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工 事 経 歴 書

大創建設株式会社



道路維持工事 東京都 都道私道改修 調布市 昭和６３年　１月

神代公園車止工事 東京都 車止 調布市 昭和６３年　３月

原駐車場新設工事 原 光義 駐車場 三鷹市 昭和６３年　６月

都営住宅整備工事 東京都 整備 三鷹市 昭和６３年　９月

神代植物公園駐車場工事 東京都 駐車場 調布市 平成 元年  １月

神代植物公園駐車場車止柵工事 東京都 車止柵 調布市 平成 元年  ２月

都営住宅井口第２整備工事 東京都 整備 三鷹市 平成 元年  ７月

都営住宅井口第３整備工事 東京都 整備 三鷹市 平成 元年１０月

調布市下石原宅地造成工事 T．S様 道路新設 調布市 平成 元年１０月

T第１２３駐車場整備工事 T．M様 整備 武蔵野市 平成 元年１１月

交差点改良工事 東京都 改良 三鷹市 平成 元年１２月

O様邸道路新設工事 O.K様 道路新設 稲城市 平成 元年１２月

井の頭公園排水工事 東京都 排水設備 武蔵野市 平成　２年　３月

調布苗園脇排水工事 東京都 排水管布設 調布市 平成　２年　３月

車両停車帯設置工事 東京都 バス停設置 三鷹市 平成　２年　３月

第202号上連雀六丁目道路及び排水工事 東京都 道路･排水 三鷹市 平成　２年１２月

雫石宅地造成工事 S．T様 道路新設 多摩市 平成　３年　５月

道路位置指定築造工事 ㈲明勝建設 道路新設 武蔵野市 平成　３年１１月

道路位置指定築造工事 積水科学工業㈱住宅事業部 道路新設 府中市 平成　３年１２月

道路位置指定築造工事 Y.K様 道路新設 三鷹市 平成　４年　３月

乳幼児施設に伴う外構工事 ㈱東和植物園 擁壁・クレー舗装 武蔵野市 平成　４年１０月

道路位置指定工事 N・M・W様 道路新設 三鷹市 平成　４年１１月

八幡大神社境内整備工事 ㈱東和植物園 整備 三鷹市 平成　４年１２月

都営住宅三鷹市深大寺第三整備工事－２ 東京都 道路 三鷹市 平成　５年　１月

土　木　工　事
工事名称 発注者 工事概要 施工場所 完成年月日
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土　木　工　事
工事名称 発注者 工事概要 施工場所 完成年月日

都営住宅三鷹下連雀七丁目整備工事 都西中央協同組合 整備 三鷹市 平成　５年　１月

老人ホーム歩道舗装工事 ㈱東和植物園 舗装 武蔵野市 平成　５年　２月

オーヤマ照明駐車場舗装工事 ㈱東和植物園 舗装 三鷹市 平成　５年　２月

歴史と文化の散歩道ポケットパーク整備工事 東京都 道路 三鷹市 平成　５年　３月

道路位置指定工事 E.M 道路新設 三鷹市 平成　５年　６月

上連雀六丁目第三公園整備工事 ㈱東和植物園 道路・排水 三鷹市 平成　５年　６月

ナザレ修女院外構工事 ㈱東和植物園 塀・舗装 三鷹市 平成　５年　６月

都営住宅三鷹市深大寺第三整備工事 東京都 整備 三鷹市 平成　５年　６月

志木ビル外構工事 ㈱東和植物園 整備 志木市 平成　５年　６月

パークハイツ駐車場舗装工事 S.I様 舗装 小金井市 平成　５年１０月

光が丘体育館外構工事 ㈱東和植物園 舗装・外構 練馬区 平成　６年　２月

市道舗装工事その３ 三鷹市 歩道舗装打替え 三鷹市 平成　６年　２月

田無市南町コミュニティー広場外構工事 古畑総合建装㈱ 外構 田無市 平成　６年　５月

椎の実子供の家関連改修工事 楽山会 整備 三鷹市 平成　６年　５月

東京都老人ホーム外構工事 ㈱東和植物園 外構 武蔵野市 平成　６年１０月

路面補修工事(北南－２２) 東京都 路面補修 三鷹市 平成　６年１２月

大沢コミュニティー道路整備工事 ㈱白鳥造園 道路整備 三鷹市 平成　７年　３月

Ｉ・Ｃ・Ｕ周回道路整備工事 ㈱東和植物園 整備 三鷹市 平成　７年　５月

都営住宅中原三丁目道路整備工事 東京都 整備 三鷹市 平成　７年　６月

都営住宅中原三丁目仮設道路工事 都西中央協同組合 道路 三鷹市 平成　７年　７月

都営住宅中原三丁目仮設道路舗装工事 東京都 舗装 三鷹市 平成　７年　８月

都営住宅井の頭五丁目第二Ａ・Ｐ整備工事 東京都 整備 三鷹市 平成　８年　１月

市道整備工事（その３） 三鷹市 整備 三鷹市 平成　８年　１月

神田川いこいの水辺整備工事（その４） 東京都 整備 三鷹市 平成　８年　２月
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土　木　工　事
工事名称 発注者 工事概要 施工場所 完成年月日

井の頭恩賜公園ボート桟橋改修工事 東京都 改修 三鷹市 平成　８年　３月

代替地宅地造成工事（その６） 東京都 造成 三鷹市 平成　８年　３月

玉川上水路護岸補修工事 東京都 補修 三鷹市 平成　８年　３月

耐震性貯水槽設置工事 三鷹市 貯水槽設置 三鷹市 平成　８年　３月

市道６４５号線歩道設置工事 三鷹市 整備 三鷹市 平成　８年　８月

市道路面整備工事（その２） 三鷹市 整備 三鷹市 平成　８年　８月

補修工事（その１） 三鷹市 補修 三鷹市 平成　８年　８月

都営住宅中原三丁目団地整備工事 東京都 整備 三鷹市 平成　８年１２月

仁礼工業駐車場新設工事 仁礼工業㈱ 駐車場新設 三鷹市 平成　９年　２月

耐震性貯水槽100ｍ3級二次製品新設工事 三鷹市 貯水槽新設 三鷹市 平成　９年　２月

第七小学校プール改修工事 三鷹市 改修 三鷹市 平成　９年　３月

河川維持工事 東京都 維持 三鷹市 平成　９年　３月

市道路面整備工事（その２４） 三鷹市 整備 三鷹市 平成　９年　３月

補修工事（その２） 三鷹市 補修 三鷹市 平成　９年　３月

仙川右岸第一分区103の4号管渠布設工事 三鷹市 布設 三鷹市 平成　９年　３月

市道舗装工事（その３） 三鷹市 舗装 三鷹市 平成　９年　３月

上連雀九丁目宅造工事 O.N様 宅地造成 三鷹市 平成　９年　５月

上連雀九丁目駐車場整備工事 O.H様 駐車場整備 三鷹市 平成　９年　６月

上連雀九丁目駐車場整備工事 F.Mさ、あ 駐車場整備 三鷹市 平成　９年　６月

井の頭恩賜公園七井橋補修工事 東京都 補修 三鷹市 平成　９年　８月

武蔵境ハイム舗装工事 武蔵境ハイム管理組合 道路・駐車場舗装 三鷹市 平成　９年　９月

市道路面整備工事（その８） 三鷹市 整備 三鷹市 平成　９年１０月

下水道維持管理工事（その３） 三鷹市 維持管理 三鷹市 平成　９年１０月

路面補修工事（北南の１３） 東京都 補修 三鷹市 平成　９年１１月
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土　木　工　事
工事名称 発注者 工事概要 施工場所 完成年月日

霊友会第26支部新築工事に伴う土木工事 ㈱東和植物園 舗装・外構 三鷹市 平成　９年１１月

都営住宅中原三丁目団地整備工事（その５） 東京都 整備・外構 三鷹市 平成　９年１２月

I駐車場舗装工事 I.M様 舗装 三鷹市 平成　９年１２月

市道路面整備工事（その２０） 三鷹市 整備 三鷹市 平成１０年　１月

三菱化学外構工事 ㈱東和植物園 外構 狛江市 平成１０年　１月

新田川緑道整備工事 東京緑化㈱ 整備 府中市 平成１０年　３月

交差点改良工事及び排水管設置工事（北南の２） 東京都 改良・設置 三鷹市 平成１０年　３月

生活道路舗装工事（その２） 三鷹市 舗装 三鷹市 平成１０年　３月

井の頭恩賜公園七井橋車止設置工事 東京都 車止設置 三鷹市 平成１０年　３月

東和ランドテック本社ビル外構工事 東和ランドテック㈱ 外構 三鷹市 平成１０年　５月

武蔵境コーポ植木伐採及び舗装工事 I.T様 伐採・舗装 武蔵野市 平成１０年　６月

三菱化学多摩寮建替工事 ㈱竹中土木 立体駐車場設置 狛江市 平成１０年　６月

私道整備工事（その１） 三鷹市 舗装 三鷹市 平成１０年　８月

K駐車場新設工事－１ K.S様 駐車場新設 三鷹市 平成１０年　９月

F様邸駐車場工事 F.S様 駐車場 あきる野市 平成１０年　９月

アメリカンスクール小学校外構工事 東和ランドテック㈱ 外構 三鷹市 平成１０年１１月

三菱化学多摩寮外構工事 ㈱竹中土木 外構 狛江市 平成１０年１２月

武蔵野市営プール送水管補修工事 ㈱五十嵐工業所 補修 武蔵野市 平成１１年　１月

市道路面整備工事（その１７） 三鷹市 整備 三鷹市 平成１１年　１月

市道路面整備工事（その１９） 三鷹市 整備 三鷹市 平成１１年　１月

市道路面整備工事（その２７） 三鷹市 整備 三鷹市 平成１１年　２月

東京経済大学交流会館外構工事 東和ランドテック㈱ 外構 小平市 平成１１年　２月

西部排水区4026°の15管渠布設工事 三鷹市 下水 三鷹市 平成１１年　３月

第五小学校プール改修工事 三鷹市 改修 三鷹市 平成１１年　３月
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土　木　工　事
工事名称 発注者 工事概要 施工場所 完成年月日

井の頭恩賜公園整備工事（その２） 東京都 整備 三鷹市 平成１１年　３月

世田谷区立温水プール外構工事 東和ランドテック㈱ 外構 世田谷区 平成１１年　３月

道路維持工事（その１） 東京都 維持 三鷹市 平成１１年　３月

市道路面整備工事（その５） 三鷹市 整備 三鷹市 平成１１年　６月

下水道維持管理工事（その１） 三鷹市 維持管理 三鷹市 平成１１年　７月

都営境五丁目アパート道路改修工事 東京都住宅供給公社 道路改修 武蔵野市 平成１１年１０月

下水道維持管理工事（その４） 三鷹市 維持管理 三鷹市 平成１１年１１月

市道路面整備工事その２５（市道５４号線） 三鷹市 整備 三鷹市 平成１２年　２月

交差点改良工事（北南の２） 東京都 改修 三鷹市 平成１２年　２月

下水道維持管理工事（その２） 三鷹市 維持管理 三鷹市 平成１２年　３月

三鷹市道１３８号線歩道整備工事（山中通り）(JV) 三鷹市 整備 三鷹市 平成１２年　３月

三鷹市道１３８号線舗装工事（山中通り）(JV) 三鷹市 舗装 三鷹市 平成１２年　３月

市道路面整備工事その７(市道５１４号線） 三鷹市 整備 三鷹市 平成１２年　６月

加藤駐車場新設工事－２ 加藤 重夫 駐車場新設 三鷹市 平成１２年　６月

O様邸擁壁工事 東和ランドテック㈱ 擁壁 杉並区 平成１２年　６月

井口小学校正門通路改修工事 三鷹市 改修 三鷹市 平成１２年　８月

ＩＣＵ正門補修工事 国際基督教大学 補修 三鷹市 平成１２年１０月

大沢四丁目ブロック積擁壁工事 ㈱ワイプランナー 擁壁 三鷹市 平成１２年１１月

大沢四丁目駐車場設置工事 ㈱スクエアー 駐車場 三鷹市 平成１２年１２月

下水道維持工事その２ 三鷹市 下水 三鷹市 平成１３年　１月

市道第１３８号線舗装工事（山中通り）(JV) 三鷹市 舗装 三鷹市 平成１３年　１月

市道第１３８号線歩道整備工事（山中通り）(JV) 三鷹市 舗装 三鷹市 平成１３年　１月

仙川左岸第４分区管渠布設工事(JV) 三鷹市 下水 三鷹市 平成１３年　１月

市道路面整備工事その１９(市道第205号線ほか） 三鷹市 整備 三鷹市 平成１３年　１月
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土　木　工　事
工事名称 発注者 工事概要 施工場所 完成年月日

私道舗装工事 高橋 金平 舗装 調布市 平成１３年　１月

維持第１８７３号工事排水管撤去工事 三鷹市 撤去 三鷹市 平成１３年　２月

野川第一幹線　人孔上部補修工事 東京都下水道局 補修 三鷹市 平成１３年　２月

下連雀みなみ児童遊園改修工事 三鷹市（東和ランドテック） 改修 三鷹市 平成１３年　３月

都営中原四丁目第2ｱﾊﾟｰﾄ駐車場設置工事 東京都住宅供給公社 駐車場 三鷹市 平成１３年　３月

交差点改良工事及び排水管設置工事（北南－２） 東京都 改良・設置 三鷹市 平成１３年　３月

下水道維持管理工事（その９） 三鷹市 下水 三鷹市 平成１３年　３月

交差点改良工事（北南－５） 東京都 改良 三鷹市 平成１３年　３月

ジブリの森美術館外構工事 東和ランドテック㈱ 外構 三鷹市 平成１３年　７月

市道路面整備工事その３ 三鷹市 維持 三鷹市 平成１３年　８月

市道舗装工事その２ 三鷹市 舗装 三鷹市 平成１３年１０月

下水道維持管理工事その７ 三鷹市 維持 三鷹市 平成１３年１０月

道路橋梁維持工事その３（単価契約） 東京都 維持 武蔵野市 平成１３年１０月

調布市深大寺東駐車場設置工事 B.H様 舗装 調布市 平成１３年１０月

I様邸鉄筋コンクリート塀工事 I.S様 擁壁 国立市 平成１３年１１月

私道整備助成工事 大菱建設㈱ 舗装 世田谷区 平成１３年１２月

飯田電機工業㈱外構工事 東和ランドテック㈱ 外構 三鷹市 平成１４年　１月

中仙川排水区4103'の１号ほか雨水管渠布設工事 三鷹市 下水道 三鷹市 平成１４年　２月

私道整備工事その１ 三鷹市 維持 三鷹市 平成１４年　３月

市道路面整備工事その１７ 三鷹市 整備 三鷹市 平成１４年　３月

市道路面整備工事その１０ 三鷹市 整備 三鷹市 平成１４年　３月

自転車・歩行者道設置に伴う補償代行工事 東京都 擁壁 三鷹市 平成１４年　３月

井口小学校コンクリート舗装工事 三鷹市 舗装 三鷹市 平成１４年　３月

M様邸駐車場設置工事 M.E様 擁壁 三鷹市 平成１４年　５月
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土　木　工　事
工事名称 発注者 工事概要 施工場所 完成年月日

浜田山宅地造成工事 丸菱建設㈱ 造成 杉並区 平成１４年　７月

仙川右岸第2分区68'の６号ほか雨水管渠布設工事 三鷹市 下水道 三鷹市 平成１４年　８月

仙川右岸雨水管渠敷設工事 三鷹市 下水道 三鷹市 平成１４年　８月

新川四丁目擁壁他工事 (宗)法専寺 擁壁 三鷹市 平成１４年１１月

中町１丁目駐車場改修工事 T．M様 駐車場改修 武蔵野市 平成１４年１２月

自転車・歩行者設置及排水管設置工事 東京都 歩行者道及排水管設置 三鷹市 平成１５年　３月

事業用地管理施設設置工事　安全（単価契約） 東京都 維持 三鷹市他７市 平成１５年　３月

下水道維持管理工事（単価契約） 三鷹市 維持 三鷹市 平成１５年　３月

市道維持補修工事（単価契約） 三鷹市 維持 三鷹市 平成１５年　３月

市道拡幅整備工事 三鷹市 維持 三鷹市 平成１５年　３月

公共施設案内標識設置工事 三鷹市 維持 三鷹市 平成１５年　３月

市道路面整備工事その１２ 三鷹市 整備 三鷹市 平成１５年　３月

八幡大神社裏門移設に伴う整備工事 東和ランドテック㈱ 塀設置他 三鷹市 平成１５年　３月

第二中学校西側万年塀改修工事 三鷹市 万年塀･ﾌｪﾝｽ改修 三鷹市 平成１５年　３月

駐車場排水施設改修工事 東京都西武公園緑地事務所 排水施設改修 武蔵野市 平成１５年　３月

S様邸外構工事 S.E様 外構 国立市 平成１５年　７月

ＡＳＩＪ砂場設置工事 東和ランドテック㈱ 砂場設置 調布市 平成１５年　７月

ＡＳＩＪ舗装撤去及び自転車置場設置工事 東和ランドテック㈱ 舗装撤去･自転車置場設置 調布市 平成１５年　８月

三鷹市下連雀４丁目駐車場設置工事 T.K様 駐車場設置 三鷹市 平成１５年　８月

K様邸地盤改良工事 弘和建設㈱ 地盤改良 平成１５年　８月

烏山第１分区８２の２号ほか管渠敷設工事 三鷹市 管渠敷設 三鷹市 平成１５年１１月

建設第１５４２号配水管撤去工事 三鷹市 配水管撤去 三鷹市 平成１６年　１月

三鷹市都市計画道路３･４･７号線築造工事(JV) 三鷹市 道路築造 三鷹市 平成１６年　３月

仙川右岸第１分区ほか汚水･雨水管渠敷設工事(JV) 三鷹市 管渠敷設 三鷹市 平成１６年　３月
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土　木　工　事
工事名称 発注者 工事概要 施工場所 完成年月日

バス停上屋等設置工事(大創･三栄JV) 三鷹市 ﾊﾞｽ停上屋設置 三鷹市 平成１６年　３月

市道路面整備工事その１６ 三鷹市 路面整備 三鷹市 平成１６年　３月

都市計画道路に伴う既存擁壁撤去及び新設工事 H.H様 擁壁撤去･新設 三鷹市 平成１６年　３月

事業用地管理施設設置工事　安全（単価契約） 東京都 維持 平成１６年　３月

下水道維持管理工事（単価契約） 三鷹市 下水道維持管理 三鷹市 平成１６年　３月

市道維持補修工事及び市道拡幅整備工事（単価契約） 三鷹市 道路補修･拡幅整備 三鷹市 平成１６年　３月

交差点改良及び電線共同溝設置工事 東京都 交差点改良･共同溝設置 三鷹市 平成１６年　３月

三鷹市上連雀ファミリーマート駐車場整備工事 K.H様 駐車場整備 三鷹市 平成１６年　５月

駐車場ゲート設置工事 K.S様 ｹﾞｰﾄ設置 三鷹市 平成１６年　６月

市道路面整備工事その２ 三鷹市 路面整備 三鷹市 平成１６年　６月

駐車場舗装及びガレージ設置工事他１件 Y.T様 舗装･ｶﾞﾚｰｼﾞ設置 三鷹市 平成１６年　６月

市道維持補修工事及び市道拡幅整備工事（単価契約） 三鷹市 道路補修･拡幅整備 三鷹市 平成１６年　６月

下水道維持管理工事（単価契約） 三鷹市 維持管理 三鷹市 平成１６年　６月

アメリカンスクール舗装工事 東和ランドテック 舗装 調布市 平成１６年　７月

市道第７３６号線歩道設置工事 三鷹市 歩道設置 三鷹市 平成１６年　８月

物置撤去・新設工事 ヨシザワ㈱ 物置撤去･新設 三鷹市 平成１６年　８月

駐車場設置工事 K.S様 駐車場設置 三鷹市 平成１６年　８月

明大和泉校舎排水路整備工事 渡邊工業㈱ 排水路整備 平成１６年　８月

ＩＹビル国領屋上花壇縁石工事 東和ランドテック 花壇縁石 平成１６年１０月

市道第６７号線歩道改修工事他 三鷹市 歩道改修･路面整備 三鷹市 平成１６年１１月

仙川左岸雨水及び汚水管渠布設工事 三鷹市 雨水･汚水管渠布設 三鷹市 平成１６年１２月

武蔵石油㈱敷地改修工事 武蔵石油㈱ 敷地改修 三鷹市 平成１７年　１月

本村公園改修工事 東和ランドテック 公園改修 三鷹市 平成１７年　１月

読売ランド恵友病院外構工事 東和ランドテック 外構 平成１７年　２月
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土　木　工　事
工事名称 発注者 工事概要 施工場所 完成年月日

事業用地管理施設設置工事　安全（単価契約） 東京都 維持管理 平成１７年　３月

雨水吐室点検業務 三鷹市 雨水吐室点検 三鷹市 平成１７年　３月

下水道維持管理工事（単価契約） 三鷹市 下水道維持管理 三鷹市 平成１７年　３月

市道維持補修工事及び市道拡幅整備工事（単価契約） 三鷹市 道路補修･拡幅整備 三鷹市 平成１７年　３月

交差点改良及び共同溝設置工事 東京都 交差点改良･共同溝設置 三鷹市 平成１７年　６月

第三小学校門扉改修工事 三鷹市 門扉改修 三鷹市 平成１７年　８月

都道拡幅に伴う外構改修工事 新電子㈱ 外構改修 三鷹市 平成１７年１１月

あんしん歩行エリア整備工事その1 三鷹市 道路整備 三鷹市 平成１７年１２月

井の頭恩賜公園園路補修工事 東和ランドテック 園路補修 三鷹市 平成１７年１２月

市道路面整備工事その9 三鷹市 路面整備 三鷹市 平成１８年　２月

市道維持補修工事及び拡幅整備工事（単価契約） 三鷹市 道路補修･拡幅整備 三鷹市 平成１８年　３月

下水道維持管理工事（単価契約） 三鷹市 下水道維持管理 三鷹市 平成１８年　３月

市道路面整備工事その6 三鷹市 路面整備 三鷹市 平成１８年　３月

電通大雨水排水工事他3件 電気通信大学 排水 調布市 平成１８年　３月

N様邸擁壁工事 東和ランドテック 擁壁 三鷹市 平成１８年　７月

駐車場及び駐輪場設置工事 井口芳幸 駐車場・駐輪場設置 三鷹市 平成１８年　９月

柴崎支店駐車場舗装及び自転車置場設置工事 西武信用金庫 駐車場・駐輪場設置 調布市 平成１８年１１月

道路雨水貯留浸透施設設置工事その5 三鷹市 道路雨水貯留浸透施設設置 三鷹市 平成１８年１２月

市道維持補修工事及び拡幅整備工事（単価契約） 三鷹市 道路補修･拡幅整備 三鷹市 平成１９年　３月

下水道維持管理工事（単価契約） 三鷹市 下水道維持管理 三鷹市 平成１９年　３月

三鷹市中仙川排水区中原一丁目18-公2雨水及び汚水管渠布設工事東京都新都市建設公社 雨水・汚水管渠布設 三鷹市 平成１９年　３月

K様邸塀改修工事 K.S様 塀改修 三鷹市 平成１９年　６月

市道路面整備工事その2 三鷹市 路面整備 三鷹市 平成１９年　７月

K様邸外構工事 東和ランドテック㈱ 外構 三鷹市 平成１９年　７月
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土　木　工　事
工事名称 発注者 工事概要 施工場所 完成年月日

道路位置指定廃止に伴う道路工事 アツデン㈱他7名 道路 三鷹市 平成１９年　８月

I様邸外構工事 I.S様 外構 三鷹市 平成１９年　９月

市道路面整備工事その7 三鷹市 路面整備 三鷹市 平成１９年１０月

市道舗装工事その1 三鷹市 道路舗装 三鷹市 平成１９年１２月

仙川左岸第4分区2115の1-1号ほか管渠布設工事 三鷹市 管渠布設 三鷹市 平成１９年１２月

三鷹市中仙川排水区中原二丁目19-公3雨水及び汚水管渠布設工事(財)東京都新都市建設公社 管渠布設 三鷹市 平成２０年　３月

市道維持補修工事及び拡幅整備工事 三鷹市 道路補修･拡幅整備 三鷹市 平成２０年　３月

下水道維持管理工事 三鷹市 下水道維持管理 三鷹市 平成２０年　３月

K様邸舗装工事 東和ランドテック㈱ 舗装 三鷹市 平成２０年　４月

南風荘解体及び跡地舗装工事 Y.A様 解体･舗装 武蔵野市 平成２０年　５月

市道維持補修工事及び拡幅整備工事 三鷹市 道路補修･拡幅整備 三鷹市 平成２０年　６月

下水道維持管理工事 三鷹市 下水道維持管理 三鷹市 平成２０年　６月

烏山第3分区3046の03管渠布設工事 三鷹市 管渠布設 三鷹市 平成２０年　６月

市道路面整備工事その6 三鷹市 路面整備 三鷹市 平成２０年　９月

ボーアタルデこぐれ駐輪場その他工事 Ｍ＆Ｙ企画㈲ 駐輪場設置 練馬区 平成２０年１２月

道路雨水貯留浸透施設設置工事その6 三鷹市 道路雨水貯留浸透施設設置 三鷹市 平成２１年　２月

建設第1756号配水管新設及び布設替工事 三鷹市 配水管新設･布設替 三鷹市 平成２１年　２月

井口特設グランド塀移設工事 三鷹市 塀移設 三鷹市 平成２１年　３月

建設第1780号休止管及び廃止管撤去工事 三鷹市 管撤去工事 三鷹市 平成２１年　３月

市道維持補修工事（緊急）及び拡幅整備工事 三鷹市 道路補修･拡幅整備 三鷹市 平成２１年　３月

下水道維持管理工事（緊急） 三鷹市 下水道維持管理 三鷹市 平成２１年　３月

市道維持補修工事（緊急）及び拡幅整備工事 三鷹市 道路補修･拡幅整備 三鷹市 平成２１年　６月

下水道維持管理工事（緊急） 三鷹市 下水道維持管理 三鷹市 平成２１年　６月

市道路面整備工事その1 三鷹市 路面整備 三鷹市 平成２１年　７月
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土　木　工　事
工事名称 発注者 工事概要 施工場所 完成年月日

T様邸駐車場工事 T.N様 駐車場 三鷹市 平成２１年１０月

道路雨水貯留浸透施設設置工事その2 三鷹市 雨水貯留浸透施設設置 三鷹市 平成２１年１１月

残土置場設置工事 三鷹市 残土置場設置 三鷹市 平成２１年１２月

都営住宅19H-102整備工事 西部建設事務所 外構 三鷹市 平成２１年１２月

市道維持補修工事（緊急）及び拡幅整備工事 三鷹市 道路補修･拡幅整備 三鷹市 平成２２年　３月

下水道維持管理工事（緊急） 三鷹市 下水道維持管理 三鷹市 平成２２年　３月

事業用地管理施設設置工事 北多摩南部建設事務所 安全施設 発注者管内 平成２２年　３月

バリアフリー化改善工事 三鷹市 舗装 三鷹市 平成２２年　３月

市道路面整備工事その10 三鷹市 路面整備 三鷹市 平成２２年　３月
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