
1 - 下水道工事

2 - 宅地造成工事

3 - 道路工事

4 - 建築工事

5 - 舗装工事

6 - 解体工事

7 - 一般土木工事

工事経歴書　掲載工種一覧



（工事の種類） 下 水 道 工 事

発　　注　　元
元 請
下 請

工　事　概　要 工 事 場 所 着工年月 完成年月

工事延長L=710.5ｍ　φ1350ｍｍ

泥濃式推進工　立坑築造工6箇所

工事延長L=257.3ｍ

管渠更生工250.1ｍ　人孔接続部耐震化18箇所

平成２７年度 工事延長L=13.2ｍ　φ450ｍｍ鋼製さや管推進工

公共下水道整備第１０工区工事 マンホール工Ｎ＝1箇所

平成２８年度

公共下水道流量計設置工事

平成２８年度

公共下水道流量計設置工事（その２）

平成２９年度

公共下水道流量計設置工事

平成２９年度

公共下水道流量計設置工事

平成３０年度

公共下水道流量計設置工事

工事延長L=26.3ｍ

管きょ工・ポンプ設備工・電気設備工

平成３０年度

公共下水道流量計設置工事（その２）

工事延長L=9.02ｍ

小口径管推進工

工事延長L=318.6ｍ

管きょ更生工

平成31年2月平成30年8月

流量計設置Ｎ=　箇所

平成２５年度公共下水道第１工区工事

（大豊建設・司建設JV)

流量計設置Ｎ=　箇所

流量計設置Ｎ=　箇所

平成30年11月 平成31年3月

小田原市役所 下請 小田原市内各所

令和2年2月 令和2年5月

平成31年3月 令和1年10月

元請小田原市役所

小田原市内各所

流量計設置Ｎ=　箇所

小田原市栢山平成３０年度公共下水道第５工区工事

小田原市役所 下請 小田原市内各所

流量計設置Ｎ=３箇所

流量計設置Ｎ=７箇所

小田原市役所 下請 小田原市内各所

小田原市役所 下請

平成29年9月

平成30年2月

平成30年7月

平成29年8月

平成28年11月

平成30年3月

小田原市城山平成２６年度公共下水道地震対策工事

平成29年2月

小田原市役所 下請 小田原市酒匂他 平成29年7月

小田原市役所 下請 小田原市北ノ窪他

平成27年10月

平成28年2月

平成26年11月 平成27年2月

平成28年2月小田原市役所 下請 小田原市多古

小田原市役所 元請

工　　事　　経　　歴　　書

工　　　事　　　名

平成25年11月小田原市役所 元請 小田原市西酒匂

令和2年3月 令和2年7月

令和元年度公共下水道整備第１２工区工事

小田原市役所 元請 令和元年度公共下水道地震対策工事（その17） 小田原市南鴨宮

小田原市役所 元請 小田原市鬼柳



（工事の種類） 宅 地 造 成 工 事

発　　注　　元
元 請
下 請

工　事　概　要 工 事 場 所 着工年月 完成年月

Ａ＝1052.0㎡

全７区画

Ａ＝457.56㎡

全３区画

Ａ＝977.0㎡

全4区画

Ａ＝968.85㎡

共同住宅用地

Ａ＝1473.1㎡

全6区画

Ａ＝1724.0㎡

全５区画

Ａ＝2029.81㎡

全６区画

Ａ＝581.5㎡

全３区画

Ａ＝2949.99㎡

全８区画

Ａ＝976.15㎡

全４区画

Ａ＝763.6㎡

全４区画

藤沢市大鋸 平成26年10月

平成26年8月平成26年6月

海老名市国分北３丁目擁壁築造工事

相模原市南区当麻宅地造成工事

平成26年12月小田原市早川宅地造成工事

藤沢市大鋸宅地造成工事（Ⅱ期）

平成27年10月

藤沢市辻堂

積水ハウス㈱ 下請

元請

平成27年12月 平成28年5月

平成27年8月

元請

相模原市南区

平成27年11月

平成26年9月

一般顧客 元請 平成27年7月

㈲小田原不動産 元請 足柄上郡大井町

工　　事　　経　　歴　　書

工　　　事　　　名

海老名市国分北

小田原市早川

積水ハウス㈱

足柄上郡大井町金子宅地造成工事

平成26年8月

一般顧客

擁壁工

平成29年6月 平成29年8月

藤沢市辻堂太平台２丁目宅地造成工事

不動産情報センター㈱ 元請 小田原市柳新田宅地造成工事 小田原市柳新田

積水ハウス㈱ 元請

平成29年11月 平成30年1月㈲たんぽぽ企画 元請 小田原市蓮正寺宅地造成工事 小田原市蓮正寺

平成29年10月 平成29年12月積水ハウス㈱ 元請 コモンライフ菫平宅地造成工事 平塚市菫平

令和1年8月 令和2年2月

不動産情報センター㈱ 元請 小田原市柳新田宅地造成工事 小田原市柳新田

積水ハウス㈱ 元請 茅ヶ崎市東海岸北２丁目宅地造成工事 茅ヶ崎市東海岸北

平成30年9月 平成31年1月

積水ハウス㈱ 元請 藤沢市羽鳥3丁目宅地造成工事 藤沢市羽鳥

令和2年7月 令和2年10月



（工事の種類） 道 路 工 事

発　　注　　元
元 請
下 請

工　事　概　要 工 事 場 所 着工年月 完成年月

ゼロ国債　その５

当初３号その５

平成２０年度市道４５９８道路改良

（その１）工事

平成２０年度市道４５９８道路改良 工事延長　Ｌ＝62.0ｍ

（その２）工事 舗装工　排水工　擁壁工

平成２３年度広域農道整備事業 軽量盛土工　A=153.6㎡

米神小沢工区その２工事 付帯工　1.0式

㈱東海ﾋﾞﾙﾒﾝﾃﾅﾝｽ保養所進入路 ブロック積み工　1.0式

整備工事 道路側溝工　1.0式

国道1号　工事延長　L=261.0ｍ　舗装工

道路土工　排水構造物工　橋梁付属物工

国道135号　道路嵩上げ工L=480ｍ

補強土壁工L=366ｍ　舗装工A=1553㎡

平成３０年度広域農道整備事業石橋追上 開削工L=76.4ｍ

第２工区工事 法面工A=1542㎡

工事延長　Ｌ＝171.9ｍ

側溝工　排水性舗装工

平成２０年度道路改良工事（公共）

令和1年9月 令和2年3月神奈川県

小田原市石橋 平成31年1月

元請 小田原市穴部

元請 小田原市米神 平成29年5月 平成30年1月

神奈川県 元請

平成25年6月 平成26年3月

イオンタウン㈱ 元請 小田原市久野 平成28年6月

令和1年9月

神奈川県

平成28年8月

神奈川県

熱海市網代 平成24年1月

元請 箱根町湯本

平成24年2月

神奈川県 元請 小田原市米神 平成24年2月 平成24年10月

㈱東海ﾋﾞﾙﾒﾝﾃﾅﾝｽ 元請

小田原市桑原 平成20年12月 平成21年3月

小田原市役所 元請 小田原市桑原 平成21年10月 平成22年3月

小田原市役所 下請

平成21年3月

神奈川県 元請 小田原市鬼柳 平成20年12月 平成21年12月

小田原市役所 元請 小田原市桑原 平成20年9月

令和元年度街路整備工事その8合併

平成２１年度市道４５９８道路改良工事

工　　事　　経　　歴　　書

工　　　事　　　名

神奈川県 元請 小田原市江之浦 平成19年3月 平成20年3月
平成１８年度道路特殊改良工事　公共

道路新設工

平成２８年度道路災害防除工事（県単）

イオンタウン小田原店南側道路整備工事

平成２４年度道路改良工事（公共）その３

平成２５年度道路改良工事（公共）その１合併

平成30年度街路整備工事その2

工事延長 Ｌ＝252.3ｍ

深礎杭工 2基 道路打替工

車道Ａｓ舗装工

工事延長 Ｌ＝315.0ｍ

Ｌ型擁壁工 重力式擁壁工

車道舗装工 歩道舗装工

工事延長 Ｌ＝310.0ｍ

舗装工A=2987㎡ 排水工L=266ｍ

擁壁工L=121ｍ

工事延長 Ｌ＝360.0ｍ

舗装工A=1818㎡ 排水工L=62ｍ

擁壁工L=203ｍ



（工事の種類） 建 築 工 事

発　　注　　元
元 請
下 請

工　事　概　要 工 事 場 所 着工年月 完成年月

小田原市立泉中学校校舎南面外壁塗装

及びベランダ手摺改修工事

産業技術センター工芸技術所 防水改修工　内装改修工

空調設備改修工事（建築） 外構工

公民館新築　201.29㎡

外構工事　1.0式

防水工　塗装工　手摺改修

藍樹荘保養所改修工事 保養施設改築工

平成29年8月北ノ窪自治会 元請 小田原市北ノ窪

元請

平成29年12月

小田原市役所 元請

㈱東海ﾋﾞﾙﾒﾝﾃﾅﾝｽ 元請

平成25年2月

小田原市飯田岡

平成24年8月

北ノ窪公民館新築工事

工　　事　　経　　歴　　書

工　　　事　　　名

平成24年4月

平成22年10月

神奈川県

平成23年3月

熱海市網代

小田原市久野

平成24年2月



（工事の種類） 舗 装 工 事

発　　注　　元
元 請
下 請

工　事　概　要 工 事 場 所 着工年月 完成年月

工事延長　L=580ｍ

Ａｓ舗装　Ａ＝3935㎡

平成２６年度広域農道整備事業 工事延長　L=383.4ｍ

早川石橋工区舗装工事 Ａｓ舗装　Ａ＝2816㎡

工事延長　L=410.0ｍ

Ａｓ舗装　Ａ＝2682㎡

平成２７年度 工事延長　L=161.7ｍ

市道0031舗装修繕工事（その２） Ａｓ舗装　Ａ＝970㎡

イオンタウン小田原店南側パチンコ店

駐車場整備工事

国道255号　工事延長　L=461.6ｍ

透水平板ﾌﾞﾛｯｸ舗装　A=1649㎡

舗装工　L=397ｍ

元請

舗装工　L=300ｍ　A=1544㎡

平成26年10月

舗装工　L=484.4ｍ　A=3078㎡平成３０年度道路補修工事（ゼロ県債）

平成28年8月イオン海老名店駐車場整備工事

平成２８年度電線地中化促進工事（公共）

平成２８年度電線地中化促進工事（県単）
平成29年2月

小田原市役所 元請 平成30年12月

小田原市曽比神奈川県

神奈川県

平成30年12月

令和1年7月

平成31年3月

元請

元請

小田原市久野

平成31年3月

久野配水管工事に伴う路面復旧工事

平成３０年度道路補修工事（県単）

舗装工　A=1320㎡

小田原市穴部

平成31年3月

平成31年3月

平成28年8月平成28年6月

平成30年11月

平成30年3月

平成28年8月 平成28年10月

平成27年8月

平成26年12月

小田原市久野

平成26年10月

平成27年11月

平成28年4月

神奈川県

平成２９年度平成３０年度小田原特定漁港漁場整備事業１号
臨港道路整備工事　合併

小田原市久野イオンタウン㈱ 元請

神奈川県 元請

元請 小田原市栄町

小田原市早川

平成27年1月神奈川県 元請 小田原市早川

小田原市小台神奈川県 平成２６年度道路補修工事（県単）元請

工　　事　　経　　歴　　書

工　　　事　　　名

神奈川県 元請 小田原市江之浦 平成25年11月平成25年9月平成２５年度道路補修工事　県単

神奈川県 下請 平成２８年度道路補修工事（県単） Ａｓ舗装　Ａ＝1800㎡ 小田原市飯田岡

イオンリテール㈱ 元請 海老名市中央

小田原市役所



（工事の種類） 解 体 工 事

発　　注　　元
元 請
下 請

工　事　概　要 工 事 場 所 着工年月 完成年月

本館　RC造3階建　10,764㎡

車庫　RC造平屋建　82㎡

建物除去・工作物除却・防火水槽設置

電気設備・機械設備

RC造2階建　233.1㎡

RC造平屋建　24.0㎡

木造平屋建　125㎡

S邸建物解体工事 木造2階建　78.3㎡

茅ヶ崎市東海岸北２丁目建物解体工事 木造瓦葺２階建　246.0㎡

下請

積水ハウス㈱ 元請

平成30年12月

茅ヶ崎市東海岸北 令和2年6月 令和2年7月

平塚市宝町 平成30年12月㈱大谷商会

神奈川県 元請 足柄下郡箱根町

小田原市久野小田原市役所 元請 旧小田原市勤労者会館解体撤去工事

芦ノ湖水質監視施設除却工事 平成29年12月

平成29年7月

平成29年3月

平成29年8月

平成29年11月 平成30年2月

平成30年2月

平成29年3月

北ノ窪自治会 元請 小田原市北ノ窪

一般顧客 元請 平塚市唐ケ原

平成28年2月 平成29年3月

神奈川県 元請 中郡大磯町東町 平成29年1月 平成29年7月

神奈川県 藤沢市江の島元請

元請 藤沢市辻堂藤沢市辻堂太平台２丁目解体工事 一般戸建住宅解体 平成27年12月

積水ハウス㈱ 元請 藤沢市大鋸 平成25年11月 平成26年1月

一般顧客 平成27年10月

工　　事　　経　　歴　　書

工　　　事　　　名

平成25年4月一般顧客 元請 小田原市桑原小田原市桑原ホテル大和解体工事 ホテル解体 平成25年3月

M邸屋上サンルーム解体工事

北ノ窪公民館解体工事

平成２８年度大磯高校プール棟他除却工事

かながわ女性センター除却工事

藤沢市大鋸テニスコート解体工事 テニスコート解体



（工事の種類） 一 般 土 木 工 事

発　　注　　元
元 請
下 請

工　事　概　要 工 事 場 所 着工年月 完成年月

工事延長L=32.7ｍ

現場打ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ工L=29.6ｍ

法面工　Ｌ＝40.0ｍ

吹付法枠工A=613㎡　ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工N=151本

酒匂川　工事延長L=245ｍ

河床掘削工V=7047㎡

橋脚耐震補強N=2基

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ巻き立て工A=386㎡

基盤整備工　A=3011㎡

公園遊具設置工　1式

工事延長L=30.3ｍ

水路築造工U3000×1500　L=30.3ｍ

工事延長L=17.7ｍ　W=6.0ｍ

舗装工1式　橋梁床版工1式

橋長L=41.2m

ｱｰﾁ橋　ﾊﾟﾜｰｽﾄｯﾊﾟｰ製作10基

下水道工事L=169.5ｍ　側溝工L=448.7ｍ

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ工L=50.0ｍ

工事延長L=40.0ｍ

水路築造工U3000×1500　L=40.0ｍ

工事延長Ｌ＝30.9ｍ

上部工1式　下部工1式　基礎工1式

小田原市役所 元請 小田原市鴨宮・酒匂

工　　事　　経　　歴　　書

工　　　事　　　名

平成29年度酒匂川流域下水道左岸処理場水処理第３系列覆
蓋上部基盤整備工事公共（その9）

平成２６年度準用河川下菊川改修工事

平成29年12月 平成30年5月

平成29年1月

平成28年2月

平成28年7月

平成27年7月 平成27年10月

平成26年9月

神奈川県 元請 小田原市根府川 平成27年11月平成２７年度道路災害防除工事（県単）

一般顧客

神奈川県 元請
平成２８年度河川修繕工事（川づくり）（県単）

小田原市栢山

元請 海老名市国分北M邸擁壁築造工事 擁壁築造工　排水施設工

平成29年5月
平成２８年度河川修繕工事（県単）合併

神奈川県 元請 小田原市寿町

平成30年6月

平成２９年度橋りょう補修工事（県単）

小田原市西酒匂 平成29年12月神奈川県 元請

小田原市役所 元請 小田原市清水新田平成３１年度水道橋修繕工事

小田原市役所 元請 小田原市栢山平成３０年度公共下水道雨水渠第５工区工事

南足柄市役所 元請 南足柄市苅野 令和1年8月令和元年度農村地域防災減災事業一色橋耐震補強工事

平成31年3月平成30年12月

令和1年10月令和元年度公共下水道雨水渠第２工区工事

小田原市鬼柳小田原市鬼柳工業団地開発事業

令和1年6月 令和1年12月

令和2年7月

令和1年10月 令和2年3月㈱ｵｷ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 下請

令和2年3月

万葉倶楽部㈱ 元請 小田原市栄町 令和2年6月

小田原市役所 元請 小田原市栢山

令和3年3月連絡通路整備工事


