
使用年月 建設会社 設計事務所 工事名

2023/03
屋部土建･大晋建設･建造
建設共同企業体

㈱渡久山設計・㈱ﾜｰﾙﾄﾞ設計・
㈱神里設計 設計業務共同企

豊崎中学校 校舎棟建築工事

2023/03 ㈱熊谷組 ㈱INA新建築研究所 江戸川区立大杉東小学校改築工事

2023/03 ㈱淺沼組 ㈱石本建築事務所
大田区立東調布第三小学校及び仮称大田区南久が原二丁目複合施
設改築その他工事（Ⅰ期）

2023/03 新日本建設㈱ ㈱INA新建築研究所 流山市立市野谷小学校新築工事

2023/03
大鉄･山下特定建設工事
共同企業体

㈱浦辺設計 長岡第四小学校整備工事

2023/03 仲程土建㈱
㈱国吉設計・平田歩建築事務
所 設計共同体

宜野座村ふれあい交流ｾﾝﾀｰ新築工事

2023/03 芙蓉建設㈱ ㈱雨宮建築設計事務所 駒橋地区定住促進住宅新築工事

2023/02 ㈱古波蔵組
東設計工房・ﾏｷﾔ設備設計共
同企業体

開南小学校給食調理場改築工事

2023/02 ㈱小島組 ㈱小林建築事務所 県営伊勢原団地公営住宅新築工事
2023/02 ㈱松尾工務店 ㈱ｺﾝﾃﾝﾎﾟﾗﾘｰｽﾞ 上菅田笹の丘小学校建替工事及び上菅田笹の丘ｺﾐｭﾆﾃｨﾊｳｽ（仮称）
2023/02 ㈱藤井工務店 ㈱北海道綜企画 新発寒小学校増築ほか工事
2023/02 ㈱平塚竹田組 平塚市都市整備部建築住宅課 平塚総合体育館受変電設備等改修工事

2023/02 岩倉建設㈱
日本技建・菅設計企画特別共
同企業体

伊達小学校校舎改築工事

2023/02 共和産業㈱ 沖縄県土木建築部建築課 県営平良北団地建替工事（第1期）1・3工区
2023/02 戸田建設㈱ ㈱伊藤喜三郎建築研究所 神宮前三丁目障がい者施設建設工事
2023/02 山田・圓山建設共同企業 ㈱ﾌｹﾀ設計 一本橋保育園・児童ｾﾝﾀｰ改築工事
2023/02 升川建設㈱ 渋谷区財務部施設整備課 渋谷本町学園別棟校舎建設工事
2023/02 先嶋建設㈱ 沖縄県土木建築部建築課 県営平良北団地建替工事（第1期）2工区
2023/02 大鉄工業㈱ ㈱内藤建築事務所 滋賀医科大学（医病）機能強化棟等新営その他工事
2023/01 青木あすなろ建設㈱ 北関東防衛局調達部 習志野（3）隊庁舎新設建築その他工事

2022/12
安藤ﾊｻﾞﾏ･秋山建設･大和
建設特定建設工事共同企

㈱東畑建築事務所 美祢市新本庁舎建築工事

2022/12 ㈱ﾄｰﾖｰ建設 葛飾区施設部 葛飾区子ども未来ﾌﾟﾗｻﾞ東四つ木等建築工事
2022/12 丸か建設㈱ ㈲SOY source建築設計事務所 名取市下増田公民館・下増田児童ｾﾝﾀｰ改築工事

2022/12
東急･京葉都市特定建設
工事共同企業体

船橋市下水道施設課 西浦下水処理場管理棟建設工事

2022/12 法月建設㈱ 品川区企画部施設整備課 八潮北公園管理事務所改築工事
2022/11 ㈱近藤組 ㈱益田設計事務所 令和3年度横浜刑務所職員宿舎（1）等新営（建築）工事
2022/11 ㈱紅梅組 ㈱田辺設計 県営鶴ヶ峰団地公営住宅建築工事
2022/11 ㈱池田工業 ㈱建友社設計 波佐見町新庁舎建設工事
2022/11 ㈱和田組 ㈱松井設計 鉄輪地獄地帯公園防災施設新築工事
2022/11 ㈱錢高組 九州大学施設部 九州大学（医病）別府病院病棟･診療棟等新営その他工事
2022/11 五十嵐建設工業㈱ ㈲小坂建築設計工房 裏磐梯野営場整備Ⅱ期（建築）工事

2022/11
西松・三栄特定建設工事
共同企業体

㈱安井建築設計事務所 山都町総合体育館建築工事

2022/11 前田建設工業㈱ ㈱窓建ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 防医大（4）体育館建設建築追加工事
2022/10 ㈱ｲｽﾞﾐ・ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ ㈱多田建築研究所 東京消防庁砂町単身待機宿舎等（3）改築工事
2022/10 ㈱奥村組 東北防衛局調達部 仙台（3）倉庫新設建築その他工事
2022/10 ㈱鴻池組 ㈱梓設計 入間（3）格納庫新設等建築その他工事
2022/10 ㈱東恩納組 沖縄県土木建築部施設建築課 宜野湾高校校舎改築工事（第2期･建築）
2022/10 京急建設㈱ ㈱相和技術研究所 目黒区立碑文谷二丁目児童福祉施設増築及び内装改修工事
2022/10 中島建工㈱ K2設計工房 荒川児童福祉施設新築工事

2022/10
東亜・中島特定建設工事
共同企業体

㈱楠山設計 立川市新学校給食共同調理場整備運営事業

2022/10
東急・ｲﾉｳｴﾊｳｼﾞﾝｸﾞ特定建
設工事共同企業体

㈱梓設計 八女市新庁舎建設工事

2022/10 飛島建設㈱ ㈱伊藤喜三郎建築研究所 秋田大学（手形）総合研究棟（情報教育系）新営その他工事
2022/10 林建設㈱ ㈱阿波設計事務所 調布市立多摩川小学校校舎増築工事
2022/09 ｺﾊﾞ・小沢組建設共同企業 ㈱相和技術研究所 練馬区立上石神井北小学校校舎等改築工事
2022/09 ㈱冨士工 ㈱桂設計 滝野中学校校舎増築工事

2022/09
岩田地崎･丸竹竹田･中井
聖JV

㈱都市設計研究所 本町小学校改築ほか工事（主体工事）

2022/09
公成･松輝特定建設工事
共同企業体

千葉学建築計画事務所 井手町山吹ふれあいｾﾝﾀｰ建設工事

2022/09
清水･髙本･豊田特定建設
工事共同企業体

梓設計・越谷建築設計監理事
業協同組合設計共同体

越谷市役所新庁舎建設工事（建築）市民協働ｿﾞｰﾝ建設工事

2022/09
前田・西武・阿部和特定建
設工事共同企業体

㈱佐藤総合計画 仙台南部地区特別支援学校校舎等新築工事

2022/09 前田建設㈱ ㈱阿波設計事務所 淡路地区ﾄｲﾚ・ｹﾞｰﾄ棟建築工事

2022/09
大成･山田建設共同企業
体

東京都財務局建築保全部施設
整備第二課

東京都島しょ農林水産総合ｾﾝﾀｰ大島事業所（2）改築工事

2022/09 大成建設㈱ ㈱石本建築事務所 中央区立晴海西小学校（仮称）及び中央区立晴海西中学校

2022/09
大木・荒川・舘野特定建設
工事共同企業体

栃木市都市建設部建築住宅課 栃木市消防本部･栃木市消防署 庁舎 建築工事

官庁物件　ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
官庁物件　ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2022/09
渡辺・佐藤・興信・松木建
設共同企業体

㈱石本建築事務所 杉並区立杉並第二小学校及び施設改築建築工事

2022/09 柄谷・川見特別共同事業 ㈱伊藤喜三郎建築研究所 兵庫県立阪神北地域新設特別支援学校本館棟外建築工事

2022/08 金秀建設JV
ｱｰﾄ設計・向現設備設計共同
企業体

与儀小学校校舎等改築工事

2022/08
熊谷組･ｸﾎﾞﾀ環境特定建設
工事共同企業体

㈱安藤設計 馬頭最終処分場整備運営事業

2022/07 ㈱和田組 ㈱大建設計 別府市新学校給食共同調理整備事業建設工事
2022/07 三井住友建設㈱ ㈱山下設計 都立南多摩地区特別支援学校（仮称） （3）新築工事
2022/07 若生工業㈱ ㈱日総建 河北地区統合保育所建設工事
2022/07 大成建設㈱ ㈱佐藤総合計画 世田谷区本庁舎等整備工事

2022/06
安藤ﾊｻﾞﾏ･小俣建設共同
企業体

一般社団法人港区建築設計事
務所協会・㈱ｴﾝﾄﾞｳ･ｱｿｼｴｲﾂ

港区立神応いきいきﾌﾟﾗｻﾞ等複合施設整備工事［保育園棟］

2022/06 ㈱ｽｲｺｳ 香山・石本・土屋設計共同企業 江戸川区立篠崎小学校改築工事
2022/06 ㈱吉忠工務所 ㈱ﾎﾟﾛｽﾃﾞｻﾞｲﾝｼｽﾃﾑ 初山住宅新築第2号工事
2022/06 ㈱松下産業 ㈱綜企画設計 東京消防庁赤羽消防署志茂出張所庁舎（仮称）（2）改築工事

2022/06
戸田･京急･土志田建設共
同企業体

㈱飯田善彦建築工房 汐見台小学校建替工事（建築工事）

2022/06 五洋建設㈱ ㈱佐藤総合計画
大田区立入新井第一小学校及び仮称大田区大森北四丁目複合施設
改築その他工事（Ⅰ期）

2022/06
明和・神東特定建設工事
共同企業体

神戸市建築住宅局建築課 垂水小学校校舎棟建設工事

2022/05 ㈱ﾌｼﾞﾀ 沖縄防衛局調達部 石垣島（3）宿舎新設建築設計（その1）
2022/05 ㈱小俣組 ㈱八板建築設計事務所 都岡小学校校舎建替工事
2022/05 戸田建設㈱ ㈱日建技術ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 上北沢給水所（仮称）配水池及びﾎﾟﾝﾌﾟ棟築造並びに送･排水管 新築
2022/05 五洋建設㈱ 沖縄防衛局調達部 石垣島（3）宿舎新設建築設計

2022/05
松江土建･ｶﾅﾂ技建工業･
一畑工業特別共同企業体

石本・小草・矢野共同企業体 松江市新庁舎建設（建築主体）工事

2022/05 前田建設工業㈱ 沖縄防衛局調達部 石垣島（3）隊庁舎B等新設建築その他工事 隊庁舎C

2022/05 東急建設㈱
ｴｰｼｰｴ設計・ﾌﾟﾗｽﾆｭｰｵﾌｨｽ・東
急建設設計共同企業体

大田区立赤松小学校及び仮称大田区北千束二丁目複合施設

2022/04 ｽﾀｰﾂCAM㈱ ㈱隈研吾建築都市設計事務所 江戸川区角野栄子児童文学館新築工事

2022/04
安藤ﾊｻﾞﾏ･小俣建設共同
企業体

一般社団法人港区建築設計事
務所協会・㈱ｴﾝﾄﾞｳ･ｱｿｼｴｲﾂ

港区立神応いきいきﾌﾟﾗｻﾞ等複合施設整備工事

2022/04 伊藤組土建㈱ ㈱ﾄﾞｰｺﾝ 中央区保育･子育て支援ｾﾝﾀｰ新築工事
2022/04 ㈱熊谷組 ㈱梓設計 四日市市給食ｾﾝﾀｰ整備運営事業

2022/04 ㈱竹中工務店
竹中・協永・明成・武蔵野・INA
特定建設共同企業体・㈱INA新
建築研究所

中野区新庁舎整備事業 実施設計･施工業務

2022/04 戸田建設㈱ ㈱ｴｰｼｰｴ設計 福島第2地方合同庁舎(20)建築工事
2022/04 三井住友建設㈱ ㈱久米設計 ふじみ野市文化施設整備事業の内（仮称）西地域文化施設
2022/04 大翔建設㈱ 葛飾区施設部営繕課 葛飾区奥戸総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ野球場等建築（増築及び改修）工事
2022/04 東亜建設工業㈱ 帯広防衛支局 釧路（2）体育館新設建築その他工事
2022/04 國場組JV 沖縄防衛局調達部 石垣島（2）厚生施設新設建築工事
2022/03 ㈱斎藤組 ㈱松下設計 総A除）21熊谷児童相談所新築工事(第3工区)

2022/03
上條・大正特定建設工事
共同企業体

㈱NAB総合研究所 曳舟小学校ﾌﾟｰﾙ棟改築工事

2022/03 伸明建設㈱ ㈲ｻﾄｳ設計 鳩ヶ谷公民館改築工事

2022/03
大林組・鹿内組共同企業
体

梓設計・大林組・熊澤設計共同
企業体

新青森県総合運動公園新水泳場等整備運営事業

2022/03 東急建設㈱ ㈱松田平田設計 和歌山県警察機動隊建築工事
2022/03 東洋建設㈱ ㈱NAP建築設計事務所 上毛町立体育館新築工事
2022/02 ㈱時田工務店 ㈱松下設計 21熊谷児童相談所新築工事
2022/02 関東建設工業㈱ ㈱松田平田設計 都立日野高等学校（2）改築工事

2022/02 三井住友建設・岩永組JV
山下設計・ﾊﾞｵﾌﾟﾗｰﾝ熊本業務
委託共同企業体

益城町新庁舎建設工事（建築）

2022/02 青木あすなろ建設㈱ 北関東防衛局調達部 入間（2）庁舎新設等建築工事

2022/02
前田･ﾏﾂｺｰ･伸晃特定建設
工事共同企業体

佐藤総合計画・ひかる建築設
計共同企業体

新庁舎整備事業 鳥栖市市庁舎新築工事(建築)

2022/02 大成建設㈱ ㈱久米設計 川崎市新本庁舎超高層棟新築工事

2022/02
東亜・山口建設工業共同
企業体

㈱相和技術研究所 小平市立学校給食ｾﾝﾀｰ更新事業

2022/01 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱石本建築事務所 北区立都の北学園新築工事
2022/01 ㈱島村工業 ㈱楠山設計 子ども・子育て支援複合施設建設工事（建築工事）
2022/01 環境ｸﾘｴｲﾄ㈱ ㈲設計工房佐久間 21権現堂2号公園北側外便所ほか新築工事

2022/01
新井・矢島建設特定建設
工事共同企業体

㈱昭和設計 東京都足立児童相談所（2）改築工事

2022/01
村本建設・大勝建設建設
共同企業体

北関東防衛局調達部 館山(2補)隊舎新設等建築その他工事



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
官庁物件　ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2022/01
樋下建設・昭栄建設特定
共同企業体

㈱ﾜｰｸｳﾞｨｼﾞｮﾝｽﾞ 一級建築士事
務所

盛岡ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ整備事業

2021/12 ㈱信友建設 ㈱ｱｰｷﾃｸﾄ･ｱｿｼｴｲﾂ･ﾖｺﾊﾏ 港南事務所事務所棟新築工事
2021/12 ㈱淺沼組 北関東防衛局調達部 朝霞（2補）隊舎新設建築その他工事
2021/12 共和産業JV 沖縄県土木建築部施設建築課 県営平良南団地建替工事（3工区）
2021/12 佐平建設JV 沖縄県土木建築部施設建築課 県営平良南団地建替工事（1工区）
2021/12 堺土建㈱ 堺市建築都市局建築部建築課 万崎建替公営住宅第一建設工事（第2工区）
2021/12 尚輪興建JV 沖縄県土木建築部施設建築課 県営平良南団地建替工事（4工区）
2021/12 先嶋建設JV 沖縄県土木建築部施設建築課 県営平良南団地建替工事（2工区）
2021/12 大成建設㈱ 北関東防衛局調達部 入間（2補）隊舎新設建築その他工事
2021/11 ㈱ｲｽﾞﾐ・ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ ㈱環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ研究所 矢川複合公共施設新築工事
2021/11 ㈱旭工建 ㈱藤和設計 大阪府営堺宮山台4丁第2期高層住宅（建て替え）新築工事

2021/11
佐藤工業・ｽﾀｰ総合建設共
同企業体

久米設計・押田建築設計事務
所・空間創造研究所設計・工事
監理共同企業体

中規模ﾎｰﾙ整備官民連携事業

2021/11 山田・湯建設工事共同企 ㈱桂設計 大田区立大森第七中学校校舎改築及び外構その他工事
2021/11 西田建設㈱ 昭和・西川設計共同企業体 福井工業高専混在型学生寮新営その他工事

2021/11 仲本建設㈱
㈲真玉橋設計事務所・㈲ia建
築設計事務所 業務委託共同

沖縄市立学校給食ｾﾝﾀｰ第2調理場改築工事

2021/11 東亜建設工業㈱ 北関東防衛局調達部 下総(2)訓練講堂新設建築その他工事
2021/11 立沢建設㈱ ㈱相和技術研究所 我孫子市立湖北台保育園園舎建替本体工事
2021/10 斎藤工業㈱ ㈱桂設計 東京消防庁杉並消防署高円寺出張所庁舎（2）改築工事その2
2021/10 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務 常滑市民病院婦人科不妊治療棟建設工事
2021/10 川木建設㈱ ㈱高岡建築設計事務所 31県住入間霞川団地第3工区建築その他工事
2021/10 東亜建設工業㈱ ㈱楠山設計 厚木市学校給食ｾﾝﾀｰ整備運営事業
2021/10 東亜建設工業㈱ ㈲荒井設計事務所 木更津市新火葬場整備運営事業建設工事

2021/09
ｵｵﾊﾞ・新英・青葉建設特定
建設工事共同企業体

㈱教育施設研究所 西が丘小学校新築工事

2021/09 株本建設工業㈱ 高村設計事務所 大乗寺防災防犯施設整備事業
2021/09 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事 量子生命科学研究所新築工事
2021/09 五洋建設㈱ 五洋建設㈱ 一級建築士事務 東京大学丸和ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｨｰﾙﾄﾞ建設計画
2021/09 大寛組JV 沖縄県土木建築部下水事務所 那覇浄化ｾﾝﾀｰ 最終沈殿池築造工事（1工区）
2021/09 鉄建建設㈱ 北海道防衛局調達部 奥尻（2）局舎新設等建築工事（3工区）局舎
2021/08 ㈱安藤・間 ㈱あい設計 広島地家裁福山支部庁舎新営建築工事
2021/08 ㈱徳祥 八千代ｴﾝｼﾞﾆﾔﾘﾝｸﾞ㈱ 環2築地換気所建築その他工事

2021/08
金子工務店・小松建設特
定建設工事共同企業体

葛飾区施設部営繕課
葛飾区小中一貫校 高砂けやき学園 葛飾区立高砂小学校･高砂中学
校 建築工事

2021/08 五洋建設㈱ 沖縄防衛局調達部 石垣島(2)隊庁舎(A)新設建築工事
2021/08 新日本工業㈱ 東京都東部公園緑地事務所 多摩動物公園ｷﾘﾝ舎整備工事その2
2021/08 清水建設㈱ ㈱日本設計 新行政棟・文化庁移転施設整備工事
2021/07 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱梓設計 南部地区職業教育拠点校 新築工事
2021/07 ㈱神崎組 姫路市都市局公共建築部住宅 姫路市営市川住宅（第2期）高層建替（建築）工事
2021/07 ㈱淺沼組 大阪市都市整備局公共建築部 水都国際中学校・高等学校 西学者 建設その他工事

2021/07
日成工事・大場建設共同
企業体

㈱洋建築企画 厚木児童相談所新築工事（建築）

2021/06 ㈱安藤・間 ㈱盛総合設計 社会医療法人 康陽会 介護棟新築工事
2021/06 ㈱安藤・間 北海道防衛局調達部 当別（30補）庁隊舎新設等建築工事
2021/06 ㈱間仁田建設 東京都八丈支庁総務課 東京都八丈支庁桜平住宅新築工事
2021/06 ㈱森本組 ㈱ﾆｭｰｼﾞｪｯｸ 京都府警察機動隊寄宿舎建築工事

2021/06
関東・塚本・ﾃｯｹﾝ建設共同
企業体

㈱あい設計 江東区立第二大島中学校改築工事

2021/06 関東・塚本建設共同企業 ㈱INA新建築研究所 小松川・平井地域中学校統合校改築工事

2021/06
五洋・山口・ﾄﾘﾔﾏ建設工事
共同企業体

㈱INA新建築研究所 文京区立柳町小学校・柳町こどもの森改築その他工事

2021/06 大翔・ﾄｰﾖｰ建設共同企業 葛飾区施設部営繕課 葛飾区立西小菅小学校建築（増築及び改修）工事
2021/06 飛騨建設㈱ 岐阜県都市建築部公共建築課 飛騨家畜保健衛生所建築工事

2021/05
株木・ｱｸｱ特定建設工事共
同企業体

豊島区総務部施設整備課 池袋第一小学校改築工事

2021/05
大成建設・桑原組・内田組
共同企業体

梓設計・大成建設・滋賀県設監
協共同企業体

滋賀県新県立体育館整備事業

2021/04 ㈱安藤・間 東北防衛局調達部 多賀城外(30補)隊舎新設等建築その他工事
2021/04 戸田建設㈱ ㈱久米設計 福島県立こころの医療ｾﾝﾀｰ 新築工事
2021/04 五洋建設㈱ 共同設計㈱ 江戸川区立小岩第二中学校

2021/04
前田・樫内特定建設工事
共同企業体

㈱三上建築事務所 ひとづくり・交流拠点複合施設整備事業(第1期工事)建築主体工事

2021/04 大成建設㈱ 東北防衛局調達部 神町(30補)庁舎B新設等建築工事
2021/04 坪井工業㈱ ㈱ﾏﾙﾀ設計 横浜南税務署増築工事

2021/04 鉄建建設㈱
最高裁判所事務総務局経理局
営繕課

東京高等・地方裁判所中目黒分室庁舎

2021/04 眞生工業㈱ 日野市総務部建築営繕課 日野市立豊田小学校東校舎改築建築工事
2021/03 ｱｲｸﾞｽﾃｯｸ㈱ ㈱ｴｰｼｰｴ設計 鵠南小学校等改築工事(第１期建築工事)新屋内運動場・保育園棟



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
官庁物件　ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2021/03 ㈱島村工業 ㈱ﾀｯｸ ・ 埼玉県都市整備部営 30県住久喜青葉団地第1工区建築その他工事

2021/03
江州・国際・興信建設共同
企業体

㈱相和技術研究所 杉並区立阿佐谷地域区民ｾﾝﾀｰ等複合施設建設建築工事

2021/03 初雁興業㈱ ㈱ﾀｯｸ ・ 埼玉県都市整備部営 30県住久喜青葉団地第2工区建築その他工事
2021/03 青木あすなろ建設㈱ 北関東防衛局調達部 入間(2)教育棟新設等建築工事

2021/03
錢高・ｱｲｻﾜ特定建設工事
共同企業体

㈱安井建築設計事務所 令和2年度 西三河南部地区新設特別支援学校校舎建築工事

2021/02 みづほ工業㈱ ㈱大屋設計 金沢市立犀桜小学校校舎新築工事（建築工事）

2021/02
ﾕｰﾃﾞｨｹｰ・佐伯・初雁特定
建設工事共同企業体

㈱教育施設研究所 さいたま市立中等教育学校整備事業(Ⅱ期)建設工事(建築)

2021/02 ㈱ｲﾜｦ建設 ㈱相和技術研究所 健康増進温浴施設整備工事
2021/02 ㈱淺沼組 ㈱東畑建築事務所 警視庁志村警察署庁舎（30）改築工事

2021/02
協栄・高野建設共同企業
体

世田谷区施設営繕担当部施設
営繕第二課

世田谷区立松原複合施設整備工事

2021/02 小野建設㈱
三井E&S環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 一
級建築士事務所

伊豆の国市 令和元年度 し尿処理場整備事業 新し尿処理場建設工事

2021/02 青木あすなろ建設㈱ 北関東防衛局調達部 入間(元）庁舎新設等建築工事
2021/02 大本・山内建設共同企業 ㈱INA新建築研究所 江戸川区立小岩小学校改築工事
2021/01 ｱｲｼﾝ開発㈱ 刈谷市企画財政部施設保全課 下重原住宅2期増築等（建築）工事

2021/01
ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設・仲岡・ﾗｲﾌｼ
ｽﾃﾑ特定建設工事共同企

㈱佐藤総合計画 浜川小学校校舎・幼稚園園舎改築工事その他工事

2021/01
三浦・田中・新井建設特定
建設工事共同企業体

㈱大建設計 足立区綾瀬小学校改築工事

2021/01
清水・小林・前原特定建設
工事共同企業体

AIS総合設計㈱ 下野市立南河内小中学校建設工事

2021/01
東武・佐藤特定建設工事
共同企業体

㈱梓設計 壬生町新庁舎建設工事

2020/12 伊藤組土建㈱ ㈱都市設計研究所 発寒南小学校改築ほか工事（主体工事）校舎棟

2020/12 ㈱桑原組・守建設㈱JV
神戸市住宅都市局建築技術部
建築課

草津市第二学校給食ｾﾝﾀｰ新築工事（建築）

2020/12
橋本川島・盛永・廣野・吉
宮共同企業体

久米・柴滝・中原共同企業体 旭川市総合庁舎建替工事（建築主体工事）B工区

2020/12
三浦・田中・新井建設共同
企業体

㈱大建設計 足立区立綾瀬小学校改築工事

2020/12 若築建設㈱ 南関東防衛局調達部 北富士外（30補）隊庁舎新設等建築その他工事
2020/12 伸明建設㈱ 建築工房 ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ 鳩ケ谷中学校ﾌﾟｰﾙ改築工事

2020/12 新日本工業㈱
東京都東部住宅建設事務所建
設課

都営住宅30H-103東（江東区東砂二丁目第２）工事

2020/12 青木あすなろ建設㈱ ㈱大建設計 令和2年度加東市東条地域小中一貫校建設工事
2020/12 美樹・吉田共同企業体 ㈱小野設計 南部ｴﾘｱ学校給食ｾﾝﾀｰ整備及び運営事業（設備整備業務）

2020/11 ｺｽﾓ建設㈱ ㈱ｳﾞｧｲｽﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ
令和元・2年度 給食ｾﾝﾀｰ建設工事 御前崎市新学校給食ｾﾝﾀｰ建設工
事（建築主体工事）

2020/11 ㈱桑原組 ㈱水原建築設計事務所 守山南中学校給食・第2体育館棟建築工事

2020/11
三井住友・丸昭特定建設
工事共同企業体

山下・本田・月足特定建築設計
共同企業体

人吉市庁舎建設（建築）工事

2020/11
柄谷・寄神特定建設工事
共同企業体

神戸市住宅都市局建築技術部
建築課

兵庫区総合庁舎・消防署建設他工事

2020/11 眞生工業㈱ 日野市総務部建築営繕課 石田地区公共施設建築工事

2020/10 ㈱ﾕｰﾃﾞｨｹｰ
㈱高岡建築設計事務所・埼玉
県都市整備部営繕課

29県住大宮砂団地第1工区建築その他

2020/10 ㈱三ノ輪建設 ㈱日建設計 町田市熱回収施設等整備運営事業

2020/10 ㈱田中工業
㈱高岡建築設計事務所・埼玉
県都市整備部営繕課

29県住大宮砂団地第2工区建築その他工事

2020/10 岩田地崎・藤原工業JV ㈱ｱﾙﾄ建築設計事務所
吹田市立佐竹台小学校校舎及び吹田市立佐竹台留守家庭児童育成
室増築工事

2020/10 小俣組・ｷｸｼﾏJV ㈱金子設計 緑警察署新築工事（建築）
2020/10 前川建設㈱ ㈱日立建設設計 神野台学校給食ｾﾝﾀｰ整備及び運営事業
2020/10 立・坪田JV 姫路市都市局まちづくり推進部 姫路市営中河原住宅（第3期）高層建替（建築）工事
2020/09 ㈱山根工務店 ㈱小山建築設計事務所 高津小学校校舎増築その他工事
2020/09 ㈱淺沼組 ㈱綜企画設計 和光市広沢複合施設整備・運営事業　保健ｾﾝﾀｰ新築工事
2020/09 亀井工業㈱ ㈱松田平田設計 茅ヶ崎市歴史文化交流館（博物館）建設（建築）
2020/09 公成建設㈱ 京都市公共建築建設課 崇仁市営住宅新築工事
2020/09 前田建設工業㈱ ㈱久米設計 八代市新庁舎建設工事
2020/09 前田建設工業㈱ ㈱石本建築事務所 平成30年度 区立上板橋第二中学校統合改築工事

2020/09 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士
事務所

文京区大塚6丁目 兵庫県職員寮 新築工事

2020/09
竹中工務店・守谷特定建
設工事共同企業体

大建・ｴｰｱﾝﾄﾞｴｰ設計共同企業
体

安曇野市新総合体育館新築工事

2020/08 ｺﾊﾞ・小沢組建設共同企業 ㈱相和技術研究所 練馬区立関町北小学校校舎等改築工事
2020/08 ㈱永賢組 ㈲ｱｰｷﾃｸﾄ・ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ 小牧市小牧三丁目共同住宅新築工事



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
官庁物件　ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2020/08 ㈱遠藤組 ㈱岩見田・設計 鵡川高等学校生徒寮整備事業

2020/08 ㈱竹中工務店
伊東豊雄建築設計事務所・横
須賀満夫建築設計事務所共同

水戸市新市民会館等施設建築物新築工事

2020/08 ㈱竹中工務店 ㈱教育施設研究所 新高度被ばく医療施設新築工事

2020/08
黒須・瀬沼特定建設工事
共同企業体

㈱楠山設計 給食ｾﾝﾀｰ（元横山）新築工事

2020/08 大日本土木㈱
㈱松田平田設計・東京都財務
局建築保全部施設整備第二課

都立立川学園特別支援学校(31)増築工事

2020/08 馬淵建設㈱ ㈱松田平田設計 都立光明学園(31)北棟改築工事
2020/07 ㈱丸本組 ㈱盛総合設計 石巻警察署新蛇田南待機宿舎新築工事

2020/07 ㈱鏑谷工務店
東京都東部住宅建設事務所建
設課

都営住宅30M-108東（大田区南六郷一丁目）工事

2020/07
熊谷・鈴縫・ｽﾄｳ特定建設
工事共同企業体

㈱熊谷組 一級建築士事務所 上坪浄水場更新事業施設建設工事

2020/07
勝井・三光・柏崎特定建設
工事共同企業体

岩見沢市総務部新庁舎整備室 新庁舎改築主体工事2工区

2020/07
松浦・日東・山本特定建設
工事共同企業体

岩見沢市総務部新庁舎整備室 新庁舎改築主体工事1工区

2020/07 和光建設㈱ ㈱教育施設研究所 鴻巣市立中学校給食ｾﾝﾀｰ新築(建築)工事
2020/06 ㈱三木組 ㈱ﾕﾆﾊﾞｧｻﾙ設計 県営横山団地公営住宅
2020/06 ㈱松田組 ㈱木下設計 東安居団地F棟
2020/06 ㈱竹中工務店 ㈱日本工房 苫前町役場庁舎耐震改修及び苫前地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ建設工事
2020/06 斎藤工業㈱ 春日部市こども未来部 保育課 春日部市複合型子育て支援施設新築工事
2020/06 若生工業㈱ ㈱佐藤総合計画 石巻好文館高校舎改築工事
2020/06 日成工事㈱ ㈱ﾕﾆﾊﾞｧｻﾙ設計 県営横山団地公営住宅
2020/05 ㈱石井組 ㈱金丸建築設計事務所 県営住宅自由ヶ丘団地1号棟建替事業（建築）工事

2020/05
熊谷・大洋・圓山建設共同
企業体

品川区企画部施設整備課 鮫浜小学校校舎改築その他工事

2020/05 公成建設㈱ 京都市公共建築建設課 京都市新北消防署
2020/05 松尾建設㈱ 梓・石橋・三原設計共同企業体 SAGAｻﾝﾗｲｽﾞﾊﾟｰｸ50Ｍ水泳場新築工事
2020/05 沼田工業㈱ ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱ 上平間営業所整備場棟改築その他工事
2020/05 新日本建設㈱ 八千代ｴﾝｼﾞﾆﾔﾘﾝｸﾞ㈱ 成田市公設地方卸売市場新築工事

2020/05 北野建設㈱
東京都財務局建築保全部施設
整備第二課

都立竹台高等学校（30）改築工事

2020/04 ㈱柄谷工務店 ㈱市浦ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ&ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 市営武庫3住宅第2期（宮ノ北住宅）建替事業第2次工区
2020/04 紅梅組・大旭JV ㈱多摩設計 平塚農業高校　商業教育棟新築工事
2020/04 三ツ木建設工業㈱ 東京都江東区治水事務所 上平井水門管理棟耐震・耐水対策工事その2
2020/04 三幸建設工業㈱ 東京消防庁総務部施設課 東京消防庁小平消防署花小金井出張所庁舎（31）改築工事
2020/04 東急建設㈱ ㈱東畑建築事務所 東京大学（西東京）総合研究棟新営その他（建築）設計業務
2020/04 ㈲福地組 沖縄防衛局調達部 陸自宮古島（30）城辺宿舎新設建築工事
2020/03 たち建設㈱ ㈱ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ･ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄﾜｲｽﾞ 守山南中学校校舎棟増改築建築工事
2020/03 共立・守谷建設共同企業 渋谷区財務部施設整備課 高齢者ｹｱｾﾝﾀｰ跡地複合施設建設建築工事
2020/03 西武建設㈱ ㈱梓設計 町田市立陸上競技場観客席増設工事
2020/03 大成建設㈱ 法務省大臣官房施設課・㈱類 宮城刑務所北収容棟等新営(建築)工事

2020/03 日本建設㈱
文京区施設管理部施設管理
課・㈱佐藤総合計画

文京区立誠之小学校改築工事

2020/03 北野・中原建設共同企業 ㈱ﾆｯﾃｲ建築設計 中央区立桜川敬老館等複合施設改築工事(建築工事)
2020/03 門倉組･平錦住建JV ㈱国設計 辻堂市民ｾﾝﾀｰ・公民館、消防出張所改築工事（建築工事）

2020/03 ㈲北勝建設
㈱国建・ｱｶｲ建築設計事務所
設計共同体

国頭村新庁舎建設工事

2020/02 株本建設工業㈱ 高村設計事務所 香住文化会館整備工事
2020/02 ㈱内池建設 石本・はんざき設計共同企業 室蘭市環境科学館・市立室蘭図書館新築工事
2020/02 ㈱淺沼組 北関東防衛局調達部 練馬（30）宿舎新築工事
2020/02 丸か建設㈱ ㈱久米設計 浜市小学校災害復旧工事(鳴瀬桜華小学校併行防音工事)(建築工事)
2020/02 瀬戸建設㈱ 小田原市建設部建築課 小田原消防庁舎再設備事業成田出張所建設工事
2020/02 名工建設㈱ ㈱汎設計 滝川小学校増築その他工事
2020/02 野村建設工業㈱ ㈱日総建 西船場小学校増築その他工事
2020/01 ㈱大林組 ㈱大建設計 清瀬市新庁舎建設工事

2019/12 ㈱丸本組
㈱盛総合設計・㈲SANAA事務
所・宮城県土木部営繕課

松島自然の家災害復旧事業第2期本館棟建設工事

2019/12
関東・長井特定建設工事
共同企業体

㈱豊建築事務所 立川市立若葉台小学校新校舎建設工事

2019/12
三共後藤建設・道和建設・
ﾀﾞｲｲﾁJV

㈱ﾄﾞｰｺﾝ 美幌町役場庁舎建設建築主体工事

2019/11 岡田建設㈱
三井E&S環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 一
級建築士事務所

北設広域事務組合新し尿処理施設整備事業

2019/11 ㈱熊谷組 ㈱梓設計 H30名古屋第3国税総合庁舎建築工事
2019/11 ㈱鴻池組 ㈱佐藤総合計画 芳水小学校第2期校舎改築その他工事＜ﾌﾟｰﾙ棟＞
2019/11 ㈱大松建設 ㈱千都建築設計事務所 東庄町学校給食ｾﾝﾀｰ建設工事

2019/11
三井E&S環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
㈱

三井E&S環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 一
級建築士事務所

八女中部衛生施設事務組合汚泥再生処理ｾﾝﾀｰ整備工事



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
官庁物件　ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2019/11
松尾・ｺﾗﾑ特定建設工事共
同企業体

㈱金子設計 浦賀警察署新築工事（建築）

2019/11 牟田建設・馬場製作所JV ㈱石橋建築事務所 神埼市・吉野ヶ里葬祭場新築工事

2019/10
村岡・伊藤建友・塚本特定
建設工事共同企業体

㈱佐々木建築設計事務所 北部学校給食ｾﾝﾀｰ建設工事

2019/10 大成建設㈱ ㈱ﾏﾙﾀ設計 大島町複合公共施設建設工事
2019/10 中島建工㈱ ㈲竹内建築設計事務所 下落合分団車庫改築工事
2019/10 道和建設・宮田建設JV ㈱ｻﾝ設計事務所 美幌町屋内多目的運動場建設建築主体工事
2019/09 ㈱屋部土建 沖縄防衛局調達部 陸自宮古島(30)平良宿舎

2019/09 清水建設㈱
清水建設・若竹まちづくり研究
所建設事業共同企業体

安田町新庁舎建設事業

2019/09 大成建設㈱ 北海道防衛局調達部 稚内(30)局舎新設建築工事

2019/08
ﾔﾏﾜﾗ・窪田特定建設工事
共同企業体

㈱ｴｰｼｰｴ設計・㈲COM建築設
計事務所 設計共同体

駒ヶ根市地域交流ｾﾝﾀｰ(赤穂公民館)等建設工事

2019/08 ㈱基土木
㈱建築設計同人匠才庵・島設
計室・ｱﾄﾘｴ海風 業務委託JV

沖縄市立美東小学校校舎新増改築工事（建築工事）2工区

2019/08 ㈱淺沼組 神奈川県内広域水道企業団 伊勢原浄水場排水処理棟
2019/08 公成建設㈱ ㈱内藤建築事務所 宇治田原町新庁舎建設工事
2019/08 佐藤工業㈱ 法務省大臣官房施設課 駿府学園新営（建築）第2期工事
2019/08 瀬尾建設工業㈱ ㈱大建設計 倶知安町役場庁舎新築工事(建築)
2019/08 大翔・小松建設共同企業 葛飾区総務部営繕課 葛飾区本田中学校建築工事
2019/07 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 ㈱市浦ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ&ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 区立麹町仮住宅新築工事
2019/07 甲信建設工業㈱ 小宮山和人設計工房 上八幡公園管理棟

2019/07
上條・大城特定建設工事
共同企業体

市川市街づくり部設計監理課・
㈱桑田建築設計事務所

市川市立塩浜学園新築工事

2019/07 新日本工業㈱
東京都東部住宅建設事務所建
設課

都営住宅30H－108東（北区浮間三丁目 ）工事

2019/06 ㈱奥村組 ㈱昭和設計 女川小・中学校建設工事
2019/06 岩出建設㈱ 共同設計㈱ 岸和田市営上松・山下住宅建替工事

2019/06
亀井工業・大勝建設特定
建設工事共同企業体

㈱洋建築企画 茅ケ崎市営小和田住宅外複合施設建設（建築）工事

2019/06 佐田建設㈱ ㈱綜企画設計 戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ屋内ﾌﾟｰﾙ新築工事
2019/06 三木・NB建設共同企業体 ㈲協和建築設計事務所 矢向中学校増築工事
2019/06 飛島建設㈱ 東京消防庁総務部施設課 東京都消防庁本町待機宿舎（30）改築工事
2019/06 芙蓉建設㈱ 馬場設計・NEO建築設計事務 富士河口湖町立船津小学校増改築工事
2019/05 ㈱松村組 ㈱東畑建築事務所 東京大学（駒場Ⅰ）駒場体育館（仮称）新営その他
2019/05 大洋・信友建設共同企業 ㈱日生建築計画研究所 保土ヶ谷消防署移転新築工事
2019/05 中里建設㈱ 埼玉県都市整備部営繕課 29県住行田門井団地建築その他工事

2019/04
ｻﾝｴｽ・戸沢・ｵｵﾊﾞ建設共
同企業体

㈱梓設計 浮間中学校等複合施設新築工事

2019/04
株木･塚原特定建設工事
共同企業体

㈱久米設計 平成30・31年度ひたち野うしく中学校新築工事（工区1建築工事）

2019/04 ㈱内山住宅 ㈱山下ﾃｸﾉｽ 府中市立府中第二小学校校舎増築及び改修工事
2019/04 水ing・松村組建設共同企 ㈱松村組 一級建築士事務所 小田原工場排水処理設備工事

2019/04 東急建設㈱
梓設計・東急建設 設計監理共
同企業体

空港施設株式会社 ｱｰｸﾋﾞﾙ増改築工事

2019/03 ㈱ﾄｰﾖｰ建設 東京都東部公園緑地事務所 上野動物園ﾊﾟﾝﾀﾞのふるさとｿﾞｰﾝ新築工事
2019/03 ㈱ﾕｰﾃﾞｨｹｰ 埼玉県都市整備部営繕課 29県住入間霞川団地第3工区建築その他工事
2019/03 ㈱島村工業 ㈱桂設計 吹上北側生涯学習施設
2019/03 ㈱島村工業 埼玉県都市整備部営繕課 28県住大宮植竹団地第2工区建築その他工事
2019/03 東亜建設工業㈱ 南関東防衛局調達部 船越（29）宿舎B棟新設建設工事
2019/02 初雁興業㈱ 埼玉県都市整備部営繕課 29県住入間霞川団地第2工区建築その他工事
2019/02 上條建設㈱ 日本水工設計㈱ 江戸川第一終末処理場
2019/02 大豊建設㈱ ㈱阿波設計事務所 船越（29）宿舎A棟新設建設工事

2019/02
竹中工務店・西松建設共
同企業体

㈱竹中工務店 一級建築士事
務所

横浜市市庁舎移転新築工事

2019/02 林建設㈱ ㈱ｶﾄｳ建築事務所 東京消防庁調布消防署庁舎(29)改築工事

2019/01
みずほ・長坂・吉田特定建
設工事共同企業体

㈱中島建築事務所 金沢市立森山町小学校校舎改築工事（建築工事その1）

2019/01 ㈱丸本組 ㈱盛総合設計 女川ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ新築工事
2019/01 ㈱島村工業 埼玉県都市整備部営繕課 29県住入間霞川団地第1工区建築その他工事
2019/01 鴻池・東建設共同企業体 警視庁総務部施設課 警視庁東京国際空港庁舎(29)新築工事
2018/12 たち建設㈱ 後藤平建築事務所 治田小学校校舎増築工事
2018/12 ㈱旭工建 大阪市都市整備局 住宅部建 天津橋住宅１号館建設工事
2018/11 鵜沢建設㈱ ㈱都市整備技術研究所 国際医療福祉大学成田病院　教育研修ｾﾝﾀｰ新築工事

2018/11 ㈱竹中工務店 ㈱山田守建築事務所
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催に伴う日本武道
館会場準備計画案に関する増改修工事

2018/11 ㈱渡辺組 ㈱金子設計 新横浜市立市民病院ｴﾈﾙｷﾞｰｻｰﾋﾞｽﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ事業
2018/11 ㈱島村工業 ㈱宮下設計事務所 28県住本庄小島団地第1工区建築その他工事
2018/11 埼玉建興㈱ ㈱山下設計 新庁舎1期棟建設工事のうち建築工事
2018/11 守屋八潮建設㈱ ㈱宮下設計事務所 28県住本庄小島団地第2工区建築その他工事



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
官庁物件　ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2018/11 谷口建設興業㈱ ㈲磯野建築事務所 林地区幼保一体化施設整備工事
2018/10 ㈱大松建設 成田市 成田市立本城小学校増築棟4級併行防音工事（建築工事）
2018/10 佐田・石橋建設共同企業 東京消防庁総務部施設課 東京消防庁赤羽消防署庁舎(29)改築工事
2018/10 松下・山口建設共同企業 ㈱大誠建築設計事務所 文京区立青柳保育園改築工事

2018/10
渡辺・興信建設共同企業
体

㈱ﾍﾞﾙ建築研究所
杉並区立成田西子供園移転改築及び併設就学前教育支援ｾﾝﾀｰ建築
建設工事

2018/09 五洋建設㈱
東京都財務局建築保全部施設
整備第一課

東京都公文書館(29)改築工事

2018/08 ㈱ﾃｸﾄ ㈱あい設計 筑波大学附属桐が丘特別支援学校(本校)校舎新営その他工事（１期）

2018/07
岩田地崎・中林・DAIMON
特定建設工事共同企業体

㈱高橋建築設計事務所 東大阪市営荒本住宅Ｂ棟建替工事

2018/07 森繁建設㈱ ㈱芦沢設計 吹田市山手地区公民館及び吹田市山手地区高齢者いこいの間建設

2018/06
ﾌｼﾞﾀ・豊蔵組・清水建築特
定共同企業体

梓設計・三上建築事務所・ﾌｼﾞﾀ
設計共同体

野々市中央地区整備事業(仮称)地域中心交流拠点施設建設工事

2018/06 旭・矢野共同企業体 ㈱林設計事務所 大阪府営吹田古江台第4期高層住宅（建て替え）新築工事（第1工区）
2018/06 林建設㈱ ㈱ｶﾄｳ建築事務所 東京消防庁調布消防署庁舎(29)改築工事

2018/05
伊藤・大和・半田特定建設
工事共同企業体

草階・共立総合・三木設計共同
企業体

横手警察署建築工事

2018/05 山中建設工業㈱ つくば建築設計事務所㈱ 子育て拠点施設整備事業上辺見保育所移転改築工事

2018/05 富国建設㈱
大阪府住宅まちづくり部公共建
築室

大阪府営吹田古江台第4期高層住宅（建て替え）新築工事

2018/04
西松・日新特定建設工事
共同企業体

㈱石本建築事務所 平取町国民健康保険病院改築工事

2018/04 中村建設㈱ ㈱丹青研究所 室生寺 国宝釈迦如来坐像ほか5件 美術工芸品保存活用整備事業

2018/03
ﾌｼﾞﾀ・日本・共立・岡建設
共同企業体

東京都財務局建築保全部施設
整備第二課

都立南花畑学園特別支援学校Ⅱ期工事

2018/03 ㈱加賀田組 ㈱広建設計 横浜国立大学常盤台ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ新築工事
2018/03 ㈱三ノ輪建設 三井造船環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 境川ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ改修工事
2018/03 栗本・中喜建設共同企業 ㈱ﾄｸｵ 鶴原団地住宅（1～5棟）建替第二期工事

2018/03
松尾・山武建設共同企業
体

東京都財務局建築保全部施設
整備第二課

都立神代高等学校（29）校舎棟改築工事

2018/03 清水建設㈱ 清水建設㈱ 一級建築士事務 茅ヶ崎市地域医療ｾﾝﾀｰ等複合施設整備事業
2018/03 樋下建設㈱ 盛岡広域振興局土木部住宅課 県営備後第一ｱﾊﾟｰﾄ（9号棟）建設（建築）工事
2018/02 みづほ工業㈱ ㈱織田設計 緑住宅建設工事第3期（建築工事）

2018/02
ﾕｰﾃﾞｨｹｰ・佐伯・初雁特定
建設工事共同企業体

㈱教育施設研究所 さいたま市立中等教育学校整備事業（1期）建設工事

2018/02
坂田建設・大正建設・勝見
工務店JV

墨田区総務部営繕課・㈱類設
計室

吾嬬立花中学校校舎新築その他工事

2018/02 埼玉建興㈱ ㈲ｻﾄｳ設計 前川住宅及び前川図書館第1期改築工事
2018/02 大末建設㈱ ㈱ﾌｹﾀ設計 人工知能に関するｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ研究拠点柏ﾊﾌﾞ拠点研究棟建築工事

2018/01
ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ・大雄・三ツ目建
設共同企業体

㈱豊建築事務所 蔵前小学校改築工事

2018/01 ㈱丸本組 ㈱構建築設計事務所 石巻北高校舎改築工事

2018/01
清水・金下・公成 特定建設
工事共同企業体

㈱日建設計 京都市分庁舎新築工事ただし、建築主体その他工事

2018/01 田島建設㈱ ㈲深谷建築設計工房 べに花ふるさと館厨房施設等増築工事
2017/12 上條建設㈱ ㈱唯設計 道路休憩施設ﾄｲﾚ棟新築工事
2017/11 大山・野洲共同企業体 ㈱梓設計 小杉小学校新築工事

2017/10
安藤・間・東北入谷まちづく
り建設・丸庄工務店特定建
設工事共同企業体

㈱清水公夫研究所 会津美里町庁舎及び複合文化施設建設工事

2017/10
戸田建設・加賀田組・小柳
建設共同企業体

佐藤総合計画・基設計 設計共
同体

加茂病院改築建築工事

2017/10
三井住友・鈴縫・伊藤喜三
郎・飯島洋省特定建設工
事共同企業体

㈱伊藤喜三郎建築研究所 さくらがわ地域医療ｾﾝﾀｰ実施設計業務

2017/10 守屋八潮建設㈱ ㈱ﾕﾆ･ｱｰﾄ設計事務所 東秩父分署建設（建築）工事

2017/10 新日本工業㈱
東京都東部住宅建設事務所建
設課

都営住宅26H-113東（足立区西保木間二丁目）工事

2017/09 ㈱鴻池組 ㈱久米設計 平成28年区立小豆沢体育館ﾌﾟｰﾙ棟増築工事

2017/09
鴻池・大明・加地建設共同
企業体

㈱佐藤総合計画 芳水小学校第1期校舎改築その他工事

2017/08 ㈱阿部重組JV ㈲花田設計 市営住宅小柳団地E棟新築工事
2017/08 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事 女川町庁舎等整備事業建設工事

2017/08
清水・大平特定建設工事
共同企業体

清水建設・梓設計設計共同体 神栖中央公園防災ｱﾘｰﾅ整備運営事業

2017/07 鹿島建設㈱ ㈱東畑建築事務所 帯広第2地方合同庁舎16新営建築
2017/07 清水建設㈱ ㈱大建設計 独立行政法人 国立病院機構 埼玉病院新外来・新病棟等新築整備工

2017/07
竹中工務店・田中組共同
企業体

㈱石本建築事務所
独立行政法人 国立病院機構 北海道がんｾﾝﾀｰ全面建替整備工事（建
築）



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
官庁物件　ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2017/07 樋下建設㈱
盛岡広域振興局土木部建築住
宅室住宅課

県営備後第一ｱﾊﾟｰﾄ（8号棟）建設工事

2017/07 片岡工業㈱ ｸﾎﾞﾀ環境ｻｰﾋﾞｽ㈱ 長生郡市広域市町村圏組合 汚泥再生処理ｾﾝﾀｰ建設工事
2017/06 ㈱河津建設 ㈱綜企画設計 東京消防署大森消防署山谷出張所庁舎新築工事
2017/06 若築建設㈱ ㈱慎設計事務所 防大（27）理工学館A棟新設等建築追加工事

2017/05
ﾌｼﾞﾀ・松元・前田・村上 特
定建設工事企業体

内藤・重信設計 共同企業体 奄美市本庁舎（建築主体）建築工事

2017/05 上條建設㈱ ㈱飛鳥設計 亀沢保育園等複合施設改築工事
2017/04 埼玉建興㈱ ㈱ｶﾄｳ建築事務所 上青木公民館・上青木西保育所改築工事

2017/04
三浦・内山建設共同企業
体

東京都西部住宅建設事務所建
設課

都営住宅27H-106西及び27M-103西（府中市住吉町二丁目）工事

2017/03 協栄・白井・高野建設JV ㈱あい設計 世田谷区立下北沢小学校新築工事

2017/03
新日本・増建設共同企業
体

東京都東部住宅建設事務所建
設課

都営住宅26CH-118東（江東区大島五丁目・江東区施設）工事

2017/02 佐田・中尾建設共同企業 ㈱教育施設研究所 都立板橋高等学校（28）改築工事

2017/02
錢高・栄興特定建設共同
企業体

㈱錢高組 一級建築士事務所 知田地区新設特別支援学校校舎建築

2017/01
立石・薩摩建設共同企業
体

東京都西部住宅建設事務所建
設課

都営住宅26-H107西（世田谷区下馬二丁目）工事

2016/12 守屋八潮建設㈱ ㈱松下設計 文化ｾﾝﾀｰ楽屋増築工事
2016/12 大成建設㈱ 堺市建築都市局建築部 堺市民芸術文化ﾎｰﾙ建設工事
2016/12 尾崎・藤本・鈴木組JV ㈱ｳﾞｧｲｽﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 学校給食施設整備事業掛川給食ｾﾝﾀｰ建設工事
2016/11 ㈱守谷商会 ㈱第一設計 須坂創成高校管理商業科棟ほか建築工事
2016/11 清水建設㈱ ㈱坂倉建築研究所 みどりの学園建設工事
2016/11 西松建設㈱ ㈱梓設計 多可町新庁舎建設工事

2016/11
中野・岸本特定建設工事
共同企業体

㈱石橋建築事務所
平成28・29年度電源立地地域対策交付金事業福祉施設建設（建築主
体）工事

2016/11
田中・丸竹竹田特定共同
企業体

㈱北海道日建設計 中の島小学校改築工事（主体工事）

2016/10 ㈱渡辺組 ㈱阿波設計事務所 相模原ｷｬﾝﾊﾟｽ宇宙探査実験棟新築工事

2016/09
東亜・埼和特定建設工事
共同企業体

㈱伊東豊雄建築設計事務所 川口市火葬施設建設工事

2016/08 ㈱加賀田組 ㈱内藤建築事務所 東京消防庁町田消防庁舎（27）新築工事
2016/08 光進総建㈱ 光進総建㈱ 一級建築士事務 平成27年度天王洲水門（改良）耐震補強工事

2016/08
立花・増島・春日建設共同
企業体

練馬区総務部施設管理課 練馬区立石神井東中学校屋内運動場及びﾌﾟｰﾙ改築等工事

2016/07
ﾌｼﾞﾀ・日本・共立・岡建建
設共同企業体

東京都財務局建築保全部施設
整備第二課

都立南花畑学園特別支援学校（27）改築工事

2016/07 株木建設㈱ ㈱日立建設事務所 高萩市本庁舎再建（災害復興）工事
2016/07 大成建設㈱ ㈱INA新建築研究所 白井市庁舎整備工事

2016/06
ﾀﾙﾔ・岩井・佐藤建設共同
企業体

㈱隈研吾建築都市設計事務所 富岡市新庁舎建設工事

2016/06 伊藤組土建㈱ 北海道建設部建築局建築整備 北海道札幌工業高等学校屋内体育館改築その他工事
2016/06 ㈱ﾕｰﾃﾞｨｹｰ ㈱丸岡設計　監理：㈱松下設 25県住本庄小島団地第1工区建築ほか工事
2016/06 五洋建設㈱ ㈱阿波設計事務所 平成27年度小笠原世界遺産ｾﾝﾀｰ新築工事
2016/06 守屋八潮建設㈱ ㈱丸岡設計 25県住本庄小島団地第3工区

2016/06
松尾・進和建設共同企業
体

東京都港湾局港湾整備局施設
建設課

平成26年度10号地その2ふ頭内貿上屋

2016/05 埼玉建興㈱ ㈱ｶﾄｳ建築事務所 前川小学校改築工事
2016/05 伸明建設㈱ ㈱大誠建築設計事務所 幸並中学校改築工事
2016/05 仙建工業㈱ 日新設計㈱ 塩竈市北浜地区第一期災害公営住宅新築工事
2016/05 日本国土・徳倉・谷沢建設 ㈱ｱｰｸﾎﾟｲﾝﾄ 港区営住宅ｼﾃｨﾊｲﾂ六本木等整備工事
2016/05 立沢建設㈱ 日本工営㈱ 社会資本整備総合交付金工事

2016/05
淺沼・越野・田口建設共同
企業体

警視庁総務部施設課 警視庁王子警察署庁舎（26）改築工事

2016/04 ㈱中道組
大阪府住宅まちづくり部公共建
築室

大阪府営竹城台4丁第1期高層住宅新築工事（第2工区）

2016/03
ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ･ｲﾁｸﾞﾐ･山内建設
共同企業体

㈱類設計室 江戸川区立第三松江小学校改築工事

2016/02
ﾌｼﾞﾀ･三ﾉ輪特定建設工事
共同企業体

㈱横河建築設計事務所 新ﾆｰｽﾞｾﾝﾀｰ花の家建築工事

2016/02 遠藤興業㈱ 日新設計㈱ 石巻市三俣2丁目南地区災害公営住宅新築工事その1
2016/02 ㈱ｸﾏｹｰ建設 TS構造設計 気仙沼市魚町2丁目地区優良建築物等整備事業
2016/02 ㈱熊谷組 ㈱ﾏｳﾝﾄﾌｼﾞ ｱｰｷﾃｸﾂｽﾀｼﾞｵ 道の駅ましこ 新築工事
2016/02 埼玉建興㈱ ㈱ﾕﾆﾊﾞｧｻﾙ設計 幸町小学校･栄町公民館改築工事
2016/02 若生工業㈱ 日新設計㈱ 石巻市三ツ股2丁目南地区災害公営住宅新築工事その2
2016/01 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務 船橋市北部清掃工場（余熱利用施設）
2016/01 守屋八潮建設㈱ ㈱桂設計 小鹿野町新武道館新築工事

2015/12 ㈱旭工建
大阪府住宅まちづくり部公共建
築室

大阪府営堺竹城台4丁第一期高層住宅



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
官庁物件　ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2015/11 ｳﾁﾔﾏ建設㈱ 初雁興業㈱ 一級建築士事務 平成27年度公社支援住宅水村喜兵衛借上型県営住宅建設工事

2015/11 ﾌｼﾞﾀJV
ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ・雅禧建築設
計企業体

福岡市第二給食ｾﾝﾀｰ新築工事

2015/11 風越建設㈱ 横浜市建築局 新鶴見小学校増築その他工事
2015/10 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事 白石区移転新複合庁舎隣接地複合施設新築工事

2015/10 仲程土建㈱
㈱ｴｰ･ｱｰﾙ･ｼﾞｰ ㈲ｱｺﾞﾗｴﾝｼﾞﾆｱ
ﾘﾝｸﾞ共同企業体

県営南風原団地建替工事（第1期）C棟

2015/09 坂田・岡本建設共同企業 墨田区総務部営繕課 吾嬬第二中学校校舎改築工事
2015/09 鹿島建設㈱ ㈱佐藤総合計画 東京大学医学部附属病院病棟（Ⅱ期）新営その他工事
2015/09 瀬尾建設工業㈱ ㈱ｻﾝ設計事務所 倶知安町学校給食ｾﾝﾀｰ建設工事

2015/08 ㈱西中洲樋口建設
福岡市住宅都市局住宅部住宅
建設課

平成26年度公営住宅（弥永住宅）新築工事

2015/08
竹中工務店・菅原・鈴木共
同企業体

妹島・新穂・石川設計企業体 鶴岡市文化会館改築工事

2015/06 ㈱錢高組 昭和・久慈設計共同企業体 おおつち学園小中一貫教育校建設工事
2015/05 ㈱三ノ輪建設 ㈱土屋建築研究所 町田地区子どもｾﾝﾀｰ新築工事
2015/05 戸田建設㈱ ㈱山下設計 高崎市新体育館建築工事
2015/05 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務 浦安市新庁舎建設工事

2015/05 大成・前田JV
東京都財務局建築保全部施設
整備第二課

都立新島高等学校（26）改築工事

2015/04 ﾌｼﾞﾀ･ｻﾝｴｽ･北澤JV ㈱松田平田設計 赤羽体育館新築工事
2015/04 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務 ふじみ野市・三芳町環境ｾﾝﾀｰ整備・運営事業
2015/04 西野・櫻内工務店・金子JV ㈱大建設計 相模原市営南台団地建設工事
2015/03 ㈱淺沼組 北関東防衛局調達部 入間（25）宿舎新設等建築その他工事

2015/03
三浦組・鏑谷建設共同企
業体

東京都東部住宅建設事務所建
設課

都営住宅24H-113東（江戸川区船堀一丁目第二）工事

2015/03 ㈲ｺｰﾘﾝ建設 * 若杉ﾀﾞﾑ管理棟新築工事

2015/02
ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ・東建設共同企業
体

東京都東部住宅建設事務所建
設課

都営住宅24H-114東（江戸川区船堀一丁目第2）工事

2015/02 ㈱白戸工務店 ㈱都市環境設計事務所 24県住久喜青葉団地第1工区

2015/02
小池・多喜特定建設工事
共同企業体

昭和設計㈱ 杭ノ瀬更新住宅新築工事

2015/01 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務 新武蔵野ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ整備運営事業
2014/12 大成・兼子JV ㈱日本設計 白河市民文化会館建設事業建築工事
2014/11 鹿島建設㈱ ﾒﾄﾛ開発㈱ 南麻布五丁目建物新築工事
2014/10 旭・中道共同企業体 ㈱汎設計 大阪府営貝塚橋本第二第四期高層住宅工事

2014/10
岩田地崎・黒島・千釜・八
雲製材JV

石本建築・澄建築 特定設計業
務共同企業体

八雲総合病院本館棟改築外工事

2014/10 鹿島建設㈱
佐藤総合計画・鹿島建設共同
企業体

東京大学ﾃｸﾆｶﾙﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ

2014/09
鹿島・東急・TSUCHIYA・京
急 建設共同企業体

東京都財務局建築保全部施設
整備第一課

武蔵野の森総合ｽﾎﾟｰﾂ施設ｻﾌﾞｱﾘｰﾅ･ﾌﾟｰﾙ棟

2014/09 鹿島建設㈱ 南関東防衛局調達部 相模原米軍低層住宅
2014/09 ㈲沖山興業 東京都八丈島八丈町役場 八丈島公営住宅中道団地
2014/07 清水建設㈱ ㈱北海道日建設計 北海道大学ﾌｰﾄﾞ＆ﾒﾃﾞｨｶﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ国際拠点棟
2014/06 ㈱竹中工務店 ㈱日本設計 武蔵野の森ﾒｲﾝｱﾘｰﾅ
2014/04 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 ㈱山田綜合設計 国立国際医療研究ｾﾝﾀｰ国府台病院
2014/04 鹿島・八州・七番JV ㈱安井建築設計事務所 半田市新庁舎建設工事

2014/03 清水建設㈱
桂設計・のあ設計事務所特定
設計監理共同企業体

25消防本部消防庁舎建設工事

2013/12 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務 ふじみ野市・三芳町環境ｾﾝﾀｰ
2013/11 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱ﾌｼﾞﾀ 一級建築士事務所 一宮町役場新庁舎建設工事
2013/11 ㈱ﾕｰﾃﾞｨｹｰ ㈱あい設計 22県住大宮東宮下団地
2013/11 ㈱田中工務店 ㈱あい設計 22県住大宮東宮下団地
2013/10 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱ﾃﾞﾈﾌｪｽ計画研究所 港区立西麻布いきいきﾌﾟﾗｻﾞ等複合施設
2013/10 埼玉建興㈱ ㈱ｱﾗｲ設計 県住大宮砂団地第3工区
2013/10 埼和興産㈱ ㈱ｱﾗｲ設計 県住大宮砂団地第1工区
2013/10 川村建設㈱ ㈱ｱﾗｲ設計 県住大宮砂団地第2工区
2013/08 赤間建設㈱ ㈱ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾘﾊﾞﾃｨ ｱｰｷﾃｸﾂ 神湊港緑地施設休憩所
2013/07 ㈲沖山興業 ㈱ｶﾄｳ建築事務所 八丈島公営住宅原山団地
2013/06 錢高・京王建設共同企業 東京都財務局建築保全部 東京都監察医務院本館改築その他工事
2013/05 丸彦渡辺・服部JV ㈱大建設計 東部地区新調理場新築工事
2013/05 鹿島建設㈱ ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱ 鎌ヶ谷市学校給食ｾﾝﾀｰ
2012/12 馬淵建設㈱ 横浜国立大学 施設部 横浜国立大学（常盤台）本部棟改修その他工事
2012/09 ㈱松永建設 ㈱ﾏﾙﾀ設計 監理：埼玉県 22県住浦和高層団地2工区
2012/08 初雁興業㈱ ㈱ﾏﾙﾀ設計 監理：埼玉県 22県住浦和高層団地1工区

2012/07 ㈱竹中工務店
㈱梓設計 監理：関東地方整備
局営繕部

司法研修所（11）建築工事

2012/07 初雁興業㈱
㈱土屋建築研究所 監理：埼玉
県都市整備部営繕課

11東部地域特別支援学校(仮称)中央棟



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
官庁物件　ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2012/06
鹿島・鉄建・岩本建設共同
企業体

㈱ｱｰﾙ・ｱｲ・ｴｰ 警視庁有家族待機宿舎東大和住宅（23）新築工事

2012/06 鹿島建設㈱ ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱ 八千代市学校給食ｾﾝﾀｰ西八千代調理場
2012/05 五洋建設㈱ 監理：南関東防衛局調達部 横須賀（21）田浦地区厚生施設新設建築工事
2012/02 清水建設㈱ ㈱久米設計 埼玉社会保険病院　耐震整備工事
2012/01 安藤建設㈱ ㈱日建設計 北海道大学医学部 陽子線治療研究施設新営工事

2011/12
ﾌｼﾞﾀ・株木・共立建設共同
企業体

監理・東京都財務局建築保全
部施設整備課

都立板橋学園特別支援学校(仮称)（22）改築工事

2011/12 佐藤工業㈱ 監理・北関東防衛局調達部 朝霞(２１)公務員宿舎新築工事
2011/10 ㈱間仁田建設 監理・八丈町役場 東京都八丈町公営富士見団地
2011/10 ㈲沖山興業 監理・東京都八丈町役場 東京都八丈町公営富士見団地
2011/07 東亜建設工業㈱ ㈱NSP設計 岩国飛行場（22）下士官宿舎新設建築工事
2011/07 ㈲沖山興業 ㈱ﾕｰｽ建築設計事務所 平成２２年度公営住宅整備事業富士見団地（八丈島）
2011/05 五洋建設㈱ ㈱車田建築設計事務所 横須賀(20)庁隊舎等移設建築その他工事
2011/02 清水建設㈱ ㈱佐藤総合計画 榛東村立榛東中学校改築工事
2010/11 赤間建設㈱ 東京都財務局建築保全部 東京都職員桜平第一住宅（22）改築工事
2010/10 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱国設計 神奈川県警察学校新生徒寮建築工事
2010/10 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱日本設計 甲府地方合同庁舎（仮称）公務員宿舎甲府住宅
2010/10 鹿島建設㈱ ㈲香山壽夫建築研究所 東京大学（本郷）伊藤国際学術ｾﾝﾀｰ（仮称）新営工事

2010/10 前田・ｺｰﾅﾝ建設ＪＶ
ﾃﾞﾈﾌｪｽ計画研究所・EDH遠藤
設計室

港区立高輪子ども中高生ﾌﾟﾗｻﾞ新築工事

2010/08 鹿島建設㈱ ㈱槇総合計画事務所 町田市庁舎新築工事
2010/07 ㈱竹中工務店 ㈱石本建築事務所 筑波研究所ﾊﾞｲｵﾘｿｰｽ細胞研究ﾘｿｰｽ棟建築工事
2010/05 菊次建設㈱ 八丈町役場 東京都八丈町立保育園
2010/05 埼玉建興㈱ ㈱ﾕﾆﾊﾞｧｻﾙ設計 新西分署建設工事
2009/08 ㈱ﾌｼﾞﾀ 厚生労働省大臣官房 国立精神・神経ｾﾝﾀｰ病棟更新築等整備工事
2009/02 五洋岩井建設共同企業体 ㈱大坂山田守建築事務所 都立多摩養護学校（20）校舎増築工事

2009/02
初雁・三光・三ツ和特定建
設共同企業体

㈱久米設計 川越市新清掃ｾﾝﾀｰ啓発施設新築工事（川越市）

2009/01 埼玉建興㈱ ㈱松田平田設計 朝霞第四小学校改築工事（建築）　（朝霞市）
2008/08 戸田建設㈱ 浦安市健康福祉部・高齢者支 浦安市老人福祉ｾﾝﾀｰ新築工事（浦安市）
2008/07 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 法務省大臣官房施設課 東京入国管理局　横浜支局新営（建築）工事（横浜市）
2008/05 清水建設㈱ 東京工業大学 東京工業大学Ｔｏｋｙｏ　Ｔｅｃｈ　Ｆｒｏｎｔ　新営工事（建築）
2007/11 埼玉建興㈱ ㈱片渕設計事務所 戸田市立美女木小学校単独校給食調理場増築工事（戸田市）
2006/10 埼玉建興㈱ ㈱細田設計 戸田市立戸田第一小学校給食調理場増築建築工事
2005/07 清水・東急・松村組ＪＶ ㈱日建設計 市谷庁舎新設建設工事（新宿区）
2005/06 小川・大場・渡辺建設ＪＶ ㈱ﾚｰﾓﾝﾄﾞ設計事務所 川崎市立川中島中学校改築工事（川崎市）
2004/12 清水建設㈱ ㈱日建設計・清水建設㈱ 三宿公務員住宅建設工事（世田谷区）

2004/05
鹿島・竹中・間特定建設工
事ＪＶ

法務省大臣官房施設課 ＴＤＨ北収容棟新営(建設)工事

2003/11 東急建設・小田急建設ＪＶ ㈱設計集団 中央林間健康増進ｾﾝﾀｰ新築工事
2003/05 戸田建設㈱ ㈱山下設計 千葉市少年自然の家建設工事
2003/04 ㈱錢高組 ㈱教育施設研究所 東京大学基盤科学系実験棟工事（千葉県柏市ｷｬﾝﾊﾟｽ）

2002/11
三井建設・大春工務店・鎌
田工業共同企業体

㈱三真設計ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 片瀬中学校改築建築工事

2002/10 ㈱新藤組 ㈱鈴木建築事務所 所沢市立三ヶ島小学校給食室改築(建築)工事
2002/07 熊谷・北野・長田ＪＶ ㈱坂倉建築研究所 東京大学(新領域)総合研究棟新営工事（柏市）
2002/06 藤光建設㈱ 川崎市まちづくり局市街地開発 末長宗田住宅新築第1号工事
2002/04 ㈱小川組 ㈱小山建築設計事務所 川崎警察署新築工事（建築工事）
2002/04 喜美代・両角・八木ＪＶ 川崎市まちづくり公社 川崎市立古市場小学校改築工事（建築工事）
2002/03 ｽﾙｶﾞ・和同・富山建設ＪＶ 横浜市建築局教育施設課 横浜市立神奈川中学校改築工事（建築工事）
2002/03 ㈱千代田ｱｸﾀｽ ㈱金子設計 (財)神奈川県交通安全協会会館新築工事
2001/08 三木・第一建設ＪＶ 横浜市建築局 十日市場住宅第8期建替工事
2001/07 鹿島・前田・東亜建設ＪＶ ㈱梓設計 横浜国際ｾﾝﾀｰ建設工事
2001/04 小川･藤光建設ＪＶ 川崎市まちづくり局市街地開発 宿河原東住宅新築第1号工事
2001/04 大成建設㈱ ㈱佐藤総合計画 関東労災病院本館新築工事

2001/03 三平・堀真建設ＪＶ
東京都東部住宅建設事務所建
設課

都営住宅12Ｈ-101東（扇1丁目第3）工事（足立区）

2000/10 ㈱熊谷組 ㈱岡田新一設計事務所 我孫子市生涯学習ｾﾝﾀｰ建設工事
2000/09 小川・浅場建設ＪＶ 川崎市まちづくり局市街地開発 蟹ヶ谷槍ヶ崎住宅新築第3号工事


