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ＵＲ事業部　改修関連業務一覧 ※平成１３年以降

№ 工事種別 年度 件名 契約先 業務種別

1 改修 平成１３年 新城第２市街地住宅外壁修繕その他工事設計業務 住宅公団　神奈川支社 設計

2 改修 平成１３年 東中神団地３号棟外壁修繕その他設計 住宅公団　東京支社 設計

3 改修 平成１３年 西ひかりが丘団地中心施設(１８－６､７号棟)バックヤード倉庫増築工事設計業務 住宅公団　神奈川支社 設計

4 改修 平成１４年 緑資源公団成城第２宿舎浴室改修工事に係る設計及び施工監理 緑資源公団 設計

5 改修 平成１４年 北坂戸団地１－３号棟施設改修工事設計業務 住宅公団　埼玉支社 設計

6 改修 平成１４年 高島平団地落下防止庇設計 住宅公団　東京支社 設計

7 改修 平成１４年 緑資源公団浦和宿舎台所その他改修工事に係る設計及び施工監理　 緑資源公団 設計

8 改修 平成１４年 上目黒大橋市街地住宅エントランスホール改修基本設計 住宅公団　赤坂センター 設計

9 改修 平成１４年 上目黒大橋市街地住宅エントランスホール改修実施設計 住宅公団　赤坂センター 設計

10 改修 平成１４年 左近山他９団地外回り鉄部等塗装設計業務　 住宅公団　赤坂センター 設計

11 改修 平成１４年 平成14年度神奈川地域支社買戻分譲住宅改修設計業務 住宅公団　神奈川支社 設計

12 改修 平成１４年 吉川団地１－７号棟106号室住・施分離工事実施設計業務 住宅公団　埼玉支社 設計

13 改修 平成１４年 高島平第三ほか２職員宿舎流し台修繕工事設計 住宅公団　本社 設計

14 改修 平成１４年 尾山台団地ほか１団地屋外工作物等塗装工事設計業務 住宅公団　浦和センター 設計

15 改修 平成１４年 東中神団地施設街区整備その２工事監督業務 住宅公団　東京支社 監理

16 改修 平成１４年 羽村団地診療所改修工事監督業務 住宅公団　東京支社 監理

17 改修 平成１５年 平成１５年度神奈川地域支社買戻分譲住宅等改修設計業務 住宅公団　神奈川支社 設計

18 改修 平成１５年 高島平第三ほか２職員宿舎流し台修繕工事追加設計 住宅公団　本社 設計

19 改修 平成１５年 若松二丁目団地集会所改修設計 住宅公団　千葉支社 設計

20 改修 平成１５年 洋光台北団地第４工区外壁修繕その他設計業務 住宅公団　神奈川支社 設計

21 改修 平成１５年 朝霞浜崎（市）落下防止庇修繕その他工事設計 住宅公団　西埼玉センター 設計

22 改修 平成１５年 赤羽台団地３９号棟他外壁修繕その他設計 住宅公団　東京支社 設計

23 改修 平成１５年 平塚二丁目市街地住宅外壁修繕その他工事基本設計 住宅公団　赤坂センター 設計

24 改修 平成１５年 平塚二丁目市街地住宅外壁修繕その他工事実施設計 住宅公団　赤坂センター 設計

25 改修 平成１５年 みさと団地１０－１３－９１０号室火災復旧工事実施設計業務 住宅公団　東埼玉センター 設計

26 改修 平成１５年 緑資源公団成城第一及び第二宿舎扉その他改修工事に係る設計及び施工監理 緑資源公団 設計

27 改修 平成１５年 平成１5年度あやめ台団地2-22号棟他6棟外壁修繕その他工事監督業務 住宅公団　千葉支社 監理

28 改修 平成１５年 けやき台団地19号棟他外壁修繕その他工事他監督業務 住宅公団　東京支社 監理

29 改修 平成１５年 習志野台第三ほか１職員宿舎外壁修繕その他工事監督業務 住宅公団　本社 監理

30 改修 平成１６年 鳶尾団地外１団地発電機室等内部吸音材改修工事設計業務 住宅公団　神奈川支社 設計

31 改修 平成１６年 洋光台北団地第７工区外壁修繕その他工事設計業務 住宅公団　神奈川支社 設計

32 改修 平成１６年 北品川二丁目（市）住宅自転車置場設置工事設計 住宅公団　赤坂センター 設計

33 改修 平成１６年 武里団地６－２０－５０２号室火災復旧工事実施設計業務 住宅公団　東埼玉センター 設計

34 改修 平成１６年 武里団地１５－１、２工区外壁補修その他工事監督業務 住宅公団　埼玉支社 監理

35 改修 平成１７年 大谷田一丁目団地７号棟他屋根防水修繕工事設計業務 都市機構　城北センター 設計

36 改修 平成１７年 むつみ台団地１・２号棟妻外壁修繕その他工事設計業務 都市機構　東京北センター 設計

37 改修 平成１７年 永山団地他２団地階段手摺設置工事等設計業務 都市機構　南多摩センター 設計

38 改修 平成１７年 小平団地１－２号棟他外壁修繕その他設計 都市機構　東日本支社 設計

39 改修 平成１７年 ＬＴ茅ヶ崎他２団地鉄部等塗装工事ほか設計・積算業務 都市機構　神奈川西センター 設計

40 改修 平成１７年 平成１７年度袖ヶ浦団地他１団地外壁修繕その他工事設計 都市機構　千葉支社 設計

41 改修 平成１７年 アーバンハイツ飯塚三丁目ほか４団地鉄部塗装設計業務 都市機構　浦和センター 設計

42 改修 平成１７年 恵比寿ビュータワーバイク置場等設計 都市機構　赤坂センター 設計

43 改修 平成１７年 晴海四丁目市街地住宅エントランスホール改修設計 都市機構　赤坂センター 設計

44 改修 平成１７年 大島六丁目団地２号棟外壁修繕その他工事監督業務 都市機構　東日本支社 監理

45 改修 平成１７年 鳶尾団地外１団地発電機室等内部吸音材改修工事監督業務 都市機構　神奈川支社 監理

46 改修 平成１７年 西麻布一丁目市街地住宅エントランス扉改修その他工事監督業務 都市機構　赤坂センター 監理

47 改修 平成１７年 成田ＮＴ橋賀台団地３－５－６号棟他２棟外壁修繕その他工事監督業務 都市機構　千葉支社 監理

48 改修 平成１８年 港南一丁目市街地住宅外壁修繕工事基本設計業務 都市機構　赤坂センター 設計

49 改修 平成１８年 港南一丁目市街地住宅外壁修繕工事実施設計業務 都市機構　赤坂センター 設計

50 改修 平成１８年 西久保町公園ハイツ外壁修繕その他工事設計業務 都市機構　神奈川支社 設計

51 改修 平成１８年 豊ヶ丘団地他４団地手摺・建具・屋外工作物等塗装工事設計業務 都市機構　南多摩センター 設計

52 改修 平成１８年 北砂五丁目団地北ＢＬエントランス改修設計業務 都市機構　東日本支社 設計

53 改修 平成１８年 光が丘パークタウン大通り南７－８－１号棟外壁修繕その他工事設計 都市機構　東日本支社 設計

54 改修 平成１８年 光が丘パークタウン大通り南７－８－１号棟外壁修繕その他工事追加設計 都市機構　東日本支社 設計

55 改修 平成１８年 光ヶ丘ＰＴ大通り南７－７－５号棟他外壁修繕その他設計業務 都市機構　東京北センター 設計

56 改修 平成１８年 洋光台中央団地落下防止庇設置工事他１件設計・積算業務 都市機構　横浜南センター 設計

57 改修 平成１８年 平成１８年度常盤平団地外壁修繕その他工事設計 都市機構　千葉支社 設計

58 改修 平成１９年 川崎旭町ハイツ外２団地外壁修繕その他工事設計業務 都市機構　神奈川支社 設計

59 改修 平成１９年 豊島五丁目集会所改修実施設計業務 都市機構　東京北センター 設計

60 改修 平成１９年 光が丘ＰＴ大通り中央ほか１１団地階段手摺設置設計業務 都市機構　東京北センター 設計
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61 改修 平成１９年 光が丘パークタウン大通り南７－８－１号棟外壁修繕追加設計 都市機構　東日本支社 設計

62 改修 平成１９年 シーリアお台場三番街・五番街鋼製建具等塗装工事設計業務 都市機構　東京南センター 設計

63 改修 平成１９年 田町駅前団地エントランス改修工事設計業務 都市機構　東京南センター 設計

64 改修 平成１９年 相模台ほか５団地集会所改良整備ほか工事設計業務 都市機構　神奈川西センター 設計

65 改修 平成１９年 ベルコリーヌ南大沢５－１６他１団地外壁修繕その他設計 都市機構　南多摩センター 設計

66 改修 平成１９年 北砂五丁目団地北ＢＬエントランス改修変更設計業務 都市機構　東日本支社 設計

67 改修 平成１９年 南千住七丁目ハイツ外壁修繕その他工事監督業務 都市機構　東日本支社 監理

68 改修 平成１９年 本郷台駅前市街地住宅１、２号棟他５棟外壁修繕その他工事監督業務 都市機構　神奈川支社 監理

69 改修 平成２０年 パークヒル宇津木台他階段手摺設置設計 都市機構　南多摩センター 設計

70 改修 平成２０年 フレール綾瀬１他３棟外壁修繕その他工事設計業務 都市機構　城北センター 設計

71 改修 平成２０年 川崎旭町ハイツ落下防護庇改修その他工事設計業務 都市機構　神奈川支社 設計

72 改修 平成２０年 平成２０年度千草台団地集会所改修工事実施設計 都市機構　千葉支社 設計

73 改修 平成２０年 ひばりが丘団地ストック再生実証試験１７３号棟（Ａ棟）（試験施工）他監督業務 都市機構　東日本支社 監理

74 改修 平成２１年 光が丘ＰＴ大通り南７－６－１号棟他外壁修繕その他設計 都市機構　東日本支社 設計

75 改修 平成２１年 八潮団地他４団地アルミ製窓建具改修工事実施設計 都市機構　埼玉支社 設計

76 改修 平成２１年 相模台団地エントランス改修工事設計業務 都市機構　神奈川支社 設計

77 改修 平成２１年 平成２１年度真砂第一団地４－４－１号棟他３棟外壁修繕その他工事監督業務 都市機構　千葉支社 監理

78 改修 平成２２年 新山下ベイシティ・モアレ山田町外壁修繕その他工事設計業務 都市機構　神奈川支社 設計

79 改修 平成２２年 多摩ＮＴパークサイド豊ヶ丘外壁修繕他工事設計 都市機構　南多摩センター 設計

80 改修 平成２２年 花畑団地２３号棟他１８棟(西ＢＬ)外壁修繕その他工事監督業務 都市機構　東日本支社 監理

81 改修 平成２２年 高島平団地２－２６－２号棟耐震改修工事監督業務 都市機構　東日本支社 監理

82 改修 平成２２年 平成２１年度千葉地域支社(第１工区)中層エレベーター設置その他工事監督業務 都市機構　千葉支社 監理

83 改修 平成２２年 辻堂団地空家修繕工事監督業務 都市機構　神奈川支社 監理

84 改修 平成２２年 北坂戸団地２２－１工区外壁補修その他工事他１件監督業務 都市機構　埼玉支社 監理

85 改修 平成２３年 弥生町五丁目市街地住宅ほか２団地外壁修繕その他工事設計業務 都市機構　南多摩センター 設計

86 改修 平成２３年 木月住吉団地外壁修繕その他工事実施設計業務 都市機構　神奈川支社 設計

87 改修 平成２３年 大谷田一丁目団地７～１０号棟外壁修繕その他工事監督業務 都市機構　東日本支社 監理

88 改修 平成２３年 ２２－サンスクエア川崎他２団地共用給水管改修等工事監督業務 都市機構　神奈川支社 監理

89 改修 平成２４年 ＢＨ能見台ウエストヒル他１団地屋根改修工事設計業務 都市機構　横浜南センター 設計

90 改修 平成２４年 木月住吉団地外壁修繕に係る色彩検討その他業務 都市機構　神奈川支社 設計

91 改修 平成２４年 Ｈ２４多摩ＮＴ聖ヶ丘-２他１団地外壁修繕他追加設計 都市機構　南多摩センター 設計

92 改修 平成２４年 神代他１団地鉄部等塗装工事監督業務 都市機構　北多摩センター 監理

93 改修 平成２４年 深大寺市街地住宅外壁修繕その他工事監督業務 都市機構　東日本賃貸住宅本部 監理

94 改修 平成２４年 Ｈ２３－立川一番町東外１団地共用給水管改修工事監督業務 都市機構　北多摩センター 監理

95 改修 平成２４年 入間黒須団地２３－１工区外壁補修その他工事監督業務 都市機構　埼玉支社 監理

96 改修 平成２４年 平成２４年度高洲第一団地２－１－１号棟他１６棟アルミ製窓建具改修調査工事他１件監督業務 都市機構　千葉支社 監理

97 改修 平成２４年 保土ヶ谷駅前ハイツ外壁修繕その他工事監督業務 都市機構　神奈川支社 監理

98 改修 平成２５年 金沢ST並木一丁目第二他２団地アルミ製窓建具改修工事実施設計業務 都市機構　神奈川支社 設計

99 改修 平成２５年 多摩ＮＴ聖ヶ丘-２他１団地外壁修繕他追加設計 都市機構　南多摩センター 設計

100 改修 平成２５年 Ｈ２５稲毛海岸駅前プラザ他１団地外壁修繕その他工事設計業務 都市機構　千葉支社 設計

101 改修 平成２５年 Ｈ２４千葉幸町団地１８ＢＬ屋外給水管改修工事監督業務 都市機構　千葉支社 監理

102 改修 平成２５年 大谷田一丁目団地１・２・１１号棟外壁修繕その他工事監督業務 都市機構　東日本賃貸住宅本部 監理

103 改修 平成２５年 平成２４年度牧の原団地１－２１号棟耐震改修その他工事監督業務 都市機構　千葉支社 監理

104 改修 平成２５年 Ｈ２５－高島平団地２－３０街区外２街区給水施設改良(増圧直結化)工事監督業務 都市機構　東日本賃貸住宅本部 監理

105 改修 平成２５年 朝霞膝折市街地住宅外１団地Ｈ２５窓建具改修工事監督業務 都市機構　埼玉支社 監理

106 改修 平成２５年 高島平団地２－２７－１号棟他３棟手摺・建具等鉄部塗装工事その他工事監督業務 都市機構　東京北センター 監理

107 改修 平成２５年 Ｈ２５多摩ＮＴ貝取団地２-５-１号棟他２棟外壁修繕他工事他監督業務 都市機構　南多摩センター 監理

108 改修 平成２５年 Ｈ２５アクティ北松戸１・２号棟外壁修繕その他工事監督業務 都市機構　千葉支社 監理

109 改修 平成２５年 ＢＨ能見台ウエストヒル外壁修繕その他工事監督業務 都市機構　神奈川支社 監理

110 改修 平成２６年 コンフォール与野本町西他１団地外壁修繕その他工事実施設計 都市機構　東日本賃貸住宅本部 設計

111 改修 平成２６年 武里団地４街区他鉄部塗装等工事監督業務 都市機構　東埼玉住まいセンター 監理

112 改修 平成２６年 Ｈ２６千葉幸町８－１号棟他５４棟ステンレス小窓アルミ化工事監督業務 都市機構　千葉住まいセンター 監理

113 改修 平成２６年 Ｈ２６－葛西ＣＴ清新南ハイツ給水施設改良(増圧直結化)工事監督業務 都市機構　東京東住まいセンター 監理

114 改修 平成２７年 奈良北団地１号棟他３棟手摺・建具・屋外工作物等塗装工事設計 神奈川西住まいｾﾝﾀｰ 設計

115 改修 平成２７年 下大槻団地１－１号棟他２０棟手摺等塗装その他工事設計業務 神奈川西住まいｾﾝﾀｰ 設計

116 改修 平成２７年 奈良北外１団地屋上防水等修繕工事設計業務 神奈川西住まいｾﾝﾀｰ 設計

117 改修 平成２７年 南日吉他３団地手摺・建具鉄部等塗装工事設計業務 横浜住まいｾﾝﾀｰ 設計

118 改修 平成２７年 車返団地２－２号棟他９棟外壁修繕その他工事監督業務 東日本賃貸住宅本部 監理

119 改修 平成２７年 赤羽南一丁目断熱サッシ改修工事監督業務 東日本賃貸住宅本部 監理

120 改修 平成２７年 船堀一丁目団地断熱サッシ改修工事監督業務 東日本賃貸住宅本部 監理
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121 改修 平成２７年 村上団地１－３２号棟外５棟共用給水管改修工事監督業務 東日本賃貸住宅本部 監理

122 改修 平成２８年 下大槻団地２－１号棟他２４棟建具・手摺・屋外工作物等塗装工事設計業務 神奈川西住まいｾﾝﾀｰ 設計

123 改修 平成２8年 さがみ野さくら　建具・手摺・屋外工作物等塗装工事設計業務 神奈川西住まいｾﾝﾀｰ 設計

124 改修 平成２８年 豊洲四丁目他２団地外壁修繕その他工事監督業務 東日本賃貸住宅本部 監理

125 改修 平成２８年 品川八潮パークタウン潮路南第一ハイツ外壁修繕その他工事監督業務 東日本賃貸住宅本部 監理

126 改修 平成２８年 高洲第一他１団地アルミ製窓建具改修工事監督業務 東日本賃貸住宅本部 監理

127 改修 平成２９年 浦安マリナイースト２１海園の街１号棟他１０棟外壁修繕その他調査工事監督業務 東日本賃貸住宅本部 監理

128 改修 平成２９年 アクシス台東外壁修繕その他実施設計 東日本賃貸住宅本部 設計

129 改修 平成２９年 虹ヶ丘団地第２・３街区窓建具改修工事監督業務 東日本賃貸住宅本部 監理

130 改修 平成２９年 H29フレーシェル王子神谷２号棟他１棟外壁修繕その他工事監督業務 東日本賃貸住宅本部 監理

※日本住宅公団から、何度か名称を変えてきましたが平成１６年以前を住宅公団と略し、平成１７年以降を都市機構と略してあります。

139件数
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