
別紙

（五十音順）

件　　名 施　行　場　所 工　　期 受　注　者　名

1 綾瀬新橋陸閘改修工事
足立区綾瀬四丁目地内から同区
青井三丁目地内まで

宇野重工株式会社
　現場代理人兼主任技術者
　　　　　　　　関　正憲

2 隅田川しゅんせつ工事（その2）
隅田川　墨田区堤通二丁目地内
から荒川区南千住三丁目地内ま
で

栄都建設株式会社
　現場代理人　中村　大志
　監理技術者　武橋　浩一

3 路面補修工事（25二の18・二層式低騒音舗
装）

世田谷区瀬田五丁目地内から同
区上用賀五丁目地内まで

大林道路株式会社関東支店
　現場代理人兼監理技術者
　　　　　　　木村　潤一

4 道路災害防除工事（緊急施行）26西の4
西多摩郡奥多摩町川野地内　一
般国道411号線（青梅街道）

小河内建設株式会社
　現場代理人兼監理技術者
　　　　　　　河村　清久

5 路面補修工事（25北北の13）
立川市曙町一丁目地内から同市
緑町地内まで　一般都道立川昭
島線（第153号）

株式会社昭島道路

6 是政橋稲城側取付道路工事及び電線共同溝設
置工事（25南東－是政）

稲城市大丸地内　主要地方道川
崎府中線（第9号）

株式会社朝倉組
　現場代理人　片桐　邦博
　監理技術者　乙供　光夫

7 道路標識設置工事（26六－１）

足立区谷中二丁目地内　外113
箇所　主要地方道環状七号線
（第318号）環七通り　外14路
線

株式会社アークノハラ
　現場代理人兼監理技術者
　　　　　　　中田　賢治

8 歩道設置工事に伴う排水管設置工事（25南
西ー南平駅前）

日野市南平七丁目地内から同市
南平八丁目地内　一般都道上館
日野線（173号）北野街道

株式会社アールシー
　現場代理人兼監理技術者
              三田　昭弘

9 道路災害防除工事（25奥の４）
西多摩郡奥多摩町川野地内　一
般都道川野上川乗線（第206
号）

株式会社上野組
　現場代理人兼監理技術者
　　　　　　　和賀　智

10 電線共同溝設置工事（25四－特441春日町）
練馬区高松四丁目地内から同区
春日町五丁目地内まで

株式会社関工パワーテクノ

11 川口川整備工事（その14－2）
八王子市犬目町地内から同市川
口町地内まで　川口川

株式会社島田組
　現場代理人兼監理技術者
　　　　　　　田村　俊次

12 街路樹維持管理（新宿工区東）その3単価契
約

新宿工区管内緑化路線（東部地
域）

株式会社昭和造園
　現場代理人　長岡　良彦
　主任技術者　金原　佳之

13 道路改修工事及び電線共同溝設置工事（西－
雨間立体の6）

あきる野市秋留二丁目地内から
同市雨間地内まで　[一般都道
楢原あきる野線（第176号）]

株式会社滝沢建設
　現場代理人　安藤　政志
　監理技術者　宮田　吉章

14 隅田川（新大橋上流）左岸防潮堤耐震補強工
事

江東区新大橋一丁目地内から墨
田区千歳一丁目地内まで

株式会社竹中土木東京本店
　現場代理人兼監理技術者
　　　　　　　三宅　崇介

15 月島川ほか１箇所仮係留施設設置工事（その
2）

中央区月島三丁目地内ほか１箇
所

株式会社トマック
　現場代理人兼監理技術者
　　　　　　　松本　真樹

16 路面補修工事（25一の1・遮熱性舗装及び歩
道改善）

特例都道古川二子玉川線（第
416号）明治通り　港区南麻布
二丁目地内

株式会社冨士土木東京支店
　現場代理人　生子　康明
　監理技術者　阿部　修

17 路面補修工事（25南西の11）
八王子市東浅川町地内から同市
館町地内　主要地方道八王子町
田線（第47号）町田街道

株式会社冨士土木東京支店
　現場代理人　大野　恭
　監理技術者　藤澤　武陽

18 旧浜離宮庭園燕の御茶屋復元整備工事 中央区浜離宮庭園地内
株式会社水澤工務店
　現場代理人　内野　桂太
　監理技術者　池本　和彦

19 玉川上水緑道整備工事 杉並区久我山二丁目地内
株式会社勇和造園
　現場代理人兼監理技術者
　　　　　　　片岡　庄逸

20 横十間川低水路整備工事（その4－2）
江東区亀戸三丁目地内から墨田
区横川五丁目地内まで

神洋建設株式会社
　現場代理人兼監理技術者
　　　　　　　鈴木　定一

21 奥多摩町原（2）地区急傾斜地崩壊防止工事
（その2）

西多摩郡奥多摩町原地内　奥多
摩町原地区

熊谷建設株式会社
　現場代理人兼監理技術者
　　　　　　　坂村　義照

22
路面補修工事（26南東の4）及び高ヶ坂橋維
持工事（橋面舗装）

町田市原町田四丁目地内から同
市原町田二丁目地内まで　主要
地方道八王子町田線（第47号）
町田街道

京王建設株式会社
　現場代理人兼監理技術者
　　　　　　　神野　一郎

23 路面補修工事（26北南の２）

府中市若松町一丁目地内から同
市若松町二丁目地内まで　一般
都道府中小平線（第248号）新
小金井街道

京王建設株式会社
　現場代理人兼監理技術者
　　　　　　　中川　愼一

24 路面補修工事（26南西の5）
八王子市上柚木地内から同市鑓
水地内まで　主要地方道府中相
模原線（第20号）

建治建設株式会社
　現場代理人兼監理技術者
　　　　　　　橋本　優治

建設局優良工事等公表案件一覧
工事案件（５２件）

平成26年1月10日 から

平成26年8月8日 から

平成26年3月17日 から

平成26年5月1日 から

平成25年12月20日 から

平成25年10月7日 から

平成26年12月12日 から

平成25年12月25日 から

平成25年10月4日 から

平成25年10月18日 から

平成25年12月13日 から

平成26年11月1日 から

平成25年7月24日 から

平成26年3月4日 から

平成26年9月26日 から

平成25年8月5日 から

平成26年3月28日 から

平成25年9月26日 から

平成26年2月24日 から

平成25年9月30日 から

平成26年10月27日 から

平成26年9月8日 から

平成26年7月7日 から

平成26年9月29日 から

平成26年5月30日 まで

平成26年10月29日 まで

平成26年9月30日 まで

平成26年10月16日 まで

平成26年7月25日 まで

平成27年2月2日 まで

平成27年3月18日 まで

平成27年2月20日 まで

平成26年6月30日 まで

平成26年5月27日 まで

平成26年10月31日 まで

平成27年3月31日 まで

平成26年7月31日 まで

平成27年3月13日 まで

平成27年3月30日 まで

平成26年4月21日 まで

平成26年9月24日 まで

平成27年3月13日 まで

平成26年9月19日 まで

平成26年7月31日 まで

平成27年3月20日 まで

平成27年1月27日 まで

平成26年11月21日 まで

平成27年3月30日 まで



25 中央環状品川線五反田換気所路面復旧工事の
うち道路標識設置工事－2

品川区西五反田七丁目地内から
同区五反田二丁目地内

交通安全施設株式会社
　現場代理人兼監理技術者
　　　　　　河野邉　昌弘

26 交差点改良工事（26北南ー小柳町四丁目交差
点）

府中市是政二丁目地内から同市
小柳町二丁目地内まで　主要地
方道川崎府中線（第9号）　外
一路線

児玉建設株式会社
　現場代理人　浦野　憲一郎
　監理技術者　深津　三峰男

27 毛長川河床掘削工事（その12） 埼玉県草加市新里町地内
小柳・鈴木建設共同企業体
　主任技術者　高田　栄一

28 路面補修工事（25四の6・遮熱性舗装及び歩
道改善）及び高田橋維持工事（橋面舗装）

豊島区高田三丁目地内
株式会社佐藤渡辺関東支店
　現場代理人兼監理技術者
　　　　　　　西村　信武

29
是政橋稲城側取付道路工事（25南東－是政の
3）及び視覚障害者誘導用ブロック設置工事

稲城市大丸地内[多摩3・3・10
稲城多摩線]

佐藤渡辺・小磯組建設共同企業体
　現場代理人兼監理技術者
              甲賀　隆文
　主任技術者　兼子　勝美

30
隅田川（隅田川大橋上流）左岸防潮堤耐震補
強工事

江東区佐賀二丁目地内から同区
清澄一丁目地内まで

三幸建設工業株式会社東京支店
　現場代理人　高橋　一郎
　監理技術者  下田　真悟
青山機工株式会社（下請）
　主任技術者　徳重　博幸

31
街路築造工事及び電線共同溝設置工事（25南
東－多摩3・1・6小山）

町田市小山ヶ丘三丁目地内から
町田市小山町地内まで　[多摩
3・1・6南多摩尾根幹線外1路
線]

眞生・浜建設共同企業体
　現場代理人兼監理技術者
              五十嵐　隆
　主任技術者　加藤　友美

32 石神井川整備工事（北その8の2）
西東京市東伏見一丁目地内から
同市柳沢一丁目地内まで　石神
井川

CRS株式会社
　監理技術者　南　泰成
株式会社梶川建設（下請）
　主任技術者　井口　崇

33 路面補修工事（25北北の21）

東久留米市柳窪三丁目地内から
東村山市恩多町二丁目地内まで
主要地方道新宿青梅線（第5
号）新青梅街道

成友興業株式会社
　現場代理人　南谷　貴彦
　監理技術者　石森　修

34 道路橋梁維持　単価契約（板－3） 板橋工区管内都道
高津興業株式会社
　現場代理人兼主任技術者
　　　　　　　高津　将弘

35 竪川護岸建設工事（その7）
墨田区立川一丁目地内から同区
緑一丁目地内まで

東急・新舘建設共同企業体
　現場代理人　清水　悠哉
　監理技術者　榊原　将
　主任技術者　西　健介
栄都建設株式会社（下請）
　主任技術者　中村　慶克

36 歩道設置工事及び補償代行工事（25西ー長淵
六丁目）

青梅市長淵六丁目地内　一般国
道411号　吉野海道

東京機工土木株式会社
　現場代理人兼主任技術者
　　　　　　　中門　秀丸

37 路面補修工事（25北南の12・歩道改善）

武蔵野市吉祥寺南町一丁目地内
から同市御殿山一丁目地内まで
一般都道武蔵野狛江線（第114
号）吉祥寺通り

常盤工業株式会社東京支店
　現場代理人兼監理技術者
              松田　肇

38 綾瀬川護岸耐震補強工事（その8）
葛飾区小菅三丁目地内から足立
区綾瀬一丁目地内まで

徳倉・阿蘇建設共同企業体
　現場代理人　三舟　正人
　監理技術者　味岡　浩一
　主任技術者　吉田　正幸

39 古川地下調節池取水施設工事（その2－2） 港区白金五丁目地内

飛島建設株式会社東京支店
　現場代理人　篠原　浩史
　監理技術者　内田　敏宏
吉澤建設株式会社（下請）
　主任技術者　飯田　勝則
日特建設株式会社東京支店（下請）
　主任技術者　渡邊　春規

40 仮設立体構造物撤去工事（その2）（25北南
－調布3・2・6）

調布市下石原二丁目地内から同
市小島町一丁目地内まで　[調
布3・2・6号調布保谷線　鶴川
海道]

巴山建設株式会社
　現場代理人兼監理技術者
              坂本　大介

41 路面補修工事（24一の12・遮熱性舗装及び歩
道改善）

港区麻布台一丁目地内から同区
麻布台二丁目地内外一箇所
[主要地方道環状三号線（319
号）外苑東通り]

中江建設工業株式会社
　現場代理人兼監理技術者
              水越　一博

42 路面補修工事（26四の4・遮熱性舗装）及び
道路標識設置工事（26四－1）

豊島区上池袋四丁目地内から北
区滝野川七丁目地内まで

中江建設工業株式会社
　現場代理人兼監理技術者
              佐藤　元文

43 路面補修工事(26五の3・遮熱性舗装）

特例都道深川吾嬬町線（第465
号）四ツ目通り　墨田区横川三
丁目地内から同区業平四丁目地
内まで

中江建設工業株式会社
　現場代理人兼監理技術者
              水越　一博

44 清水台歩道橋ほか2橋維持工事（塗装）

主要地方道東京丸子横浜線（第
2号）中原街道外1路線　品川区
旗の台二丁目地内から同区旗の
台六丁目地内まで外2箇所

日東塗装株式会社東京支店
　現場代理人兼主任技術者
　　　　　　　兼口　伸昭

45 野川河床整備工事（その8） 世田谷区喜多見七丁目地内
日鋪建設株式会社
　現場代理人兼監理技術者
              藤嶋　延尚

平成25年12月9日 から

平成26年7月22日 から

平成26年9月22日 から

平成25年10月11日 から

平成25年8月23日 から

平成26年3月7日 から

平成25年10月28日 から

平成26年3月25日 から

平成26年3月31日 から

平成27年1月16日 から

平成25年11月11日 から

平成25年7月12日 から

平成26年3月25日 から

平成25年11月22日 から

平成26年1月22日 から

平成25年10月30日 から

平成25年3月29日 から

平成26年9月5日 から

平成26年8月8日 から

平成26年3月14日 から

平成26年10月8日 から

平成26年5月30日 まで

平成27年1月9日 まで

平成27年3月27日 まで

平成26年4月28日 まで

平成26年6月5日 まで

平成27年2月13日 まで

平成26年12月19日 まで

平成26年7月25日 まで

平成26年11月28日 まで

平成27年3月31日 まで

平成27年2月13日 まで

平成26年5月1日 まで

平成26年11月13日 まで

平成26年12月26日 まで

平成26年11月28日 まで

平成26年10月6日 まで

平成26年4月25日 まで

平成27年2月10日 まで

平成26年11月28日 まで

平成26年8月15日 まで

平成27年3月13日 まで



46 城山トンネル（仮称）整備工事のうち非常用
他設備工事（西ー城山の9）

西多摩郡奥多摩町海沢地内から
同町棚沢地内まで　主要地方道
奥多摩青梅線（第45号）

日本コムシス株式会社
　現場代理人兼監理技術者
              相澤　貴樹

47 道路改修工事（25北北－廻田）その2
東村山市廻田町三丁目地内から
東大和市清水一丁目地内　一般
都道東村山大和線（第128号）

林建設株式会社
　現場代理人兼監理技術者
              中村　直人

48 街路築造工事（25三－放6住吉町）外1箇所
新宿区市谷台町地内から同区住
吉町地内外1箇所

三井住建道路株式会社関東支店
　現場代理人兼監理技術者
              村木　信哉

49 蔵前橋長寿命化工事（その2）

台東区蔵前二丁目地内から墨田
区横網二丁目地内　主要地方道
御徒町小岩線（第315号）蔵前
橋通り

宮地エンジニアリング株式会社
　現場代理人　雲越　隆一
　監理技術者　豊嶋　透

50 中川橋護岸復旧工事（25五－補136）
補助第136号線　葛飾区亀有三
丁目地内から同区新宿二丁目地
内

有限会社阿蘇建設
　現場代理人兼監理技術者
              吉田　正幸

51 亀島川緑化整備工事（その5）
中央区新川二丁目地内から同区
湊一丁目地内

有限会社盛香園
　現場代理人兼主任技術者
              髙井　松太郎

52 松枝橋整備に伴う切廻し道路工事
八王子市四谷町地内から同市楢
原町地内まで　主要地方道あき
る野線（第46号）

ロード建設株式会社
　現場代理人兼監理技術者
              村越　直之

（五十音順）

件　　名 施　行　場　所 工　　期 受　託　者　名

1 道路詳細修正設計（西東京3・2・6 Ⅰ期区
間）

西東京市泉町五丁目地内から同
市北町三丁目地内まで

いであ株式会社
　代理人兼主任技術者
　　　　　　　渡邊　恭志

2 用地測量【南東－野津田】（その1） 町田市野津田町地内
株式会社アーバングラフィック東京支店
　代理人　　　山田　修司
　主任技術者　大出　博司

3
国指定重要文化財橋梁の長寿命化検討委員会
運営資料作成及び長寿命化基本補足設計（勝
鬨橋）

中央区築地六丁目地内から同区
勝鬨一丁目地内まで

株式会社エイト日本技術開発東京支社
　代理人兼主任技術者
　　　　　　　森　敦

4 黒目川黒目橋調節池工事（Ⅱ期）に伴う放流
渠基本設計及び周辺整備基本検討

東久留米市神宝町一丁目地内か
ら同市大門町二丁目地内まで
黒目川

株式会社エーシーイー
　代理人　　　庄司　直一
　主任技術者　似内　和明

5 中川護岸耐震詳細設計（その17）
葛飾区奥戸七丁目地内から同区
高砂一丁目地内まで

株式会社エーシーイー
　代理人　　　青木　伸治
　主任技術者　似内　和明

6 道路構造検討設計（環状第5の1号線神宮前）
渋谷区神宮前六丁目地内から同
区神宮前二丁目地内

株式会社エムアンドピーエンジニアリング
　代理人　　　算用子　貴憲
　主任技術者　加藤　佳央

7 道路詳細修正設計及び電線共同溝予備設計
（26五－環四東向島）

墨田区東向島四丁目地内から同
区京島一丁目地内まで

株式会社オリエンタルコンサルタンツ関東支店
　代理人　　　松平　圭庸
　主任技術者　中嶋　一雄

8 水準基標測量（その3） 府中市ほか4市
株式会社協立コンサルタンツ
　代理人　　　白玉　光
　主任技術者　和田　雅司

9 上野動物園子ども動物園ゾーン実施設計 台東区上野公園地内
株式会社景デザイン研究所
　代理人　　　面田　有希子
　主任技術者　宮本　五月夫

10 道路及び交差点予備修正設計（26－中島十
番・小川橋）

立川市幸町四丁目地内から小平
市中島町地内　一般都道中島十
番線（第144号）

株式会社建設技術研究所
　代理人　　　森藤　敏一
　主任技術者　斉藤　泰彦

11 境川中流調節池（仮称）整備に伴う基本設計 町田市地内
株式会社建設技術研究所
　代理人兼主任技術者
　　　　　　　伊藤　豊

12 道路予備設計（26街－立川3・2・4（第3工
区））

武蔵村山市学園一丁目地内から
同市三ツ木一丁目地内　立川
3・2・4号新青梅街道

株式会社建設技術センター
　代理人　　　一木　貴德
　主任技術者　五十嵐　朝太郎

13 用地測量（26五－補144東砂六）
江東区東砂五丁目地内から同区
東砂六丁目地内まで

株式会社興和設計工務事務所
　代理人　　　角田　正直
　主任技術者　坪井　弘輝

14 用地測量【南東－野津田】（その2） 町田市野津田町地内
株式会社小橋東京支店
　代理人　　　西村　仁博
　主任技術者　藤島　壽宏

15 青山葬儀所ほか１葬儀所建物予備設計 港区南青山二丁目地内ほか
株式会社伸和総合設計
　代理人兼主任技術者
　　　　　　　直井　吉郎

16 現況平面測量（26南西の1）
日野市高幡地内ほか4箇所　主
要地方道稲城日野線（第41号）
川崎街道ほか4路線

株式会社スタッド
　代理人　　　田代　公昭
　主任技術者　小松　弥一郎

17 補助第233号線　現況測量及び用地測量（26
四-１）

練馬区大泉学園町四丁目地内か
ら同区大泉学園八丁目地内

株式会社測地コンサルタント
　代理人兼主任技術者
　　　　　　　中川　勝

18 道路災害防除工事に伴う設計（緊急施行）
411－89上斜面

西多摩郡奥多摩町境地内（89斜
面）一般国道411号　青梅街道

株式会社ダイエーコンサルタンツ
　代理人　　　近江　武久
　主任技術者　土志田　達治

委託案件（３９件）

平成26年3月4日 から

平成26年3月25日 から

平成26年2月3日 から

平成25年2月19日 から

平成25年9月17日 から

平成26年12月8日 から

平成26年3月3日 から

平成26年4月28日 から

平成26年10月24日 から

平成26年6月9日 から

平成26年10月31日 から

平成26年7月28日 から

平成26年8月25日 から

平成26年5月26日 から

平成26年12月19日 から

平成26年7月1日 から

平成26年7月4日 から

平成26年8月6日 から

平成26年8月22日 から

平成26年7月7日 から

平成26年10月24日 から

平成26年6月12日 から

平成26年7月22日 から

平成26年6月2日 から

平成26年4月1日 から

平成27年3月26日 まで

平成27年3月18日 まで

平成26年11月19日 まで

平成27年2月20日 まで

平成26年6月13日 まで

平成27年3月25日 まで

平成26年11月28日 まで

平成27年2月24日 まで

平成27年3月16日 まで

平成27年3月13日 まで

平成27年3月13日 まで

平成27年3月11日 まで

平成27年3月11日 まで

平成27年3月11日 まで

平成27年3月23日 まで

平成27年3月23日 まで

平成27年3月19日 まで

平成27年3月20日 まで

平成27年3月25日 まで

平成27年3月5日 まで

平成27年3月13日 まで

平成26年10月7日 まで

平成26年12月1日 まで

平成27年3月12日 まで

平成26年6月30日 まで



19 善福寺川横断測量（中田橋～美濃山橋）
杉並区上荻三丁目地内から同区
善福寺二丁目地内まで

株式会社大東測量設計
　代理人　　　吉田　秀晴
　主任技術者　杉山　豊

20 松枝橋整備に伴う既設橋梁撤去詳細設計
八王子市四谷町地内から同市楢
原町地内まで　主要地方道八王
子あきる野線（第46号）

株式会社高島テクノロジーセンター東京支店
　代理人　　　阿久津　準
　主任技術者　鈴木　茂

21 東雲橋予備設計
江東区豊洲四丁目地内から同区
東雲一丁目地内まで

株式会社高島テクノロジーセンター東京支店

　代理人　　　辻村　昭太郎

　主任技術者　桐野　浩充

22 神田川整備工事に伴う事業残地整備設計 中野区弥生町二丁目地内
株式会社中央造園設計事務所
　代理人　　　竹内　元
　主任技術者　髙栁　利充

23 秋川街道（楢原）事業認定資料作成（その
6）

八王子市中野上町四丁目地内か
ら同市楢原町地内

株式会社千代田コンサルタント
　代理人兼主任技術者
　　　　　　　豊田　康

24 西新井陸橋長寿命化修正設計

足立区栗原三丁目地内から同区
梅島三丁目地内まで　主要地方
道環状七号線（第318号）環七
通り

株式会社ピーシーレールウェイコンサルタント
東京支店

25 仙川整備工事に伴う詳細設計
世田谷区鎌田三丁目地内から同
区鎌田四丁目地内

株式会社復建技術コンサルタント東京支店
　代理人兼主任技術者
　　　　　　　小林　弘明

26 道路敷地調査測量（26北南の2）

調布市佐須町一丁目地内から同
市深大寺北町二丁目地内まで
一般都道武蔵野調布線（第121
号）三鷹通り

株式会社ヤチホ
　代理人　　　村尾　忍
　主任技術者　福井　裕一

27 隅田川（新大橋下流）左岸防潮堤耐震対策詳
細設計

江東区永代一丁目地内から同区
新大橋一丁目地内まで

基礎地盤コンサルタンツ株式会社関東支社
　代理人　　　前　宗孝
　主任技術者　佐々木　一好

28 道路敷地調査測量（26西の2）

青梅市成木六丁目地内から同市
成木七丁目地内まで　ほか西多
摩建設事務所管内道路　主要地
方道青梅秩父線（第53号）ほか
西多摩建設事務所管内道路

国際測地株式会社
　代理人兼主任技術者
　　　　　　　臺　達樹

29 隅田川（千住大橋地区）被覆設計（その4）
及び防潮堤耐震対策詳細設計（その2）

足立区千住緑町一丁目地内

ジーアンドエスエンジニアリング株式会社東京
支社
　代理人　　　小松　真一朗
　主任技術者　吉川　勝

30 善福寺川整備工事に伴う橋梁詳細設計（御供
米橋）

杉並区大宮二丁目地内
成和コンサルタント株式会社
　代理人兼主任技術者
　　　　　　　塚田　慎二

31 平成26年度東京都公共基準点維持管理委託
（多摩）

八王子市南大沢三丁目11番地外
309か所

第一航業株式会社
　代理人　　　武井　光一
　主任技術者　能美　佳郎

32 補助第133号線（白鷺）用地測量
中野区白鷺二丁目地内から同区
白鷺一丁目地内　補助133号線
中杉通り

大同情報技術株式会社
　代理人　　　飯島　宏康
　主任技術者　四関　重信

33 道路災害防除工事に伴う地質調査（26西の
5）

西多摩郡檜原村小沢地内　一般
都道水根本宿線（第205号）

千葉エンジニアリング株式会社東京支社
　代理人　　　本橋　拓也
　主任技術者　保士　芳正

34 環状七号線地下広域調節池（仮称）工事に伴
う地質調査（その2）

中野区野方四丁目地内
中央開発株式会社
　代理人　　　熊谷　憲和
　主任技術者　栗原　朋之

35 平成26年度地盤情報システム機能改善委託
江東区新砂一丁目9番15号（東
京都土木技術支援・人材育成セ
ンター）

日本電気株式会社
　代理人兼主任技術者
　　　　　　　川瀬　久美

36 平成26年度東京都公共基準点維持管理委託
（区部）

千代田区九段南一丁目1番外264
か所

日本都市整備株式会社東京営業所
　代理人　　　内藤　宏
　主任技術者　関口　和英

37 清澄排水機場耐震対策詳細設計（その2） 江東区清澄一丁目地内
パシフィックコンサルタンツ株式会社
　代理人兼主任技術者
　　　　　　　吉川　一成

38 大沢調節池現況測量
三鷹市大沢二丁目地内から同市
大沢六丁目地内まで　野川

有限会社光栄測量設計
　代理人　　　中村　大輔
　主任技術者　恵美須　昌次

39 用地測量（26西－秋南一工区・荷田子地区）
あきる野市乙津字荷田子地内
主要地方道上野原あきる野線
（第33号）

有限会社誠和測量設計
　代理人兼主任技術者
　　　　　　　遠藤　清三郎

平成26年11月28日 から

平成26年5月12日 から

平成26年4月21日 から

平成26年5月26日 から

平成26年9月1日 から

平成26年9月22日 から

平成26年6月3日 から

平成26年6月16日 から

平成25年10月11日 から

平成26年6月16日 から

平成26年10月14日 から

平成26年9月26日 から

平成26年11月21日 から

平成26年3月10日 から

平成26年11月21日 から

平成26年10月10日 から

平成27年1月9日 から

平成26年11月21日 から

平成26年7月22日 から

平成26年10月31日 から

平成26年5月26日 から

平成27年2月3日 まで

平成26年12月15日 まで

平成27年3月20日 まで

平成26年12月10日 まで

平成27年3月4日 まで

平成27年3月13日 まで

平成26年12月12日 まで

平成26年11月7日 まで

平成26年9月5日 まで

平成26年11月21日 まで

平成27年3月16日 まで

平成27年3月13日 まで

平成27年3月17日 まで

平成27年3月18日 まで

平成27年2月4日 まで

平成27年1月15日 まで

平成27年3月20日 まで

平成27年3月17日 まで

平成26年12月15日 まで

平成27年2月13日 まで

平成26年10月8日 まで


