
年度 発注課 工事名 業者名
H22 （建）道路河川整備部道路施設課 主要地方道野川菅生線照明設備補修工事                                                                有限会社　丸子電気商会                                                                    
H22 （建）緑政部公園緑地課        海道ひだまり公園遊具設置工事                                                                        株式会社　相光園                                                                          
H22 （建）緑政部公園管理課        渡田第２公園ほか公園遊具整備工事                                                                    森田建材　株式会社                                                                        
H22 （建）緑政部公園緑地課        等々力陸上競技場スタンド屋根補修工事                                                                株式会社　トビキク                                                                        
H22 （建）緑政部公園緑地課        市道浮島町２号線緑化整備工事                                                                        幸伸工業　株式会社                                                                        
H22 南部都市基盤整備事務所        高津区内都市計画道路野川柿生線（溝口駅南口駅前広場）暫定整備工事                                    株式会社　ミヤ設備                                                                        
H22 霊園事務所                    早野聖地公園壁面型墓所（堤入池）第６期整備工事                                                      大和・長谷川共同企業体                                                                    
H22 南部都市基盤整備事務所        新川崎地区都市基盤整備（道路）その２－２工事                                                        株式会社　伸栄工事                                                                        
H22 北部都市基盤整備事務所        都市計画道路中野島生田線道路築造工事                                                                株式会社　笹久保建設                                                                      
H22 （建）道路河川整備部道路施設課 道路照明設置工事                                                                                    弘電業　株式会社                                                                          
H22 （建）道路河川整備部道路施設課 道路照明設置その２工事                                                                              有限会社　丹野電気商会                                                                    
H22 南部都市基盤整備事務所        ガス橋橋梁補修（耐震補強）工事                                                                      株式会社　間組　横浜営業所                                                                
H22 （建）緑政部公園緑地課        生田緑地中央広場第２期整備工事ほか                                                                  川崎工苑建設　株式会社                                                                    
H22 南部都市基盤整備事務所        大川橋他１橋橋梁補修（耐震補強）工事                                                                長栄興業　株式会社                                                                        
H22 南部都市基盤整備事務所        新川崎地区都市基盤整備（道路）その１７工事                                                          株式会社　ロードカワサキ                                                                  
H22 （建）緑政部公園緑地課        稲田公園整備工事                                                                                    株式会社　三秀                                                                            
H22 （建）緑政部公園緑地課        等々力緑地四季園・２１世紀の森第１期整備工事ほか                                                    川崎緑土　株式会社                                                                        
H22 （建）道路河川整備部道路施設課 川崎駅東口地下連絡通路ほか３か所昇降機設備補修工事                                                  東芝エレベータ　株式会社　神奈川支社                                                      
H22 （建）道路河川整備部道路施設課 道路照明設置その３工事                                                                              八巧機電設備　株式会社                                                                    
H22 北部都市基盤整備事務所        亀井橋他２橋橋梁補修（耐震補強）工事                                                                長栄興業　株式会社                                                                        
H22 （建）道路河川整備部道路施設課 天飛ポンプ場発電機改修工事                                                                          新電工　株式会社                                                                          
H22 北部都市基盤整備事務所        麻生区内都市計画道路菅早野線道路築造工事                                                            株式会社　三秀                                                                            
H22 （建）道路河川整備部道路施設課 道路照明設置その４工事                                                                              有限会社　丸子電気商会                                                                    
H22 北部都市基盤整備事務所        主要地方道横浜上麻生（新三輪橋）交差点改良工事ほか                                                  ヤナギ建工　株式会社                                                                      
H22 南部都市基盤整備事務所        扇橋橋梁補修（耐震補強）工事                                                                        株式会社　大藤建設                                                                        
H22 北部都市基盤整備事務所        下の橋他１橋橋梁補修（耐震補強）工事                                                                株式会社　佐野建設                                                                        
H22 （建）緑政部公園管理課        公園照明設備補修工事                                                                                株式会社　誠和                                                                            
H22 （建）道路河川整備部道路施設課 本町ポンプ場分電盤改修工事                                                                          東芝電機サービス　株式会社　神奈川支店                                                    
H22 （建）緑政部公園緑地課        菅生緑地西地区園路広場整備工事ほか                                                                  株式会社　村瀬造園                                                                        
H22 （建）緑政部公園緑地課        中原平和公園バリアフリー対応整備工事ほか                                                            株式会社　宮前緑化センター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
H22 （建）道路河川整備部道路施設課 川崎駅東口駅前広場エスカレーターＳ１０号機ほか３か所スカートガードパネル挟まれ防止警告装置設置工事  東芝エレベータ　株式会社　神奈川支社                                                      
H22 （建）道路河川整備部道路施設課 川崎駅東西自由通路照明制御設備改修工事                                                              日出麿電工　株式会社                                                                      
H22 （建）道路河川整備部道路施設課 道路照明設置その６工事                                                                              河野電気工事　株式会社                                                                    
H22 （建）道路河川整備部道路施設課 道路照明設置その５工事                                                                              有限会社　丹野電気商会                                                                    
H22 南部都市基盤整備事務所        中原区内一般国道４０９号道路改良工事ほか                                                            信号器材　株式会社                                                                        
H22 （建）緑政部緑政課            生田榎戸特別緑地保全地区整備工事                                                                    株式会社　濃沼植木　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
H22 南部都市基盤整備事務所        新川崎地区都市基盤整備その１９工事                                                                  株式会社　佐藤工務店                                                                      
H22 北部都市基盤整備事務所        多摩区内主要地方道川崎府中道路改良（その２）工事                                                    追川建設　株式会社                                                                        
H22 南部都市基盤整備事務所        不動橋他１橋橋梁補修（耐震補強）工事                                                                株式会社　佐野建設                                                                        
H22 北部都市基盤整備事務所        宮前区内主要地方道横浜生田道路改良工事ほか                                                          矢島建設工業　株式会社                                                                    
H22 南部都市基盤整備事務所        一般県道扇町川崎停車場道路改良工事ほか                                                              矢島建設工業　株式会社                                                                    
H22 （建）緑政部公園緑地課        生田緑地周遊散策路（初山地区）第１期整備工事ほか                                                    南武造園建設　株式会社                                                                    
H22 （建）道路管理部路政課        規制標識等設置及び改良工事                                                                          株式会社　京浜ライン                                                                      
H22 （建）緑政部公園緑地課        中原平和公園バリアフリー対応トイレ新築工事                                                          株式会社　星野和建設                                                                      
H22 南部都市基盤整備事務所        市道南幸町渡田線道路改良（電線共同溝整備）工事ほか                                                  月野建設　株式会社                                                                        
H22 北部都市基盤整備事務所        多摩区内主要地方道川崎府中道路改良工事                                                              有限会社　濃沼工業                                                                        
H22 （建）緑政部公園管理課        蔵敷第２公園ほか公園灯補修工事                                                                      末広電業　株式会社                                                                        
H22 北部都市基盤整備事務所        多摩区内都市計画道路向ヶ丘遊園駅菅生線道路築造工事                                                  有限会社　川善工業                                                                        
H22 北部都市基盤整備事務所        一般県道稲城読売ランド前停車場道路改良工事ほか                                                      信号器材　株式会社                                                                        
H22 （建）道路河川整備部道路施設課 歩道照明設備補修工事                                                                                河野電気工事　株式会社                                                                    
H22 南部都市基盤整備事務所        新川崎地区都市基盤整備（道路）その１８工事ほか                                                      株式会社　喜美代建設                                                                      
H22 南部都市基盤整備事務所        川崎駅前東西連絡歩道橋整備（付帯その２）工事ほか                                                    鹿島・五洋・重田共同企業体                                                                
H22 南部都市基盤整備事務所        野川橋他２橋橋梁補修（耐震補強）工事                                                                株式会社　大藤建設                                                                        
H22 （建）緑政部多摩川施策推進課  北見方サッカー場ほか広場整備工事                                                                    株式会社　みつや園　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
H22 北部都市基盤整備事務所        恩廻橋他３橋橋梁補修（耐震補強）工事                                                                株式会社　マイティー　関東支店                                                            
H22 （建）緑政部多摩川施策推進課  二子第２球場ほか広場整備工事                                                                        川崎緑土　株式会社                                                                        
H22 南部都市基盤整備事務所        新川崎地区都市基盤整備（道路）その１３工事                                                          ヤナギ建工　株式会社                                                                      
H22 北部都市基盤整備事務所        多摩区内都市計画道路鹿島田菅線道路築造工事                                                          株式会社　トモエコーポレーション                                                          
H22 （建）緑政部公園管理課        万福寺さとやま公園ほか電気設備設置工事                                                              有限会社　荒川電気工事                                                                    
H22 （建）緑政部多摩川施策推進課  北見方河川敷ほかトイレ基盤整備工事                                                                  株式会社　みつや園　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
H22 （建）緑政部多摩川施策推進課  多摩川河川敷マラソンコース補修工事                                                                  株式会社　大山組                                                                          
H22 （建）緑政部多摩川施策推進課  多摩川河川敷マラソンコース第２期改良工事                                                            重田造園土木　株式会社                                                                    
H22 （建）緑政部緑政課            黒川海道特別緑地保全地区整備工事                                                                    株式会社　相光園                                                                          
H22 北部都市基盤整備事務所        麻生区内都市計画道路世田谷町田線道路築造工事ほか                                                    藤原・藤和共同企業体                                                                      
H22 （建）緑政部緑政課            特別緑地保全地区整備工事                                                                            株式会社　濃沼植木　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
H22 （建）緑政部緑政課            黒川よこみね特別緑地保全地区整備工事                                                                株式会社　三秀                                                                            



H22 （建）緑政部多摩川施策推進課  多摩川サイン第２期設置工事                                                                          森田建材　株式会社                                                                        
H22 （建）緑政部多摩川施策推進課  下野毛せせらぎと親子広場改修工事                                                                    株式会社　大和園                                                                          
H22 （建）緑政部多摩川施策推進課  等々力・丸子橋地区周辺エリア第３期整備工事                                                          株式会社　大山組                                                                          
H22 南部都市基盤整備事務所        高津区内都市計画道路二子溝ノ口線道路築造（電線共同溝整備）工事                                      株式会社　大藤建設                                                                        
H22 南部都市基盤整備事務所        中原区内都市計画道路東京丸子横浜線道路築造（その４）工事ほか                                        株式会社　重田組                                                                          
H22 北部都市基盤整備事務所        多摩区内主要地方道横浜生田道路改良（補償）工事                                                      有限会社　ひかり建設                                                                      
H22 （建）緑政部多摩川施策推進課  上平間河川敷給水管補修工事                                                                          有限会社　丸善興業                                                                        
H22 南部都市基盤整備事務所        一般国道４０９号（競馬場前）交差点改良工事ほか                                                      株式会社　ヤマチョウ                                                                      
H22 北部都市基盤整備事務所        麻生区内都市計画道路柿生町田線道路築造工事ほか                                                      株式会社　ＥＭコーポレーション                                                            
H23 （建）道路河川整備部道路施設課 川崎駅東西自由通路エスカレーター６～１０号機改修工事                                                三菱電機ビルテクノサービス　株式会社　横浜支社                                            
H23 （建）緑政部緑政課            特別緑地保全地区管理柵整備工事                                                                      株式会社　村瀬造園                                                                        
H23 （建）道路河川整備部道路施設課 市道子母口宿河原線道路照明補修工事                                                                  有限会社　丸子電気商会                                                                    
H23 （建）道路河川整備部道路施設課 道路照明（多摩区内）補修工事                                                                        矢島建設工業　株式会社                                                                    
H23 （建）緑政部公園緑地課        生田緑地周遊散策路（初山地区）第２期整備工事ほか                                                    株式会社　三秀                                                                            
H23 南部都市基盤整備事務所        川崎駅東口駅前広場再編整備（付帯その２）工事                                                        鹿島・五洋・鉄建・重田共同企業体                                                          
H23 （建）道路河川整備部道路施設課 道路照明設置工事                                                                                    有限会社　深谷電気工事                                                                    
H23 （建）緑政部公園緑地課        生田緑地（東口ビジターセンターほか）駐車場移設工事                                                  アマノ　株式会社                                                                          
H23 霊園事務所                    早野聖地公園８区ほか墓所整備工事                                                                    川崎工苑建設　株式会社                                                                    
H23 （建）道路河川整備部道路施設課 道路照明設置その２工事                                                                              有限会社　丸子電気商会                                                                    
H23 （建）道路河川整備部道路施設課 道路照明設置その３工事                                                                              辰野電設　株式会社                                                                        
H23 （建）道路河川整備部道路施設課 道路照明設置その４工事                                                                              有限会社　丸子電気商会                                                                    
H23 （建）道路河川整備部道路施設課 登戸駅南北自由通路エスカレーター１号機ほか５か所スカートガードパネル挟まれ防止警告装置設置工事      東芝エレベータ　株式会社　神奈川支社                                                      
H23 （建）道路河川整備部道路施設課 武蔵溝ノ口駅駅前広場エスカレーター補修工事                                                          東芝エレベータ　株式会社　神奈川支社                                                      
H23 （建）道路河川整備部道路施設課 道路照明設置その５工事                                                                              株式会社　坂下電業社                                                                      
H23 南部都市基盤整備事務所        新川崎地区都市基盤整備（道路）その２２工事                                                          御幸建設工業　株式会社                                                                    
H23 南部都市基盤整備事務所        新川崎地区都市基盤整備（道路）その２３工事                                                          御幸建設工業　株式会社                                                                    
H23 南部都市基盤整備事務所        ガス橋橋梁補修（耐震補強）工事                                                                      村本建設　株式会社　横浜支店                                                              
H23 （建）道路河川整備部道路施設課 道路照明設置その６工事                                                                              矢島建設工業　株式会社                                                                    
H23 南部都市基盤整備事務所        大正橋他２橋橋梁補修（耐震補強）工事                                                                長栄興業　株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
H23 南部都市基盤整備事務所        新川崎地区都市基盤整備（道路）その２１工事ほか                                                      株式会社　重田組                                                                          
H23 北部都市基盤整備事務所        都市計画道路柿生町田線道路築造工事                                                                  河合土木　株式会社                                                                        
H23 （建）道路河川整備部道路施設課 駅前本町ポンプ場水中ポンプ補修工事                                                                  株式会社　エンドーエンジニアリング                                                        
H23 南部都市基盤整備事務所        新川崎地区都市基盤整備（道路）その２０工事ほか                                                      株式会社　島田                                                                            
H23 南部都市基盤整備事務所        中原区内都市計画道路東京丸子横浜線道路築造（その５）工事ほか                                        加藤土建　株式会社                                                                        
H23 （建）道路河川整備部道路施設課 道路照明設置その７工事                                                                              株式会社　大島電機商会                                                                    
H23 南部都市基盤整備事務所        中原区内都市計画道路東京丸子横浜線道路築造（その６）工事ほか                                        株式会社　小沼工務店                                                                      
H23 北部都市基盤整備事務所        大正橋他１橋橋梁補修（耐震補強）工事                                                                株式会社　佐野建設                                                                        
H23 （建）緑政部公園緑地課        生田緑地サイン施設第１期整備工事                                                                    南武造園建設　株式会社                                                                    
H23 （建）緑政部公園緑地課        富士見公園支援ホーム跡地暫定整備工事                                                                株式会社　ＫＥＩＨＩＮ                                                                    
H23 （建）道路河川整備部道路施設課 照明設備設置工事                                                                                    愛知電業　株式会社                                                                        
H23 （建）緑政部緑政課            黒川よこみね特別緑地保全地区斜面安定第１期整備工事                                                  清生土木　有限会社                                                                        
H23 （建）緑政部公園緑地課        等々力緑地四季園・２１世紀の森第２期整備工事ほか                                                    川崎緑土　株式会社                                                                        
H23 南部都市基盤整備事務所        新川崎地区都市基盤整備創造のもり改修（その３）工事                                                  第一工営　株式会社                                                                        
H23 （建）緑政部公園緑地課        生田緑地中央広場第３期整備工事ほか                                                                  南武造園建設　株式会社                                                                    
H23 南部都市基盤整備事務所        中原区内一般国道４０９号土壌汚染対策工事                                                            株式会社　鴻池組　横浜支店                                                                
H23 （建）緑政部公園管理課        四谷上町公園ほか公園遊具整備工事                                                                    森田建材　株式会社                                                                        
H23 （建）道路河川整備部道路施設課 道路照明設置その９工事                                                                              三協電機　株式会社                                                                        
H23 （建）道路河川整備部道路施設課 道路照明設置その８工事                                                                              矢島建設工業　株式会社                                                                    
H23 霊園事務所                    緑ヶ丘霊園給水管補修工事                                                                            株式会社　村瀬造園                                                                        
H23 （建）緑政部緑政課            黒川海道特別緑地保全地区ほか施設整備工事                                                            株式会社　濃沼植木                                                                        
H23 （建）緑政部緑政課            夢見ヶ崎公園緑化整備工事                                                                            野村造園建設　株式会社                                                                    
H23 （建）緑政部多摩川施策推進課  北見方少年野球場ほか補修工事                                                                        有限会社　須藤スポーツ工業                                                                
H23 （建）緑政部緑政課            多摩自然遊歩道ほか施設整備工事                                                                      福吉塗装　株式会社                                                                        
H23 （建）緑政部多摩川施策推進課  多摩川河口青少年サイクリングコース整備工事                                                          株式会社　石塚土木                                                                        
H23 （建）道路管理部路政課        規制標識等設置及び改良工事                                                                          株式会社　今村建設                                                                        
H23 南部都市基盤整備事務所        高津区内都市計画道路二子溝ノ口線道路築造（舗装）工事                                                長栄興業　株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
H23 （建）緑政部公園管理課        緑ヶ丘霊園ほか電気設備設置工事                                                                      株式会社　坂下電業社                                                                      
H23 （建）緑政部多摩川施策推進課  上平間サッカー場ほか補修工事                                                                        川崎緑土　株式会社                                                                        
H23 （建）緑政部多摩川施策推進課  多摩川河川敷マラソンコース第３期改良工事                                                            川崎工苑建設　株式会社                                                                    
H23 （建）緑政部多摩川施策推進課  二子橋周辺エリア第２期再整備工事                                                                    株式会社　大和園                                                                          
H23 北部都市基盤整備事務所        一般県道稲城読売ランド前停車場道路改良工事ほか                                                      麻生建設　株式会社                                                                        
H23 北部都市基盤整備事務所        宿地橋他１橋橋梁補修（耐震補強）工事                                                                株式会社　小滝建設工業                                                                    
H23 北部都市基盤整備事務所        宮前区内都市計画道路向ケ丘遊園駅菅生線道路築造工事ほか                                              株式会社　美栄工業                                                                        
H23 北部都市基盤整備事務所        麻生区内都市計画道路世田谷町田線道路築造工事ほか                                                    トモエ・眞和共同企業体                                                                    
H23 （建）自転車対策室            川崎駅市役所通り自転車等駐車場撤去工事                                                              株式会社　日政                                                                            
H23 （建）緑政部多摩川施策推進課  等々力・丸子橋地区周辺エリア第４期整備工事                                                          株式会社　織戸組                                                                          
H23 （建）緑政部公園管理課        東田公園ほか時計設置工事                                                                            株式会社　原電光社                                                                        



H23 （建）緑政部公園管理課        川崎球場電波受信対策設備撤去工事                                                                    末広電業　株式会社                                                                        
H23 南部都市基盤整備事務所        一般県道扇町川崎停車場道路整備工事                                                                  有限会社　ひかり建設                                                                      
H23 北部都市基盤整備事務所        多摩区内主要地方道横浜生田道路改良工事ほか                                                          株式会社　トモエコーポレーション                                                          
H23 （建）緑政部公園緑地課        夢見ヶ崎公園第１期整備工事                                                                          川崎緑土　株式会社                                                                        
H23 南部都市基盤整備事務所        市道南幸町渡田線道路改良（電線共同溝整備）工事ほか                                                  信号器材　株式会社                                                                        
H24 （建）道路河川整備部道路施設課 大宮町ポンプ場ほか１１か所通報装置補修工事                                                          ＮＥＣインフロンティア　株式会社　神奈川支店                                              
H24 （建）道路河川整備部道路施設課 川崎駅東口地下連絡通路エスカレーター３６～３９号機改修工事                                          三菱電機ビルテクノサービス　株式会社　横浜支社                                            
H24 北部都市基盤整備事務所        一般県道上麻生連光寺道路改良工事ほか                                                                吉孝・三秀共同企業体　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
H24 （建）緑政部多摩川施策推進課  宇奈根パークボール場休憩棟基盤整備工事                                                              河﨑組建設業　株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
H24 （建）緑政部多摩川施策推進課  多摩川緑地菅地区ほか１箇所トイレ基盤整備工事                                                        株式会社　大和園                                                                          
H24 南部都市基盤整備事務所        新川崎地区都市基盤整備（鹿島田こ線歩道橋部材製作）工事                                              株式会社　福嶋鉄工所                                                                      
H24 （建）道路管理部路政課        町田堀不法占拠物件解体撤去工事                                                                      株式会社　眞和                                                                            
H24 南部都市基盤整備事務所        ガス橋橋梁補修（耐震補強）工事                                                                      東鉄工業　株式会社　横浜支店                                                              
H24 （建）緑政部緑政課            野川特別緑地保全地区ほか施設整備工事                                                                株式会社　金盛園                                                                          
H24 （建）道路河川整備部道路施設課 道路照明設置その２工事                                                                              河野電気工事　株式会社                                                                    
H24 （建）道路河川整備部道路施設課 道路照明設置工事                                                                                    株式会社　坂下電業社                                                                      
H24 南部都市基盤整備事務所        市道駅前本町線歩行者専用道路他整備工事ほか                                                          株式会社　重田組                                                                          
H24 （建）緑政部公園緑地課        御幸公園第３期整備工事                                                                              長栄興業　株式会社                                                                        
H24 南部都市基盤整備事務所        鹿島田橋他１橋橋梁補修（耐震補強）工事                                                              株式会社　佐野建設                                                                        
H24 （建）道路河川整備部道路施設課 道路照明設置その４工事                                                                              有限会社　丸子電気商会                                                                    
H24 （建）道路河川整備部道路施設課 道路照明設置その３工事                                                                              島田電設工業　株式会社                                                                    
H24 北部都市基盤整備事務所        八幡橋他２橋橋梁補修（耐震補強）工事                                                                長栄興業　株式会社                                                                        
H24 北部都市基盤整備事務所        蔵敷橋他２橋橋梁補修（耐震補強）工事                                                                株式会社　美栄工業                                                                        
H24 南部都市基盤整備事務所        上鷹ノ巣橋他２橋橋梁補修（耐震補強）工事                                                            株式会社　大藤建設                                                                        
H24 霊園事務所                    早野聖地公園１０区北壁面型墓所第１期ほか整備工事                                                    川崎・三和共同企業体                                                                      
H24 （建）道路河川整備部道路施設課 道路照明設置その５工事                                                                              株式会社　昭栄電工社                                                                      
H24 （建）道路管理部路政課        市道下作延７０号線不法占拠物件解体撤去工事                                                          高津建材興業　株式会社                                                                    
H24 （建）道路河川整備部道路施設課 道路照明設置その６工事                                                                              甲信電気　株式会社                                                                        
H24 （建）道路河川整備部道路施設課 大宮町ポンプ場水中ポンプ補修工事                                                                    株式会社　エンドーエンジニアリング                                                        
H24 （建）緑政部公園緑地課        生田緑地園路改修工事ほか                                                                            株式会社　ＫＥＩＨＩＮ                                                                    
H24 （建）緑政部公園緑地課        生田緑地周遊散策路（初山地区）第３期整備工事ほか                                                    株式会社　吉孝土建                                                                        
H24 南部都市基盤整備事務所        一般県道扇町川崎停車場周辺整備工事                                                                  長栄興業　株式会社                                                                        
H24 南部都市基盤整備事務所        新川崎地区都市基盤整備（道路）その２４工事                                                          小田土木　株式会社                                                                        
H24 南部都市基盤整備事務所        高津区内一般国道４０９号（二子工区）道路改良工事                                                    小田土木　株式会社                                                                        
H24 北部都市基盤整備事務所        一般県道稲城読売ランド前停車場道路改良工事ほか                                                      アイサワ工業　株式会社　横浜営業所                                                        
H24 （建）緑政部公園緑地課        生田緑地サイン施設第２期整備工事                                                                    株式会社　吉孝土建                                                                        
H24 北部都市基盤整備事務所        市道野川３９８号線道路改良工事                                                                      麻生建設　株式会社                                                                        
H24 （建）緑政部多摩川施策推進課  多摩川河川敷マラソンコース第４期改良・補修工事                                                      株式会社　小沼工務店                                                                      
H24 （建）緑政部多摩川施策推進課  多摩川サイン第３期設置工事                                                                          株式会社　石塚土木                                                                        
H24 （建）道路河川整備部道路施設課 道路照明設置その９工事                                                                              株式会社　坂下電業社                                                                      
H24 （建）道路河川整備部道路施設課 道路照明設置その８工事                                                                              愛知電業　株式会社                                                                        
H24 （建）緑政部緑政課            久末東特別緑地保全地区施設整備工事ほか                                                              川崎工苑建設　株式会社                                                                    
H24 （建）緑政部緑政課            黒川よこみね特別緑地保全地区斜面安定第２期整備その２工事                                            株式会社　小沼工務店                                                                      
H24 北部都市基盤整備事務所        麻生区内都市計画道路世田谷町田線道路築造（柿生交差点）工事ほか                                      株式会社　眞和                                                                            
H24 （建）緑政部緑政課            早野五郎池特別緑地保全地区斜面安定整備工事                                                          幸伸工業　株式会社                                                                        
H24 北部都市基盤整備事務所        多摩区内都市計画道路向ケ丘遊園駅菅生線道路築造工事                                                  株式会社　眞和                                                                            
H24 （建）道路河川整備部道路施設課 道路照明設置その７工事                                                                              富双電気　株式会社                                                                        
H24 北部都市基盤整備事務所        市道菅生２２６号線道路改良工事ほか                                                                  矢島建設工業　株式会社                                                                    
H24 （建）緑政部多摩川施策推進課  小向仲野町Ｃグランドほか防球ネットほか補修工事                                                      川崎緑土　株式会社                                                                        
H24 （建）緑政部公園緑地課        夢見ヶ崎公園第２期整備工事                                                                          幸伸工業　株式会社                                                                        
H24 南部都市基盤整備事務所        中原区内都市計画道路東京丸子横浜線道路築造（その８）工事                                            戸田・河合共同企業体                                                                      
H24 （建）緑政部緑政課            野川十三坊台特別緑地保全地区ほか緑化整備工事                                                        三和緑化　株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
H24 （建）緑政部多摩川施策推進課  多摩川サイクリングコースサイン等整備工事                                                            株式会社　ＫＥＩＨＩＮ                                                                    
H24 （建）総務部技術監理課        旧建設技術センター舗装工事                                                                          株式会社　日政                                                                            
H24 （建）道路河川整備部道路施設課 道路照明設置その１０工事                                                                            株式会社　坂下電業社                                                                      
H24 （建）等々力緑地再編整備室    等々力緑地園路整備工事                                                                              株式会社　三秀                                                                            
H24 （建）緑政部多摩川施策推進課  多摩川緑地諏訪地区ほか６箇所トイレ基盤整備工事                                                      株式会社　大和園                                                                          
H24 （建）道路管理部路政課        規制標識等設置及び改良工事                                                                          信号器材　株式会社                                                                        
H24 （建）緑政部公園管理課        御幸公園太陽光発電避難誘導標識設置工事                                                              板橋電気工事　株式会社                                                                    
H24 （建）道路河川整備部河川課    川崎区多摩川河川敷内土壌除去工事                                                                    有限会社　イースト・コーポレーション                                                      
H24 （建）緑政部公園緑地課        王禅寺ふるさと公園広域避難場所標識設置工事                                                          株式会社　横山造園                                                                        
H24 （建）緑政部公園管理課        稲田公園ほか時計設置工事                                                                            東邦電業　株式会社                                                                        
H24 南部都市基盤整備事務所        県道川崎府中自転車道設置工事ほか                                                                    株式会社　エトワール                                                                      
H24 北部都市基盤整備事務所        麻生区内都市計画道路世田谷町田線道路築造（片平交差点）工事                                          有限会社　一興業                                                                          
H24 南部都市基盤整備事務所        中原区内都市計画道路丸子中山茅ヶ崎線（国道４０９号部）暫定整備工事                                  株式会社　ロードカワサキ                                                                  
H24 北部都市基盤整備事務所        麻生区内都市計画道路世田谷町田線道路築造（葉積橋）工事ほか                                          株式会社　佐野建設                                                                        
H24 （建）緑政部公園管理課        川崎国際生田緑地ゴルフ場自動カート誘導線敷設替え補修工事                                            国際電工　株式会社                                                                        



H24 北部都市基盤整備事務所        多摩区内主要地方道横浜生田道路改良工事ほか                                                          株式会社　重田組                                                                          
H24 北部都市基盤整備事務所        多摩区内主要地方道川崎府中道路改良工事                                                              株式会社　ロードカワサキ                                                                  
H24 南部都市基盤整備事務所        中原区内都市計画道路東京丸子横浜線道路築造（その７）工事                                            株式会社　重田組                                                                          
H24 南部都市基盤整備事務所        市道駅前本町線歩行者専用道路他整備（付帯その２）工事                                                株式会社　重田組                                                                          
H24 北部都市基盤整備事務所        多摩区内都市計画道路世田谷町田線道路築造（側道）工事ほか                                            株式会社　三秀                                                                            
H24 南部都市基盤整備事務所        中原区内一般国道４０９号道路改良工事ほか                                                            株式会社　佐藤工務店                                                                      
H24 （建）緑政部緑政課            神庭特別緑地保全地区法面保護施設整備工事ほか                                                        株式会社　三秀                                                                            
H24 北部都市基盤整備事務所        麻生区内都市計画道路世田谷町田線道路築造工事ほか                                                    藤原建設　株式会社                                                                        
H24 南部都市基盤整備事務所        一般県道扇町川崎停車場道路改良工事ほか                                                              大恵建設　株式会社                                                                        
H24 北部都市基盤整備事務所        多摩区内主要地方道横浜生田道路改良（擁壁）工事                                                      株式会社　佐野建設                                                                        
H24 南部都市基盤整備事務所        （仮称）溝口駅南口地下駐輪場新築工事ほか                                                            戸田・森本・山根共同企業体                                                                
H25 北部都市基盤整備事務所        麻生区内都市計画道路菅早野線道路築造（擁壁）工事                                                    株式会社　ロードテック                                                                    
H25 南部都市基盤整備事務所        新川崎地区都市基盤整備（道路）その２５工事ほか                                                      株式会社　重田組                                                                          
H25 南部都市基盤整備事務所        中原区内一般国道４０９号道路改良（電線共同溝整備）工事ほか                                          大林道路　株式会社　横浜営業所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
H25 南部都市基盤整備事務所        市道南幸町渡田線道路改良（電線共同溝整備）工事ほか                                                  株式会社　三秀                                                                            
H25 南部都市基盤整備事務所        県道川崎府中通行環境整備工事                                                                        交安　株式会社                                                                            
H25 （建）緑政部公園緑地課        小田公園土壌汚染対策工事                                                                            安藤・間・大藤共同企業体                                                                  
H25 （建）道路河川整備部道路施設課 道路照明設置工事                                                                                    有限会社　丹野電気商会                                                                    
H25 南部都市基盤整備事務所        中原区内都市計画道路東京丸子横浜線道路築造（その９）工事ほか                                        小沼・幸伸共同企業体                                                                      
H25 霊園事務所                    早野聖地公園１０区北側壁面型墓所第２期整備工事                                                      川崎・三和　共同企業体                                                                    
H25 （建）道路河川整備部道路施設課 道路照明設置その２工事                                                                              愛知電業　株式会社                                                                        
H25 （建）緑政部公園緑地課        生田緑地東生田２丁目西ルート休憩施設整備工事                                                        株式会社　村瀬造園                                                                        
H25 （建）道路河川整備部道路施設課 武蔵小杉駅ラチ外エスカレーター１～３号機改修工事                                                    三菱電機ビルテクノサービス　株式会社　横浜支社                                            
H25 （建）緑政部公園緑地課        生田緑地西口園路整備工事ほか                                                                        川崎工苑建設　株式会社                                                                    
H25 （建）道路河川整備部道路施設課 川崎駅周辺段差解消機撤去工事                                                                        大川原建設　株式会社                                                                      
H25 （建）道路河川整備部道路施設課 道路照明設置その３工事                                                                              篠原電機工業　株式会社                                                                    
H25 （建）道路河川整備部道路施設課 道路照明設置その４工事                                                                              株式会社　丸井電設                                                                        
H25 南部都市基盤整備事務所        市道南幸町渡田線道路改良（電線共同溝整備）（その２）工事ほか                                        小田土木　株式会社                                                                        
H25 （建）道路河川整備部道路施設課 道路照明設置その６工事                                                                              島田電設工業　株式会社                                                                    
H25 （建）道路河川整備部道路施設課 道路照明設置その５工事                                                                              矢島建設工業　株式会社                                                                    
H25 北部都市基盤整備事務所        麻生区内都市計画道路世田谷町田線道路築造（擁壁）工事                                                有限会社　中神                                                                            
H25 （建）道路河川整備部道路施設課 川崎駅市役所通り自転車通行環境整備工事ほか                                                          幸伸工業　株式会社                                                                        
H25 （建）緑政部緑政課            黒川よこみね特別緑地保全地区園路整備工事ほか                                                        株式会社　相光園                                                                          
H25 （建）緑政部多摩川施策推進課  小向仲野町球場バックネットその他補修工事                                                            川崎緑土　株式会社                                                                        
H25 （建）緑政部多摩川施策推進課  等々力・丸子橋地区周辺エリア第５期整備工事                                                          株式会社　重田組                                                                          
H25 （建）道路河川整備部道路施設課 市道浮島町２号線舗装改良工事ほか                                                                    宮田土建工業　株式会社                                                                    
H25 （建）道路河川整備部道路施設課 駅前本町ポンプ場ほか１か所水中ポンプ分解整備工事                                                    株式会社　エンドーエンジニアリング                                                        
H25 （建）道路河川整備部道路施設課 道路照明設置その８工事                                                                              有限会社　丹野電気商会                                                                    
H25 北部都市基盤整備事務所        柿生橋他２橋橋梁補修（耐震補強）工事                                                                有限会社　工藤組                                                                          
H25 （建）道路河川整備部道路施設課 道路照明設置その７工事                                                                              富双電気　株式会社                                                                        
H25 北部都市基盤整備事務所        一般県道上麻生連光寺道路改良工事                                                                    株式会社　ロードテック                                                                    
H25 （建）緑政部多摩川施策推進課  多摩川河川敷マラソンコース第５期補修工事                                                            株式会社　三秀                                                                            
H25 南部都市基盤整備事務所        中原区内都市計画道路東京丸子横浜線道路築造（その１０）工事ほか                                      浅川建設工業　株式会社                                                                    
H25 （建）総務部技術監理課        東扇島中継ヤード造成工事                                                                            株式会社　ＡＳＡＤＡ                                                                      
H25 北部都市基盤整備事務所        多摩区内主要地方道川崎府中道路改良（仮設道路）工事                                                  株式会社　眞和                                                                            
H25 （建）緑政部公園管理課        川崎国際生田緑地ゴルフ場新クラブハウス電話交換機機能追加工事                                        株式会社　中山防災                                                                        
H25 （建）緑政部公園緑地課        生田緑地初山地区広場第１期整備工事ほか                                                              株式会社　三秀                                                                            
H25 （建）緑政部緑政課            黒川よこみね特別緑地保全地区斜面安定第３期整備工事                                                  株式会社　金盛園                                                                          
H25 南部都市基盤整備事務所        中原区内一般国道４０９号（市ノ坪工区）道路改良工事ほか                                              株式会社　興建                                                                            
H25 （建）緑政部緑政課            栗木山王山特別緑地保全地区ほか施設整備工事                                                          株式会社　吉孝土建                                                                        
H25 北部都市基盤整備事務所        多摩区内都市計画道路世田谷町田線道路築造（橋脚）工事ほか                                            株式会社　吉孝土建                                                                        
H25 （建）緑政部公園緑地課        菅生緑地西地区広場整備工事ほか                                                                      株式会社　大和園                                                                          
H25 南部都市基盤整備事務所        入江橋橋梁補修（耐震補強）工事                                                                      株式会社　小滝建設工業                                                                    
H25 （建）緑政部緑政課            神庭特別緑地保全地区法面保護施設第２期整備工事ほか                                                  重田造園土木　株式会社                                                                    
H25 北部都市基盤整備事務所        麻生区内都市計画道路菅早野線道路築造工事                                                            清生土木　有限会社                                                                        
H25 北部都市基盤整備事務所        新川橋他１橋橋梁補修（耐震補強）工事                                                                株式会社　佐野建設                                                                        
H25 南部都市基盤整備事務所        中原区内都市計画道路宮内新横浜線（宮内工区）土壌汚染等対策（その１）工事                            株式会社　ＮＩＰＰＯ　神奈川統括事業所                                                    
H25 （建）道路河川整備部道路施設課 道路照明設置その９工事                                                                              愛知電業　株式会社                                                                        
H25 南部都市基盤整備事務所        扇町跨線橋橋梁補修（耐震補強）工事                                                                  長栄興業　株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
H25 （建）緑政部多摩川施策推進課  多摩川サイン第４期設置工事                                                                          森田建材　株式会社                                                                        
H25 （建）緑政部緑政課            柿生の里特別緑地保全地区施設整備工事ほか                                                            麻生建設　株式会社                                                                        
H25 （建）緑政部公園緑地課        （仮称）富士見公園長方形競技場外構工事                                                              株式会社　重田組                                                                          
H25 （建）道路管理部路政課        規制標識等設置及び改良工事                                                                          大道産業　株式会社                                                                        
H25 （建）緑政部緑政課            柳町地内ランドマーク整備工事                                                                        森田建材　株式会社                                                                        
H25 （建）緑政部公園管理課        殿町第１公園ほか時計設置工事                                                                        東邦電業　株式会社                                                                        
H25 南部都市基盤整備事務所        二子千年一号橋他１橋橋梁補修（耐震補強）工事                                                        株式会社　美栄工業                                                                        
H25 北部都市基盤整備事務所        多摩区内主要地方道横浜生田道路改良工事ほか                                                          大恵建設　株式会社                                                                        



H25 （建）自転車対策室            登戸駅周辺自転車等駐車場第５施設機械設備補修工事                                                    ＪＦＥエンジニアリング　株式会社                                                          
H25 北部都市基盤整備事務所        都市計画道路登戸２号線道路築造工事                                                                  有限会社　喜有組                                                                          
H25 南部都市基盤整備事務所        中原区内一般国道４０９号（市ノ坪工区）案内サイン設置工事                                            株式会社　大藤工業                                                                        
H25 南部都市基盤整備事務所        中原区内都市計画道路東京丸子横浜線道路築造（その１１）工事                                          株式会社　織戸組                                                                          
H25 北部都市基盤整備事務所        多摩区内主要地方道川崎府中交差点改良（稲生橋交差点）工事                                            長栄興業　株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
H25 （建）緑政部公園緑地課        中原平和公園ほか防災関連施設整備工事                                                                昌栄電設　株式会社                                                                        
H25 北部都市基盤整備事務所        市道長沢５３号線道路改良工事ほか                                                                    有限会社　中神                                                                            
H25 北部都市基盤整備事務所        麻生区内都市計画道路世田谷町田線道路築造（歩道）工事ほか                                            矢島建設工業　株式会社                                                                    
H26 北部都市基盤整備事務所        都市計画道路柿生町田線道路築造工事ほか                                                              株式会社　眞和                                                                            
H26 南部都市基盤整備事務所        中原区内一般国道４０９号（市ノ坪工区）道路改良（その２）工事ほか                                    大林道路・幸伸共同企業体　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
H26 南部都市基盤整備事務所        主要地方道東京丸子横浜自転車通行環境整備工事ほか                                                    重田・トモエ共同企業体　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
H26 （建）緑政部公園緑地課        （仮称）大師河原公園新設工事                                                                        株式会社　由貴工務店                                                                      
H26 北部都市基盤整備事務所        多摩区内都市計画道路世田谷町田線道路築造（登戸陸橋取付擁壁）工事ほか                                追川建設　株式会社                                                                        
H26 （建）緑政部公園緑地課        夢見ヶ崎公園第３期整備工事                                                                          株式会社　重田組                                                                          
H26 南部都市基盤整備事務所        中原区内都市計画道路東京丸子横浜線道路築造（その１２）工事ほか                                      株式会社　佐野建設                                                                        
H26 北部都市基盤整備事務所        長尾橋橋梁補修（耐震補強）工事                                                                      長栄興業　株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
H26 北部都市基盤整備事務所        多摩区内主要地方道川崎府中道路改良（明王橋）工事                                                    大和小田急建設　株式会社　横浜支店                                                        
H26 南部都市基盤整備事務所        新川崎地区都市基盤整備（仮設階段撤去）工事                                                          株式会社　トモエカンパニー                                                                
H26 （建）道路河川整備部道路施設課 道路照明設置工事                                                                                    有限会社　丹野電気商会                                                                    
H26 （建）道路河川整備部道路施設課 道路照明設置その２工事                                                                              株式会社　航建                                                                            
H26 南部都市基盤整備事務所        新川崎地区都市基盤整備（交通広場）工事ほか                                                          大林道路・長栄共同企業体                                                                  
H26 （建）道路河川整備部道路施設課 ポンプ場監視システム通信設備改修工事                                                                ＮＥＣプラットフォームズ　株式会社　神奈川支店                                            
H26 北部都市基盤整備事務所        都市計画道路登戸２号線道路築造（水路）工事                                                          株式会社　眞和                                                                            
H26 （建）道路河川整備部道路施設課 道路照明設置その４工事                                                                              株式会社　電工舎                                                                          
H26 （建）道路河川整備部道路施設課 道路照明設置その３工事                                                                              千代田電気　株式会社                                                                      
H26 南部都市基盤整備事務所        中原区内都市計画道路宮内新横浜線（宮内工区）土壌汚染等対策（その２）工事                            ＮＩＰＰＯ・トビキク共同企業体                                                            
H26 霊園事務所                    早野聖地公園１０区北側壁面型墓所第３期ほか整備工事                                                  株式会社　小沼工務店                                                                      
H26 北部都市基盤整備事務所        麻生区内主要地方道横浜上麻生道路改良（水路）工事                                                    株式会社　三秀                                                                            
H26 （建）道路河川整備部道路施設課 道路照明設置その６工事                                                                              矢島建設工業　株式会社                                                                    
H26 （建）道路河川整備部道路施設課 道路照明設置その５工事                                                                              矢島建設工業　株式会社                                                                    
H26 （建）道路河川整備部道路施設課 大宮町ポンプ場水中ポンプ３号機分解整備工事                                                          株式会社　エンドーエンジニアリング                                                        
H26 南部都市基盤整備事務所        都市計画道路川崎駅扇町線道路改良工事ほか                                                            有限会社　柳商店                                                                          
H26 （建）緑政部みどりの保全整備課 川崎富士見球技場人工芝改修工事                                                                      大林道路・長栄共同企業体                                                                  
H26 北部都市基盤整備事務所        麻生区内都市計画道路世田谷町田線道路築造工事                                                        織戸・河合　共同企業体                                                                    
H26 北部都市基盤整備事務所        麻生区内都市計画道路世田谷町田線道路築造（擁壁その２）工事ほか                                      大和小田急建設　株式会社　横浜支店                                                        
H26 （建）緑政部みどりの保全整備課 多摩特別緑地保全地区斜面安全対策整備工事                                                            株式会社　小沼工務店                                                                      
H26 （建）緑政部多摩川施策推進課  諏訪第１少年野球場バックネットほか補修工事                                                          三和緑化　株式会社                                                                        
H26 （建）道路河川整備部道路施設課 道路照明設置その７工事                                                                              島田電設工業　株式会社                                                                    
H26 北部都市基盤整備事務所        多摩区内都市計画道路世田谷町田線（登戸陸橋渡り部）覆工板製作工事                                    株式会社　大藤建設                                                                        
H26 （建）道路河川整備部道路施設課 道路照明設置その８工事                                                                              有限会社　丸子電気商会                                                                    
H26 （建）緑政部多摩川施策推進課  多摩川河川敷マラソンコース第６期改良工事                                                            株式会社　ＫＥＩＨＩＮ                                                                    
H26 （建）道路河川整備部道路施設課 道路照明設置その９工事                                                                              株式会社　坂下電業社                                                                      
H26 （建）緑政部多摩川施策推進課  多摩川緑地上平間地区便所基盤ほか整備工事                                                            株式会社　三秀                                                                            
H26 北部都市基盤整備事務所        多摩区内主要地方道横浜生田道路改良（擁壁）工事                                                      大和小田急建設　株式会社　横浜支店                                                        
H26 南部都市基盤整備事務所        市道塩浜３２号線道路用地整備工事                                                                    株式会社　オキ・コーポレーション　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
H26 （建）緑政部みどりの保全整備課 岡上丸山特別緑地保全地区ほか施設整備工事                                                            株式会社　相光園                                                                          
H26 （建）道路河川整備部道路施設課 トンネル照明補修工事                                                                                愛知電業　株式会社                                                                        
H26 （建）道路河川整備部道路施設課 駐車場案内システム撤去工事                                                                          愛知電業　株式会社                                                                        
H26 （建）緑政部みどりの保全整備課 生田緑地初山地区広場第２期整備工事                                                                  株式会社　吉孝土建                                                                        
H26 （建）緑政部みどりの保全整備課 菅生緑地西地区親水広場整備工事                                                                      株式会社　村瀬造園                                                                        
H26 南部都市基盤整備事務所        中原区内都市計画道路東京丸子横浜線道路築造（その９－２）工事                                        小沼・幸伸共同企業体                                                                      
H26 （建）道路管理部路政課        規制標識等設置及び改良工事                                                                          株式会社　今村建設                                                                        
H26 （建）緑政部多摩川施策推進課  多摩川緑地丸子橋地区駐車場舗装新設工事                                                              株式会社　河原工務店                                                                      
H26 南部都市基盤整備事務所        都市計画道路野川柿生線道路築造工事                                                                  株式会社　三秀                                                                            
H26 （建）道路河川整備部道路施設課 小杉町ポンプ場水中ポンプ１～３号機分解整備工事                                                      株式会社　エンドーエンジニアリング                                                        


