
年度 名称 委託者

平成27年度 品川区平成27年度区有施設改修工事及び監理等年間業務委託 品川区（たてもの再生ネット）

（改）晴海他２料金所新築実施設計 首都高速道路㈱

平成26年度 品川区平成26年度区有施設改修工事及び監理等年間業務委託 品川区（たてもの再生ネット）

兜町営業所事務所移設改修実施設計 首都高速道路サービス㈱

大崎シルバーセンター等改築及び解体工事監理業務委託 品川区（㈱横河建築設計事務所）

料金所標準設計に関する技術資料作成 首都高速道路㈱

料金所改修設計２６－３－１ 首都高速道路㈱

平成25年度 品川区平成25年度区有施設改修工事及び監理等年間業務委託 品川区（たてもの再生ネット）

品川区教職員住宅建築設備定期点検業務委託 品川区

品川第二地域センター外建築設備定期点検業務委託　 品川区

広町工場アパート外建築設備定期点検業務委託 品川区

大崎シルバーセンター改築及び擁壁改修基本設計他業務委託 品川区

市川休憩所改修工事実施設計業務 首都高速道路サービス㈱

汐留駐車場歩道橋階段都協議資料作成 ㈱ハイテクノ

中央環状線品川線管理用建物他実施設計 首都高速道路㈱

大崎ｼﾙﾊﾞｰｾﾝﾀｰ改築・大崎在宅介護支援ｾﾝﾀｰ解体工事実施設計業務委託 品川区（㈱横河建築設計事務所）

平成24年度 品川区平成24年度区有施設改修工事及び監理等年間業務委託 品川区（たてもの再生ネット）

パーキングエリア施設補修設計２３－１－１（南池袋ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｴﾘｱ） 首都高速道路㈱

高速横浜北線料金所実施設計 首都高速道路㈱

料金所ブースにおける断熱性能の向上等に関する検討 首都高速道路㈱

北習志野社宅に関する技術資料作成 首都高速道路㈱

平成23年度 品川区平成23年度区有施設改修工事及び監理等年間業務委託 品川区（たてもの再生ネット）

品川第二地域センター外建築設備定期検査業務委託　 品川区

2011明晴学園築山プロジェクトコンサルタント業務 学校法人明晴学園

2011明晴学園補修工事設計監理業務 学校法人明晴学園

南大井第二在宅介護支援センター外建築設備定期検査業務委託 品川区

品川区小山倶楽部建築物定期点検（設備）業務委託 社会福祉法人新生寿会小山倶楽部

品川区教職員住宅建築設備定期検査業務委託 品川区

上野ビル外壁改修工事詳細設計 財）首都高速道路協会

建替促進事業計画作成委託（志茂３－９地区） 北区

品川区立なぎさ会館公共建築物等定期保守点検委託 品川区

障害者福祉課八潮分室サイン他改修設計監理業務委託 品川区

平成22年度 品川区平成22年度区有施設改修工事及び監理等年間業務委託 品川区（たてもの再生ネット）

社宅補修設計２２－１ 首都高速道路㈱

品川第二地域センター外建築設備定期点検業務委託　他計４件 品川区
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年度 名称 委託者

建築物定期点検業務委託（南大井第二在宅介護支援センター他） 品川区

(修）道路管理施設における視認性向上に関する技術資料作成 首都高速道路㈱

(高修費）施設建築物の標準設計図の改訂及び換気所の建築計画に関する検討 首都高速道路㈱

品川区小山倶楽部建築物定期点検（設備）業務委託 社会福祉法人新生寿会小山倶楽部

品川区教職員住宅建築設備定期検査業務委託 品川区

（修費）パーキングエリア施設補修設計２２－１－１（平和島（上）パーキングエリア他） 首都高速道路㈱

平成21年度 品川区平成21年度区有施設改修工事及び監理等年間業務委託 品川区（たてもの再生ネット）

(修費）パーキングエリア施設他補修設計21-1-1(永福PA他） 首都高速道路㈱

（修）パーキングエリア施設他の設計施工に関する技術資料作成 首都高速道路㈱

門前仲町立体駐車場新設工事監理業務 首都高速道路サービス㈱

市川休憩所改修計画補助業務 首都高速道路サービス㈱

2009明晴学園体育館・集会室改修工事設計監理業務委託 学校法人明晴学園

東雲Ｂ駐車場コンテナ設置許可申請業務 首都高速道路サービス㈱

平成20年度 品川区平成20年度区有施設改修工事及び監理等年間業務委託 品川区（たてもの再生ネット）

（修費）建物他補修設計２０－１－１ 首都高速道路㈱

料金所標準設計に関する技術資料作成 首都高速道路㈱

品川第二地域センター外建築物定期点検業務委託　他計４件 品川区

都営野塩二丁目団地後期地区建替基本計画 東京都

南池袋店舗シャッター面図柄検討業務・施工管理業務 （財）首都高速道路協会

八潮休憩所景観改修設計 首都高速道路サービス㈱

代々木休憩所看板デザイン検討 首都高速道路サービス㈱

矢口消防団第１分団本部ほか２か所新築工事設計 東京消防庁

（高修）首都高速道路管理建物の有効活用に関する技術資料作成 首都高速道路㈱

平成19年度 代々木パーキングエリア休憩所店舗工事建築設計・監理業務委託 ㈱トーハイサービス

品川区平成19年度区有施設改修工事及び監理等年間業務委託その２ 品川区（たてもの再生ネット）

品川第二地域センター外建築物定期点検業務委託　他計6件 品川区

品川線工事グループ事務所内装設計 首都高速道路㈱

（改）代々木パーキングエリア改築構造補正設計 首都高速道路㈱

渋谷グランドハイツエントランスホール改修工事監理業務委託 渋谷ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊｲﾂ管理組合

（修）サービス施設の更新整備に関する技術資料作成 首都高速道路㈱

八潮北小学校施設整備工事設計に関する業務 品川区（たてもの再生ネット）

門前仲町駐車場立体化基本検討 首都高速道路サービス㈱

料金所改修設計１９－３－２ 首都高速道路㈱

門前仲町駐車場立体化設計 首都高速道路サービス㈱

代々木休憩所建設設備他新設工事の施工管理業務 首都高速道路サービス㈱

マイスクール八潮改修工事実施設計 品川区（たてもの再生ネット）

八潮北小学校改修工事監理業務 品川区（たてもの再生ネット）
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平成18年度 代々木パーキングエリア他改修設計 首都高速道路㈱

品川区平成18年度区有施設改修工事及び監理等年間業務委託その２ 品川区（たてもの再生ネット）

渋谷グランドハイツエントランスホール改修工事設計管理業務委託 渋谷ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊｲﾂ管理組合

西参道高架下駐輪場基本計画業務 首都高速道路サービス㈱

南麻布（３）駐車場立体化設計その１ 首都高速道路サービス㈱

西参道高架下利用計画その２ 首都高速道路サービス㈱

（仮称）与野ＪＣＴ複合施設計画業務 首都高速道路サービス㈱

代々木休憩所改築詳細設計（ＳＶ会社）基幹設備設計 首都高速道路サービス㈱

（仮称）与野ＪＣＴ複合施設計画変更業務 首都高速道路サービス㈱

平成17年度 品川区平成18年度区有施設改修工事及び監理等年間業務委託その２ 品川区（たてもの再生ネット）

品川区八潮ティーンズプラザ改修設計他 品川区（たてもの再生ネット）

都営中神団地都市計画変更案作成委託 東京都

八潮休憩所構内通路整備詳細設計 ㈶首都高速道路協会

八潮休憩所増築計画設計業務 ㈶首都高速道路協会

建築管理用資料作成１７－２ ㈱道路構造技術

八潮休憩所１階増築詳細設計、開発許可及び確認申請補助業務 ㈶首都高速道路協会

八潮休憩所施工管理補助業務 ㈶首都高速道路協会

平成16年度 加平休憩所外壁他改修工事詳細設計 ㈶首都高速道路協会

料金所補修設計16-2 首都高速道路公団

南池袋休憩所外壁他改修工事詳細設計 ㈶首都高速道路協会

小松川（４）駐車場自走式立体化（2段）基本計画業務 ㈶首都高速道路協会

八潮・市川休憩所外部からの利用のための施設検討 ㈶首都高速道路協会

平成15年度 工事資料作成補助（15－1） ㈶首都高速道路技術センター

代々木休憩所外壁他改修工事詳細設計 ㈶首都高速道路協会

磯子駅前第2駐車場歩道橋取付階段補修設計 ㈶首都高速道路協会

平塚中学校便所改修工事監理業務委託 品川区

品川第二地域センター他リニューアルその他工事実施設計業務委託 品川区

上野ビル入口付近改修工事詳細設計 ㈶首都高速道路協会

市川休憩所外壁他改修工事詳細設計 ㈶首都高速道路協会

ＫＪ125工区工事用借地部建物移転設計 首都高速道路公団

城南中学屋上防水改修工事実施設計業務委託 品川区

平成14年度 料金所ETC改築設計１４（神奈川） 首都高速道路公団

（仮称）新杉田駅前駐車場歩道橋取付階段新設設計 ㈶首都高速道路協会

料金所ETC改築設計１４-２（神奈川） 首都高速道路公団

磯子駅前駐車場歩道橋取付階段新設設計 ㈶首都高速道路協会

工事資料作成補助１４ー３（建築） ㈶首都高速道路技術センター

磯子駅前駐車場歩道橋取付階段修正設計 ㈶首都高速道路協会
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平塚中学校便所改修工事実施設計業務委託 品川区

平成１３年度 施設補修工事資料作成13Gー16ー1 ㈶首都高速道路技術センター

八潮休憩所階段増築他改修設計及び確認申請等補助業務 ㈶首都高速道路協会

集約料金所ETC全レーン整備他設計（神奈川） 首都高速道路公団

八潮休憩所階段増築他改修工事施工監理業務 ㈶首都高速道路協会

平成１２年度 料金所ＥＴＣ改築設計（２）（神奈川） 首都高速道路公団

施設工事資料作成１２G-15-1 ㈶首都高速道路技術センター

施設工事資料作成１２G-16-1 ㈶首都高速道路技術センター

道路等詳細設計委託（その２） 埼玉県住宅供給公社

王子公共職業安定所空調機設置工事実施設計 厚生労働省

王子公共職業安定所空調機設置工事監理業務 厚生労働省

東京第一保全部他管理用資料作成 首都高速道路公団

平成１１年度 料金所ＥＴＣ改築設計（１）（神奈川） 首都高速道路公団

都立城南養護学校（１１）スクｰルバス屋根設置工事実施設計 東京都教育庁

施設補修工事資料作成G-15-1 ㈶首都高速道路技術センター

施設補修工事資料作成G-16-1 ㈶首都高速道路技術センター

施設補修工事資料作成G-20-1 ㈶首都高速道路技術センター

施設補修工事資料作成G-21-1 ㈶首都高速道路技術センター

神奈川管理局庁舎改修詳細設計 首都高速道路公団

平成１０年度 中央自動車道（改築）上野原工事事務所増築実施設計 日本道路公団

町田宿舎A棟改築工事（その２）における工事施行管理業務 首都高速道路公団

交通管制室他改修基本設計（神奈川） 首都高速道路公団

施設改築工事資料作成２ー２ー１ ㈶首都高速道路技術センター

施設改築工事資料作成10ー２ー１ー２ ㈶首都高速道路技術センター

平成　９年度 町田宿舎A棟新築工事における工事施行管理業務 首都高速道路公団

料金所改築設計２ー３ 首都高速道路公団

施設工事資料作成９ー２ー５ ㈶首都高速道路技術センター

施設改築工事資料作成９ー２ー１２ ㈶首都高速道路技術センター

並木換気所間仕切他実施設計 首都高速道路公団

中央自動車道須玉ＩＣ料金所耐震診断設計 日本道路公団

平成　８年度 町田宿舎C棟新築工事（その２）における工事施行管理業務 首都高速道路公団

町田宿舎A棟新築設計 首都高速道路公団

船橋法務支局建築実施設計業務 建設省関東地方建設局

東京第三管理局管内ゴミ仮置き場改修設計 日本道路公団

㈱軽銀町田工場増築工事設計監理委託 ㈱軽銀

4 



年度 名称 委託者

㈲田園調布貴島ビル新築設計 ㈲田園調布貴島

平成　7年度 施設点検６ー１９（その７） ㈶首都高速道路技術センター

国立教育研究所防災その他改修実施設計業務 建設省関東地方建設局

道路サービス施設補修設計７ー２ ㈶首都高速道路技術センター

町田宿舎C棟新築工事における工事施行監理業務 首都高速道路公団

美女木管理施設詳細設計 首都高速道路公団

中央自動車道（改築）上野原工事事務所増築工事実施設計 日本道路公団

平成　6年度 管理施設比較検討設計 日本道路公団

美女木管理施設概略設計 首都高速道路公団

美女木管理施設連絡路上部橋脚概算基礎詳細設計 首都高速道路公団

町田宿舎C棟新築新築他設計 首都高速道路公団

京葉道路鬼高PA（上り線）売店改良工事設計 日本道路公団

町田宿舎B棟新築工事（その２）における工事施行管理業務 首都高速道路公団

平成　5年度 国立婦人教育会館他１件改修実施設計業務 建設省関東地方建設局

国立婦人教育会館２回改修実施設計業務 建設省関東地方建設局

多摩川及び川崎航路トンネル非常口扉詳細設計 首都高速道路公団

多摩川及び川崎航路トンネル非常口扉他工事資料作成 ㈶首都高速道路技術センター

町田宿舎B棟新築工事における工事施行管理業務 首都高速道路公団

宿舎工事資料作成５ー１ ㈶首都高速道路技術センター

㈱日本共栄運輸本社ビル設計・監理 ㈱日本共栄運輸

早川町ヘルシー美里周辺整備事業設計協力業務 早川町

平成　4年度 嵐山町駅東土地区画整理事業１号公園整備工事設計 嵐山町

大井換気所管制室改修設計 首都高速道路公団

町田宿舎B棟新築設計 首都高速道路公団

㈱軽銀町田工場新築工事設計・監理委託 ㈱軽銀

水野地区基本設計住宅計画 ㈱オオバ

高速大宮線道路照明検討（その３） 首都高速道路公団

平成　3年度 東京都墨田地区清掃工場設計工事日影図作成 ㈱オオバ

栃木宅地開発事務所改修実施設計 ㈱オオバ

㈱軽銀改修設計 ㈱軽銀

㈱軽銀町田工場新築工事設計・監理委託 ㈱軽銀

百合が丘宿舎改修工事資料作成（その１） ㈶首都高速道路技術センター

百合が丘宿舎改修工事における工事施行監理業務 ㈶首都高速道路技術センター

平成　2年度 小菅営業管理所増設詳細設計 首都高速道路公団

嵐山町駅東土地区画整理事業緑地整備工事設計 嵐山町
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管理施設設置基準等改訂資料作成（その１） ㈶首都高速道路技術センター

小菅営業管理所建築工事資料作成（その３） ㈶首都高速道路技術センター

自治医科大学周辺地区栃木宅地開発事務所改修実施設計 住宅都市整備公団

営業管理所等建物の建築に関する技術資料の作成（その１） ㈶首都高速道路技術センター

庄屋館新築工事設計・監理 山庄建設㈱

料金所補修設計３ー１ 首都高速道路公団

美女木管理施設基本設計 首都高速道路公団

嵐山町駅東土地区画整理事業３号公園整備工事実施設計 嵐山町

内田ビル新築工事設計・監理 内田　勇一

嵐山町駅東土地区画整理事業公園・緑地実施設計 嵐山町

第三維持事務所補修設計 首都高速道路公団

百合が丘宿舎改修設計 首都高速道路公団

料金所補修設計２ー２ 首都高速道路公団

栃木宅地開発設計 住宅都市整備公団

平成　元年度 横浜防衛施設武山・長井地質調査、日影図作成 大成エンジニアリング㈱

付属建物改修設計１ー３ 首都高速道路公団

湘南国際村基本設計 三井不動産㈱

ハイテック精工㈱クリーン工条増築工事設計・監理 ハイテック精工㈱

片山鉄建㈱北松戸ビル新築工事設計・監理 片山鉄建㈱

矢野製作所Ⅲ期工事設計・監理 矢野製作所㈱

葛西中学校改修工事監理 江戸川区

嵐山町駅東土地区画整理事業公園・緑地整基本設計 嵐山町

白川公園駐車場基本設計 名古屋市

昭和63年度 矢野製作所本社ビル新築工事設計・監理 矢野製作所㈱

上野邸設計・監理 上野　雄一

多摩センターフオルザ設計・監理 ㈱アンドリュ－スマ－チャンダイス

東海日産ベストウエイギャラリー設計・監理 ㈱アンドリュ－スマ－チャンダイス

バルコートモトハシ設計・監理 本橋　順太郎

昭和62年度 第三水上公園建設工事施工監理 埼玉県

熱海西山地区マンション設計 日電総合㈱

アンドリュ－スハウス住吉新築工事 ㈱アンドリュ－スマ－チャンダイス

湘南国際村基本設計 三井不動産㈱

湯河原マンション　エールハイツ真鶴設計 エール興産㈱

昭和　62年度 湾岸線（４期）東扇島道路施設 首都高速道路公団

加藤スプリング福島工場設計・監理 ㈱建築デザイン研究所

伊藤斜面集合住宅基本計画 ㈱オオバ

昭和　61年度 湘南国際村基本計画 三井不動産㈱
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昭和　60年度 グリーンパーク国立開発計画 三井ホームインテリア㈱

西台マンション販売計画調査 三井ホームインテリア㈱

湘南国際村基本計画 三井不動産㈱

昭和　59年度 春野総合運動公園陸上競技場実施設計 高知県

横波大規模年金保養基地実施設計 年金保険事業団

湘南国際村基本計画 マツモト建設㈱
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