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井口コミュニティセンター体育館新築工事 三鷹市 RC造   1F    550㎡ 三鷹市 昭和５５年　２月

災害用対策備蓄倉庫新築工事 三鷹市 RC造   1F    101㎡ 三鷹市 昭和５７年　３月

あけぼの保育園改築工事 三鷹市 RC造   2F    656㎡ 三鷹市 昭和５８年　１月

東排水場職員公社修繕工事 三鷹市 改修   RC造   2F 三鷹市 昭和５８年　５月

井口小学校給食室改修工事 三鷹市 改修   RC造   1F 三鷹市 昭和５８年１０月

市庁舎屋上防水層改修工事 三鷹市 改修   RC造   5F 三鷹市 昭和６０年　１月

三鷹消防署署長公舎改修工事 三鷹市 改修   木造 三鷹市 昭和６０年　５月

都営住宅改善工事(JV) 東京都 RC造   4-5F  3,876㎡ 三鷹市 昭和６０年１２月

三鷹市上連雀二・三丁目公会堂新築工事 三鷹市 RC造   2F    160㎡ 三鷹市 昭和６１年　８月

三鷹消防署三鷹寮改修工事 三鷹市 改修   RC造   2F 三鷹市 昭和６１年　９月

三鷹消防署改修工事 三鷹市 改修   RC造   3F 三鷹市 昭和６２年　２月

三鷹市牟礼地区公会堂新築工事 三鷹市 RC造   2F    160㎡ 三鷹市 昭和６３年　２月

三鷹消防署上連雀出張所改修工事 三鷹市 改修   RC造   3F 三鷹市 昭和６３年　５月

三鷹消防署大沢出張所改修工事 三鷹市 改修   RC造   3F 三鷹市 昭和６３年１１月

都営住宅（井口第３）新築工事 東京都 RC造   5F  3,330㎡ 三鷹市 平成 元年　３月

三鷹消防署改修工事 三鷹市 改修   RC造   3F 三鷹市 平成　２年　８月

三鷹市井口地区公会堂建替工事 三鷹市 RC造   2F    161㎡ 三鷹市 平成　４年　８月

都営住宅（三鷹市下連雀７丁目）工事 東京都 RC造   5F  1,450㎡ 三鷹市 平成　６年　８月

福祉コアかみれん(三鷹市上連雀福祉複合施設)新築工事 三鷹市 RC造   5F/B1   759㎡ 三鷹市 平成　７年　５月

三鷹第二小学校外壁改修工事 三鷹市 改修 三鷹市 平成　７年１１月

井口コミュニティセンター体育館改修工事 三鷹市 改修 三鷹市 平成　７年１１月

西野保育園0-1才児室増築工事 三鷹市 増築 三鷹市 平成　８年　２月

都営住宅（三鷹市中原三丁目）工事(JV) 東京都 RC造   5F   4,125㎡ 三鷹市 平成　８年　３月

第一中学校外壁改修工事 三鷹市 改修 三鷹市 平成　８年１２月

官　庁　建　築　工　事
工事名称 発注者 工事概要 建設場所 完成年月日
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都営住宅（三鷹市中原三丁目）工事 東京都 RC造   6F  3,390㎡ 三鷹市 平成　９年　６月

上連雀新道北地区公会堂定期改修工事 三鷹市 改修 三鷹市 平成１０年　３月

第二小学校体育館外壁改修工事 三鷹市 改修 三鷹市 平成１０年　９月

大蔵住宅(２４～２６号棟)外壁補修工事 東京都住宅供給公社 補修 世田谷区 平成１０年１２月

都営住宅（武蔵野市緑町）工事 東京都 RC造   7F  2,717㎡ 武蔵野市 平成１１年１０月

第二中学校耐震補強工事 三鷹市 耐震補強 三鷹市 平成１１年１１月

第二中学校便所等改修工事 三鷹市 改修 三鷹市 平成１１年１１月

東京学芸大学技術科学科研究棟1･2号館改修工事 東京学芸大学 改修 小金井市 平成１２年　３月

東京学芸大学技術科学科研究棟1･2号館改修工事(その２) 東京学芸大学 改修 小金井市 平成１２年　３月

第二中学校耐震補強工事(北棟) 三鷹市 耐震補強 三鷹市 平成１２年１０月

第二中学校図書館整備工事 三鷹市 整備    240㎡ 三鷹市 平成１３年　１月

井の頭コミュニティセンター分館改修工事 三鷹市　マキノ設備工業 改修 三鷹市 平成１３年　１月

都営住宅（東京街道）工事 東京都 RC造   4F  3,913㎡ 東大和市 平成１３年　４月

第四小学校一階東便所改修工事 三鷹市 改修 三鷹市 平成１３年　９月

井口小学校便所改修工事 三鷹市 改修 三鷹市 平成１３年　９月

井口小学校図書館整備工事 三鷹市 整備 三鷹市 平成１３年１２月

三鷹市井口小学童保育所整備工事 三鷹市 整備 三鷹市 平成１３年１２月

中学校学校図書館開放用通路整備工事 三鷹市 改修 三鷹市 平成１４年　５月

中野区身障者福祉センター空調改修工事に伴う建築工事 中野区　渡邊工業 改修 中野区 平成１４年　６月

深大寺町団地他改修工事 都市基盤整備公団 ﾘﾆｭｰｱﾙ 調布市他 平成１４年　９月

第四中学校耐震補強１期工事 三鷹市 耐震補強 三鷹市 平成１４年１１月

中央郵政研修所外壁その他改修工事 東京郵政局 改修   RC造   3棟 国立市 平成１４年１１月

けやき台団地１５号棟他外壁修繕その他工事 都市基盤整備公団 改修   RC造   4棟 立川市 平成１４年１２月

都営住宅（村山）工事 東京都 SRC造  9Ｆ  2,723㎡ 武蔵村山市 平成１４年１２月
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都営住宅上連雀六丁目（１９，２０号棟）改修工事 東京都住宅供給公社 外壁他改修   RC造   2棟 三鷹市 平成１５年　２月

電気通信大学校舎（Ｆ棟）改修工事 電気通信大学 内外装全面改修   RC造   4F 調布市 平成１５年　３月

同上改修工事（その２） 電気通信大学 内外装全面改修   RC造   4F 調布市 平成１５年　３月

中央郵政Ａ館講堂カーテン修繕工事 中央郵政研修所 修繕 国立市 平成１５年　３月

図書館本館シャワー室等改修工事 三鷹市 改修   RC造 三鷹市 平成１５年　９月

ストックヤード上屋工事 ふじみ衛生組合 S造      1F    597㎡   ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ 調布市 平成１５年　９月

三鷹市営大沢住宅建替工事(JV) 三鷹市 RC造   4F  3,670㎡ 三鷹市 平成１６年　２月

都営住宅（東京街道）工事 東京都 RC造   9F  2,629㎡ 東大和市 平成１６年　９月

三鷹市第二分庁舎倉庫建替工事 三鷹市 S造      2F 三鷹市 平成１６年１０月

一小学童保育所Ｂ(仮称)建設工事 三鷹市 S造      2F    229㎡ 三鷹市 平成１７年　２月

三鷹市立図書館車路グレーチング取替工事 三鷹市 取替 三鷹市 平成１７年　　月

多摩川運動場管理棟屋根改修その他工事 電気通信大学 改修 調布市 平成１７年　３月

江戸東京たてもの園ビジターセンター改修工事 都歴史文化財団 改修 小金井市 平成１７年　３月

日野社宅外壁改修その他工事 日本郵政公社 改修 日野市 平成１７年　７月

第６小学校耐震補強３期工事(JV) 三鷹市 耐震補強 三鷹市 平成１７年１２月

大沢五丁目地区公会堂(仮称)建築工事 三鷹市 S+RC造 1F/B1   113㎡ 三鷹市 平成１８年　３月

芦花公園駅南口地区(再)IV-1～3,V-1街区建設工事(JV) 都市再生機構 RC造   6F  2,894㎡ 世田谷区 平成１８年　５月

第六中学校情緒障がい学級教室改修工事 三鷹市 改修 三鷹市 平成１８年１０月

電気通信大学本館別館非常階段等改修工事 電気通信大学 改修 調布市 平成１８年１０月

電気通信大学20号線沿い東地区ﾌｪﾝｽ塗装工事 電気通信大学 改修 調布市 平成１９年　４月

電気通信大学西7号館内装改修工事 電気通信大学 改修 調布市 平成２０年　３月

にしみたか学園三鷹市立第二中学校体育館建替工事 三鷹市 建替 三鷹市 平成２０年　３月

井口コミュニティセンター体育館照明器具等改修工事 三鷹市 改修 三鷹市 平成２０年　７月

第三中学校教育支援学級施設改修工事 三鷹市 改修 三鷹市 平成２０年　８月
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三鷹福祉コアかみれん外部タイル浮き･割れ改修工事 三鷹市 改修 三鷹市 平成２０年　８月

旧北野小学童保育所解体･撤去工事 三鷹市 解体･撤去 三鷹市 平成２０年　８月

電気通信大学旧大学会館・K棟間仕切他工事 電気通信大学 改修 調布市 平成２０年　８月

東台小学校体育館消火栓等切替工事 三鷹市 改修 三鷹市 平成２０年１２月

三鷹市七小学童保育所建設工事 三鷹市 S造      2F    323㎡ 三鷹市 平成２１年　２月

電気通信大学講堂等トイレ改修工事 電気通信大学 改修 調布市 平成２１年　３月

旧三鷹市七小学童保育所解体･撤去工事 三鷹市 解体･撤去 三鷹市 平成２１年　３月

第一中学校耐震補強1期工事 三鷹市 耐震補強 三鷹市 平成２１年１１月

日赤あおい寮改修工事  日本赤十字東京支部武蔵野赤十字病院 改修 武蔵野市 平成２１年１２月

農工大府中幸町団地スポーツ健康科学棟改修工事 東京農工大学 改修 府中市 平成２２年　３月

市民センター内車庫棟･駐輪場他撤去工事 三鷹市 解体･撤去 三鷹市 平成２２年　３月

下連雀三丁目住宅解体･撤去工事 三鷹市 解体･撤去 三鷹市 平成２２年　３月

電気通信大学F棟目隠しパネル改修工事 電気通信大学 改修 調布市 平成２２年　３月
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