●最近の主要工事実績(竣工順)
工事件名
1

平成1年12月1日 田都下水幹線付替工事

2

平成2年7月31日 池上線戸越銀座～旗の台間立体交差工事

3

平成3年3月1日 池上線目黒川橋梁改築工事

4

平成3年3月1日 東急東横線田園調布～多摩川園間軌道下横断下水道工事

5

平成3年9月1日 田園都市線青葉台駅改良工事

6

平成4年3月1日 林試の森公園せせらぎ橋整備工事

7

平成5年3月1日 田園都市線青葉台～田奈間高架化工事

8

平成5年3月1日 渋谷地下駐車場建設工事

9

平成5年3月1日 大井町跨線橋高欄改良工事及び歩道舗装工事

10

平成5年5月1日 東武伊勢崎線草加バイパス～綾瀬川間複々線化工事

11

平成5年12月2日 横浜市高速鉄道3号線あざみ野建設工事

12

平成6年2月1日 平５防火水槽新設工事 その２７

13

平成6年3月1日 東急世田谷線下高井戸駅ホーム延伸工事

14

平成6年10月1日 相模鉄道大和駅連続立体工事

15

平成7年2月1日 平６防火水槽新設工事 その２５

16

平成7年2月1日 東横線菊名立体交差化工事

17

平成7年3月1日 仙川整備 その3工事

18

平成7年7月1日 臨海副都心青海共同溝建設工事

19

平成8年3月1日 臨海青海共同溝築造工事

20

平成8年4月1日 大井町線上野毛跨線道路橋架替工事

21

平成8年9月1日 大岡山下水幹線付替工事

22

平成8年12月1日 光明寺整地計画造成工事

23

平成9年1月1日 平８防火水槽新設工事 その２０

24

平成9年3月1日 町田東急地下通路新設工事

25

平成9年6月1日 営団銀座線末広町駅、稲荷町駅間側壁コンクリート補強工事

26

平成9年6月1日 多摩水道橋旧橋撤去工事

27

平成9年8月1日 大田区東雪谷一丁目２０･２５番地先間配水小管布設替工事

28

平成9年9月1日 京王線初台駅改良工事

29

平成9年9月1日 田園都市線江田線形改良工事

30

平成9年9月1日 相模鉄道かしわ台跨線橋架替工事

31

平成9年9月2日 環状2号線内廻線本線工事

32

平成9年11月1日 東横線田園調布複々線化工事

33

平成10年3月1日 多摩川幹線その４７二次覆工工事

34

平成10年3月1日 相模鉄道いずみ野新線建設工事

35

平成10年12月1日 五領ヶ台調整池工事

36

平成11年3月1日 綾瀬浄水場築造工事その３

37

平成11年3月1日 大井町線大岡山駅改良工事

38

平成11年3月1日 東横線新丸子駅改良工事

39

平成11年12月1日 新菊名橋耐震補強工事

40

平成12年3月1日 中原街道沼部橋架替工事

41

平成12年3月1日 田園都市線二子玉川園駅改良工事

42

平成12年10月1日 こどもの国線長津田～こどもの国駅間改良工事

43

平成12年12月1日 世田谷区玉川一・三丁目２・１番地先間配水小管布設替工事

44

平成13年1月2日 環状８号線・路面補修工事（７の２）

45

平成13年3月1日 中央道長峰改築工事

46

平成13年4月1日 大崎高校トンネル新設工事

47

平成13年8月8日 東横線綱島立体交差化工事

48

平成13年10月1日 内径800mm送水管（上和田・大和間）布設工事

49

平成13年10月1日 荏子田２街区造成工事

50
51

平成13年10月10日 第２東名中ノ郷高架橋下部工工事
平成13年12月3日 諏訪豊田終末処理場工事(長野県諏訪市)

52

平成14年2月2日 大月取水導水場工事(山梨県大月市)

53

平成14年3月1日 歩道整備工事（桜新町・ショッピングプロムナード整備）

54

平成14年3月3日 野庭配水池築造工事

55

平成14年4月1日 東急田園都市線藤ヶ丘駅改良工事

56

平成14年11月1日 路面改良工事（瀬田)

57

平成14年12月2日 市ヶ尾２４６号拡幅工事

58

平成15年3月1日 田園都市線長津田駅線形改良工事

59

平成15年3月1日 東横線菊名駅ホーム拡幅工事

60

平成15年6月2日 池上線笹丸橋補強工事

61

平成15年7月3日 大井町線富士見橋架替工事

62

平成15年8月1日 世田谷区千歳台三丁目19番地他配水小管布設替工事

63

平成16年2月27日 奥沢跨線橋築造工事

64

平成16年10月1日 関越自動車道堀ノ内地区環境対策工事

65

平成17年3月1日 相鉄線瀬谷駅改良工事

66

平成17年3月1日 小田急関連側道整備工事豪徳寺1-43先8箇所

67

平成17年4月15日 東横線大倉山～菊名駅間環境対策工事

68

平成17年6月1日 野川整備工事(その108)

69

平成17年7月1日 十二社幹線切替工事に伴う人孔築造工事

70

平成17年8月1日 第二東名上川高架橋下部工事

71

平成17年10月1日 上落合SJ46換気所工事（首都高速新宿線新設工事）

72

平成18年6月1日 鶴見川橋梁耐震補強工事

73

平成18年7月3日 環状8号線北町若木トンネル築造工事(擁壁工事)

74

平成18年8月1日 環八北町横断歩道橋設置工事

75
76
77
78
79
80
81

平成18年8月31日 東横線日吉線増工事
平成18年9月1日 洗足池変電所付帯土木工事に伴う仮設・本設工事
平成18年12月1日 メトロ上野駅改修工事
平成19年3月1日 東横線東白楽駅付近地下化工事
平成19年3月31日 暫分解消工事（南烏山）
平成19年8月2日 大井町線と補助26号線との立体交差化工事（戸越公園）
平成19年10月1日 北鎌倉～鎌倉間外2区間防雨防災対策工事（横須賀線防災）

82

平成20年3月1日 大井町線北千束駅ホーム改修工事

83

平成20年3月2日 路面改良工事（世田谷区弦巻）

84

平成20年3月31日 田園都市線梶ヶ谷車庫新設工事（上りホーム改修工事）

85

平成20年12月2日 路面改良工事（世田谷区深沢）

86

平成21年3月1日 東急大井町線荏原町駅ホーム改修工事

87

平成21年5月1日 目蒲線目黒～洗足駅間立体交差工事(3工区、武蔵小山)

88

平成21年5月1日 目蒲線目黒～洗足駅間立体交差工事(1工区、不動前)

89

平成21年7月30日 東急横浜施設撤去工事・高架橋撤去搬出

90

平成21年8月1日 目蒲線目黒～洗足駅間立体交差工事(６工区、洗足)

91

平成21年8月3日 雪谷大塚推進工事に伴う蓮沼2号踏切道立坑工他工事

92

平成21年8月3日 （渋谷～横浜間改良)横浜駅乗降場延伸工事（土木工事）

93

平成21年8月7日 田園都市線渋谷～池尻大橋駅間耐震補強工事他(池尻大橋)

94

平成21年12月3日 （渋谷～横浜間改良)横浜駅乗降場延伸工事（建築工事）

95

平成22年2月2日 田園都市線開削トンネル耐震補強工事(三軒茶屋・駒沢大学駅)

96

平成22年2月2日 （渋谷～横浜間改良)学芸大学駅乗降場延伸工事（土木工事）

97

平成22年2月2日 東横線他7線定期構造物検査工事

98

平成22年2月2日 小田急線東海大学前～秦野間法面補修工事

99

平成22年3月2日 田園都市線たまプラーザ駅改良工事

100

平成22年4月30日 京王線芦花公園駅改良工事(建築工事)

101

平成22年5月31日 田園都市線開削トンネル耐震補強工事(桜新町、池尻大橋駅)

102

平成22年6月2日 共同溝・都道首都高3号線及び東急田園都市線との一体構造物耐震補強工事(三茶耐震)

103

平成22年11月30日 田園都市線溝の口駅改良工事

104

平成23年3月30日 東急池上線石川台ＲＮ小工事

105

平成23年3月31日 一般国道16号線南町田立体事業に伴う田園都市線との交差事業

106

平成23年6月30日 環境対策工事(不動前終点側掘割部)

107

平成23年8月30日 相鉄線瀬谷駅改良工事

108

平成23年8月30日 東横線に架かる跨線橋(新菊名橋)補修工事

109

平成24年10月30日 東急大井町線荏原町駅改修工事他工事

110

平成25年3月31日 東急大井町線緑が丘駅改良工事

111

平成25年3月31日 横浜高速鉄道みなとみらい21線横浜～元町・中華街乗降場延伸工事（土木工事）

112

平成25年3月31日 （渋谷～横浜間改良)東横線綱島駅乗降場延伸工事（土木工事）

113

平成25年6月30日 東急大井町線中延駅改修工事他工事

114

平成25年8月6日 高島町施設撤去工事

115

平成25年8月6日 東横線中目黒高架耐震補強工事

116

平成25年8月6日 環状6号線整備に伴う東急池上線循環道路架道橋改良工事（大崎広小路）

117

平成25年8月6日 池尻大橋隧道補修工事

118

平成25年8月6日 東急池上線五反田駅改良工事

119

平成25年8月6日 東急田園都市線つきみ野駅付近改修工事

120

平成25年8月6日 東急田園都市線宮崎台橋梁耐震補強工事

121

平成25年8月6日 東急東横線祐天寺他駅ホーム勾配改修工事

122

平成25年8月6日 日本橋東地区再開発工事(土木工事)

123

平成25年8月6日 東急東横線祐天寺駅耐震補強工事

124

南武線東矢野口駅付近３工区高架橋新設工事（稲城長沼）

125

東横線元住吉線増工事

126

田園都市線二子玉川～溝の口間複々線化工事（高津）

127

東横線自由ヶ丘駅改良工事

128

東横線渋谷～代官山間地下化工事（代官山）

129

都市計画道路事業に伴う東急目黒線(洗足-大岡山駅間)蓋掛工事

