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平成２７年 【年代別　設計実績概要】

発注者 件名 所在地 構造 階数
（地上/地下）

延面積(㎡) 建物種別

 農林水産省  農林水産省公務員宿舎(南青山)独身寮ほか解体撤去工事監理業務 東京都 ＲＣ ４／１ 5,500 共同住宅

 東京都生活文化局  東京都美術館（27）可動間仕切改修工事実施設計 東京都 Ｓ ４／４ 38,000 その他施設

 東京都港湾局  平成27年度湯の浜漁港衛生施設（便所）新築（修正）その他実施設計 東京都 ＲＣ １／０ 20 その他施設

 神奈川労働局  鶴見労働基準監督署外6庁舎国家機関建築物定期点検業務委託 神奈川県 － － ７庁舎 庁舎・事務所

 東京都　小笠原支庁  平成２７年度二見漁港日除け施設新築工事監理等業務委託 東京都 Ｓ １／０ 300 その他施設

 東京都　小笠原支庁  平成２６年度亜熱帯農業センター病害虫実験棟老朽度調査委託 東京都 軽量鉄骨ﾌﾞﾚｰｽ １／０ 200 その他施設

 東京都　清瀬市  清瀬市立清瀬第三小学校その他6校体育館非構造部材強化工事監理業務委託 東京都 Ｓ － ７校舎 教育施設

 東京都　小笠原村  H27小笠原村診療所建築設備定期検査報告業務委託 東京都 ＲＣ ２／０ 2,300 医療・福祉施設

 東京都　三宅村  三宅村クリ-ンセンタ-劣化調査業務委託 東京都 ＲＣ ３／１ほか 1,350 その他施設

 東京都　三宅村  三宅小/中学校校舎及び屋内運動場非構造部材耐震点検業務 東京都 ＲＣ／Ｓ ２／０ 6,000 教育施設

 東京都　三宅村  三宅村阿古体育館耐震調査診断業務委託 東京都 ＲＣ／Ｓ ２／０ 900 体育施設

 小笠原島漁業協同組合  平成２７年度漁村地域防災力強化事業シマアジ蓄養殖施設解体工事設計監理業務 東京都 － － － その他施設

 小笠原島漁業協同組合  平成２７年度小笠原島漁業協同組合　出荷資材保管施設設計業務 東京都 Ｓ ２／０ 170 その他施設

 小笠原母島漁業協同組合  平成27年度小笠原母島漁業協同組合 冷凍品保管施設機械設備改修工事設計/監理業務 東京都 ＲＣ ２／０ 150 その他施設

 三宅島漁業協同組合  平成２７年度三宅島漁業協同組合燃油供給施設監理業務（タンク製造工事） 東京都 ＲＣ １／０ 20 その他施設

 八丈島漁業協同組合  燃油補給施設解体撤去工事 設計監理業務費 東京都 ＲＣ １／０ 20 その他施設

 首都高速道路㈱　神奈川管理局  料金所改修設計27-3-1 神奈川県 Ｓ １／０ 300 交通施設

 東京地下鉄㈱  千住信号通信機器室ほか2建物改良建築実施設計業務 東京都 ＲＣ ３／０ 13,000 交通施設

 東京地下鉄㈱  上野技術区休息室等改良実施設計 東京都 ＲＣ ５／１ 3,500 交通施設

 メトロ開発㈱  六本木一丁目駅通路新設その他建築実施設計業務 東京都 ＲＣ １／３ 5,300 交通施設

 ㈱メトロレールファシリティーズ  南大塚三丁目ビルほか2建物改良建築実施設計業務 東京都 ＲＣ ３／０ 950 庁舎・事務所

 （学）錦城学園  平成27年度錦城高等学校校舎棟ほか建築設備定期報告 東京都 ＲＣ ４／０ ２棟 教育施設

 （独）国立印刷局  国立印刷局宿舎外壁及び鉄部塗装工事等設計書作成 東京都 － － 宿舎３０棟 庁舎・事務所

 （独）都市再生機構業務受託者 ㈱URコミュニティ  萩山団地2・7・8号棟屋根断熱防水修繕工事ほか設計業務 東京都 ＲＣ ５／０ ４団地計２７棟 共同住宅

 （財）自警会  自警会松原住宅外部改修等調査設計業務委託 東京都 ＲＣ ４／０ 3,000 共同住宅

 （医）謙仁会 亀有病院  亀有病院建築設備定期調査業務 東京都 ＲＣ ４／０ 4,500 医療・福祉施設

 京浜管鉄工業㈱　  日本ヴォパック㈱名古屋 横浜 事務所耐震調査 神奈川・愛知 ＲＣ ２／０ 300 庁舎・事務所

 芝本産業㈱  ＳＶ船堀Ｂ棟社員寮改修工事設計・監理業務 東京都 ＲＣ １／０ 250 共同住宅

 三和食品㈱  平成27年新日本製鉄小岩寮特殊建築物及び建築設備定期検査報告料 東京都 ＲＣ ７／０ 4,300 共同住宅

 ㈱総合設備コンサルタント　<協力>  官庁施設における雨水利用システム等の効果的な導入に関する調査検討業務委託 東京都 ＳＲＣ １２／５ 200,000 庁舎・事務所
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平成２６年 【年代別　設計実績概要】

発注者 件名 所在地 構造 階数
（地上/地下）

延面積(㎡) 建物種別

 東京都　港湾局  平成２６年度沖港多目的日除け新築その他実施設計 東京都 Ｓ／ＰＣ １／０ ４施設　550 その他施設

 東京都　福祉保健局  東京都江東児童相談所（H26)フェンス改修工事実施設計 東京都 － － － その他施設

 東京都　警視庁  警視庁術科センター管理棟改修工事監理（その２） 東京都 ＳＲＣ ８／１ 670 庁舎・事務所

 東京都　小笠原支庁  平成26年度二見港連絡通路日除け雨除け施設増築及びその他工事監理等業務委託 東京都 Ｓ １／０ 620 その他施設

 東京都　小笠原支庁  平成２６年度小笠原支庁防災倉庫新築工事設計委託 東京都 Ｓ １／０ ２棟　30 その他施設

 東京都　三宅支庁  三宅支庁職員住宅新築に関する条件調査 東京都 ＲＣ － － 共同住宅

 東京都　清瀬市  清瀬市立小中学校屋内運動場非構造部材点検及び耐震化設計業務委託 東京都 Ｓ － － 教育施設

 東京都　葛飾区  こすげ小学校増築計画に伴う既存建築物調査等業務委託 東京都 ＲＣ － － 教育施設

 東京都　三宅村  平成26年度いきいきお魚センター改修工事実施設計 東京都 ＲＣ １／０ 120 その他施設

 東京都　小笠原村  奥村グランド施設再整備設計業務委託 東京都 ＲＣ／Ｓ １／０ 110 体育施設

 自然科学研究機構国立天文台  自然科学研究機構国立天文台（父島）VERA観測棟改修設計業務 東京都 ＲＣ １／０ 265 庁舎・事務所

 東京都　八丈町  町立八丈病院地下タンク設計・監理 東京都 ＲＣ／Ｓ ０／１ 35 医療・福祉施設

 小笠原島漁業協同組合　 （父島漁協）  平成26年度小笠原島漁業協同組合 漁船修理施設工事監理業務 東京都 Ｓ １／０ 125 その他施設

 小笠原母島漁業協同組合（母島漁協）  平成２５年度小笠原母島漁業協同組合　漁船用補給施設監理業務 東京都 Ｓ １／０ 10 その他施設

 八丈島漁業協同組合  八丈島漁業協同組合 燃油等補給施設建設工事監理業務 東京都 ＲＣ １／０ 20 その他施設

 三宅島漁業協同組合  平成２６年度三宅島漁業協同組合燃油供給施地質調査/設設計業務 東京都 ＲＣ １／０ 20 その他施設

 東京地下鉄㈱  六本木七丁目開発計画基本計画検討業務 東京都 ＲＣ ７／１ 1,400 その他施設

 メトロ開発㈱  早稲田駅エレベーター設置に伴う建物新築その他建築実施設計業務 東京都 ＲＣ １／２ 4,000 交通施設

 メトロ開発㈱  町屋駅ほか1建物改良その他建築基本設計業務 東京都 ＲＣ １／３ 2,000 交通施設

 ㈱メトロレールファシリテーズ  落合本社改装基本計画/「落合乗務区詰所ほか改良建築工事」設計業務 東京都 ＲＣ ３／１ 1,500 交通施設

 神奈川労働局  戸塚公共職業安定所外4庁舎国家機関建築物定期点検業務委託 神奈川県 － － ５施設 庁舎・事務所

 (財）SK総合住宅サービス協会東京支所  雇用促進住宅愛川宿舎外壁改修その他工事設計監理業務　監理 神奈川県 ＲＣ ５／０ ３棟 共同住宅

 (財）自警会  自警会練馬北町住宅外部改修調査設計業務委託 東京都 ＰＣ ３／０ １２戸 共同住宅

 学校法人錦城学園  平成26年錦城高等学校校舎棟ほか建築設備定期報告 東京都 ＲＣ ４／０ ２棟 教育施設

 医療法人財団 謙仁会　亀有病院  亀有病院4階リハビリ室ほか改修工事設計業務 東京都 ＲＣ － 140 医療・福祉施設

 大成建設㈱  新宿国際ビルディング６階事務所改修工事設計 東京都 ＲＣ － 1,400 庁舎・事務所

 祐喜興業㈱  練馬区桜台三丁目計画地質調査・実施設計・監理業務 東京都 ＲＣ ３／０ 220 共同住宅

 ㈱伊藤喜三郎建築研究所　<協力>  (仮称)東久留米調剤薬局計画新築工事設計業務 東京都 Ｗ ２／０ 300 医療・福祉施設

 ㈱総合設備コンサルタント　<協力>  財務省本庁舎冷暖房設備改修設計業務 東京都 ＲＣ － － 庁舎・事務所

 ㈱大井建築設備研究所　<協力>  不忍池浄化施設改修実施設計 （建築設計） 東京都 Ｓ ２／０ 55 その他施設
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発注者 件名 所在地 構造 階数
（地上/地下）

延面積(㎡) 建物種別

 東京都　港湾局  平成２５年度二見港連絡通路日除け雨除け施設増築ほか実施設計 東京都 Ｓ １／０ 637 その他施設

 東京都　小笠原支庁  小港園地トイレ設備他改修基本設計 東京都 ＲＣ １／０ 31 その他施設

 警視庁  警視庁渋谷警察署美竹公園前交番（仮称）新築工事監理 東京都 Ｓ ２／０ 60 庁舎・事務所

 神奈川労働局  鶴見労働基準監督署外６庁舎国家機関建築物定期点検業務委託 神奈川県 ７施設 庁舎・事務所

 東京都　杉並区  新泉小学校内装改修その他工事に伴う実施設計委託 東京都 ＲＣ ３／０ 4,622 教育施設

 東京都　杉並区  仮称下高井戸公園プール解体工事に伴う実施設計業務委託 東京都 ＲＣ １／０ 197 体育施設

 東京都　小笠原村  小笠原村立小中学校　耐震補強工事設計 東京都 ＲＣほか ２／０ほか － 教育施設

 東京都　三宅村  郷土資料館改修工事実施設計委託 東京都 ＲＣ ２／０ 1,400 その他施設

 神奈川県　開成町  平成２４年度開成町福祉会館空調設備機器改修工事実施設計/監理業務委託 神奈川県 ＲＣ ４／０ － 医療・福祉施設

 小笠原島漁業協同組合  平成２５年度小笠原島漁業協同組合　漁船船員厚生施設工事監理業務 東京都 ＲＣ ２／０ 265 共同住宅

 小笠原島漁業協同組合  平成２５年度小笠原島漁業協同組合　イセエビ畜養施設新築工事設計/監理業務 東京都 Ｓ １／０ 371 その他施設

 小笠原母島漁業協同組合  平成２５年度小笠原母島漁業協同組合 プレハブ冷凍施設工事設計業務委託 東京都 Ｓ １／０ 10 その他施設

 小笠原母島漁業協同組合  平成２５年度小笠原母島漁業協同組合　木造倉庫調査/解体/監理工事業務 東京都 Ｗ １／０ 198 その他施設

 八丈島漁業協同組合  八丈島漁業協同組合　燃油等補給施設建設工事設計業務 東京都 その他施設

 利島村漁業協同組合  利島村漁業協同組合施設耐震診断（一次）調査業務 東京都 庁舎・事務所

 首都高速道路㈱　神奈川管理局  料金所改修設計２５－３－１ 神奈川県 Ｓ １／０ 600 交通施設

 東京地下鉄㈱  南千住駅ほか２建物太陽光発電システム新設その他建築実施設計業務 東京都 ＳＲＣ ３／０ 3,900 交通施設

 東京地下鉄㈱  新宿駅ほか１駅多機能トイレ新設建築実施設計業務 東京都 ＲＣ／Ｓ １／３ 2,050 交通施設

 メトロ開発㈱  東西線茅場町駅ほか１駅改良建築実施設計業務 東京都 ＲＣ／Ｓ １／３ 18,000 交通施設

 メトロ開発㈱  早稲田駅エレベーター設置に伴う建物新築建築基本設計業務 東京都 92 交通施設

 ㈱メトロレールファシリテーズ  浅草駅ほか１５５駅給水引込管健全度調査業務 東京都 １５６駅 交通施設

 ㈱メトロレールファシリテーズ  東池袋駅ほか２駅駅員休息室改良その他建築実施設計業務 東京都 ＲＣ １／２ 8,150 交通施設

 （財）自警会  自警会麻布住宅外部改修調査設計業務委託 東京都 ＲＣ ３／０ 632 共同住宅

 （社）秦野伊勢原医師会  公衆衛生センターほか１施設耐震診断その他業務委託 神奈川県 ＲＣ ２／０ 500 医療・福祉施設

 医療法人財団 謙仁会　亀有病院  亀有病院作業療法室改修計画案作成業務 東京都 医療・福祉施設

 特定医療法人大坪会  （仮称）三軒茶屋一丁目２２計画業務（その１） 東京都 Ｓ 150 その他施設

 学校法人　錦城学園  平成２５年錦城高等学校校舎棟ほか特殊建築物等及び建築設備定期調査報告 東京都 ＲＣ ４／０ ２棟 教育施設

 パイルド興産㈱  高輪西台松田ビル耐震診断業務 東京都 ＲＣ ６／０ 1,259 共同住宅

 浜松町ビル管理組合  浜松町ビル耐震補強設計業務 東京都 ＳＲＣ １０／２ 491 共同住宅

 ㈱東京集塵工業  磐田事業所建屋老朽化調査 静岡県 Ｓ ２／０ ８棟 庁舎・事務所

 ㈱伊藤喜三郎建築研究所　<協力>  （仮称）コスモシティ浦和仲町ビル計画 埼玉県 ＲＣ ５／０ 790 その他施設

 日本上下水道設計㈱　<協力>  小笠原浄水場建築実施設計その他業務 東京都 ＲＣ ０／２ 410 その他施設

 ㈱総合設備コンサルタント＜協力＞  三鷹市駅前コミュニティ-センター空調改修工事設計(建築) 東京都 ＲＣ ５／３ 4,559 庁舎・事務所

タンク２基　（各１１０ｋｌ）
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東京都　小笠原支庁  小笠原ビジターセンター改修設計他委託  東京都 ＲＣ １／０ 530 その他施設

東京都 島嶼町村一部事務組合  新・島嶼会館(仮称)建設工事 工事監理業務委託  東京都 Ｓ ６／０ 4,613 その他施設

小笠原島漁業協同組合  平成２４年度小笠原島漁業協同組合　漁船船員厚生施設工事設計委託  東京都 ＲＣ 3／０ 265 共同住宅

小笠原母島漁業協同組合  小笠原母島漁業協同組合　共同利用施設耐震一次診断調査業務  東京都 RC ほか ２／０ ほか １６施設 庁舎・事務所

三宅島漁業協同組合  共同利用施設耐震診断（１次）調査業務  東京都 RC ほか ２／０ ほか ２２施設 その他施設

東京都　三宅村  火山観光施設実施設計・監理業務委託  東京都 ＲＣ １／０ ２棟　26 その他施設

東京都　八丈町  富士見第２団地RC堀設置工事実施設計委託  東京都 ＲＣ － － その他施設

㈱ホテルホライズン  平成２４年度　小笠原ホテルホライズン改修工事設計業務  東京都 Ｓ 3／０ 747 その他施設

東京都　警視庁  警視庁鮫洲運転免許試験場庁舎ほか地下貯蔵タンク改修設計（その２）  東京都 ＲＣ － ８施設 庁舎・事務所

東京都　教育庁  東京都教職員御蔵（たりぼう）住宅ほか１箇所（２４）建具その他改修工事監理業務  東京都 ＲＣ 4／０ ２棟　1,082 共同住宅

東京消防庁  東京消防庁四谷消防署ほか２８か所建物被害調査委託  東京都 ＳＲＣ １０／２ ２９か所 庁舎・事務所

東京都　建設局　東部公園緑地事務所  八柱霊園無縁塚新築工事監理業務  千葉県 ＲＣ 1／１ 92 その他施設

東京都　清瀬市  清瀬第三小学校、清瀬第四小学校、清瀬第七小学校普通教室等冷房化工事　監理  東京都 ＲＣ 3／０ ３校舎 教育施設

東京都　杉並区  旧南伊豆健康学園解体、切回し、職員宿舎棟内装改修工事に伴う実施設計委託  東京都 ＲＣ ほか 3／０ ほか １０棟 教育施設

東京国税局  青梅税務署内装改修工事設計業務委託  東京都 ＲＣ ２／０ 1,602 庁舎・事務所

神奈川県　開成町  平成２３年度　福祉会館空調システム改修にかかる基本計画策定委託事業  神奈川県 ＲＣ ３／０ 3,000 庁舎・事務所

宮崎県　病院局  県立宮崎病院リニューアル計画策定業務委託  宮崎県 － － － 医療・福祉施設

(独法)国立印刷局  川崎宿舎ほか屋上防水調査作業  神奈川県 ＲＣ 3／０ ほか ２４棟 共同住宅

（財）自警会  自警会 目黒住宅４号館ほか１か所 特殊建築物等定期調査報告業務委託  東京都 ＲＣ ５／０ 3,400 共同住宅

都立職業能力開発センター  城東職業能力開発センター壁面等施設調査委託  東京都 ＲＣ ６／０ 4,083 庁舎・事務所

（社）秦野伊勢原医師会  公衆衛生センターほか１施設耐震診断その他業務委託  神奈川県 ＲＣ ２／０ 500 その他施設

京浜管鉄工業㈱  三宅島建築確認申請変更手続き業務委託  東京都 ＲＣ ２／０ 92 庁舎・事務所

三和食品㈱  平成２４年新日本製鉄小岩寮特殊建築物及び建築設備定期検査報告料  東京都 ＲＣ ７／０ 4,208 共同住宅

浜松町ビル管理組合  浜松町ビル耐震診断業務  東京都 ＳＲＣ １１／１ 5,026 庁舎・事務所

目黒小山マンション管理組合  目黒小山マンション既存建物図面復元作業  東京都 ＳＲＣ ９／０ 2,870 共同住宅

個人宅　  石神井町M氏邸新築工事実施設計業務  東京都 Ｗ造 ３／０ 121 その他施設

㈱若月工務店  江原二丁目Y氏邸新築工事  東京都 Ｗ造 ２／０ 55 その他施設

医療法人財団 謙仁会　亀有病院  H２３年亀有病院建築設備定期調査是正箇所確認業務  東京都 ＲＣ 4／０ 4,380 医療・福祉施設

学校法人　錦城学園  錦城高等学校校舎棟（２号館）ほか建築設備定期検査報告  東京都 ＲＣ ７／０ 13,484 ほか 教育施設

㈱地域総合計画研究所　＜協力＞  八広地域プラザ(仮称)整備に伴う工事監理業務  東京都 ＲＣ ２／０ 2,110 その他施設

㈱伊藤喜三郎建築研究所　＜協力＞  （仮称）レニア会新病院新築工事設計業務  東京都 ＲＣ ３／０ 4,470 医療・福祉施設

（財）SK総合住宅サービス協会東京支所  雇用促進住宅公郷宿舎３・４号棟外壁改修その他工事設計監理業務  東京都 ＲＣ 4／０ ２棟　3,050 共同住宅

東京地下鉄㈱  新木場駅ほか８建物乗務員詰所改良その他建築実施設計業務  東京都 － － ２駅６事務所 交通施設

㈱メトロレールファシリテーズ  東池袋駅ほか２駅駅員休息室改良その他建築実施設計業務  東京都 ＲＣ １／２ 8,150 交通施設

首都高速道路㈱　東東京管理局  料金所補修設計２４－２－１  東京都 Ｓ １／０ １７施設 交通施設
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神奈川労働局  横浜西労働基準監督署外５庁舎国家機関建築物定期点検業務委託  神奈川県 ６庁舎 庁舎・事務所

横浜税関  旧小名浜税関支署解体工事設計業務  神奈川県 ＲＣ ２／０ 庁舎・事務所

東京国税局  青梅税務署内装改修工事設計業務委託  東京都 ＲＣ ２／０ 1,603 庁舎・事務所

(独法)　国立印刷局  袋町宿舎基本設計に関わる調査検討業務  東京都 ＲＣ ７／０ 5,938 共同住宅

東京都　警視庁  警視庁渋谷警察署美竹公園前交番(仮称)庁舎新築設計  東京都 Ｓ ２／０ 60 庁舎・事務所

東京都　教育庁  都立八丈高等学校ほか２箇所(２３)校舎棟外壁その他改修工事実施設計  東京都 ＲＣ ４／０ 13,890 教育施設

東京都　建設局　東部公園緑地事務所  八柱霊園無縁塚整備基本・実施設計  千葉県 ＲＣ １／０ 92 その他施設

㈱伊藤喜三郎建築研究所　<協力＞  東京都現代美術館 (２２) 改修整備計画 (その２)  東京都 ＳＲＣ ３／３ 33,515 その他施設

東京都　杉並区  済美小学校屋内運動場床改修設計業務委託  東京都 Ｓ 1／０ 594 教育施設

東京都　葛飾区  中道児童館耐震補強工事等実施設計業務委託  東京都 ＲＣ ２／０ 768 庁舎・事務所

東京都　あきる野市  あきる野市立増戸中学校外１校校舎・体育館耐震補強工事監理業務委託  東京都 Ｓ／ＲＣ ２／０ 939 教育施設

東京都　清瀬市  清瀬市立小学校(清瀬第三、清瀬第四、清瀬第七)普通教室等冷房化工事実施設計  東京都 ＲＣ ３／０ ３校舎 教育施設

東京都　八丈町  平成２２年度公営住宅整備事業矢崎団地解体設計業務委託  東京都 Ｗ造 １／０ 521 共同住宅

小笠原島漁業協同組合  平成２３年度小笠原島漁業協同組合冷蔵冷凍施設工事監理業務  東京都 ＲＣ １／０ 332 その他施設

東京都　小笠原村  小笠原村立小中学校　耐震診断調査委託  東京都 ＲＣ ２／０ 3,156 教育施設

日本上下水道設計㈱　<協力＞  (小笠原村）浄水場更新工事建築実施設計  東京都 ＲＣ ２／０ ５棟　825 その他施設

神奈川県　鎌倉市  稲村ケ崎小学校北棟トイレ改修工事設計業務委託  神奈川県 ＲＣ ４／０ 117 教育施設

首都高速道路㈱/東東京管理局  料金所改修設計２２－２－２  東京都 Ｓ ２／０ 1,757 交通施設

首都高速道路㈱/神奈川管理局  料金所改修設計２３－３－１  神奈川県 Ｓ １／０ 31 交通施設

東京地下鉄㈱  辰巳駅一般トイレほか改良実施設計業務  東京都 ＲＣ １／３ 4,549 交通施設

東京地下鉄㈱  新宿御苑前駅接続建物撤去実施/新築検討設計業務  東京都 ＲＣ １０／１ 3,358 交通施設

東京地下鉄㈱  代々木技術区詰所建物改良建築実施設計業務  東京都 ＲＣ １／０ 1,652 庁舎・事務所

東京地下鉄㈱  押上駅メトロピア店舗開発調査業務  東京都 ＲＣ ０／２ 330 その他施設

メトロ開発㈱  東西線茅場町駅ほか１駅改良建築実施設計業務  東京都 ＲＣ １／３ 156,480 交通施設

㈱メトロレールファシリテーズ  池袋建築区詰所建物会議室ほか改良建築実施設計業務  東京都 ＲＣ ３／０ 973 庁舎・事務所

㈱メトロレールファシリテーズ  千住乗務事務室外泊所休息室ほか改良建築実施設計業務  東京都 ＲＣ １／０ 990 庁舎・事務所

㈱メトロレールファシリテーズ  中目黒技術区ほか１建物浴室改良その他建築実施設計業務  東京都 ＲＣ １／０ 1,605 庁舎・事務所

㈱地下鉄ビルディング  中央銀座ビル耐震診断ほか調査業務  東京都 Ｓ １０／１ 3,334 庁舎・事務所

特別区人事・厚生事務組合  淀橋荘(更生棟)喫煙室設置工事設計業務  東京都 ＲＣ ４／０ 921 共同住宅

（財）雇用振興協会/東京  雇用促進住宅向ヶ丘宿舎修繕工事設計監理業務  東京都 ＲＣ ５／０ 共同住宅

医療法人財団 謙仁会　亀有病院  H２３年亀有病院建築設備定期調査業務  東京都 ＲＣ ４／０ 4,380 医療・福祉施設

石栄建物㈱　　　＜協力＞  東都医療大学体育館増築工事設計業務  東京都 Ｓ １／０ 782 教育施設
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神奈川労働局  鶴見労働基準監督署外６庁舎国家機関建築物点検業務委託  神奈川県 ＲＣ ２－７／０ 9,605 庁舎・事務所

神奈川労働局  横須賀労働基準監督署外７庁舎国家機関建築物点検業務委託  神奈川県 ＲＣ ２－４／０ 7,827 庁舎・事務所

財団法人　自警会  自警会大塚住宅建築設備定期検査報告に伴う調査業務委託  東京都 ＲＣ ５／０ 2,571 共同住宅

東京都　あきる野市  あきる野市立五日市中学校体育館耐震補強工事監理業務委託  東京都 Ｓ／ＲＣ ２／０ 939 教育施設

東京都　稲城市  稲城市立稲城第三中学校体育館大規模改修工事監理委託  東京都 Ｓ ２／０ 1,058 教育施設

東京都　稲城市  稲城市福祉ｾﾝﾀｰ屋根防水工事設計委託  東京都 ＲＣ ２／０ 1,314 医療・福祉施設

東京都　三宅村  三宅村学校給食共同調理場浄化槽整備工事監理業務委託  東京都 教育施設

東京都　三宅村  平成２２年度三宅中学校グランド防風フェンス改修工事設計業務委託  東京都 Ｓ 教育施設

東京都　小笠原村  三日月山職員住宅　新築工事実施設計委託/省エネルギー計画書作成業務委託  東京都 ＲＣ ２／０ 541 共同住宅

小笠原島漁業協同組合  平成２２年度小笠原島漁業協同組合製氷施設工事監理業務  東京都 ＲＣ ３／０ 1,578 その他施設

小笠原島漁業協同組合  小笠原島漁協養殖用桟橋鉄骨腐食に対する構造検討  東京都 Ｓ その他施設

小笠原母島漁業協同組合  平成２２年度母島漁業協同組合冷凍施設工事監理業務  東京都 ＲＣ １／０ 161 その他施設

神奈川県　秦野市  平成２２年度市営渋沢住宅耐震診断委託業務  神奈川県 プレＲＣ ５／０ 1,257 共同住宅

神奈川県自動車税管理事務所  自動車税管理事務所相模駐在事務所外壁全面改修工事実施設計業務委託  神奈川県 ＲＣ ２／０ 640 庁舎・事務所

首都高速道路株式会社  大井パーキングエリア施設実施設計  東京都 Ｓ １／０ 464 交通施設

東京地下鉄株式会社  押上駅駅事務室ほか改良実施設計業務  東京都 ＲＣ １／３ 11,693 交通施設

東京地下鉄株式会社  代々木技術区建物ほか１建物宿泊室改良建築実施設計業務  東京都 ＲＣ １／０ 2,166 交通施設

㈱メトロレールファシリテーズ  中野技術区改良その他実施設計業務  東京都 ＲＣ ２／０ 1,319 交通施設

㈱メトロレールファシリテーズ  新木場ビル乗務事務室ほか改良建築実施設計業務  東京都 ＲＣ ４／０ 4,311 庁舎・事務所

特別区人事・厚生事務組合  淀橋荘塔屋屋根防水等補修工事 設計/監理業務委託  東京都 ＲＣ ５／０ 663 共同住宅

東京都市開発株式会社  新宿国際ビルディング新館B１F改修工事  東京都 ＲＣ １０／２ 310 その他施設

（財）雇用振興協会/仙台  雇用促進住宅陸前高田第二宿舎及び雫石宿舎居室改修その他工事設計監理業務  岩手県 ＲＣ ５／０ 4,957 共同住宅

（財）雇用振興協会/東京  雇用促進住宅郷地宿舎１・２・６号棟屋上防水改修工事設計監理業務  東京都 ＲＣ ４／０ 889 共同住宅

（財）雇用振興協会/東京  雇用促進住宅秋多宿舎屋上防水改修工事設計監理業務  東京都 ＲＣ ５／０ 1,449 共同住宅

（財）雇用振興協会/東京  雇用促進住宅芝浦宿舎立体駐車場制御盤取替工事設計監理業務  東京都 ＲＣ １２／０ 10,285 共同住宅

三宅島建設工業株式会社  （仮称）三宅島建設工業㈱クレーン車庫新築工事実施設計・監理業務  東京都 Ｓ １／０ 372 その他施設

京浜管鉄工業株式会社  テプスター三宅島　燃料管理室他改造工事（第４期）  東京都 ＲＣ １／０ 35 その他施設

三和食品株式会社  三和食品江戸川寮地デジ化対策改修工事コンサルティング業務  東京都 ＲＣ ７／０ 4,208 共同住宅

関電工・飛島建設共同企業体  住宅性能評価員による工事ルート沿道家屋の家屋影響調査  東京都 共同住宅
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関東管区警察学校  職員宿舎Ｄ棟内装等改修工事設計/監理委託  東京都 ＲＣ ４／０ 1,107 共同住宅

財団法人　自警会  自警会 豊田住宅 外部改修調査設計 業務委託  東京都 ＲＣ ３／０ 2,221 共同住宅

横浜税関  横浜税関仙台コンテナ検査センター外溝改修工事設計業務  神奈川県 外構　2,006 庁舎・事務所

独立行政法人 防災科学技術研究所  有珠山壮瞥火山観測施設観測小屋工事及び付帯工事設計図書整備業務  北海道 ＲＣ １／０ 6 その他施設

東京都　品川区  旗の台文化センター他２施設耐震改修その他工事監理業務委託  東京都 ＲＣ／Ｓ ４／０ 2,823 庁舎・事務所

東京都　品川区  一本橋児童センター耐震改修その他工事監理業務委託  東京都 ＲＣ ３／０ 211 庁舎・事務所

東京都　新宿区  新宿区立中町児童館外一施設外壁調査及び屋上防水実施設計業務委託  東京都 ＲＣ ３／１ 1,741 庁舎・事務所

東京都　練馬区  練馬区立大泉西小学校校舎耐震補強実施設計業務委託  東京都 ＲＣ ３／０ 5,628 教育施設

東京都　あきる野市  あきる野市立増戸中学校外１校校舎・体育館耐震診断及び耐震補強工事設計業務委託  東京都 ＲＣ／Ｓ ３／０ 7,121 教育施設

東京都　稲城市  稲城市立稲城第三中学校体育館大規模改修工事設計委託  東京都 Ｓ ２／０ 1,058 教育施設

東京都　八王子市  八王子市立四谷中学校武道場建築工事実施設計委託  東京都 ＲＣ／Ｓ 1／０ 353 教育施設

東京都　清瀬市  清瀬市立清瀬第四小学校校舎地震補強工事監理業務委託  東京都 ＲＣ ３／０ 3,755 教育施設

東京都　小笠原村  複合施設建設工事監理業務委託  東京都 ＲＣ ２／０ 2,249 医療・福祉施設

東京都　小笠原村  看護師住宅・職員住宅実施設計/監理業務委託  東京都 ＲＣ ２／０ 455 共同住宅

東京都　小笠原村  （仮称）母島高齢者在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ実施設計/監理業務委託  東京都 ＲＣ １／０ 239 医療・福祉施設

東京都　三宅村  場外離着陸場待合所建替工事設計及び夜間照明設備設置工事設計/監理業務委託  東京都 ＲＣ １／０ 48 交通施設

東京都　三宅村  三宅小学校校舎トイレ改修工事実施設計/監理委託  東京都 ＲＣ ２／０ 1,660 教育施設

東京都　大島支庁  神津島前浜園地便所改修工事監理業務  東京都 ＲＣ １／０ 36 その他施設

東京都　御蔵島村  平成２０年度定住促進住宅新築工事施工監理  東京都 ＲＣ ２／０ 315 共同住宅

小笠原島漁業協同組合  平成２１年度小笠原漁業協同組合製氷･冷蔵施設設計業務一式  東京都 ＲＣ ３／０ 1,578 その他施設

小笠原母島漁業協同組合  平成２１年度母島漁業協同組合　冷凍施設工事設計/監理業務委託  東京都 ＲＣ １／０ 149 その他施設

小笠原母島漁業協同組合  平成２１年度母島漁業協同組合　製氷冷蔵施設工事監理業務  東京都 ＲＣ 3／０ 402 その他施設

三宅島漁業協同組合  三宅島漁協　貯氷・冷蔵・冷凍施設整備工事設計監理業務  東京都 ＲＣ １／０ 304 その他施設

首都高速道路株式会社  料金所改修設計２０－３－３  神奈川県 Ｓ １／０ ６か所 交通施設

首都高速道路株式会社  駐車場施設他補修設計２０－１（駐車場耐震診断他）  東京都 ＲＣ／ＣＰＣ ２／２ ５か所 交通施設

東京地下鉄株式会社  上野再開発に伴う検討設計業務  東京都 ＲＣ １０／１ 8,702 庁舎・事務所

㈱メトロレールファシリテーズ  渋谷道玄坂ビル/根津ビル改修設計業務  東京都 ＲＣ ５／１ 1,744 庁舎・事務所

㈱メトロレールファシリテーズ  西早稲田第二工事事務所移転計画に伴う中野技術区改良基本設計  東京都 ＲＣ ２／０ 1,319 庁舎・事務所

東京都市開発株式会社  日本水道協会大阪会館新築工事  大阪府 ＲＣ ４／０ 1,139 庁舎・事務所

特別区人事・厚生事務組合  宿泊所居室空調機・設置工事　調査企画・設計/監理業務委託  東京都 ４か所２０１台 共同住宅

京浜管鉄工業株式会社  テプスター三宅島構内舗装新設他工事  東京都 ＲＣ ２／０ 172 その他施設

武蔵建設株式会社  （仮称）花小金井２丁目新築工事  東京都 Ｓ ３／０ 125 その他施設
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防衛省　南関東防衛局  座間米軍(19)教育施設(454)建築補備設計（構造）  神奈川県 ＲＣ ２/０ 1,184 庁舎・事務所

警視庁  警視庁丸の内警察署有楽町駅前交番庁舎ほか改築設計  東京都 Ｓ ２/０ 115 庁舎・事務所

関東管区警察学校  職員宿舎F棟内装等改修工事設計委託  東京都 ＲＣ ３/０ ２４戸 共同住宅

横浜税関  横浜税関大黒ふ頭出張所外壁改修工事に係る設計業務  東京都 ＲＣ ６/０ 庁舎・事務所

東京都　財務局  東京都小笠原支庁(H19)清瀬住宅ほか耐震診断及びその他工事実施設計  東京都 Ｓ １/０ 194 共同住宅

(財)雇用振興協会東京支所  雇用促進住宅下九沢宿舎耐震改修工事の設計及び監理（浦賀宿舎　同）  東京都 ＲＣ ３/０ ３４４戸 共同住宅

品川区  旗の台文化センター他１施設空調設備改修その他実施設計業務委託  東京都 ＲＣ ４/１ 2,823 庁舎・事務所

練馬区  練馬区立上石神井北小学校校舎耐震補強その他改修実施設計業務委託  東京都 ＲＣ ３/０ 4.902 教育施設

清瀬市  清瀬市立第四小学校耐震診断業務  東京都 ＲＣ ３/０ 3,755 教育施設

三宅村  阿古釜庭公衆便所改修工事実施設計委託  東京都 ＲＣ １/０ 15 その他施設

御蔵島村  御蔵島かんぶり５１５住宅新築設計  東京都 ＲＣ ２/０ 315 共同住宅

大島支庁  神津島前浜園地施設補修設計  東京都 ＲＣ １/０ 34 その他施設

小笠原母島漁業（協）  小笠原母島漁業協同組合平成２０年度製氷冷蔵施設工事監理  東京都 ＲＣ ４/０ 704 その他施設

二宮町  第１分団詰所設計監理委託  神奈川県 ＲＣ ２/０ 71 庁舎・事務所

秦野市  平成２０年度秦野市立図書館長寿命化調査委託業務  神奈川県 ＲＣ ２/０ 3,767 庁舎・事務所

特別区人事・厚生事務組合  厚生関係施設建物・設備等現状調査委託　（１３棟施設）  東京都 ＲＣ一部Ｓ 37,107 その他施設

東京地下鉄㈱  銀座線銀座駅火災対策設備ほか改良実施設計業務  東京都 ＲＣ ０/１ 100 交通施設

㈱ﾒﾄﾛﾚｰﾙﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ  高田馬場駅ほか２駅駅事務室ほか改良実施設計業務  東京都 ＲＣ ０/３ 8,170 交通施設

メトロ開発㈱  東西線日本橋駅ほか３駅駅事務室ほか改良実施設計業務  東京都 ＲＣ ０/３ 16,932 交通施設

京浜管鉄工業㈱  テプスター新島一般取扱所新設他工事　　設計・監理業務（３期）一式  東京都 ＲＣ ２/０ 171 その他施設

小野　清  ＯＫビル増築工事実施設計及び監理業務  東京都 ＲＣ ４/０ 292 庁舎・事務所
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文部科学省  ＪＡＸＡ航鷹寮定期点検  東京都 ＲＣ ３/０ 1,107 共同住宅

独立行政法人　国立印刷局  堀船宿舎ほか敷地整備工事設計　　（外構整備）  東京都 共同住宅

東京都　財務局  都立葛飾総合高等学校(Ｈ１９)外溝工事監理業務  東京都 ４/０ 18,169 教育施設

東京都　教育庁  都立日野台高等学校（１８）便所改修工事実施設計  東京都 ＲＣ ４/０ 13,400 教育施設

関東管区警察学校  職員宿舎耐震診断業務委託  東京都 ＲＣ ３/０ 4,888 共同住宅

練馬区  練馬区立練馬東中学校校舎耐震補強実施設計業務委託  東京都 ＲＣ ４/０ 5,512 教育施設

品川区  一本橋児童ｾﾝﾀｰ同保育園他１施設耐震補強他実施設計および評定取得業務委託  東京都 ＲＣ一部Ｓ ４/１ 2,734 庁舎・事務所

中野区  野方小学校他５校体育館耐震診断業務委託  東京都 Ｓ ２/０ 3,721 教育施設

西東京市  上向台小学校校舎増築基本・実施設計業務委託  東京都 Ｓ ２/０ 907 教育施設

清瀬市  清瀬市立清瀬第八小学校体育館大規模改造及び地震補強工事実施設計業務委託  東京都 Ｓ ２/０ 656 教育施設

二宮町  消防庁舎車庫等改修工事実施設計  神奈川県 Ｓ ２/０ 537 庁舎・事務所

三宅村  役場臨時庁舎外壁改修工事実施設計業務委託  東京都 ＲＣ ３/０ 2,559 庁舎・事務所

三宅村  旧阿古小内装改装工事実施設計委託  東京都 ＲＣ ２/０ 1,822 教育施設

大島支庁  新島本村前浜園地便所建築設計  東京都 ＲＣ １/０ 34 その他施設

小笠原村  複合施設建物基本・実施設計業務委託  　　プロポーザル方式設計当選  東京都 ＲＣ ２/０ 2,249 医療・福祉施設

（財）雇用振興協会/東京支所  雇用促進住宅小比企宿舎建具類取替・水道集中検針盤新設等工事の設計及び監理  東京都 ＲＣ ５/０ 12,679 共同住宅

東京都東部住宅建設事務所  都営高層住宅足立区江北四丁目団地建物設計  東京都 ＳＲＣ １１/０ ３６５戸 共同住宅

 小笠原島漁業（協）  平成１９年度小笠原島漁業協同組合・給油施設建設工事実施設計業務  東京都 ｵｲﾙﾀﾝｸ その他施設

 小笠原島漁業（協）  平成１９年度小笠原島漁業協同組合・給油施設建設工事監理業務  東京都 ｵｲﾙﾀﾝｸ その他施設

(財)自警会  自警会　大塚住宅外部改修調査設計業務委託  東京都 ＲＣ ５/０ 2,571 共同住宅

学校法人　敬心学園  特人厚職員研修所改修工事耐震補強設計及び実施設計監理業務  東京都 ＳＲＣ一部ＲＣ ７/１ 13,574 庁舎・事務所

小笠原母島漁業組合  平成１９年度小笠原母島漁業組合・製氷・貯水・冷蔵施設実施設計一式  東京都 ＳＲＣ一部ＲＣ ３/０ 402 その他施設

首都高速道路㈱  料金所改修設計３－１  神奈川県 Ｓ ２/０ 料金所38カ所 交通施設

首都高速道路㈱  （費）料金所改修設計１９－３－１  神奈川県 Ｓ ２/０ 料金所38カ所 交通施設

特別区人事・厚生事務組合  葛飾荘大規模改修及び耐震補強工事実施設計委託  東京都 ＲＣ ４/０ 1,748 その他施設

東京地下鉄㈱  東西線日本橋駅ほか9駅事務室改良基本設計  東京都 １０駅 交通施設

㈱ﾒﾄﾛﾚｰﾙﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ  １３号線西早稲田駅（仮称）ほか２駅及び１建物建築工事監理委託補助  東京都 ３駅 交通施設

㈱ﾒﾄﾛﾚｰﾙﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ  道玄坂ビルほか１建物事務室改良その他建築実施設計業務  東京都 ＲＣ ５/０ 6,362 庁舎・事務所

京浜管鉄工業㈱  テプスター新島事務所・倉庫・新築工事  東京都 ＲＣ ２/１ 171 その他施設

小笠原　寛  小笠原医院改修工事設計監理業務  東京都 Ｓ ２/１ 233 医療・福祉施設
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港区  旧高輪公務員住宅解体に伴う実施設計  東京都 ＲＣ ７/０ 5,310 共同住宅

首都高速道路（株）  料金所改修設計３－１  神奈川県 Ｓ 料金所３８ヶ所 交通施設

東京都  三田線春日ほか１駅防災改良その他工事基本設計及び実施設計委託（２駅）  東京都 ＲＣ ０/２ 8,070 交通施設

（財）雇用振興協会  小比企宿舎５・７号棟外壁改修その他工事設計監理  東京都 ＲＣ ５/０ 12,679 共同住宅

（財）雇用振興協会  夏狩宿舎 浴室塗装・給湯器・屋外・埋設給水管加圧ポンプ改修工事設計監理  東京都 ＲＣ ５/０ 3,249 共同住宅

（財）雇用振興協会  向台宿舎 流し台・室内屋外排水管・屋外排水管改修工事設計監理  東京都 ＲＣ １１/０ 23,948 共同住宅

 （財）雇用振興協会  玉穂成島宿舎（２号棟） 屋上防水・外壁・外部手摺改修工事設計監理  東京都 ＲＣ ５/０ 2,435 共同住宅

 小笠原島漁業（協）  小笠原島漁業協同組合・漁具倉庫新設工事設計監理業務  東京都 ＲＣ １/０ 56 その他施設

東京都住宅供給公社  多摩川住宅（ロー１６号棟）耐震性の検証に関する業務委託  東京都 ＳＲＣ １２/０ ３７０戸 共同住宅

町田市  南つくし野小学校施設耐震診断及び耐震補強工事設計業務委託  東京都 ＲＣ ３/０ 7,318 教育施設

東京都  都立葛飾地区総合学科高等学校（仮称）（１８）改修工事実施設計その３  東京都 ＲＣ ４/０ 4,755 教育施設

東京都 東部住宅建設事務
所

 都営江北四丁目団地基本設計  東京都 ＲＣ １１/０ ３６５戸 共同住宅

東京都住宅供給公社
 都営西亀有三丁目第２ｱﾊﾟｰﾄ（10号棟）ほか１団地昇降機設置に伴う設計及び申請業
務

 東京都 ＲＣ ４/０ １棟４０戸 共同住宅

特別区人事・厚生事務組合  一之江荘外１施設アスベスト対応その他改修工事実施設計委託（２施設）  東京都 ＲＣ ３/０ 2,739 その他施設

中野区  野方小学校他５校体育館耐震診断業務委託  東京都 ＲＣ一部Ｓ １/０ 3,719 教育施設

三宅村  （仮称）三宅村コミュニテイセンター建設工事実施設計委託  東京都 ＲＣ １/０ 700 体育施設

東京都  都立日野台高等学校（１８）便所改修工事実施設計  東京都 ＲＣ ４/０ 700 教育施設

東京地下鉄株式会社  新宿御苑前駅乗降場ほか改良実施設計  東京都 1,781 交通施設

東京地下鉄株式会社  和光車両基地列車検査庫清掃員詰所ほか新設そのほか建築実施設計  埼玉県 Ｓ ２/０ 392 交通施設
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横浜防衛施設局  横須賀（１７）受電所新設建築設計  神奈川 ＲＣ ２/０ 1,339 庁舎・事務所

航空宇宙技術研究所  角田宇宙センター（西地区）建物耐震診断業務委託  宮城県 ＲＣ ２０棟 庁舎・事務所

関東地方整備局  警視庁第五機動隊外耐震診断業務  東京都他 ＲＣ １５施設２８棟 庁舎・事務所

（財）雇用振興協会  雇用促進住宅小比企宿舎外壁改修その他工事設計監理  東京都 ＲＣ ５/０ 12,679 共同住宅

（財）雇用振興協会  雇用促進住宅郷地宿舎 建築・機械・電気（3,7,8,9号棟）改修工事設計監理  東京都 ＲＣ ４/０ 12,692 共同住宅

（財）雇用振興協会  雇用促進住宅向台宿舎 流し台・室内屋外排水管・浴室扉（１工区）改修工事設計監理  東京都 ＲＣ １１/０ 23,948 共同住宅

 小笠原父島漁業組合  小笠原島漁協・冷凍保管品施設整備工事実施設計  東京都 ＲＣ １/０ 51 その他施設

練馬区  練馬区立関町小学校耐震補強工事実施設計  東京都 ＲＣ ３/０ 3,857 教育施設

清瀬市  清瀬市立第七小学校体育館耐震補強工事  東京都 Ｓ ２/０ 656 教育施設

警視庁  警視庁世田谷警察署庁舎改修工事実施設計  東京都 ＳＲＣ ８/０ 5,858 庁舎・事務所

東京都  都立葛飾地区総合学科高等学校（仮称）（１７）改修工事実施設計（その２）  東京都 ＲＣ ４/０ 4,755 教育施設

東京都東部住宅建設事務所  都営小笠原沖村団地建物設計（その２）  東京都 ＲＣ ３/０ １棟 共同住宅

東京都住宅供給公社  都営南台三丁目アパート耐震診断業務  東京都 ＲＣ ４/０ １棟４０戸 共同住宅

特別区人事・厚生事務組合  厚生関係施設石綿（アスベスト）調査業務  東京都 ＲＣ ３/０ ８施設 その他施設

八王子市  八王子市立四谷中学校校舎耐震診断調査委託  東京都 ＲＣ ４/０ 4,679 教育施設

八王子市  八王子市立四谷中学校体育館耐震診断調査委託  東京都 Ｓ ３/０ 873 教育施設

三宅村  三宅小学校大規模改造工事実施設計委託  東京都 ＲＣ ２/０ 690 教育施設

三宅村  三宅村学校給食共同調理場新築工事実施設計  東京都 ＲＣ １/０ 350 教育施設

葛飾区  清和小学校耐震補強工事実施設計  東京都 ＲＣ ３/０ 4,809 教育施設

東京地下鉄株式会社  淡路町駅他４駅火災対策設備改良実施設計委託  東京都 ５駅 交通施設

東京地下鉄株式会社  和光乗務区建物（仮称）新築実施設計業務  埼玉県 Ｓ ３/０ 1,500 庁舎・事務所
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東京防衛施設局  技本新島（１６）観測所改修建築その他調査検討  東京都 ＲＣ ３/０ ７棟 4,139 庁舎・事務所

東京都東部住宅建設事務所  都営住宅船橋四丁目ＡＰスーパーリフォーム建物設計その３  東京都 ＲＣ ５/０ 2400 共同住宅

三宅島建設工業㈱  三宅島建設工業本社家屋新築工事設計  東京都 ＲＣ ４/０ 620 庁舎・事務所

葛飾区  新小岩中学校耐震診断調査委託  東京都 ＲＣ ４/０ 6,736 教育施設

東京都東部住宅建設事務所  都営中層住宅小笠原沖村団地建物設計  東京都 ＲＣ ３/０ １棟２１戸 共同住宅

練馬区  練馬区立石神井東中学校屋内運動場第二次耐震診断調査業務  東京都 ＲＣ ３/０ 769 教育施設

 関東地方整備局  新宿地方合同外１件増築その他改修設計  東京都 ＲＣ ３/０ 11,766 庁舎・事務所

 雇用能力開発機構  東京港日雇労働者簡易宿舎取壊設計  東京都 ＲＣ ２/０ 1,360 共同住宅

横浜防衛施設局  座間米軍（１６）教育施設（４５４）社会建築設計  神奈川県 ＲＣ ２/０ 1,200 教育施設

東京地下鉄㈱  葛西駅ほか２建物乗降場床改良そのほか建築実施設計  東京都 ＲＣ １駅 交通施設

特別区人事・厚生組合  特別区職員研修所耐震診断及び施設整備計画調査  東京都 ＳＲＣ ６/０ 7,829 その他施設

（財）雇用振興協会  雇用促進住宅勝沼宿舎外壁・風呂釜・浴室改修工事  山梨県 ＲＣ ５/０ 5,172 共同住宅

（財）雇用振興協会  雇用促進住宅向台宿舎浴室防水・風呂釜・浴槽改修工事  東京都他 ＲＣ １１/０ 23,948 共同住宅

東京都住宅供給公社  都営西亀有二丁目第七アパ―ト昇降機設置に伴う基本設計  東京都 ＲＣ ５/０ 1,500 共同住宅

東京地下鉄㈱  半蔵門線青山１丁目駅一般トイレ改修工事  東京都 ＲＣ ０/２ 1駅 交通施設

東京地下鉄㈱  南阿佐ヶ谷駅ほか２駅出入口上家構造診断その他実施設計  東京都 ＲＣ ０/１ １駅 交通施設

三宅村  三宅村小中学校災害復旧工事実施設計  東京都 ＲＣ ２/０ 2,000 教育施設

特別区人事・厚生組合  厚生関係施設整備計画  東京都 ＲＣ ２/０ １８施設 その他施設

清瀬市  清瀬市立第七小学校外１校体育館耐震診断  東京都 ＲＣ ２/０ 1,312 教育施設

関東信越国税局  新津税務署事務室改修工事設計業務委託  新潟県 ＲＣ ２/０ 710 庁舎・事務所

財務省  財務省石神井公園宿舎内装改修整備設計  東京都 ＲＣ ３/０ 500 共同住宅
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東京防衛施設局  横田（１４）工場（営繕）新設設計  東京都 ＲＣ ２/０ 1,686 その他施設

航空宇宙技術研究所  ＣＦＤ連携センター（産業連携開発センター）新築工事実施設計  東京都 プレハブ １/０ 200 庁舎・事務所

皇宮警察本部  機動護衛車庫新設工事計画  東京都 ＲＣ １/０ 193 その他施設

葛飾区  清和小学校耐震診断調査  東京都 ＲＣ ３/０ 4,809 教育施設

東京都東部住宅建設事務所  都営住宅船橋四丁目アパートスーパーリフォーム建物設計  東京都 Ｓ ５/０ １棟４０戸 共同住宅

東京都  都立葛飾地区総合学科高等学校（１５）改修実施設計  東京都 ＲＣ ４/０ 16,415 教育施設

西東京市  柳沢小学校校舎及び上向台小学校校舎・体育館耐震補強工事監理  東京都 ＲＣ ４/０
校舎４棟

体育館１棟
教育施設

 小笠原母島漁業組合  小笠原母島漁協・漁具倉庫新築設計  東京都 ＲＣ １/０ 51 その他施設

横浜防衛施設局  板妻（１５）整備場新設建築設計  静岡県 ＲＣ一部Ｓ ２/０ 2,080 庁舎・事務所

帝都高速度交通営団  葛西駅ほか3駅乗降場待合室新設  東京都 Ｓ １/０ ４駅 交通施設

港区  資源化センター増築工事実施設計  東京都 ＲＣ ３/０ 4,237 その他施設

首都高速道路公団  料金所補修設計１５－１－１  東京都 Ｓ １/０ １９施設 交通施設

（財）雇用振興協会  雇用促進住宅小比企宿舎外建物構造調査  東京都他 ＲＣ ４/０ ６３棟 共同住宅

東京都住宅供給公社  都営高橋アパートほか１団地耐震診断業務委託  東京都 ＲＣ ５/０ 3,146 共同住宅

（株）ｳｨｰｸｴﾝﾄﾞﾎｰﾑｽﾞ社  高円寺南４丁目プロジェクト  東京都 ＲＣ ４/０ 603 その他施設

東京都東部住宅建設事務所  都営小笠原沖村団地基本設計（二期）  東京都 ＲＣ ３/０ 1,330 共同住宅

三宅村  三宅村教育施設被害調査業務委託  東京都 ＲＣ ４/０ １１施設 教育施設

東京都産業労働局  都立亀戸技術専門校１号館外壁改修工事実施設計  東京都 ＲＣ ６/０ 4,084 教育施設

日本放送協会  若林寮実施設計および工事監理  東京都 ＲＣ ３/０ 2,279 共同住宅

関東信越国税局  松本曙町サッシ改修工事設計  長野県 ＲＣ ３/０ 607 庁舎・事務所

関東信越国税局  前橋元総社宿舎サッシ改修工事設計  群馬県 ＲＣ ４/０ 772 庁舎・事務所

特別区人事・厚生事務組合  東ヶ丘荘基本プラン作成業務委託  東京都 ＲＣ ５/０ 5,400 医療・福祉施設
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東京防衛施設局  用賀（１３）建築現場技術業務  東京都 ＲＣ ２/０ 1,621 庁舎・事務所

諸星産業（株）  鴨宮ロジスティックセンター第二期  神奈川県 Ｓ ６/０ 14,804 その他施設

東京防衛施設局  小平（１３）建築現場技術業務  東京都 ＲＣ １/０ 237 庁舎・事務所

葛飾区  宝木塚小学校耐震補強工事実施設計  東京都 ＲＣ ３/０ 4,964 教育施設

小笠原村  父島診療所ＣＴ室増築基本・実施  東京都 Ｓ １/０ 48 医療・福祉施設

東京国税局  神田税務署外９署LAN配線設計  東京都 ＳＲＣ ８/１ 46,124 庁舎・事務所

 東京都住宅供給公社  （仮）第六天町賃貸住宅実施設計  東京都 ＲＣ ７/１ 2,700　７６戸 共同住宅

 杉並区  松庵小学校耐震補強基本・実施  東京都 ＲＣ ３/０ 4,630 教育施設

自警会  自警会目黒住宅１号館外部改修設計  東京都 ＲＣ ４/０ 1,933 共同住宅

秦野市学校建設公社  秦野市立学校快適ﾄｲﾚ整備事業監理（西・堀川小、西・渋沢中）内部改修  神奈川県 ＲＣ ４/０ 3,091 教育施設

東京都住宅供給公社  都営西保木間一丁目第2ｱﾊﾟｰﾄ外7団地昇降機設置設計及び申請  東京都 ＲＣ ５/０ ８棟 共同住宅

小笠原村  母島小中学校改築実施設計  東京都 ＲＣ ２/０ 2,500 教育施設

財務省  財務省太子堂浴室整備設計  東京都 ＲＣ ４/０ 1,388 庁舎・事務所

東京都東部住宅建設事務所  都営住宅西新井本町二丁目ｱﾊﾟｰﾄｽｰﾊﾟｰﾘﾌｫｰﾑ建物設計（その３）　２棟  東京都 ＲＣ ５/０ 2,910 共同住宅

警視庁  警視庁大島警察署車庫棟その他工事監理  東京都 ＲＣ １/１ 446.5 庁舎・事務所

横浜防衛施設局  横須賀米軍（１４）工場（塗装）新設建築設計　２棟  神奈川県 ＲＣ ２/０ 3,395 庁舎・事務所

東京都  都立中等教育学校（仮称）（１４）増改修工事実施設計  東京都 ＲＣ ５/１ 11,690 教育施設

秦野市学校建設公社  秦野市立学校快適ﾄｲﾚ整備事業設計（西小、南が丘中）  神奈川県 内部改修 ３/０ 教育施設

東京都住宅供給公社  都営幡ヶ谷二丁目第2ｱﾊﾟｰﾄ耐震改修設計　内部改修  東京都 ＲＣ ８５戸店舗１８件 共同住宅

大磯町  保健センターエレベータ設置工事監理  神奈川県 ＲＣ ５/０ 1,650 庁舎・事務所

（財）雇用促進協会  雇用促進住宅向台宿舎転落防止手摺増設工事  東京都 ＲＣ 共同住宅
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東京都  都立広尾高等学校（１１）大規模改修工事実施設計及び監理業務  東京都 ＲＣ ３/０ 7,294　4棟他 教育施設

東京都  都立農芸高等学校（１１）改築工事監理業務  東京都 ＳＲＣ ４/０ 7,346　２棟 教育施設

東京防衛施設局  館山（１２）宿舎新設建築現場技術業務  千葉県 ＲＣ ５/０ 1,517 共同住宅

横浜防衛施設局  横須賀（１２）庁舎建築調査検討  東京都 ＳＲＣ ８/０ 8,600 共同住宅

（財）雇用振興協会  雇用促進住宅郷地１号棟改造工事設計及び監理  東京都 ＲＣ ４/０ 1,163 共同住宅

警視庁  警視庁大島警察署庁舎改築工事監理  東京都 ＲＣ ４/０ 2,414 庁舎・事務所

葛飾区  宝木塚小学校耐震診断調査  東京都 ＲＣ ３/０ 4,964　３棟 教育施設

帝都高速度交通営団  葛西駅乗降場上家耐震診断調査工事  東京都 Ｓ １/０ 2,200 交通施設

北区  桜田小学校他１校校舎及び体育館耐震診断調査  東京都 ＲＣ ４/０ 10,214　４棟 教育施設

平塚市  金目小学校校舎改修工事（耐震補強設計）  神奈川県 ＲＣ ３/０ 3,156　２棟 教育施設

二宮町  一色小学校南棟・渡り廊下耐震補強工事設計  神奈川県 ＲＣ ３/０ 2,383 教育施設

自警会  自警会目黒住宅３号館外部改修工事調査設計  東京都 ＲＣ ４/０ 2,473 共同住宅

横浜防衛施設局  横須賀（１３）庁舎新設建築設計  神奈川県 ＲＣ ８/０ 8,620　２棟 庁舎・事務所

大磯町  保健センターエレベータ設置工事設計  神奈川県 ＲＣ ５/０ 1,650 庁舎・事務所

小笠原村  母島小中学校改築基本設計  東京都 ＲＣ ２/０ 2,500 教育施設

東京都東部住宅建設事務所  都営中層住宅小笠原沖村団地建物設計  東京都 ＲＣ ３/０ ９戸 共同住宅

（財）秦野市学校建設公社  平成13年度秦野市立学校快適トイレ整備事業設計（西･堀川小、西･渋沢中）  神奈川県 ＲＣ ３/０ 3,091 教育施設

警察庁  中野南第二宿舎他耐震診断  東京都 ＲＣ ４/０ 1,065 共同住宅

東京都  都立中等教育学校（仮称）（１３）改築その他工事基本設計  東京都 ＲＣ ５/０ 13,100 教育施設

（株）東関東  小田原厚木道路（改築）平塚ＰＡ（下り線）休憩施設新築実施設計  神奈川県 S １/０ 165 交通施設
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東京都  都立大学附属高等学校耐震診断  東京都 ＲＣ ４/０ 7,049 教育施設

関東管区警察学校  グランド整備工事   東京都 21,000 体育施設

東京都  都営小笠原沖村団地基本設計  東京都 ＲＣ ３/０ ３３戸 共同住宅

横浜税関  本牧埠頭出張所水廻り改修工事  神奈川県 ＲＣ ４/０ 2,965 庁舎・事務所

東京防衛施設局  大和田建築現場技術業務  埼玉県 ＲＣ １/０ 1,917 庁舎・事務所

横浜防衛施設局  横須賀（１２）庁舎新設建築工事  神奈川県 ＳＲＣ ８/１ 8,600 庁舎・事務所

東京都  都立農芸高等学校格技棟その他改修  東京都 ＳＲＣ ２/０ 2,089 教育施設

 警視庁  警察犬舎新築工事監理   東京都 Ｓ １/０ 1,295 庁舎・事務所

  (株)東関東  京滋バイパス巨椋IC～瀬田東IC管理施設実施設計  滋賀県 ＲＣ １/０ ８棟 交通施設

  (株)東関東  松江職員宿舎新築設計  島根県 ＲＣ ３/０ 1,234 共同住宅

 都市基盤整備公社  領家立野他１団地建替計画検討調査  埼玉県 ＲＣ ５/０ 16,382 共同住宅

 小笠原村  母島小中学校改築工事基本設計  小笠原村 ＲＣ ２/０ 2,500 教育施設

帝都高速度交通営団  メトロシティ上野耐震診断調査工事  東京都 ＳＲＣ １０／１ 5,088 庁舎・事務所

日本放送協会  第２目白寮実施設計および工事監理  東京都 ＲＣ ３/０ 940 共同住宅

 帝都高速度交通営団  研修所建物改良実施設計  東京都 ＲＣ ３/０ 2,207 庁舎・事務所

 関東信越国税局  沼田税務署他2宿舎外壁改修  群馬県 ＲＣ ４/０ 庁舎・事務所

 諸星産業(株)  鴨宮ロジスティックセンター  神奈川県 Ｓ ５/０ 13,078 その他施設

 横浜防衛施設局  厚木米軍管制塔建築設計  神奈川県 Ｓ ７/０ 483 庁舎・事務所

 二宮町  一色小学校北棟耐震補強設計  神奈川県 ＲＣ ３/０ 911 教育施設

 帝都高速度交通営団  地下鉄根津ビル建物改良実施設計  東京都 ＲＣ ３/０ 473 庁舎・事務所

 警視庁  警察犬舎新築設計  東京都 Ｓ １/０ 1,295 庁舎・事務所

 (財)雇用振興協会  雇用促進住宅郷地宿舎2号棟改造  東京都 ＲＣ ４/０ 1,163 共同住宅

 東京防衛施設局  小平建築現場技術業務  東京都 ＲＣ ３/０ 10,467 庁舎・事務所
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東京都  都営住宅村山ｱﾊﾟｰﾄ改善建物設計  東京都 ＲＣ ８/０ 17,827　３１５戸 共同住宅

東京都  都営住宅板橋栄町ｱﾊﾟｰﾄｽｰﾊﾟｰﾘﾌｫｰﾑ  東京都 ＲＣ ５/０ 3,669　７０戸 共同住宅

横浜防衛施設局  横須賀（９）建築現場技術業務  神奈川県 ＳＲＣ ２/０ 1,343 庁舎・事務所

横浜防衛施設局  横潜基（９）建築現場技術業務  神奈川県 ＲＣ ８/０ 5,513 庁舎・事務所

雇用促進事業団東京ｾﾝﾀｰ  雇用促進住宅秋多宿舎狭隘宿舎（４号棟）  東京都 ＲＣ ５/０ 1,460 共同住宅

雇用促進事業団千葉ｾﾝﾀｰ  雇用促進住宅五所宿舎狭隘宿舎（３号棟）  千葉県 ＲＣ ５/０ 1,460 共同住宅

  平塚市  消防署南原出張所庁舎新改築工事（構造）  神奈川県 ＲＣ ３/０ 1,160 庁舎・事務所

  平塚市  金目小学校校舎耐震補強（耐震診断）  神奈川県 ＲＣ ３/０ 3,115 教育施設

 帝都高速度交通営団  新木場ビル増築その他実施設計  東京都 ＲＣ ４/０ 1,622 庁舎・事務所

 武蔵建設（合）  （仮称）ＨＡＮＡＫＯ  Ｍ  新築  東京都 ＲＣ ６/０ 2,459 共同住宅

 横浜税関  本牧埠頭出張所防音サッシ改修  神奈川県 ＲＣ ４/０ 2,965 庁舎・事務所

 中小企業金融公庫  公庫総合運動場クラブハウス改修  東京都 ＲＣ ２/０ 800 体育施設

 東京防衛施設局  小平（１０）隊舎改修調査検討  東京都 ＲＣ ３/０ 2,210 庁舎・事務所

 横浜防衛施設局  横須賀米軍（１０）車両工場  神奈川県 Ｓ ２/０ 2,382 その他施設

 帝都高速度交通営団  行徳変電所高架橋耐震補強に伴う改良  千葉県 ＲＣ １/０ 859 交通施設

 （株）東関東  京滋バイパス久御山西ＩＣ～瀬田東ＩＣ間管理施設基本  京都府他 Ｓ １/０ 4,300　１１棟 交通施設

 （株）東関東  東名阪自動車道鈴鹿ＴＢ～ 関ＴＢ管理施設基本  愛知県他 ＲＣ １/０ 2,000　３棟 交通施設

 自警会  目黒住宅２号館解体及び駐車場設置  東京都 ＲＣ ３/０ 962 共同住宅

 二宮町  町立一色小学校耐震診断  神奈川県 ＲＣ ５/０ 5,558 教育施設

 横浜防衛施設局  山口邸ほか９０件住宅防音  神奈川県 Ｗ一部ＲＣ その他施設
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横浜防衛施設局  池子米軍(8)立体駐車場その他監理  神奈川県 ＲＣ ２/０ その他施設

東京防衛施設局  宇都宮(8)建築現場技術業務  栃木県 ＲＣ １/０ 庁舎・事務所

横浜防衛施設局  武山(8)学生隊舎新設現場技術業務  神奈川県 ＲＣ ４/０ 7,996 庁舎・事務所

警視庁  警視庁単身待機宿舎戸塚警察署戸塚寮監理  東京都 ＲＣ ５/０ 2,850 共同住宅

帝都高速度交通営団  末広町駅一般トイレ新設その他  東京都 ＲＣ 交通施設

東関東道路ｴﾝｼﾞﾆｱ㈱  上越南IC管理施設  新潟県 Ｓ ２/０ 交通施設

 帝都高速度交通営団  二重橋前駅中柱補強に伴う広間ほか改良    東京都 ＲＣ 交通施設

 東京都住宅供給公社  (仮称)古石場一丁目都民住宅実施設計  東京都 ＲＣ １０/０ 8,311 共同住宅

 東京防衛施設局  下志津(9)浴場新設建築調査検討  千葉県 ＲＣ １/０ 504 その他施設

 横浜税関  山下埠頭出張所他３施設総合耐震診断  神奈川県 ＲＣ ５/０ 9,367 庁舎・事務所

 秦野市  本町中学校屋内運道場増改築  神奈川県 ＲＣ ２/０ 1,630 教育施設

 帝都高速度交通営団  ７号線東六本木（仮称）新設  東京都 ＲＣ 8,600 交通施設

 足立区  第十中学校他２校耐震補強  東京都 ＲＣ ４/０ 教育施設

 警視庁  警視庁有家族待機宿舎万月住宅改築監理  東京都 ＳＲＣ ８/０ 2,393 共同住宅

 東京防衛施設局  技本立川（１０）総合試験室改修  東京都 ＲＣ ２/０  庁舎・事務所

 水資源協会  高島平寮耐震診断業務  東京都 ＲＣ ３/０ 911 共同住宅

 帝都高速度交通営団  葛西駅ほか２棟高架橋耐震補強  東京都 ＲＣ 交通施設

 東京都  都営中層住宅小笠原二見台第２団地  東京都 ＲＣ ３/０  １棟１９戸 共同住宅

 横浜防衛施設局  厚木米軍（１０）倉庫建築  神奈川県 １/０ その他施設

 横浜防衛施設局  佐藤邸ほか９０件住宅防音  神奈川県 Ｗ一部ＲＣ その他施設
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埼玉県  草加警察署庁舎  埼玉県 ＳＲＣ ５/０ 8,080 庁舎・事務所

東京都  都営中層住宅小笠原沖村団地  東京都 ＲＣ ３/０ ６戸 共同住宅

東京防衛施設局  松戸（８）浴場改修  千葉県 ＲＣ １/０ 593 その他施設

東関東道路ｴﾝｼﾞﾆｱ㈱  常磐自動車道水戸管理事務所増築  茨城県 ＲＣ ２/０ 850 交通施設

東京都  都営住宅耐震診断（その１７）  東京都 ＲＣ    １５棟 共同住宅

横浜防衛施設局  横潜基（８）庁舎  神奈川県 ＳＲＣ ８/０ 5,556 庁舎・事務所

 雇用振興協会東京支所  特殊建築物定期調査（雇用促進住宅５宿舎）  東京都他 ＲＣ ５/０ ５宿舎 共同住宅

 足立区  第十中学校他２校耐震診断及び補強設計  東京都 ＲＣ ４/０ 16,258 教育施設

 東京防衛施設局  古河（９）厚生施設  茨城県 ＲＣ １/０ 680 庁舎・事務所

 東京都住宅供給公社  辰巳一丁目他２団地耐震改修設計  東京都 ＲＣ ４/０ ３棟 共同住宅

 東京都水道局  朝霞浄水場変電所現場監視室  東京都 ＲＣ １/０ 110 庁舎・事務所

 東京都  都住桐ヶ丘アパート改善建物設計（その３）  東京都 ＲＣ ４/０ ６棟２００戸 共同住宅

 横浜防衛施設局  ５研（９）管理室建築設計  神奈川県 ＲＣ ３/０ 816 庁舎・事務所

 雇用促進事業団  雇用促進住宅秋多宿舎狭隘改修（５号棟）  東京都 ＲＣ ５/０ 1,460 共同住宅

 伊勢原市  市営三本松住宅基本設計  神奈川県 ＲＣ ３/０ ２４戸 共同住宅

 二宮町  消防庁舎補強改修増設  神奈川県 ＲＣ ２/０ 1,188 庁舎・事務所

 東関東道路ｴﾝｼﾞﾆｱ㈱  東北自動車道トルゲート耐震対策設計 　鹿沼ICほか７ヶ所  栃木県 交通施設

 帝都高速度交通営団  地下鉄下谷ビルほか３棟耐震診断調査  東京都 ＳＲＣ ７/０ 5,503 庁舎・事務所

 横浜防衛施設局  ５研（９）建物調査検討  神奈川県 ＲＣ ２/０ 1,580 庁舎・事務所

 横浜防衛施設局  木村邸ほか１８６件住宅防音  神奈川県 Ｗ一部ＲＣ その他施設
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大蔵省  弦巻寮（１号棟）改修  東京都 ＲＣ ３/０ 798 共同住宅

伊勢原市  三本松住宅建設基本計画   神奈川県 ＲＣ ３/０ ２４戸 共同住宅

東関東道路ｴﾝｼﾞﾆｱ㈱  東北自動車道浦和IC管理施設基本  埼玉県 Ｓ １/０ 1,500 交通施設

東京防衛施設局  宇都宮（７）浴場新設  栃木県 ＲＣ １/０ 302 その他施設

栃木県  県立県北体育館監理  栃木県 ＳＲＣ ２/０ 10,000 体育施設

雇用振興協会東京支所  特殊建築物定期調査（雇用促進住宅４宿舎）  東京都 ＲＣ ５/０ ２１棟 共同住宅

東京都  都立芝商業高校弓道場その他監理  東京都 ＲＣ ２/０ 316 教育施設

東京都  都立農芸高等学校（７）改築  東京都 ＳＲＣ ４/０ 17,882 教育施設

㈲諸星  諸星第一事業所設計監理  神奈川県 ＲＣ ４/０ 17,573 その他施設

日本放送協会  羽沢寮新築設計監理  東京都 ＲＣ ３/０ 2,750 共同住宅

横浜防衛施設局  池子米軍（７）低層住宅監理  神奈川県 ＲＣ ２/０ 　　　５棟 その他施設

東京防衛施設局  古河（８）浴場新設  茨城県 ＲＣ １/０ 293 その他施設

東関東道路ｴﾝｼﾞﾆｱ㈱  東京第一管理局管内PCトールゲート上屋耐震　東京TB他17ヶ処
 東京都
静岡県

Ｓ 交通施設

横浜防衛施設局  武山（８）隊舎  神奈川県 ＲＣ ４/０ 7,996 庁舎・事務所

雇用促進事業団  雇用促進住宅秋多宿舎狭隘宿舎改修２号棟  東京都 ＲＣ ５/０ 1,460 共同住宅

東京都  都営住宅国立北三丁目第２団地整備設計  東京都 30,240 共同住宅

東京防衛施設局  宇都宮（８）厚生施設  栃木県 ＲＣ １/０ 1,266 庁舎・事務所

横浜防衛施設局  池子米軍（８）管理棟その他  神奈川県 ＲＣ ３/０ 1,733 庁舎・事務所

帝都高速度交通営団  浅草駅ビル他４棟耐震診断調査  東京都 ＲＣ ７/０ 　　　５棟 庁舎・事務所

横浜防衛施設局  坂本邸他　110件　住宅防音  神奈川県 Ｗ一部ＲＣ その他施設
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警視庁  単身待機宿舎戸塚寮改築  東京都 ＲＣ ４/０ 2,700 共同住宅

大蔵省  西早稲田寮  東京都 ＲＣ ３/０ 904 共同住宅

東京都  都営高層住宅南水元一丁目第３団地  東京都 ＲＣ ７/０ 4,913 共同住宅

東京都  都営高層住宅南水元一丁目第４団地  東京都 ＲＣ ５/０ 2,136 共同住宅

東関東道路ｴﾝｼﾞﾆｱ㈱  常磐自動車道三郷TB他車限タワー  埼玉県 Ｓ ３/０ 283 交通施設

関東財務局  狭山ヶ丘住宅監理  埼玉県 ＲＣ ９/０ 7,564 共同住宅

東京都  都営中層住宅小川西町五丁目団地車イス住宅内装  東京都 ＲＣ ５/０ 110 共同住宅

東京防衛施設局  勝田（６）浴場等新設調査検討  茨城県 ＲＣ １/０ 706 その他施設

東関東道路ｴﾝｼﾞﾆｱ㈱  東京湾横断道路神納IC（山側）管理施設  千葉県 ＲＣ １/０ 438 交通施設

東関東道路ｴﾝｼﾞﾆｱ㈱  東北自動車道館林IC料金所増改築  群馬県 ＲＣ １/０ 574 交通施設

東京都住宅供給公社  （仮称）古石場一丁目都民住宅基本  東京都 ＲＣ ８/０ 8,000 共同住宅

雇用促進事業団  雇用促進住宅秋多宿舎狭隘宿舎改修（１号棟）  東京都 ＲＣ ５/０ 1,460 共同住宅

東関東道路ｴﾝｼﾞﾆｱ㈱  東北自動車道郡山管内料金所外装改修  福島県 ＲＣ １/０ 927 交通施設

警視庁  有家族待機宿舎万月住宅改築  東京都 ＳＲＣ ８/０ 2,554 共同住宅

東京都  都営高層住宅三鷹牟礼六丁目団地  東京都 ＳＲＣ ２/０ 　　　170戸 共同住宅

東関東道路ｴﾝｼﾞﾆｱ㈱  東京湾横断道路木更津IC（海側）管理施設  千葉県 Ｓ ２/０ 2,200 交通施設

帝都高速度交通営団  中目黒技術区詰所建物改良  東京都 ＲＣ ４/０ 庁舎・事務所

横浜税関  本牧埠頭出張所外壁等整備  神奈川県 ＲＣ ４/０ 2,950 庁舎・事務所

横浜防衛施設局  田村邸他　118件　住宅防音  神奈川県 Ｗ一部ＲＣ その他施設

東関東道路ｴﾝｼﾞﾆｱ㈱  東京第二管理局交通管制室増築  埼玉県 Ｓ ２/０ 1,150 交通施設
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帝都高速度交通営団  ７号線東大前駅（仮称）  東京都 ＲＣ 6,000 交通施設

開成町  開成町福祉センター監理  神奈川県 ＲＣ ３/０ 3,000 庁舎・事務所

東京都  都立芝商業高等学校改築監理  東京都 ＳＲＣ ８/０ 16,491 教育施設

横浜防衛施設局  池子米軍低層住宅  神奈川県 ＲＣ ２/０ ７棟 共同住宅

住宅都市整備公団関東支社  領家立野団地の建替に係わる基本計画策定  埼玉県 ＲＣ ４/０ 3,484　４棟 共同住宅

大蔵省  王子寮電気設備改修  東京都 ＲＣ ５/０ 684 共同住宅

大蔵省  四谷住宅ほか電気設備改修  東京都 ＲＣ １１棟 共同住宅

東京都  都営高層住宅国立北三丁目第２団地  東京都 ＳＲＣ ７-１２/０ 37,990　６棟 共同住宅

東京都  都営住宅南水元一丁目団地ほか１団地基本  東京都 ＲＣ ２棟９６戸 共同住宅

横浜防衛施設局  池子米軍（５）低層住宅監理  神奈川県 ＲＣ ２/０ ４１棟 共同住宅

警視庁  有家族待機宿舎清明住宅監理  東京都 ＲＣ ４/０ 2,580 共同住宅

雇用促進事業団  雇用促進住宅秋多宿舎狭隘宿舎改修  東京都 ＲＣ ５/０ 1,460 共同住宅

東京国税局  板橋税務署外壁補修その他  東京都 ＲＣ ４/０ 3,902 庁舎・事務所

東京国税局  浅草税務署外壁補修その他  東京都 ＲＣ ６/０ 3,711 庁舎・事務所

雇用促進事業団  雇用促進住宅小比企宿舎狭隘宿舎改修  東京都 ＲＣ ５/０ 1,240 共同住宅

横浜防衛施設局  池子米軍（６）東地区低層住宅  神奈川県 ＲＣ ２/０ ５棟 共同住宅

住宅都市整備公団関東支社  上木崎団地の建替調査  埼玉県 ＲＣ ５/０ 3,400　２棟 共同住宅

栃木県  県立県北体育館  栃木県 ＳＲＣ ２/０ 10,000 体育施設

横浜防衛施設局  加藤邸他　120件　住宅防音  神奈川県 Ｗ一部ＲＣ その他施設

東関東道路ｴﾝｼﾞﾆｱ㈱  東名高速道路御殿場ＩＣ車庫増築他  静岡県 Ｓ １/０ 201 交通施設
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東京都  都営高層住宅西綾瀬三丁目第２団地  東京都 ＳＲＣ ４-９/０ ３棟１５２戸 共同住宅

大蔵省  王子寮増築ほか  東京都 ＲＣ ５/０ 2,339 共同住宅

倉並喜代晴  （仮称）倉並ビル  東京都 ＲＣ ７/０ 635 庁舎・事務所

開成町  （仮称）開成町福祉センター  　　プロポーザル方式設計当選  神奈川県 ＲＣ ３/０ 3,237 医療・福祉施設

関東財務局  松戸第３住宅監理  千葉県 ＲＣ ９/０ １棟１３４戸 共同住宅

関東財務局  小室住宅第３工区監理  千葉県 ＲＣ ９/０ １棟 ５７戸 共同住宅

警視庁  有家族待機宿舎南成瀬住宅監理  東京都 ＳＲＣ ７/１ 6,175 共同住宅

足立区  総合スポーツセンターテニスコート管理棟  東京都 ＲＣ ２/０ 700 庁舎・事務所

雇用促進事業団  雇用促進住宅大谷宿舎狭隘宿舎改修（５号棟）  埼玉県 ＲＣ ５/０ 1,600 共同住宅

埼玉県警察本部  熊谷警察署庁舎  埼玉県 ＲＣ 4/０ 3,850 庁舎・事務所

自警会  目黒住宅１～５号館建築設備定期検査  東京都 ＲＣ ３-５/０ ５棟 共同住宅

横浜防衛施設局  池子米軍（５）低層住宅  神奈川県 ＲＣ ２/０ ４１棟 共同住宅

関東財務局  狭山ヶ丘住宅  埼玉県 ＲＣ ９-１０/０ 10,320 共同住宅

東京都  都営高層住宅小川西町二丁目第２団地  東京都 ＳＲＣ ５-８/０ ４棟２３５戸 共同住宅

東京都  都住立川栄町五丁目団地整備設計  東京都 共同住宅

東京都  都営高層住宅国立北三丁目第２団地（国立市施設：市民ﾌﾟﾗｻﾞ・保育園）建物基本  東京都 ＲＣ 住宅６棟　４８７戸 共同住宅

東京都  都営高層住宅西綾瀬三丁目第２団地その２  東京都 ＳＲＣ ６/０ 3,458 共同住宅

松田町  福祉センター（仮称）建設基本計画  神奈川県 ＲＣ ３/０ 2,438 庁舎・事務所

横浜防衛施設局  鈴木邸他　115件　住宅防音  神奈川県 Ｗ一部ＲＣ その他施設

横浜防衛施設局  池子米軍（４）低層住宅監理  神奈川県 ＲＣ ２/０ ７棟 その他施設
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警視庁  有家族待機宿舎王子住宅監理  東京都 ＳＲＣ １０/０ 4,252 共同住宅

東京都  都立芝商業高等学校改築  東京都 ＳＲＣ ８/０ 15,792 教育施設

東京都  都営住宅西綾瀬三丁目第２団地基本  東京都 ＳＲＣ ９/０ ２棟１７０戸 共同住宅

東京都  都営高層住宅三鷹下連雀七丁目団地（その２）  東京都 ＳＲＣ ８/０ ４棟１３２戸 共同住宅

関東財務局  公務員宿舎標準・基本  千葉県 ＲＣ ８/０ ４棟３７１戸 共同住宅

武蔵建設(合)  本社社屋  東京都 ＲＣ ３/０ 467 庁舎・事務所

平塚市  消防出張所庁舎  神奈川県 ＲＣ ２/０ 1,000 庁舎・事務所

秦野市  消防署南分署監理  神奈川県 ＲＣ ３/０ 830 庁舎・事務所

二宮町  庁舎改修  神奈川県 ＲＣ ３/０ 3,157 庁舎・事務所

東京都  都営住宅小笠原清瀬団地  東京都 ＲＣ ４/０ １棟 共同住宅

雇用促進事業団  雇用促進住宅大谷宿舎狭隘改修（４号棟）  埼玉県 ＲＣ ５/０ 1,600 共同住宅

東京都  都営中高層住宅小川西町五丁目団地  東京都 ＳＲＣ ５-１０/０ ６棟２９７戸 共同住宅

横浜防衛施設局  池子米軍（４）低層住宅  神奈川県 ＲＣ ２/０ 1,827 共同住宅

警視庁  有家族待機宿舎清明住宅  東京都 ＲＣ ４/０ 2,586 共同住宅

関東財務局  松戸第３住宅  千葉県 ＷＲＣ ９/０ １棟１３４戸 共同住宅

東京都  都営住宅西綾瀬三丁目第２団地（基）  東京都 ＳＲＣ ４-１０/０ ３棟１５２戸 共同住宅

関東財務局  宮崎台住宅屋外排水設備改良ほか  神奈川県 共同住宅

埼玉県警察本部  久喜独身寮  埼玉県 ＲＣ ３/０ 1,500 共同住宅

関東財務局  公務員宿舎Ｃほか標準設計  千葉県 ＲＣ ９-１０/０ 17,792　２棟 共同住宅

横浜防衛施設局  田中邸他　135件　住宅防音  神奈川県 Ｗ一部ＲＣ その他施設
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関東財務局  南柏住宅第２回  千葉県 ＳＲＣ １４/０ ２棟 共同住宅

東京都  第五地区基本構想検討調査その１（大島・小松川地区市街地再開発）  東京都 その他施設

埼玉県  秩父警察署庁舎  埼玉県 ＲＣ ３/０ 2,800 庁舎・事務所

帝都高速度交通営団  入谷駅改良  東京都 ＲＣ 交通施設

帝都高速度交通営団  広尾駅改良  東京都 ＲＣ 交通施設

東京都住宅供給公社  （仮称）小菅一丁目住宅基本  東京都 ＲＣ ５/０ ２０戸 共同住宅

秦野市  消防署南分署（仮称）  神奈川県 ＲＣ ２/０ 830 庁舎・事務所

雇用促進事業団  雇用促進住宅大谷宿舎狭隘（３号棟）改修  埼玉県 ＲＣ ５/０ 1,600 共同住宅

東京都  都営高層住宅国分寺西町団地  東京都 ＳＲＣ ７/０ ７８戸 共同住宅

東京都  都営中層住宅立川栄町五丁目団地  東京都 ＲＣ ４/０ ２８戸 共同住宅

東京消防庁  矢口消防署西蒲田出張所庁舎  東京都 ＳＲＣ ８/１ 1,618 庁舎・事務所

警視庁  有家族待機宿舎南成瀬住宅  東京都 ＳＲＣ ７/１ 6,175 共同住宅

東京都住宅供給公社  （仮称）小菅一丁目都民住宅  東京都 ＲＣ ６/０ 2,360 共同住宅

二宮町  庁舎総合診断業務  神奈川県 ＲＣ ３/１ 4,996 庁舎・事務所

神奈川県  平塚保健所監理  神奈川県 ＲＣ ３/１ 3,200 庁舎・事務所

東京都  都営住宅芝浦一丁目団地基本  東京都 ＲＣ ６/０ 5,700 共同住宅

東京都  都営高層住宅三鷹下連雀七丁目団地  東京都 ＳＲＣ ８/０ ２棟９６戸 共同住宅

㈱秋月  青山秋月ギャラリ－内装  東京都 ＲＣ 85 その他施設

自警会  目黒住宅１－５号館建築設備定期検査報告  東京都 ＲＣ ５/０ 8,692 共同住宅

真鶴町  町民センタ－建築設備定期検査報告  神奈川県 ＲＣ ３/１ 2,600 庁舎・事務所

横浜防衛施設局  田中邸他　135件　住宅防音  神奈川県 Ｗ一部ＲＣ その他施設
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平成２年 【年代別　設計実績概要】

発注者 件名 所在地 構造 階数
（地上/地下）

延面積(㎡) 建物種別

二宮町  （仮称）二宮町文化センター  神奈川県 ＲＣ ３/０ 2,700 庁舎・事務所

杉並区  馬橋出張所改築  東京都 ＲＣ ２/０ 400 庁舎・事務所

神奈川県  平塚保健所  神奈川県 ＲＣ ３/１ 3,200 庁舎・事務所

自警会  やよい寮  東京都 ＲＣ ２/１ 400 共同住宅

埼玉県警察本部  自動車整備工場  埼玉県 Ｓ ２/０ 1,920 その他施設

足立区  関原一丁目ふれあいコミュニティ住宅  東京都 ＲＣ ３/０ 828 その他施設

足立区  本木一丁目コミュニティ住宅  東京都 ＲＣ ４/０ 539 その他施設

埼玉県警察本部  狭山署黒須派出所  埼玉県 ＲＣ ２/０ 70 庁舎・事務所

帝都高速度交通営団  ７号線志茂駅（仮称）  東京都 ＲＣ 交通施設

帝都高速度交通営団  神楽坂駅改良  東京都 ＲＣ 交通施設

東京都  調布福祉作業所食堂改修他  東京都 ＲＣ ２/０ 100 庁舎・事務所

平塚市  山城地域こどもの家  神奈川県 ログハウス １/０ 300 教育施設

東京都  都営高層住宅調布深大寺東町八丁目団地他  東京都 ＳＲＣ ７/０ ４９戸 共同住宅

警視庁  有家族待機宿舎王子住宅改築  東京都 ＳＲＣ ９/０ 3,889 共同住宅

関東財務局  新柏住宅監理  千葉県 ＳＲＣ １４/０ ３棟 共同住宅

東京都  都営中層小笠原清瀬団地  東京都 ＲＣ ４/０ ２棟 共同住宅

自警会  市ヶ谷分室監理  東京都 ＲＣ ２/１ 400 庁舎・事務所

真鶴町  町民センター建築設備定期検査報告  神奈川県 ＲＣ ３/１ 2,600 庁舎・事務所

横浜防衛施設局  水島邸他　115件　住宅防音  神奈川県 Ｗ一部ＲＣ その他施設
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平成元年 【年代別　設計実績概要】

発注者 件名 所在地 構造 階数
（地上/地下）

延面積(㎡) 建物種別

㈱古川ビル  古川ビル  東京都 ＳＲＣ ７/１ 620 庁舎・事務所

鈴木　稔  松風ビル  東京都 ＳＲＣ ７/１ 788 庁舎・事務所

帝都高速度交通営団  池袋駅（丸）乗降場ほか改良実施設計  東京都 ＲＣ 交通施設

㈱都設計  ダイヤモンドハウス三鷹台  東京都 ＲＣ ３/０ 411 共同住宅

東京消防庁  芝浦寮模様替えその他  東京都 ＳＲＣ ６/０ 4,758 共同住宅

足立区  日ノ出町保育園園舎改修  東京都 ＲＣ ２/０ 869 教育施設

関東財務局  新井第３住宅新築監督業務  東京都 ＲＣ ５/０ 4,222 共同住宅

横浜防衛施設局  浜松（１）施設建築設計  静岡県 ＲＣ １/０ 285 庁舎・事務所

神奈川県  平塚市保健所（調査）　　プロポーザル方式設計当選  神奈川県 ＲＣ ３/１ 3,200 庁舎・事務所

丸一運輸㈱  丸一運輸㈱社屋  神奈川県 ＲＣ ３/０ 750 庁舎・事務所

三和食品㈱  三和食品江戸川独身寮  東京都 ＲＣ ７/１ 4,150 共同住宅

自警会  やよい寮新築に伴う調査  東京都 ＲＣ ２/１ 282 共同住宅

東京都  都営中層住宅国分寺西町五丁目ほか１団地建物・基本設計  東京都 ＲＣ ５/０ 13,723 共同住宅

帝都高速度交通営団  飯田橋駅㈲改良ほか建築設計  東京都 ＲＣ 交通施設

埼玉県警察本部  機動センター第２期改修  埼玉県 Ｓ ２/０ 1,418 庁舎・事務所

杉並区  馬橋出張所改築に伴う調査  東京都 ＲＣ ２/０ 400 庁舎・事務所

(財)自警会  目黒住宅１－５号館建築設備定期検査報告  東京都 ＲＣ ５/０ 8,692 共同住宅

真鶴町  町民センター建築設備定期検査報告  神奈川県 ＲＣ ３/１ 2,600 庁舎・事務所

東京防衛施設局  伊藤邸他　85件住宅防音  東京都 Ｗ その他施設

横浜防衛施設局  三浦邸他　110件　住宅防音  神奈川県 Ｗ一部ＲＣ その他施設
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昭和６３年 【年代別　設計実績概要】

発注者 件名 所在地 構造 階数
（地上/地下）

延面積(㎡) 建物種別

東京都  都立富士高等学校改築  東京都 ＲＣ ５/０ 14,140 教育施設

第一セメント㈱  船橋新倉庫（仮称）  千葉県 Ｓ ２/０ 10,590 その他施設

杉崎淳一郎  杉崎ビル  東京都 ＲＣ ６/０ 430 庁舎・事務所

帝都高速度交通営団  新御茶ノ水駅改良  東京都 ＲＣ 7,600 交通施設

東京都  都営住宅長後町アパート改善建物  東京都 ＲＣ ４/０ ６０戸 共同住宅

雇用促進事業団  雇用促進住宅愛生宿舎狭隘宿舎(改)７号棟  千葉県 ＲＣ ５/０ 1,600 共同住宅

警視庁  杉並警察署高円寺派出所庁舎  東京都 ＲＣ ３/０ 42 庁舎・事務所

警視庁  中野警察署栄町通派出所庁舎  東京都 ＲＣ ２/０ 42 庁舎・事務所

伊勢原市  市営千津住宅建設事業実施  神奈川県 ＲＣ ５/０ 1,296 共同住宅

(財)横浜市建築保全公社  市営港湾病院屋上防水改修及内部塗装  神奈川県 ＲＣ ６/０ 6,500 医療・福祉施設

(財)自警会  目黒荘４号館外部改修  東京都 ＲＣ ５/０ 3,388 共同住宅

帝都高速度交通営団  深川総合運動場自動車車庫  東京都 Ｓ １/０ 112 その他施設

東京都  災害対策要員用住宅（林野庁跡地）  東京都 ＲＣ ３/０ 1,318 共同住宅

二宮町  （仮称）二宮町文化センター基本  神奈川県 ＲＣ ３/０ 4,000 庁舎・事務所

茂呂隆  中條ハイツ  神奈川県 ＲＣ ５/１ 2,244 共同住宅

横浜防衛施設局  池子米軍(63)家族住宅  神奈川県 ＲＣ ２/０ 571 共同住宅

雇用促進事業団  雇用促進住宅市原・千種宿舎改修・補修  千葉県 ＲＣ 共同住宅

真鶴町  町民センター建設設備定期検査報告  神奈川県 ＲＣ ３/１ 2,600 庁舎・事務所

東京防衛施設局  田中邸他80件住宅防音  東京都 Ｗ その他施設

横浜防衛施設局  野崎邸他183件住宅防音  神奈川県 Ｗ その他施設
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昭和６２年 【年代別　設計実績概要】

発注者 件名 所在地 構造 階数
（地上/地下）

延面積(㎡) 建物種別

鍛冶イク  加賀屋ビル  東京都 ＳＲＣ ９/１ 906 庁舎・事務所

水谷　保  大門飯店ビル  東京都 Ｓ ５/１ 252 庁舎・事務所

上田砂利産業㈱  山手ビル２号館  東京都 ＳＲＣ ８/１ 1,693 庁舎・事務所

雇用促進事業団  雇用促進住宅愛生宿舎狭隘宿舎（改）５号・６号棟  千葉県 ＲＣ ５/０ 3,200 共同住宅

埼玉県警察本部  加須警察署庁舎増築  埼玉県 ＲＣ ３/０ 1,441 庁舎・事務所

平塚市  旭陵中学校校舎  神奈川県 ＲＣ ３/０ 5,389 教育施設

小山信行  小山ビル  神奈川県 ＲＣ ５/１ 745 庁舎・事務所

帝都高速度交通営団  二重橋前駅乗降場ほか改良  東京都 ＲＣ 8,500 交通施設

警視庁  富坂警察署庁舎増築  東京都 Ｓ ３/０ 740 庁舎・事務所

伊勢原市  市営千津住宅建設事業（基本）  神奈川県 ＲＣ ５/０ 1,000 共同住宅

神奈川県  湘南高校本館改修  神奈川県 ＲＣ ３/０ 2,833 教育施設

埼玉県警察本部  狭山署水富派出所  埼玉県 ＲＣ ２/０ 66 庁舎・事務所

道路施設協会  九州自動車道吉志P・A（上下線）売店  北九州市 Ｓ １/０ 316 交通施設

平塚市  旭陵中学校屋内運動場  神奈川県 ＲＣ ２/０ 1,550 教育施設

㈱都設計  目黒本町ビル  東京都 ＳＲＣ ４/１ 2,614 庁舎・事務所

岩谷産業㈱  小田原工場  神奈川県 Ｓ ２/０ 272 その他施設

(財)自警会  目黒荘（１－５号館）建築設備定期検査報告  東京都 ＲＣ ５/０ 8,692 共同住宅

雇用促進事業団  雇用促進住宅市原、五所宮、迎田改修  千葉県 ＲＣ 共同住宅

東京防衛施設局  鈴木邸他114件住宅防音  東京都 Ｗ その他施設

横浜防衛施設局  平沼邸他152件住宅防音  神奈川県 Ｗ その他施設
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昭和６１年 【年代別　設計実績概要】

発注者 件名 所在地 構造 階数
（地上/地下）

延面積(㎡) 建物種別

大田区  大森第六小学校造改修  東京都 ＲＣ ４/０ 教育施設

横浜防衛施設局  座間整備用格納庫  神奈川県 ＳＲＣ ２/０ 3,038 庁舎・事務所

横浜防衛施設局  池子米軍家族住宅低層住宅  神奈川県 ＲＣ ４/０ ９６棟５０６戸 共同住宅

自警会  鷺の宮荘２号館外壁改修調査  東京都 ＲＣ ４/０ 1,300 共同住宅

雇用促進事業団  雇用促進住宅愛王宿舎狭隘宿舎(改)　４号棟  千葉県 ＲＣ ５/０ 1,600 共同住宅

横浜防衛施設局  池子米軍家族住宅ボイラー室新設  神奈川県 Ｓ ５/０ 613 共同住宅

自警会  北加平荘職員寮  東京都 ＲＣ ２/０ 680 共同住宅

帝都高速度交通営団  新高円寺駅乗降場ほか改良  東京都 ＲＣ 1,270 交通施設

埼玉県警本部  加須警察署々長公舎  埼玉県 W ２/０ 90 その他施設

施設エンジニア㈱  日本道路公団京葉地区単身合宿  千葉県 ＲＣ ４/０ 1,100 共同住宅

㈱日本創芸教育  日本創芸教育ビル  東京都 ＲＣ ３/１ 462 庁舎・事務所

㈱ｵｰﾄﾗﾏﾖｺﾊﾏ  オートラマ「湘南」開発行為その他許可申請  神奈川県 1,834 その他施設

東京消防庁  渋谷消防署原宿出張所庁舎  東京都 ＳＲＣ ３/０ 650 庁舎・事務所

渡瀬俊雄  渡瀬ビル  東京都 ＳＲＣ ８/１ 1,105 庁舎・事務所

羽村町  東保育園防音機能復旧（建具取替）工事  東京都 ＲＣ ２/０ 375 教育施設

帝都高速度交通営団  ７号線調査工事監督員詰所  東京都 ＲＣ 114 交通施設

埼玉県警察本部  川越署プレハブ庁舎新移築  埼玉県 庁舎・事務所

アサミ工業㈱  日本セラミック化学㈱厚真工場計画案  北海道 その他施設

東京防衛施設局  安藤邸他163件住宅防音  東京都 Ｗ その他施設

横浜防衛施設局  長島邸他193件住宅防音  神奈川県 Ｗ その他施設
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昭和６０年 【年代別　設計実績概要】

発注者 件名 所在地 構造 階数
（地上/地下）

延面積(㎡) 建物種別

神奈川県  並木住宅　（団地１０棟）  神奈川県 ＰＣ ３/０ 17,000 共同住宅

二宮町  二宮中学校特別教室棟改築  神奈川県 ＲＣ ３/０ 2,670 教育施設

帝都高速度交通営団  和光技術区  埼玉県 ＲＣ ２/１ 1,650 庁舎・事務所

㈱白雲閣  白雲閣（冠婚葬祭会館）  神奈川県 ＲＣ一部Ｓ ３/０ 2,100 その他施設

埼玉県警察本部  農事試験場建物等解体調査  埼玉県 ＲＣ その他施設

埼玉県警察本部  狭山警察署庁舎  埼玉県 ＲＣ ３/０ 3,100 庁舎・事務所

開成町  新町民センター　　プロポーザル方式設計当選  神奈川県 ＲＣ ３/０ 3,112 庁舎・事務所

神奈川県警察本部  幸警察署増築  神奈川県 ＲＣ ３/０ 1,600 庁舎・事務所

帝都高速度交通営団  神田駅乗降場ほか改良  東京都 ＲＣ 3,400 交通施設

国家公務員共済組合連合会  横浜集会所防火改修その他  神奈川県 ＲＣ ３/０ 庁舎・事務所

雇用促進事業団  雇用促進住宅愛生宿舎狭隘宿舎(改)３号棟  千葉県 ＲＣ ５/０ 1,600 共同住宅

日本道路公団  東名高速道路小笠PA休憩施設(改)  静岡県 ＣＢ １/０ 76 交通施設

日本道路公団  京葉道路船橋営業所空調設備(改)他  千葉県 ＲＣ 共同住宅

自警会  鷺の宮荘１号館外壁改修調査  東京都 ＲＣ ４/０ 1,260 共同住宅

埼玉県警察本部  狭山警察署敷地造成  埼玉県 8,004 庁舎・事務所

横浜防衛施設局  座間消防署（その１）  神奈川県 ＲＣ １/０ 492 庁舎・事務所

東京防衛施設局  斎藤邸他162件住宅防音  東京都 Ｗ その他施設

横浜防衛施設局  鈴木邸他217件住宅防音  神奈川県 Ｗ その他施設
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昭和５９年 【年代別　設計実績概要】

発注者 件名 所在地 構造 階数
（地上/地下）

延面積(㎡) 建物種別

警視庁  大井警察署  東京都 Ｓ ４/１ 3,994 庁舎・事務所

埼玉県警察本部  朝霞待機宿舎  埼玉県 ＲＣ ３/０ 792 共同住宅

伊澤政枝・森勉  芝公園ビル  東京都 ＲＣ ７/０ 2,313 庁舎・事務所

津久井町  中央小学校屋内運動場  神奈川県 ＲＣ一部Ｓ １/０ 950 教育施設

伊勢原市  市営峰岸住宅第２期  神奈川県 ＲＣ ４/０ 2,300 共同住宅

埼玉県警察本部  警察官待機宿舎（大宮）  埼玉県 ＲＣ ３/０ 792 共同住宅

横浜市  仲尾台中学校格技場及びプール  神奈川県 ＲＣ一部Ｓ ３/０ 1,400 教育施設

(有)丸七  かに千代田厚木店内装  神奈川県 ＲＣ １/０ 160 その他施設

東京防衛施設局  石見邸他124件住宅防音  東京都 W その他施設

横浜防衛施設局  渡邊邸他298件住宅防音  神奈川県 W その他施設
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（地上/地下）

延面積(㎡) 建物種別

大田区  北嶺町保育園  東京都 ＲＣ ２/０ 685 教育施設

伊勢原市  市営峰岸住宅１期  神奈川県 ＲＣ ４/０ 2,300 共同住宅

神奈川県警察本部  待機宿舎（久里浜）  神奈川県 ＲＣ ３/０ 670 共同住宅

埼玉県警察本部  久喜東鷲宮駅前派出所  埼玉県 ＲＣ ２/０ 66 庁舎・事務所

山川眞  ホワイトビル（計画）  東京都 ＲＣ ５/０ 275 庁舎・事務所

帝都高速度交通営団  四ッ谷軌道区ほかモ－タ－カ－庫  東京都 Ｓ １/０ 交通施設

大田区  大森第五小学校外一校改造  東京都 Ｓ ２/０ 65 教育施設

二宮町  社会福祉センタ－大ホ－ル改修  神奈川県 ＲＣ ３/０ 2,293 医療・福祉施設

二宮町  二宮町庁舎増築その他  神奈川県 ＲＣ ３/０ 22 庁舎・事務所

横浜市  大網小学校管理諸室特別教室改造  神奈川県 ＲＣ ３/０ 3,150 教育施設

東京防衛施設局  木村邸135件他住宅防音  東京都 Ｗ その他施設

横浜防衛施設局  小倉邸他182件住宅防音  神奈川県 Ｗ その他施設
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延面積(㎡) 建物種別

平塚市  山下小学校  神奈川県 ＲＣ ４/０ 5,994 教育施設

真鶴町  町民センター　　競技設計１等  神奈川県 ＲＣ ３/１ 2,600 庁舎・事務所

帝都高速度交通営団  銀座駅（丸）出入口上家改良  東京都 ＲＣ １/０ 交通施設

中南信用金庫  茅ヶ崎支店  神奈川県 Ｓ ２/０ 310 庁舎・事務所

埼玉県警察本部  幸手警察署庁舎改修  埼玉県 ＲＣ ３/０ 830 庁舎・事務所

埼玉県警察本部  本庄待機宿舎  埼玉県 ＲＣ ３/０ 792 共同住宅

埼玉県警察本部  警察体育館・音楽隊合同庁舎  埼玉県 ＲＣ一部Ｓ ３/０ 4,050 庁舎・事務所

雇用促進事業団  雇用促進住宅勝沼宿舎  山梨県 ＲＣ ５/０ 4,900 共同住宅

㈱大野土建  長島邸  神奈川県 ＲＣ ３/０ 250 その他施設

東京都  既設都営住宅（江戸川二丁目ｱﾊﾟｰﾄ）改善事業にともなう調査　１３棟  東京都 ＲＣ 32,800 共同住宅

伊勢原市  市営峰岸住宅建設事業基本  神奈川県 ＲＣ ３/０ 2,300 共同住宅

東京防衛施設局  太田邸他106件住宅防音  東京都 Ｗ その他施設

横浜防衛施設局  金子邸他128件住宅防音  神奈川県 Ｗ その他施設
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発注者 件名 所在地 構造 階数
（地上/地下）

延面積(㎡) 建物種別

平塚市  太洋中学校夜間照明施設設備  神奈川県 ＲＣ 教育施設

雇用促進事業団  雇用促進住宅高道祖宿舎  茨城県 ＲＣ ５/０ 4,800 共同住宅

伊勢原市  山王中学校改築  神奈川県 ＲＣ ３/０ 2,900 教育施設

秦野市  堀川小学校  神奈川県 ＲＣ ４/０ 7,470 教育施設

国家公務員共済組合連合会  横浜集会所外壁改装その他  神奈川県 ＲＣ ４/０ 1,938 庁舎・事務所

埼玉県警察本部  越谷警察署庁舎  埼玉県 ＲＣ ３/０ 3,400 庁舎・事務所

神奈川県警察本部  相模原警察署庁舎  神奈川県 ＲＣ ５/１ 3,500 庁舎・事務所

横浜市  日吉南小学校増築  神奈川県 ＲＣ ２/０ 1,000 教育施設

帝都高速度交通営団  浅草駅冷房に伴う冷却塔基本  東京都 ＲＣ ５/０ 500 交通施設

帝都高速度交通営団  稲荷町駅券売機室その他  東京都 １/０ 交通施設

神奈川県  追浜職業訓練実習練改修（調査）  神奈川県 Ｓ １/０ 1,600 教育施設

二宮町  図書館改修  神奈川県 ＲＣ ２/０ 335 庁舎・事務所

二宮町  吾妻山自然利用施設に伴う企画調査  神奈川県 120,000 その他施設

東京防衛施設局  川口邸他42件住宅防音  東京都 Ｗ その他施設

横浜防衛施設局  鈴木邸99件住宅防音  神奈川県 Ｗ その他施設

大田建設業協同組合  渡辺邸他14件住宅防音  東京都 Ｗ その他施設
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発注者 件名 所在地 構造 階数
（地上/地下）

延面積(㎡) 建物種別

警視庁  警察官待機宿舎（本田寮）  東京都 ＲＣ ３/０ 1,734 共同住宅

神奈川県  自動車税管理事務所相模原支所  神奈川県 ＲＣ ３/０ 649 庁舎・事務所

埼玉県警察本部  東松山警察署庁舎　　昭和56年度全国警察施設ｺﾝｸｰﾙ金賞  埼玉県 ＲＣ ３/０ 2,564 庁舎・事務所

鎌倉青果協同組合  鎌倉青果市場  神奈川県 Ｓ ２/０ 2,800 その他施設

中禅寺湖漁業協同組合  日光水産センター養魚施設  栃木県 Ｓ １/０ その他施設

神奈川県警察本部  待機宿舎（相模原）  神奈川県 ＲＣ ４/０ 1,146 共同住宅

横浜市  山内中学校改築  神奈川県 ＲＣ ４/０ 842 教育施設

帝都高速度交通営団  落合駅券売機室ほか改良  東京都 ＲＣ １/０ 交通施設

神奈川県警察本部  相模原南警察署相南派出所他１件  神奈川県 ＲＣ ２/０ 100 庁舎・事務所

埼玉県警察本部  東松山（上野本）待機宿舎  埼玉県 ＲＣ ３/０ 799 共同住宅

伊勢原市  精進場住宅  神奈川県 ＲＣ ５/０ 1,256 共同住宅

埼玉県警察本部  朝霞署新座派出所  埼玉県 Ｓ １/０ 60 庁舎・事務所

埼玉県警察本部  東入間署大井派出所  埼玉県 Ｓ １/０ 60 庁舎・事務所

東京防衛施設局  杉浦邸他30件住宅防音  東京都 Ｗ その他施設

横浜防衛施設局  上川邸他65件住宅防音  神奈川県 Ｗ その他施設

大田区建設業協同組合  石井邸他10件住宅防音  東京都 Ｗ その他施設
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（地上/地下）

延面積(㎡) 建物種別

秦野市  西中学校校舎改築  神奈川県 ＲＣ ４/０ 3,500 教育施設

大田区  東糀谷老人いこいの家  東京都 ＲＣ ２/０ 462 医療・福祉施設

雇用促進事業団  雇用促進住宅大穂宿舎  茨城県 ＲＣ ４/０ 3,775 共同住宅

横浜市  南ヶ丘中学校改築  神奈川県 ＲＣ ４/０ 1,951 教育施設

神奈川県警察本部  待機宿舎（平塚）  神奈川県 ＲＣ ４/０ 1,375 共同住宅

二宮町  二宮町武道館  神奈川県 ＳＲＣ １/０ 600 体育施設

横浜市  井土ヶ谷小学校給食室改修  神奈川県 ＲＣ １/０ 300 教育施設

横浜市  西柴小学校給食室改修  神奈川県 ＲＣ １/０ 282 教育施設

東京都  都営高層住宅梅田三丁目団地  東京都 ＳＲＣ ９/０ 6,844 共同住宅

横浜市  金沢小学校給食室改築  神奈川県 ＲＣ １/０ 206 教育施設

植松又男  植松店舗付共同住宅  東京都 ＲＣ ５/０ 810 共同住宅

帝都高速度交通営団  銀座(日)他駅務室防災設備(改)  東京都 ＲＣ １/３ 3,157 交通施設

埼玉県警察本部  行田(長野)待機宿舎  埼玉県 ＲＣ ４/０ 800 共同住宅

東京防衛施設局  青木邸他45件住宅防音  東京都 Ｗ その他施設

横浜防衛施設局  山本邸他70件住宅防音  神奈川県 Ｗ その他施設
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栃木県漁業共同組合連合会  あゆ人工採苗施設  栃木県 ＲＣ １/０ 2,500 その他施設

神奈川県警察本部  戸塚東警察署  神奈川県 ＲＣ ４/０ 2,930 庁舎・事務所

埼玉県警察本部  川口東警察署  埼玉県 ＲＣ ３/０ 3,400 庁舎・事務所

平塚市  松延小学校  神奈川県 ＲＣ ４/０ 5,300 教育施設

小山市  小山運動公園クラブハウス　　競技設計１等  栃木県 ＲＣ ２/０ 700 体育施設

横浜市  浦島ヶ岡中学校改築  神奈川県 ＲＣ ４/０ 850 教育施設

横浜市  下田小学校給食棟増改築  神奈川県 ＲＣ １/０ 780 教育施設

埼玉県警察本部  鴻巣（東）待機宿舎  埼玉県 ＲＣ ３/０ 800 共同住宅

埼玉県警察本部  川越警察署庁舎冷暖房設備  埼玉県 ＲＣ ３/０ 1,643 庁舎・事務所

平塚市  教育会館  神奈川県 ＲＣ ３/０ 1,283 庁舎・事務所

横浜防衛施設局  小泉邸他56件住宅防音  神奈川県 Ｗ １/０ その他施設
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横浜市  新橋小学校増築  神奈川県 ＲＣ ４/０ 2,300 教育施設

日本道路公団  常磐自動車道土浦工事事務所  茨城県 Ｓ １/０ 630 庁舎・事務所

帝都高速度交通営団  綾瀬駅・京橋駅券売機室新設  東京都 Ｓ １/０ 交通施設

二宮町  二宮町庁舎  神奈川県 ＲＣ ３/１ 4,996 庁舎・事務所

帝都高速度交通営団  代々木技術区宿泊所  東京都 ＲＣ ２/０ 280 庁舎・事務所

帝都高速度交通営団  代々木技術区合宿所  東京都 ＲＣ ２/０ 392 庁舎・事務所

帝都高速度交通営団  行徳駅駅務室その他改良  千葉県 ＲＣ １/０ 110 交通施設

埼玉県警察本部  久喜（青葉）待機宿舎  埼玉県 ＲＣ ４/０ 896 共同住宅

東京防衛施設局  角田邸他25件住宅防音  東京都 W １/０ その他施設

横浜防衛施設局  山口邸他22件住宅防音  神奈川県 W １/０ その他施設
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日本住宅公団  東寺山団地管理事務室集会所  千葉県 ＲＣ １/０ 200 その他施設

㈱村山商会  村山商会工場増築  神奈川県 ＲＣ ２/０ 140 その他施設

横浜市  南ヶ丘中学校増築  神奈川県 ＲＣ ４/０ 970 教育施設

大久保初江  大久保邸  神奈川県 ＲＣ ３/０ 180 その他施設

㈲丸七  かに千代田店改築  神奈川県 ＲＣ １/０ 130 その他施設

平塚市  大野東中学校  神奈川県 ＲＣ ４/０ 5,436 教育施設

雇用促進事業団  雇用促進住宅石岡宿舎  茨城店 ＲＣ ５/０ 4,138 共同住宅

帝都高速度交通営団  上野、霞ヶ関、虎ノ門各駅舎自動出札施設  東京都 S ０/１ 交通施設

東京都  併存都営中層住宅富士見町第４団地  東京都 ＲＣ ４/０ 1,500 共同住宅

㈱辻由  ㈱辻由下妻支店  茨城県 S ２/０ 650 庁舎・事務所

八幡幹利  八幡内科医院  栃木県 ＲＣ ２/０ 310 医療・福祉施設
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平塚市  平塚市須賀保育園  神奈川県 ＲＣ ２/０ 600 教育施設

神奈川県  淡水魚増殖試験あゆ種苗池三期  神奈川県 Ｓ １/０ 2,050 その他施設

名古屋大学  総合保健体育科学センター  愛知県 Ｓ ３/０ 985 教育施設

㈱村山商会  竹葉亭  神奈川県 W ２/０ 189 その他施設

日本住宅公団  与野八王子団地集会所  埼玉県 ＲＣ １/０ 195 その他施設

大田区  大田区立千鳥児童館  東京都 ＲＣ ３/０ 500 教育施設
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秦野市  秦野市立東小学校  神奈川県 ＲＣ ３/０ 1,200 教育施設

栃木県警察本部  黒磯警察署  栃木県 ＲＣ ３/０ 1,882 庁舎・事務所

二宮町  二宮小学校講堂兼体育館  神奈川県 Ｓ １/０ 925 教育施設

小山市  小山市立養護老人ホーム  栃木県 ＲＣ ２/０ 750 医療・福祉施設

埼玉県警察本部  岩槻警察署  埼玉県 ＲＣ ３/０ 1,800 庁舎・事務所

二宮町  二宮町立第三小学校設計調査  神奈川県 ＲＣ ３/０ 7,085 教育施設
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小山市  小山市立豊田北小学校  栃木県 ＲＣ ３/０ 2,700 教育施設

埼玉県警察本部  朝霞署和光派出所  埼玉県 Ｓ ２/０ 80 庁舎・事務所

埼玉県警察本部  川越署北坂戸派出所  埼玉県 Ｓ １/０ 60 庁舎・事務所

埼玉県警察本部  大宮（日進）待機宿舎  埼玉県 ＲＣ ３/０ 690 共同住宅

栃木県  宇都宮農業高校普通教室増築  栃木県 ＲＣ ３/０ 1,700 教育施設

神奈川県警察本部  待機宿舎（茅ヶ崎）  神奈川県 ＲＣ ３/０ 2,000 共同住宅

埼玉県警察本部  大宮（高木）待機宿舎  埼玉県 ＲＣ ３/０ 690 共同住宅

神奈川県警察本部  藤沢警察署辻堂団地駐在所  神奈川県 ＣＢ ２/０ 65 庁舎・事務所

神奈川県警察本部  鎌倉警察署西鎌倉駐在所  神奈川県 ＣＢ １/０ 63 庁舎・事務所

神奈川県警察本部  松田警察署比奈窪駐在所  神奈川県 ＣＢ １/０ 60 庁舎・事務所

神奈川県警察本部  相模原警察署横浜派出所  神奈川県 ＣＢ １/０ 40 庁舎・事務所

神奈川県  あゆ種苗生産施設置工事調査  神奈川県 Ｓ １/０ その他施設

二宮町  二宮町立図書館  神奈川県 ＲＣ １/０ 140 庁舎・事務所

二宮町  二宮町庁舎  神奈川県 ＲＣ ０/１ 3,000 庁舎・事務所

三上剛志  三上医院  神奈川県 ＲＣ ３/０ 460 医療・福祉施設

神奈川県  淡水魚増殖試験場あゆ種苗池  神奈川県 Ｓ １/０ 2,050 その他施設
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川島達男  川島ビル  東京都 ＲＣ ５/０ 761 庁舎・事務所

東京都  東京都調布福祉作業所  東京都 ＲＣ ２/０ 787 庁舎・事務所

神奈川県警察本部  川和警察署  神奈川県 ＲＣ ４/０ 2,100 庁舎・事務所

二宮町  二宮町立学校給食センター附帯工事  神奈川県 ＲＣ ２/０ 656 その他施設

栃木県  栃木県自動車試験場庁舎  栃木県 ＲＣ ３/０ 5,200 庁舎・事務所

雇用促進事業団  雇用促進住宅見川宿舎  茨城店 ＲＣ ５/０ 3,200 共同住宅

雇用促進事業団  雇用促進住宅五所宮宿舎  茨城県 ＲＣ ５/０ 1,600 共同住宅

秦野市  秦野市立西公民館  神奈川県 ＲＣ ２/０ 1,040 庁舎・事務所

二宮町  二宮町社会福祉センター　　19回神奈川県下建築ｺﾝｸｰﾙ最優賞受賞  神奈川県 ＲＣ ３/０ 2,500 医療・福祉施設

埼玉県警察本部  坂戸待機宿舎  埼玉県 ＲＣ ４/０ 1,300 共同住宅

埼玉県警察本部  浦和待機宿舎  埼玉県 ＲＣ ４/０ 1,400 共同住宅

神奈川県警察本部  待機宿舎（相模原）  神奈川県 ＲＣ ４/０ 1,630 共同住宅
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埼玉県警察本部  浦和待機宿舎  埼玉県 ＲＣ ４/０ 970 共同住宅

埼玉県警察本部  草加警察署附属工事  埼玉県 庁舎・事務所

山梨県  山梨県魚苗センター基本設計　　（管理棟・付属棟建物3棟）  山梨県 ＲＣ ２/０ 1,020 その他施設

東京都  都立杉並工業高等学校プール及びその他工事  東京都 ＲＣ １/０ 950 教育施設

東京都  都立多摩工業高等学校プール及びその他工事  東京都 ＲＣ １/０ 950 教育施設

㈲東洋エース  Aマンション  東京都 ＲＣ ５/０ 400 共同住宅

神奈川県警察本部  警察学校生徒会館  神奈川県 ＲＣ ２/０ 750 庁舎・事務所

雇用促進事業団  雇用促進住宅見川宿舎  茨城県 ＲＣ ５/０ 3,200 共同住宅

栃木県  宇都宮農業高校  栃木県 ＲＣ ３/０ 1,080 教育施設

山梨県  山梨県魚苗センター第一期　　　（管理棟・付属棟建物3棟）  山梨県 ＲＣ ２/０ 1,020 その他施設

警視庁  警視庁航空隊庁舎及び宿舎  東京都 ＳＲＣ ３/０ 2,100 庁舎・事務所

二宮町  二宮町立学校給食センター  神奈川県 ＲＣ ２/０ 656 その他施設
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公立学校共済組合  富士キャンプ場  山梨県 ＲＣ ２/０ 1,500 その他施設

横須賀市医師会  医療教育センター  神奈川県 ＲＣ ７/０ 2,800 医療・福祉施設

神奈川県警察本部  森崎待機宿舎  神奈川県 ＲＣ ３/０ 2,100 共同住宅

栃木県  県立真岡農業高校第四期  栃木県 ＲＣ ３/０ 2,500 教育施設

雇用促進事業団  雇用促進住宅玉戸宿舎  茨城県 ＲＣ ５/０ 3,500 共同住宅

神奈川県  県職員富岡アパート  神奈川県 ＲＣ ４/０ 2,900 共同住宅

警視庁  水上警察署  東京都 ＲＣ ５/０ 4,000 庁舎・事務所

山梨県  県立第一商業高校  山梨県 ＲＣ ４/０ 3,500 教育施設

埼玉県警察本部  東松山警察署増改築  埼玉県 W １/０ 200 庁舎・事務所

埼玉県警察本部  草加警察署  埼玉県 ＲＣ ３/０ 2,000 庁舎・事務所

栃木県警察本部  宇都宮中央警察署  栃木県 ＲＣ ４/０ 4,400 庁舎・事務所

雇用促進事業団  雇用促進住宅西郷宿舎  茨城県 ＲＣ ５/０ 3,500 共同住宅

埼玉県警察本部  草加警察署署長公舎  埼玉県 ＣＢ １/０ 210 その他施設
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トヨタカローラ栃木㈱  本社会議棟  栃木県 S ２/０ 650 庁舎・事務所

小川氏  上溝保育園  神奈川県 ＲＣ ２/０ 610 教育施設

西村氏  両国かにや  東京都 ＲＣ ４/０ 531 その他施設

トヨタカローラ栃木㈱  宇都宮北営業所  栃木県 ＲＣ ２/０ 736 庁舎・事務所

柴崎氏  柴崎邸  神奈川県 S ２/０ 180 その他施設

栃木県  県立真岡農業高等学校第３期  栃木県 ＲＣ ３/０ 2,700 教育施設

神奈川県警察本部  森崎独身寮  神奈川県 ＲＣ ４/０ 2,000 共同住宅

神奈川県  県職員辻堂アパート  神奈川県 ＲＣ ４/０ 2,230 共同住宅

小山市  市立大谷南小学校  栃木県 ＲＣ ３/０ 2,150 教育施設

山梨県  県立日川高等学校  山梨県 ＲＣ ４/０ 3,470 教育施設

埼玉県警察本部  春日部警察署増改築  埼玉県 Ｗ ２/０ 290 庁舎・事務所

山梨県  県立市川高校  山梨県 ＲＣ ４/０ 2,990 教育施設

村山商店  村ビル  栃木県 ＲＣ ４/０ 1,100 庁舎・事務所

吉村氏  吉村医院  神奈川県 ＲＣ ４/０ 320 医療・福祉施設

公立学校共済組合  山梨宿泊所  山梨県 ＲＣ ３/０ 1,400 その他施設

小山市  中央公園集会所  小山市 ＲＣ １/０ 220 その他施設

栃木県警察本部  那須大型派出所  栃木県 Ｓ １/０ 220 庁舎・事務所
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埼玉県警察本部  浦和原山独身待機宿舎  埼玉県 ＲＣ ４/０ 1,035 共同住宅

株式会社竹山堂  竹山堂本社ビル  栃木県 ＲＣ ５/０ 650 庁舎・事務所

日本電気株式会社  日本電気宇都宮営業所  栃木県 ＲＣ ３/０ 320 庁舎・事務所

寺内建設株式会社  寺内建設本社ビル  栃木県 ＲＣ ３/０ 600 庁舎・事務所

埼玉県警察本部  幸手警察署庁舎  埼玉県 ＲＣ ３/０ 1,000 庁舎・事務所

埼玉県警察本部  通信指令室西部分室庁舎  埼玉県 ＲＣ ２/０ 960 庁舎・事務所

神奈川県  金沢若草園  神奈川県 ＲＣ ２/０ 250 その他施設

神奈川県警察本部  保土ヶ谷警察職員寮  神奈川県 ＲＣ ３/０ 460 共同住宅

栃木県  県立真岡農業高等学校第２期  栃木県 ＲＣ ３/０ 1,600 教育施設

公立学校共済組合  山梨宿泊所  山梨県 ＲＣ ３/０ 1,309 その他施設

ﾄﾖﾀﾊﾟﾌﾞﾘｶ栃木㈱  今市営業所  栃木県 ＲＣ ２/０ 730 庁舎・事務所
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横須賀市東部漁業協同組合  かん水蓄養殖施設  神奈川県 ＲＣ ３/０ 650 その他施設

土肥氏  土肥邸  杉並区 W ２/０ 195 その他施設

栃木県警察本部  日光警察署警察官派出所  栃木県 Ｓ １/０ 91 庁舎・事務所

栃木県警察本部  宇都宮東署署長公舎  栃木県 W １/０ 90 その他施設

栃木県  県立真岡農業高校  栃木県 ＲＣ ３/０ 3,500 教育施設

労働福祉事業団  労災ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ長野作業所体育館  長野県 S １/０ 700 体育施設

雇用促進事業団  日立高野移転就職者用宿舎  茨城県 ＲＣ ４/０ 1,670 共同住宅

パブリカ栃木㈱  パブリカ栃木今市営業所  栃木県 ＲＣ ２/０ 730 庁舎・事務所

横須賀市東部漁業協同組合  横須賀市東部漁業協同組合横須賀支所  神奈川県 S ２/０ 320 庁舎・事務所

日本工営株式会社  三菱銀行保谷支店  保谷市 RC ３/０ 1,900 庁舎・事務所

埼玉県警察本部  大宮中央地区派出所  埼玉県 ＲＣ ２/０ 120 庁舎・事務所
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栃木県警察本部  鹿沼警察署  栃木県 ＲＣ ３/０ 1,360 庁舎・事務所

神奈川県警察本部  待機宿舎（国府津）  神奈川県 ＲＣ ４/０ 1,200 共同住宅

神奈川県警察本部  小田原警察署警部補派出所  神奈川県 ＲＣ ２/０ 70 庁舎・事務所

小川氏  渥美ドライブイン  愛知県 ＲＣ ２/０ 2,280 その他施設

佐藤氏  佐藤ビルディング  新宿区 ＲＣ ５/０ 585 庁舎・事務所

宇賀神氏  宇賀神ビルディング  宇都宮市 ＲＣ ３/０ 325 庁舎・事務所

寺内氏  寺内邸  宇都宮市 ＲＣ ３/０ 312 その他施設

赤松氏  赤松邸  宇都宮市 ＲＣ １/０ 299 その他施設

栃木トヨタ  栃木トヨタ自動車点検所  宇都宮市 S １/０ 780 庁舎・事務所
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