
工事経歴書
完 成 工 事 名 称 所 在 地 注 文 者

H29.03 王禅寺余熱利用市民施設プールその他改修工事 川崎市麻生区王禅寺1321番地 川崎市

H29.02 中央卸売市場北部市場青果棟屋上防水改修工事（第２期） 川崎市宮前区水沢１－１－１ 川崎市

H28.12 玉川小学校校舎改修その他その１及び体育館改修その他工事 川崎市中原区北谷町32番地 川崎市

H28.11 犬蔵小学校外壁塗装改修その他工事 川崎市宮前区犬蔵1丁目3番1号 川崎市

H28.03 上丸子小学校屋外附帯工事 川崎市中原区上丸子八幡町815番地 川崎市

H28.02 麻生市民館・図書館屋上防水その他改修工事 川崎市麻生区万福寺1丁目5番2号 川崎市

H27.11 宿河原小学校外壁塗装改修その他工事 川崎市多摩区宿河原2丁目1番1号 川崎市

H27.11 東住吉小学校外壁塗装改修その他工事 川崎市中原区今井南町1111番地 川崎市

H27.05 はるひ野小学校わくわくプラザ室増築工事 川崎市麻生区はるひ野4-8-1 川崎市

H27.03 わくわくプラザAブロック非常階段塗装工事 川崎市幸区小向西町4－30他3か所
公益財団法人かわさ
き市民活動センター

H27.03  日本民家園総合防災設備工事 川崎市多摩区桝形7-1-1 (株)一本松工業様

H27.03  菅生中学校ほか5校備蓄倉庫新築その他工事 川崎市宮前区菅生2－10－1ほか5か所 川崎市

H27.03  王禅寺余熱利用市民施設屋根その他改修工事 川崎市麻生区1321番地 川崎市

H27.02 明石穂住宅1号棟（7・9号棟）高架水槽受水槽解体工事 川崎市高津区久末1600
(株)フレックスエ
ンジニアリング

H27.02 明石穂住宅1号棟（7・9号棟）仮設足場設置工事 川崎市高津区久末1600
(株)フレックスエ
ンジニアリング

H27.02 地下室一部改修・追加工事 川崎市中原区上平間1221 古山　嘉明様

H27.02 南部市場青果雨水排水設備補修工事 川崎市幸区南幸町3-126-1 川崎市

H27.01  南部市場青果棟屋上駐車場ドレイン補修工事 川崎市幸区南幸町3-126-1 川崎市

H27.01  南部市場花卉卸売業者事務所棟屋上防水工事 川崎市幸区南幸町3-126-1 川崎市

H26.11 バードウッド2号棟708号室改修工事  横浜市鶴見区市場上町10-2-708 片山　法子様

H26.10 食品衛生協会事務所防水補修工事 川崎市幸区南幸町3-126-1 川崎市

H26.09 南部市場水産仲卸市場屋上防水工事 川崎市幸区南幸町3-126-1 川崎市

H26.08  南部市場青果意卸業者事務所棟屋根防水補修工事 川崎市幸区南幸町3-126-1 川崎市

H26.09  東扇島中継ヤード事務所及び台秤解体撤去工事 川崎市川崎区東扇島82番地 川崎市

H26.09  はるひ野小中学校屋外附帯及び教室等改修その他工事 川崎市麻生区はるひ野4-8-1 川崎市



完 成 工 事 名 称 所 在 地 注 文 者

H26.03 渡辺邸防音室補修工事 川崎市中原区田尻町26 渡辺　圭子様

H26.03 Ksop1外部(屋上及び外壁）補修工事 川崎市川崎区下並木 渡辺　圭子様

H26.03 銚子塚稲荷場内整備工事 川崎市中原区田尻町2064 渡辺　匠様

H26.03  旧宮前連絡所仮施設車両出入口補修工事  川崎市宮前区馬絹1515-4国道246号線高架下 川崎市

H26.03   北部市場花卉棟2F排水管補修工事 川崎市宮前区水沢1-1-1 川崎市

H26.01   北部市場花卉新棟給排水管補修工事 川崎市宮前区水沢1-1-1 川崎市

H26.03  Aブロックわくわくプラザ非常階段塗装補修工事  川崎市川崎区京町1‐1‐4他6か所
川崎市民活動セン
ター

H26.03 H25　鶴見出張所外構その他工事  横浜市鶴見区鶴見中央3-16-13
関東地方整備局京浜
河川事務所所長様

H26.03 港湾局1号上屋耐震補強工事 川崎市川崎区千鳥町21-4 川崎市

H26.03   中央卸売市場北部市場花き部門旧棟階段改修その他工事 川崎市宮前区水沢1-1-1 川崎市

H26.02  はるひ野小中学校通級指導教室新築工事  川崎市麻生区はるひ野4-8-1 川崎市

H25.09  はるひ野小中学校校務センター電気設備その他工事  川崎市麻生区はるひ野4-8-1 富双電気(株)様

H25.10 本社社屋外装工事  川崎市川崎区鋼管通3-10-9 参武興業(株)様

H25.11 下作延ビル修繕工事  川崎市高津区下作延4-3-5 サクセス(株)様

H25.08 早坂ベーカリー様外部修繕工事 川崎市中原区田尻町18-1 早坂ベーカリー様

H25.12  茅野様邸外部塗装および樋取替え工事  川崎市幸区鹿島田1-20-15 茅野　操様

H25.03  武蔵溝ノ口北口エレベーター棟外部修繕工事  川崎市高津区溝ノ口1丁目2番地先 川崎市

H25.06  北部市場水産棟インバード桝改修及び青果棟西側1号棟漏水補修工事 川崎市宮前区水沢1-1-1 川崎市

H25.03  平成24年度河川修繕工事(県単）その22  一級河川矢上川　川崎市中原区井田1丁目地先 川崎市

H25.03  平成24年度河川修繕工事(県単）その23  一級河川矢上川　川崎市中原区井田1丁目地先 川崎市

H25.03 南大師中学校内部改修工事  川崎市川崎区四谷上町24-1 川崎市

H26.03  中央卸売市場北部市場花き部門前屋根建築その他工事 川崎市宮前区水沢1-1-1 川崎市

H25.10  中央卸売市場北部市場花き部門新棟関連店舗建築その他工事 川崎市宮前区水沢1-1-1 川崎市

H25.09 銚子塚ビル共用部各所補修工事 川崎市中原区田尻町26
(有)渡辺ビルディ
ング様

H25.08 モンシャトレⅡ外部補修工事 川崎市高津区久末1898-4
(有)渡辺ビルディ
ング様

H25.08 モンシャトレ1外部補修工事 川崎市中原区田尻町2064
(有)渡辺ビルディ
ング様



完 成 工 事 名 称 所 在 地 注 文 者

H25.07 渡辺様所有マンション室内補修工事 川崎市多摩区東三田 渡辺　匠様

H24.06 下山恒夫様邸改修工事 川崎市幸区鹿島田33 下山　恒夫様

H24.10   南百合丘小学校ほか1校トイレ改修工事 川崎市麻生区王禅寺西1‐26‐1号ほか1か所 川崎市

H24.03 宮前区役所外壁調査補修工事 川崎市宮前区宮前平2-20-5 川崎市

H24.03 高津区役所喫煙室補修工事 川崎市高津区下作延2-8-1 川崎市

H24.03  石川記念武道館剣道場床補修工事 川崎市幸区下平間357 川崎市

H23.10 精研工業㈱耐震補強工事 川崎市高津区子母口945 (有)香芽建設様

H24.08 仮称川崎地区産学官共同研究施設クリーンルーム棟新築工事 川崎市幸区新川崎３０８番10 川崎市

H24.03 有馬第一住宅1号棟ほか3棟耐震改修工事  川崎市宮前区東有馬5丁目20 川崎市

H23.11 旭町こども文化センター児童ホール耐震補強工事 川崎市川崎市中島1-4-2 川崎市

H23.08  宮前区役所市民広場北側階段タイル補修工事 川崎市宮前区宮前平2-20-5 川崎市

H23.04 外装ほか改修工事 川崎市中原区北谷 北林　慎治様

H23.03 増島邸内外装改修工事 川崎市川崎区追分 増島　忠道様

H23.03 北部市場関連棟屋上駐車場舗装補修工事 川崎市宮前区水沢1-1-1 川崎市

H23.03 高山住宅9号棟ほか4棟耐震改修工事 川崎市宮前区平2丁目23番 川崎市

H23.07 今井小学校校舎増築工事 川崎市中原区今井西町100番地 川崎市

H23.02 仮称中央療育ｾﾝﾀｰ通園棟改築工事 川崎市中原区井田3丁目16番1号 川崎市

H23.03 仮称こども家庭ｾﾝﾀｰ新築工事 川崎市幸区鹿島田1082番3 川崎市

H23.03 鷲ケ峰住宅（交通局鷲ケ峰営業所）耐震改修その他工事 川崎市宮前区菅生ケ丘41番1号 川崎市

H22.03  新百合ケ丘駅南口エレベーター設置工事  川崎市麻生区上麻生1-21番地地内 川崎市

H22.03 邸2階洋間改修ほか工事  川崎市川崎区池田1-16-4 小林　英行様

H22.8 市道南幸町渡田線舗装道補修（切削その2)工事  川崎市川崎区渡田4-12番地先 川崎市

H22.03 モンシャトレ1ほか2施設補修工事  川崎市高津区久末1898-4・他
(有)渡辺ビルディ
ング様

H22.03 カサベルタス向ケ丘及び労働会館高架水槽改修工事 川崎市多摩区登戸425・他
(株)フレックスエ
ンジニアリング

H22.03 南部市場定温倉庫ネットフェンス補修ほか工事 川崎市幸区南幸町3-149 川崎市

H21.05 モンシャトレⅡほか2施設共用部分清掃ほか管理業務  川崎市高津区久末1898-4・他
(有)渡辺ビルディ
ング様



完 成 工 事 名 称 所 在 地 注 文 者

H22.03 北部市場南門門扉青果棟南側通路補修工事 川崎市宮前区水沢1-1-1 川崎市

H22.03 南部市場水産仲卸棟改修に伴う解体工事・他 川崎市幸区南幸町3-149 (株)八木工務店様

H22.03 水路床版改修工事 川崎市高津区千年884番地先 深谷建設(株)様

H21.11 東急バス目黒営業所建設工事 東京都目黒区目黒本町1-14-18 (株)ゆず建装様

H21.12 高津区役所橘出張所タイル調査・補修工事  川崎市高津区千年1362-1 川崎市

H21.11 邸解体撤去工事 川崎市幸区幸町3-4 星　英行様

H21.10 Ksop1各所補修工事 川崎市川崎区並木68 渡辺　圭子様

H21.09  銚子塚ビル102号シャッター補修工事 川崎市中原区田尻町26
(有)渡辺ビルディ
ング様

H21.08  南部市場水産卸棟2階便所改修工事 川崎市幸区南幸町3-149 川崎市

H21.08 駐車場整備・拡張工事  川崎市高津区下野毛1-6-23 原　昇様

H21.07 サクセス第2ビル1階空室復旧工事 厚木市中町4-10-17 (株)本間美装様

H21.05 ファミリー鈴木外壁他塗装補修工事 川崎市川崎区川中島1-6-10 鈴木　伸弘様

H21.02 北部市場屋上天窓補修工事 川崎市宮前区水沢1-1-1 川崎市

H20.12 3階事務所改修工事 東京都大田区羽田旭町2-19 日本Ｘ線検査(株)

H21.02 王禅寺中学校改修工事  川崎市麻生区王禅寺東4-14-2 川崎市

H21.02 町田堀環境整備工事 川崎市幸区鹿島田1154-6 川崎市

H20.09 サンパレスナイトー外壁改修工事 川崎市幸区南幸町3-149 内藤　喜満子様

H20.12 世田谷ハイツ外壁改修工事 東京都世田谷区千歳台１－１５－１０
祖師谷ハイツ管理
組合

H21.03  南部市場水産棟荷捌き屋根新設その他工事 川崎市幸区南幸町3-149 川崎市

H20.09  田島中学校職員室床補修工事  川崎市川崎区小田２－２１－７ 川崎市

H20.09  田島中学校給排水設備補修工事  川崎市川崎区小田２－２１－７ 川崎市

H20.09  田島中学校耐震補強その他追加工事  川崎市川崎区小田２－２１－７ 川崎市

H20.09  田島中学校耐震補強その他工事  川崎市川崎区小田2-21-7 川崎市

H20.06 世田谷ハイツ屋上塗装改修工事 東京都世田谷区千歳台１－１５－１０
祖師谷ハイツ管理
組合

H20.07 邸内外改修工事  横浜市都筑区すみれが丘２３－２３ 渡辺　肇様

H20.04 邸内装改修工事  川崎市中原区田尻町26番地 渡辺　将様



完 成 工 事 名 称 所 在 地 注 文 者

H20.06 駐輪場舗装改修他工事  東京都大田区羽田旭町2-19 日本Ｘ線検査(株)

H20.03 OAフロアー補修工事 川崎市高津区蟹ヶ谷１１９ 高津区役所

H20.03 祖師谷ハイツ地盤障害に伴う改修工事 東京都世田谷区千年台1－15－10
祖師谷ハイツ管理
組合

H20.02  山澄・銚子塚・正宗 ＪＶ小倉北住宅新築第2号工事 川崎市幸区小倉955番 川崎市

H20.02  高山住宅仮設工事露出排水鋼管塗装工事 川崎市宮前区平２-１８ (株)富士設備様

H19.10 庁舎緑化工事 川崎市高津区蟹ヶ谷１１９ 川崎市

H19.09 秀島邸外壁改修工事 川崎市宮前区初山2-18-4 秀島　敏子様

H19.08 子母口住宅受水槽解体撤去工事 川崎市高津区子母口458-3
(株)フレックスエ
ンジニアリング

H19.07 動物愛護センター1階犬舎補修工事 川崎市高津区蟹ヶ谷119 川崎市

H19.07 田中ビル外壁改修工事 横浜市戸塚区戸塚町141－2 田中　チエ様

H19.06  新日本理化㈱川崎工場TH倉庫ｼｬｯﾀｰ改修工事 川崎市川崎区浮島町7-2 参武興業(株)様

H19.02 県立川崎高校物置設置工事 川崎市川崎区山王町22-6 神奈川県

H18.12 モンシャトレⅡ外壁改修その他工事 川崎市高津区久末1898-4
(有)渡辺ビルディ
ング

H18.11 川崎高校グラウンド整備工事 川崎市川崎区山王町22-6 (株)重田組様

H18.11  アミニティミシマビル屋上庇防水工事及びベランダ塗装工事 川崎市多摩区登戸510
(株)フレックスエ
ンジニアリング

H18.09 川崎高校ﾌﾟｰﾙ改修工事 川崎市川崎区山王町２２－６ (株)屋外体育様

H18.06 石森脳神経外科改修工事 東京都中野区野方5-10-15 石森　彰次様

H18.04 セコロ・Tステージ２F改修工事 川崎市川崎区小川町 田中　チエ様

H18.03  長沢浄水場浄水本管及び作業棟耐震補強工事 川崎市多摩区三田5-1-1 川崎市

H18.03 仮称小倉D・E住宅新築第1号工事 川崎市幸区小倉901番地 川崎市

H18.02 総合庁舎案内ブース新設工事 川崎市高津区下作延274-2 川崎市

H17.03 (仮称)田中ビル新築工事 川崎市川崎区小川町13番21 田中　チエ様

H16.03 上布田住宅新築第2号工事 川崎市多摩区布田２９番 川崎市

H15.01 南平台共同住宅ベランダ手摺改修工事 川崎市宮前区向ヶ丘南平648-3
社）神奈川県土地
建物保全協会

H14.08  (仮称)境町住宅新築工事(南街区・北街区)【山根・銚子塚JV】 川崎市川崎区境町8-6／7-1､7-2
川崎市
住宅供給公社

H14.04  上作延第1・2賃貸共同住宅地盤沈下改修工事 川崎市高津区上作延650
社）神奈川県土地
建物保全協会



完 成 工 事 名 称 所 在 地 注 文 者

H14.03 池田邸新築工事 川崎市幸区戸手3丁目6－6
池田　福一郎様
池田　正　克様

H13.04 (仮称)鈴木邸新築工事 川崎市川崎区浅田1丁目2－17
鈴木　英世様
鈴木　勝敏様

H13.03 中原警察署宮内交番新築工事 川崎市中原区宮内2－131－5
警察共済組合神奈
川県支部

H12.09 苅宿小学校校庭整備工事 川崎市中原区苅宿西畑84番地1 川崎市

H12.08 御幸中学校耐震補強工事 川崎市幸区戸出4丁目3番地 川崎市

H12.03 中原警察署上平間交番新築工事 川崎市中原区上平間1340－42
警察共済組合神奈
川県支部

H20.02  市道鹿島田２２号線側溝新設工事 川崎市幸区鹿島田1154-6番地 川崎市

H20.02 町田堀環境整備工事 川崎市幸区鹿島田1154-6番地 川崎市

H19.11 駐輪場設備補修工事 川崎市高津区蟹ヶ谷１１９ 川崎市

H18.03  仮称小倉D・E住宅新築第1号屋外付帯その他工事 川崎市幸区小倉901番地 川崎市

H17.12  ダイアパレス川崎ﾊﾟｰｸｻｲﾄ駐輪場新設工事 川崎市川崎区鋼管通3-10-15 三恵工業(株)様

H17.03  橘処理ｾﾝﾀｰ資源物ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ新築工事に伴う外構工事 川崎市高津区新作延1丁目20－1 (株)横山工務店様

H19.02  市道苅宿小田中線舗装道補修(切削)工事 川崎市中原区苅宿66番地先 川崎市

H17.03  中原区内一般県道大田神奈川線舗装道補修(切削その2)工事 川崎市中原区苅宿358番地先 斎藤建設工業(株)

H17.01  中原区内一般県道大田神奈川線舗装道補修(切削)工事 川崎市中原区田尻町20番地先 川崎市

H15.11 中原区内一般国道409号舗装道補修(切削)工事 川崎市中原区市ノ坪40番地先 川崎市

H14.10 中原区内一般国道409号舗装道補修(切削)工事 川崎市中原区小杉御殿町2丁目28番地先 川崎市

H14.03  中原区内都市計画道路予定地整備(その3)工事 川崎市中原土木事務所管内 川崎市

H13.10 井田地区ほか下水枝線第29号工事  川崎市中原区井田2丁目､高津区蟹ヶ谷地内 川崎市

H19.03 下沼部200mm配水管布設工事  中原区下沼部1-8番地中原区下沼部2-26番地先 川崎市

H18.02  北谷町100mm・75mm配水管布設替工事  中原区北谷町57-3番地中原区北谷町4番地先 川崎市

H17.10  小杉御殿町1丁目300mm・100mm配水管布設替工事  川崎市中原区小杉御殿町1丁目893番地 川崎市

H15.01 上平間100mm～50mm配水管布設替工事  川崎市中原区上平間1534番地先至：中原区上平間1221番地先ほか3件 川崎市


