

313 兵庫県伊丹市 兵庫県伊丹市 平成31年度伊丹市橋梁等補修・補強工事 令和２年３月 156

314 江ノ島電鉄㈱ 神奈川県鎌倉市 （仮称）江ノ電鎌倉駅整備工事 令和２年３月 1,116

315 ＪＲ東日本 東京都渋谷区 原宿駅改良工事 令和２年３月 1,029

316 小田急電鉄㈱ 神奈川県川崎市 向ヶ丘遊園北口床補修工事 令和２年３月 155

317 JR東日本 茨城県鹿島市 鹿島神宮駅コンコース改修工事 令和２年３月 286

318 千葉県千葉市役所 千葉県千葉市 稲岸橋補修工事 令和２年３月 54

319 西武鉄道 東京都新宿区 新宿駅ホームドア設置に伴う補強工事 2番線 令和２年３月 67

320 近畿日本鉄道株式会社 奈良県奈良市 近鉄大和西大寺駅コンコース塗床工事 令和２年３月 493

321 名古屋市 名古屋市中区 東桜1-1再開発計画 令和２年３月 645

322 東日本旅客鉄道㈱ 長野県諏訪郡下諏訪町 JR下諏訪駅改修工事 令和２年３月 120

323 ㈱ﾀｲｷ 大阪府大阪市 南港ﾌﾛｰﾗﾙﾊｲﾂ外構等改修工事 令和２年４月 650

合計 11,543


