
所  在  地  東京都渋谷区神宮前 5-53-67 コスモス青山
事業内容  賃貸住宅及び関連施設の管理事業
　　　　  賃貸住宅及び関連施設の建設事業
　　　　  公営住宅等の管理受託事業 
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令和4年4月、JKK東京（東京都住宅供給公社）は生まれ変わりました

新ロゴマーク
右上から左下に向かって「窓から部屋へ差し込む太陽の光」を表し、
「誠実で、やさしく、あたたかいサービスを届けるJKK東京」を象徴しています
また、右上へ力強く伸びる矢印として、職員全員が共通の目標へ向かって、
躍動しつづける行動的な姿勢と時代の先を行く取組も表しています
曲線と直線をあわせもつ形は、あらゆる課題をソフトとハードの両面から
最適な解決策を創造する事業活動を表現しています

新タグライン
JKK東京が住まう「ひと」によりそいながら、
そのひとの「くらし」を一緒にあたたかくしていく姿勢を
表現しています

新キャラクター「ユトジラ  UTOJIRA」
背中にJKK東京が考える理想のまちをのせたクジラの妖精
ふわふわ浮きながら住民たちを優しく見守っている
姿を見たひとは自然とあったかい気持ちになる不思議な存在で、
住民から愛されている
趣味は緑に紛れてお昼寝をすること

新住宅名称
JKK東京は、昭和54年度の新築住宅から使用してきた名称
「コーシャハイム」を、令和4年度に竣工する新築住宅か
ら、「カーメスト（CALMEST）」に変更します
JKK東京の住まいにおいて、住まう人それぞれにとっての
「穏やかで落ち着いた自分らしい暮らし」が実現できるこ
とを目指して、「CALM（＝穏やかな、落ち着いた）」の
最上級「CALMEST」 としました

カーメスト（CALMEST）

01  JKK  JKK 02

カーメスト大蔵の杜（令和4年竣工）
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各右ページ右下に音声コード「Uni-Voice」
を印刷しています
専用アプリで内容を表示し音声読み上げで
ご案内します
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01 ＪＫＫ東京の歩み

ＪＫＫ東京の前身は、大正9年2月4日に設立された「財団法人
東京府住宅協会」にまで遡ります。東京府住宅協会は設立以降、
数回の名称変更を経て「東京都住宅公社」となりました
当社のもう一つの前身である「東京都住宅資材協会」は、昭和
22年の設立以降、法人化及び名称変更を経て、「財団法人東
京都宅地開発公社」となりました

その間の東京は、第一次世界大戦後の都市への産業と人口の
集中、関東大震災、第二次世界大戦下の大空襲、焼け跡からの
復興など、激動の時代が続きました
このような時代のなか、東京府（都）住宅協会は、都民に良質な
住宅を供給し、良好な住環境の提供に努めてまいりました

昭和30年代に入ると、勤労者の所得向上に伴い、住宅の「持ち
家」志向が高まりました。そして都市への人口集中による住宅
不足が社会問題となっていました。こうした背景から、昭和40
年６月に地方住宅供給公社法が制定され、東京都住宅公社と
東京都宅地開発公社が統合し、昭和41年４月１日「東京都住宅
供給公社（JKK東京）」が誕生しました

住宅協会の時代から、東京都の住宅政策の一翼を担う住宅の
プロフェッショナルとして、分譲マンションや宅地の供給、超高
層賃貸住宅、高齢者向け住宅、多世代共生のまちづくり等、常
に時代の先駆けとなる事業を推進しており、ＪＫＫ東京の歩み
は、まさに首都東京の住宅建設史となっています

History_これまでの100年
私たちは、社会環境の変化を捉え、東京に求められる住宅
のあり方を常に考え、お客さまから信頼され、喜ばれるよ
う歩み続けます

経営基盤（財務・組織・人
財）を強化し、保有資産を
最大限に活用することで、
持続的安定経営を図り、安
全・安心で良質な住まいと
サービスの実現を目指します

Future_これからの100年 東京で住宅の供給を開始して100年超
●JKK住宅 団地　 戸　入居率 ％

●東京都内の土地資産 約 ha

●管理受託事業を含めた住宅管理規模 戸

●住宅供給戸数 約 戸

●JKK住宅の耐震化率 ％

●鉄筋コンクリート造の集合住宅の建設を始めて 年

●発行体格付 を取得（R&I）

●SDGsに関連した取り組みの推進

良質な住まいと
サービスの提供

事業収益の
維持・向上

経営基盤
の強化

地域社会
への貢献

木造分譲、
賃貸住宅の供給

鉄筋コンクリート造
賃貸マンション
の供給 分譲マンション

の供給 高層賃貸マンション
の供給

多摩ニュータウン
開発事業への参画

公営住宅
管理業務の受託

地域熱供給地域での
賃貸住宅の供給 超高層賃貸

マンションの供給
都民住宅の供給

ケア付き高齢者
住宅の供給 マンション

再生支援事業
の取組 お客さま

センター
の開設 サービス付き

高齢者向け住宅の供給 新しい日常に向けた
住まいの供給

大正9年

1920
 昭和元年

1926
昭和25年

1950
昭和30年

1955
昭和35年

1960
昭和40年

1965
昭和45年

1970
昭和50年

1975
昭和55年

1980
昭和60年

1985
平成2年

1990
平成7年

1995
平成12年

2000
平成17年

2005
平成22年

2010
平成27年

2015
令和4年

2022
令和2年

2020

昭和35年8月23日名称変更
（財）東京都住宅公社

昭和19年2月14日名称変更
（財）東京都住宅協会

昭和45年12月1日設立
（財）都営住宅サービス公社

昭和25年住宅金融公庫法の制定により
「不燃賃貸共同住宅の建設経営法人」となる 昭和41年4月1日設立

東京都住宅供給公社

平成元年４月１日統合

大正9年2月4日設立
（財）東京府住宅協会

平成元年4月1日統合

昭和22年11月設立
東京都住宅資材協会

昭和37年2月1日名称変更
（財）東京都宅地開発公社

昭和25年3月1日設立
（財）東京都住宅普及協会

（令和4年3月31日現在）
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「新しい日常」に向けた取組02

ダミー

05  JKK  JKK 06

全面禁煙住棟
・健康意識の高まりや、快適な暮らしを求めるニーズ等を踏まえ、受動喫煙の防止に配慮し、住戸内及び棟の敷地内を全面禁
煙にした「全面禁煙住棟」を整備

「タッチレス型エレベーター」を装備

・スマートフォンやノンタッチキーを使って、ボタンに触れずに
　呼び出すことが可能な「タッチレス型エレベーター」を設置

宅配ボックスを設置

・非対面で24時間荷物を受け取り可能な宅配ボックスを設置

健康志向に対応した公園・広場・遊歩道等の整備
・子供の遊び場としての機能に加え、健康維持のための散策、運動、リフレッシュの場としての公園、広場、遊歩道等を整備

コミュニティサロンを活用した入居者の利便性の向上
・使用料を無償化し、高齢者世帯などの「居場所づくり」や子育て世帯
などの「憩いの場づくり」としての利用を促進

・コミュニティサロンの利用方法は、住宅内の交流や、地域交流の場と
して活用するとともに、ご家族や単身での利用も可能とし、子どもの遊
び場、学習の場としても活用

ウイルス対策
・コミュニティサロンの床・壁等の仕上げや建具等に抗ウイルス
仕様の建材を採用

・住戸内においては、リビングや寝室にウイルスを持ち込まない
ための配慮として、洗面台への自動水栓の採用や玄関横に衣
類収納スペースのある間取りを採用  

宅配ボックスタッチレス型エレベーター

抗ウイルス仕様の
ドアノブ

テレワークの定着・拡大を見据えた環境整備
・住宅の建替え時に、各住戸に高速インターネット回線によるWi-Fi環境を整備
・一部の住戸リニューアルでは、光ケーブルによる高速インターネット回線の導入が可能な環境を整備
・一部の住戸にマルチスペースを設け、テレワークなどのワーキングスペースとして活用可能な環境を整備
・一部の住宅では、コミュニティサロンを「マルチコミュニティサロン」として、無料で利用可能なワーキングスペースとWi-Fi
環境を提供することで、自宅外でもテレワークができる環境を整備

リビングで家族と同じ空間を共有しながら、テレワーク等を行う環境を提供

コミュニティサロン

テレワークしやすい間取りの住戸

コミュニティサロン（集会所）内にテレワークやオンライン授業が
可能な環境を整備

コミュニティサロン（テレワーク環境の整備）

自動水栓

テレワークやオンライン授業等に対応した取組 健康志向ニーズに応えた取組
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団地再生事業

カーメスト大蔵の杜 （令和4年7月竣工）
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子育て環境の整備

東京都子育て支援住宅の認定を取得しました
壁のコーナー部分を丸くするなど、内装も子供の安全に
配慮した仕様になっています
また、敷地内に子育てひろばを設けた保育園が併設さ
れ、子育てしやすい環境を整備しました

高齢者の生活支援
段差解消や手摺を設置するなどバリアフリー化を図り、安全にお住まいいただける工夫をしました

健康志向のすまい
2つの棟で、住戸内及び敷地内を全面禁煙化した他、ウイ
ルス対策として非接触型設備の導入や、マルチコミュニ
ティサロンの内装に抗ウイルス建材を採用するなど、健康
志向のニーズに応えました

環境負荷を軽減
一部住棟に太陽光発電設備と蓄電池を設置し、
災害用の非常用電源として活用可能にしました
他にも電気自動車充電設備、省エネ基準に適合した
断熱仕様、高効率型給湯器、LED照明などを採用し、
環境負荷の軽減に取り組みました 

大蔵住宅（昭和 34,35,38 年建設）は、世田谷区大蔵の緑豊かで広大な敷地を活かし、
第 1期から第 4期まで合わせて約 1,250 戸の賃貸住宅を供給するとともに高齢者・障がい者施設を誘致するなど、
誰もが暮らしやすいまち「カーメスト大蔵の杜」へと再生します
令和 4年 7月に竣工しました第 1期（賃貸住宅 381戸）では、多様な間取りを設け子育てに適した設備を備えることで、
多世代がつながり支え合うコミュニティの形成を図っています
また、健康志向に応える住まいとして、完全禁煙住棟の導入や、スマートフォンアプリでボタンに触れずに呼び出すことができる
タッチレス型エレベーター、洗面所の自動水栓など感染症予防に配慮した仕様を採用しています 

丸みのあるドアノブ 丸みのある壁のコーナー

自動水栓（洗面台） マルチコミュニティサロン

EV充電設備

太陽光発電

浴室チャイルドロック

大蔵住宅（昭和34,35,38年建設） カーメスト大蔵の杜（令和4年竣工）
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昭和27年に建設した3棟96戸の経堂第一住宅の建替えプロジェクトです
住宅の隣には神社と公園の大樹群が形成する小さな森のような空間が広がっており、豊かな緑を享受できる地域の貴重な
魅力を大切にしながら建替えを行いました
賃貸住宅での暮らしをもっと自由に楽しんでもらいたいという想いを込めて、多様な暮らしが森の枝木のように広がる住まいへ
生まれ変わらせました

住まう人それぞれにとって
の快適を選べるよう、２棟
のうち１棟を「禁煙住棟」
としました 

ICチップ入りの玄関キーをかざすだけで、
居住フロアとエントランスフロアを自動運行

当住宅は、平成28年度に建替
事業に着手し、令和２年10月
に２棟98戸の住宅として竣工
しました
コロナ禍における働き方や健
康意識等の変化に応える住
まいを提供するとともに、新た
に整備した広場状空地等の
パブリック空間を地域に大き
く開き、地域に溶け込むまち
なか空間の形成を行いました

経堂第一住宅（昭和27年建設） コーシャハイム経堂フォレスト（令和2年竣工）

全面禁煙住棟の整備

電気自動車（EV）カーシェアを
広場横に設置

EVカーシェア
電気自動車（EV）専用の駐車区画を設け、
充電設備を設置

ワーキングスペース、キッズスペースを併設
多用途に利用可能

EV充電設備

タッチレス型エレベーター

マルチコミュニティサロン

2号棟

1号棟
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コーシャハイム経堂フォレスト（令和2年10月竣工）
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人と人、人と住まい、人とまち、「ツナガリノマチ向原」をコンセプトに、
誰もが生き生きと暮らし続けることのできる「まち」として再生

人々が集い、地域コミュニティを育むイベント
お住まいの方と地域の方とをつなぐ様々なイベントを開催し、
地域のコミュニティが活性化しています

「かけはしまつり」（主催：社会福祉法人こうほうえん）

団地内の空間は、広域避難施設
として地域防災に貢献 昭和30年代の前半に建設した烏山住宅は、４階建の建物21棟、584戸の団地でした

団地の建替えにあたり、土地の高度利用を図ることで、513戸の賃貸住宅を建設するとともに、
新たに86戸のサービス付き高齢者向け住宅、高齢者福祉施設、認証保育所等を整備しました

地域に開かれた多世代共生の住まいを実現

向原団地 再生プロジェクト

千歳烏山団地 再生プロジェクト〔多世代共生の住まいプロジェクト〕

人と環境にやさしい魅力ある団地づくり
緑豊かで開放感のある向原住宅の魅力を受け継ぐこと、地域福祉の拠点となること、お住まいの方が安
全で快適な暮らしをしていかれることを目指し、建替事業に着手
多様な世帯が生き生きと暮らせるまち「コーシャハイム向原」として、蘇りました

光があふれ開放感のあるエントランスやコミュニティスペースのテラスなど、
沿道空間の彩を表出

団地内の空間は、広域避難施設として
地域防災に貢献

既存樹木の保存による四季を感じる団地づくり

コーシャハイム向原(Ⅱ期)
一般賃貸住宅  393戸
（H26.12～管理開始）

サービス付き
高齢者向け住宅 50戸
（H26.2 竣工）

【併設の地域福祉施設】
介護系・医療系事業所
認可保育所（定員100名）
【併設の利便施設】
カフェレストラン
コンビニエンスストア

特別養護老人ホーム
地域包括支援センター等
（R1.6 竣工）
生活介護、発達障がい者
支援センター他
（R2.8 竣工）

コーシャハイム向原
ガーデンコート
一般賃貸住宅  333戸
（H30.9～管理開始）

コーシャハイム向原(Ⅰ期 )
一般賃貸住宅  293戸
（H22.9～管理開始）

昭和33年に敷地約5.6haの土地を活かし、地域に開かれた32棟840戸の大規模団地として誕生した向原住宅
地域に貢献するまちづくりのコンセプトを継承しながら、今の時代に求められる安全、安心な住まい、
活気ある魅力にあふれる「まち」に蘇らせることを目指しました 

第30回住生活月間功労者国土交通大臣賞受賞
国土交通省による住生活月間の行事の一環として、住意識の
向上、ゆとりある住生活の実現及び建築物の質の向上を図る
ため、各分野において活躍した個人・団体を功労表彰

特定非営利活動法人キッズデザイン協議会が主
催する、子どもたちの成長と子育てのための環境
づくりに貢献する優れた取り組みを顕彰する制度

「子育てにやさしい住まいと環境」の認定取得
ミキハウス子育て総研の認定事業
コーシャハイム向原ガーデンコート２ＬＤＫ、３
ＬＤＫが認定を取得

2018年度キッズデザイン賞
「キッズデザイン協議会会長賞（奨励賞）」 受賞

住棟内には、お住まいの方と地域の方々との交流の場となる広いテラスの

コミュニティルームや、子どもたちが一緒に遊んだり、学習できる空間

として、お住まいの方専用のマルチルームを設置

サービス付き高齢者向け住宅にお住まいの方や地域の

方々が利用できる、デイサービスやレストランを開設

住み慣れた環境で安心して住み続けることができる住宅

を提供

多世代に優しい住まいづくり〔東京都医療・介護連携型サービス付き高齢者向け住宅モデル事業〕

コミュニティルーム 高齢者居宅生活支援施設マルチルーム レストラン
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活用事例

土地の高度利用を図ることで、建替え後必要な戸数を確保し、福祉施設等を整備する用地を創出

コーシャハイム千歳烏山

都市部に存在する希少価値の高いＪＫＫ東京の土地資産から創出した用地に、子育て、高齢者福祉施設の誘致や、
建替え後の建物に子育て支援施設を整備

建替えによる創出用地や団地内の未利用の土地資産を活用
サービス付き高齢者向け住宅に併設する高齢者等福祉施設や医療施設は、
団地内や地域にお住まいの方の拠点施設として地域に貢献

平成26年４月開設　86戸
併設施設　居宅介護支援、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、
　　　　　デイサービス、認証保育所、診療所、地域交流レストラン他
運　営　者　SOMPOケア株式会社／株式会社やさしい手／　　　　　
　　　　　株式会社ポピンズ

コーシャハイム平尾
平成29年５月開設　65戸
併設施設　居宅介護支援、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、
　　　　　看護小規模多機能型居宅介護、診療所、地域交流レストラン他
運　営　者　SOMPOケア株式会社／株式会社やさしい手／　　　　　
　　　　　社会医療法人河北医療財団

コーシャハイム向原
平成26年４月開設　50戸
併設施設　定期巡回・随時対応型訪問介護看護、
　　　　　小規模多機能型居宅介護、認可保育所、診療所、
　　　　　地域交流レストラン他
運　営　者　社会福祉法人こうほうえん

コーシャハイム千歳船橋フロント
平成29年11月開設　23戸
運      営      者　 社会福祉法人正吉福祉会
バックアップ施設　こまえ正吉苑　　　　　

明日見らいふ南大沢

 向原住宅 創出用地① 約10,000㎡（板橋区）
 ケアホーム板橋　
特別養護老人ホーム、地域包括支援センター他
運営者　社会福祉法人平成記念会

 向原住宅 創出用地② 約3,000㎡（板橋区）
 サポートハウスココロネ板橋　
生活介護事業所、発達障がい者支援センター他
運営者　社会福祉法人関西中央福祉会

 広町住宅 創出用地 約4,540㎡（中野区）
 ハートテラス中野弥生町
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設他　 
運営者　社会福祉法人サンフェニックス

 茗荷谷住宅 創出用地 約1,400㎡（文京区）
 優っくり村文京小日向　 
地域密着型特別養護老人ホーム、認知症高齢者グループホーム他
運営者　社会福祉法人奉優会

 田端住宅 創出用地 約650㎡（北区）
 MIWAたばた保育園
認可保育所、一時保育
運営者　社会福祉法人みわの会

 中野住宅（施設建物） 約390㎡（中野区）
 にじいろ保育園中野駅南口、にじいろルーム中野駅南口
認可保育所、子育てひろば　※コーシャハイム中野フロント1階に併設
運営者　ライクアカデミー株式会社 

運営業務受託者とともに、
終身にわたる細やかなケアサービスを提供
一般棟：平成８年 ６月入居開始　320室
介護棟：平成17年 ７月入居開始　50室
併　設　施　設   診療所
共　用　施　設   ケアステーション、機能訓練室
　　　　  　　　 多目的ホール、温水プール　
　　　　  　　　 トレーニングルーム、図書室、食堂、浴室他
運営業務受託者　社会福祉法人聖隷福祉事業団

建替え創出用地等の活用 サービス付き高齢者向け住宅

ケア付き高齢者住宅〔介護付き有料老人ホーム（自立型）〕

03 団地再生事業
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ＪＫＫ東京の主軸事業である賃貸住宅のストックは、令和4年4月時点で、230団地、70,575戸です
ファミリータイプを中心に、シングル向け、高齢者向け等豊富なバリエーションをご用意しています
100年にわたる住宅管理のノウハウの蓄積と、公営住宅を含め約34万戸の住宅を管理している実績を最大限に活かし、
住宅管理事業のプロフェッショナル集団として、ハード面、ソフト面で良質な住宅を提供し続けます

豊かな暮らしを感じさせる魅力ある住まい 公社住宅事業 ......................................................  71,169戸
一般賃貸住宅 .........................................................................   70,521戸
公社施行型都民住宅  ..................................................................   54戸
ケア付き高齢者住宅  .................................................................  370戸
サービス付き高齢者向け住宅  ..........................................  224戸

受託事業 ..........................................................................................  268,433戸
都営住宅  .................................................................................................................   251,089戸
東京都施行型都民住宅 .......................................................................................  3,874戸
応急仮設住宅（国家公務員宿舎）........................................................................  23戸
区営住宅等（10区2市）.........................................................................................   7,295戸
中央区、新宿区、墨田区、江東区、大田区、中野区、荒川区、
練馬区、葛飾区、江戸川区、立川市、町田市

東京都各局職員住宅等........................................................................................  6,152戸コーシャハイム三宿テラス

コーシャハイム新中野テラス

賃貸住宅事業

JKK住宅ストックの状況 令和4年3月31日現在

住宅管理戸数 令和4年4月1日現在
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「ステップ35割」
若年世帯向け家賃割引制度

「近居サポート割」
親族との近居世帯向け家賃割引制度

ＪＫＫ東京は、多様な世帯の方々に、希望通りのお部屋をご提供します ＪＫＫ東京は、24時間365日の安心体制で、お客さまの快適な暮らしをサポート

お申し込みは、JKK東京のインターネット申込サービス「JKK ねっと」による受付のほか、
電話・窓口での受付も行っています

住宅管理事業

都内16か所の窓口センター

ＪＫＫ東京お客さまセンター（コールセンター）

約400社の工事店と連携

お客さまから寄せられるご相談やご質問、住宅修繕のお申し込みなどは、
窓口を一本化してお客さまセンター（コールセンター）にて承っています
事故や火災、安否確認要請等の緊急時のご連絡には、24時間365日体制で対応します

電気設備、給排水衛生設備、建築修繕、樹木・構内整備など
の修繕は、約400社の工事店ネットワークを活かして、迅速で
丁寧な対応を行っています

都内16か所に窓口センターを設置し、各種申請手続きや専門職員による住まいに関するご相談の受付等を行っています
地元区市や自治会等と連携し、地域に密着した窓口センターとして、より迅速な対応が図れるように組織をあげて取り組んでいます

ニューノーマル時代の新しいお部屋さがし　「パノラマ360°内見」

■スマートフォンやパソコンを使って、WEB上から、
　お部屋全体をご覧いただくことができます

　撮影場所を起点に立体的に撮影した360°パノラマ写真で
　お部屋全体の様子や雰囲気を確認することができます

 「パノラマ360°内見」QRコードはこちら

家賃割引による入居支援

「ペアさぽ」
新婚世帯向け家賃割引制度

優先入居などによる入居支援

親族による支え合いを支援

「近居世帯倍率優遇制度（新築募集）」
～一般の申込者と比べ、当選確率を5倍に優遇～

「近居であんしん登録制度（あき家募集）」
～親族との近居を支援。登録住宅を優先的にご紹介～

「こどもすくすく割」
ひとり親世帯向け家賃割引制度

「ファミリーウィーク」
子育て世帯は、一般募集の7日前
から申込を優先受付

「シルバーウィーク」
高齢者世帯は、一般募集の7日前
から申込を優先受付

「高齢者住みかえ支援」
持家を売却する高齢者世帯は、希望住
戸を14日間優先的に確保できる制度

「子育て優遇倍率」
新築募集において子育て世帯は、一
般世帯と比べ、当選確率を5倍に優遇

お部屋探しとお申し込み ＪＫＫ東京のお客さまサービス

高齢者、子育て世帯などへの入居支援

※印の窓口センターは、都営住宅の申請受付、相談業務のみ実施しています
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 亀戸窓口センター

大井町窓口センター

新小岩窓口センター

西新井窓口センター

赤羽窓口センター ※

練馬窓口センター ※

目白窓口センター

新宿窓口センター
三鷹窓口センター ※

 府中窓口センター 町田窓口センター

多摩窓口センター ※

八王子窓口センター ※

立川窓口センター
小平窓口センター

渋谷窓口センター ※
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「ステップ35割」
若年世帯向け家賃割引制度

「近居サポート割」
親族との近居世帯向け家賃割引制度

ＪＫＫ東京は、多様な世帯の方々に、希望通りのお部屋をご提供します ＪＫＫ東京は、24時間365日の安心体制で、お客さまの快適な暮らしをサポート

お申し込みは、JKK東京のインターネット申込サービス「JKK ねっと」による受付のほか、
電話・窓口での受付も行っています

住宅管理事業
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ご高齢の方のサポート

安否確認について自治体と協働

認知症サポーター養成

安否確認制度
ご高齢の方やお身体がご不自由な方のご希望に応じて、
住戸内の手摺りの設置、段差またぎ解消等の設備改善や、
低層階への住み替えによる階段昇降の負担の軽減を行っています
介護等のご支援が必要なお客さまには、ケースワーカーや地域包
括支援センター等、地元自治体の福祉部門と連携し、対応してい
ます

お住まいの方の安否確認に、より的確に対応できるよう地元自治体との間で情報のや
り取りや協力等に係る協定を締結し、自治体の福祉部門等との連携を強化する取り組
みを進めています

認知症に対する正しい理解や適切な対応を学ぶため、社内研修に
よる「認知症サポーター」の養成（計1,300名超）と、研修講師と
なる「キャラバンメイト」の養成に取り組んでいます

ご親族等からの要請に応じて、お住まいの方の安否確認を行っています
緊急を要する場合には、24時間365日対応します
状況に応じて、地元の自治体、警察と連携し、立ち入りによる確認を行います

巡回管理人制度（都営住宅）
ご高齢の方、お身体がご不自由な方で、窓口センターへの来所が
困難な世帯を対象に、ＪＫＫ東京の職員が直接訪問し、各種申請
書類の取り次ぎ等を行っています
対象世帯への定期訪問を通じて、お客さまへのきめ細かい対応を
行い、より安心な暮らしの提供に努めています

見守りサービス　JKKシニア住宅

見守り・駆けつけサービスイメージ

JKK東京では、東京都において高齢化が急激に進む中、高齢者が低廉な負担で住み慣れた地域で安心して住み続けられるよう、
団地の建替事業において一部の住戸を高齢者向けの賃貸住宅「JKKシニア住宅」として新たに整備します
その中で、見守りセンサーや緊急通報システムなどを導入し、緊急時に見守りサービス事業者が、居住者のもとへ駆けつけられる
サービスを提供します

中央区 北区 八王子市 町田市 東大和市 瑞穂町
港区 荒川区 立川市 小平市 清瀬市
台東区 板橋区

練馬区
足立区
葛飾区
江戸川区

武蔵野市 日野市 東久留米市
墨田区 三鷹市 東村山市 武蔵村山市
江東区 青梅市 国分寺市 多摩市
世田谷区 府中市 国立市 稲城市

羽村市中野区 昭島市 福生市
豊島区 調布市 狛江市

安否確認に係る協定書を締結した自治体（令和4年4月現在）
区部（15区） 市部（24市） 町（１町）

安心してお住まいいただくための取組

住宅管理事業04

西東京市
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ご高齢の方のサポート

安否確認について自治体と協働

認知症サポーター養成
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よる「認知症サポーター」の養成（計1,300名超）と、研修講師と
なる「キャラバンメイト」の養成に取り組んでいます

ご親族等からの要請に応じて、お住まいの方の安否確認を行っています
緊急を要する場合には、24時間365日対応します
状況に応じて、地元の自治体、警察と連携し、立ち入りによる確認を行います

巡回管理人制度（都営住宅）
ご高齢の方、お身体がご不自由な方で、窓口センターへの来所が
困難な世帯を対象に、ＪＫＫ東京の職員が直接訪問し、各種申請
書類の取り次ぎ等を行っています
対象世帯への定期訪問を通じて、お客さまへのきめ細かい対応を
行い、より安心な暮らしの提供に努めています

見守りサービス　JKKシニア住宅

見守り・駆けつけサービスイメージ

JKK東京では、東京都において高齢化が急激に進む中、高齢者が低廉な負担で住み慣れた地域で安心して住み続けられるよう、
団地の建替事業において一部の住戸を高齢者向けの賃貸住宅「JKKシニア住宅」として新たに整備します
その中で、見守りセンサーや緊急通報システムなどを導入し、緊急時に見守りサービス事業者が、居住者のもとへ駆けつけられる
サービスを提供します
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●

国産木材の利用促進

多摩産材 等

地域防災力の支援 ブロック塀改修
団地の再編整備に当たっては、お住まい
の方とともに利用できる炊き出しかまど用
のかまどベンチ、防災井戸、マンホールトイ
レを備えています
ＪＫＫ東京の団地は、地域の方々の避難
場所としてご利用いただけるよう開かれた
空間設計に配慮しています

大規模災害支援
震災等の大規模災害時に、東京都や被災
県と連携し、被災された方へのJKK住宅の
提供や都営住宅への受入れ業務を実施し
ています

安全性の向上に加え良好な景観の形成を
目的として「国産木材を活用した塀等の
設置ガイドライン（東京都）」を基に、既存
遊園内において木柵を設置しています

2040年代後半のカーボンニュートラルの実現に向けて、
住宅の計画・設計から建設、維持管理までの住宅の
ライフサイクル全体を通じて、CO₂削減など環境負荷低減に
積極果敢に挑戦していきます

かまどベンチ、テーブル

防災井戸

改修後

自助・共助の支援

お住まいの方、ＪＫＫ東京の職員、管轄の
消防署が参加する消防訓練や防災イベン
トを行っています
団地自治会による自主防災活動を支援す
るため、防災倉庫を整備するとともに、
防災資機材を提供することで、地域にお
ける共助の取組をサポートしています

消防訓練  防災イベント

ベンチの材料として利用

電気自動車を活用したカーシェア

駐車場内のEV用充電機JKK住宅の太陽光発電パネル 建替えにおける既存樹木の保全 高い断熱性の複層ガラス

防災機能の向上

環境配慮行動の推進

コミュニティ活性化への取組

住宅管理事業04

 JKK住まいるアシスタント
■JKK住宅では、専門スタッフ「JKK住まいるアシスタント」を配置し、コミュニティサロンにおい
て入居者参加型のイベントを開催するほか、YouTubeを活用して健康体操や工作動画を
配信するなど、入居者同士のコミュニティ活動のきっかけづくりに取り組んでいます

■また、JKK住宅にお住まいの高齢者等の方からのご相談に関する地元自治体（福祉部門等）
への橋渡しや不慣れな手続きのサポートにも取り組んでいます
　＜高齢者等へのサポート事例＞
　・新型コロナウイルスワクチン接種予約支援

　　・東京都福祉保健局PCR等検査無料化事業への協力

近隣大学との連携によるコミュニティ活性化
ＪＫＫ住宅の近隣にある大学と連携し、学生のＪＫＫ住宅への入居支援を行うとともに、学生と自治会との交流促進など地域活動を
サポートすることで、地域に根ざしたコミュニティづくりに取り組んでいます

地域コミュニティ拠点の整備
団地内のオープンスペースや空き店舗を活用し、地元自治体、NPO、民間企業など様々な団体と連携し、地域のコミュニティ拠点を
整備します

学校法人日本社会事業大学との協定締結式の様子 学校法人桜美林大学との地域連携イベントの様子

高齢者サポートの様子

YouTubeチャンネルはこちら
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国産木材の利用促進

多摩産材 等
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目的として「国産木材を活用した塀等の
設置ガイドライン（東京都）」を基に、既存
遊園内において木柵を設置しています

2040年代後半のカーボンニュートラルの実現に向けて、
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住宅管理事業04
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年間発注額（全事業）  約595億円　※令和３年度実績

 計 画 修 繕（JKK住宅・都営住宅・区営住宅）

経 常 修 繕（JKK住宅・都営住宅・区営住宅）

 （建築） 屋上防水、外壁改修、鉄部塗装 等
 （土木） 敷地整備、道路改修、遊園施設改修 等
 （機械） 増圧直結給水ポンプ設置、給湯器取替 等
 （電気） 共用灯改修（ＬＥＤ）、昇降機改修 等    

延べ  
延べ  
延べ 
延べ  

183団地
63団地

 1,216団地
 118団地

 （小口・緊急修繕） 年間実施件数 
 （あき家補修）        年間実施件数 

約143,000件
約  15,000件

約76億円
約6億円
約25億円
約21億円

お住まいの方の想いを大切に、魅力ある住宅に進化し続けます JKK住宅の共用部分について、定期的に大規模修繕を行っています
大規模修繕に当たっては、設備水準の向上やデザインに配慮し、
住宅の魅力、資産価値の向上を図っています
また、東京都、区市等から公営住宅の修繕の設計、工事発注、
工事監理を受託しています

住宅の魅力をより一層高めるための住戸リニューアルを進めています
間取りやインテリアカラー、設備・機器の設計検討に当たっては、
お客さまニーズを取り入れるとともに、バリアフリー化や、子育て
世帯にやさしい建材を使用するなど、安全な住宅に安心して快適に
暮らしていただくよう配慮しています

私たちは、JKK住宅と東京都や区市が経営する公営住宅等の建物を
合わせ、10,000棟超の建物、40万本超の樹木、2,000haを超える敷地
の維持管理を行っています 

耐火建築物による集合住宅の建設を始めてから70年超
住宅の計画・設計・建設・管理及び解体まで実施している
ＪＫＫ東京の総合力を活かし、資産価値の維持、向上を
実現します

JKK東京は国内の住宅事業者として初めて、アセットマネジメントシステムの
国際規格ISO55001の認証を取得しました

国際標準化機構（ISO）が制定した「アセットマネジメント
システムISO55001」とは、中長期的な視点から、建物のライフ
サイクル全体にわたって効率的かつ効果的に維持・管理・運営
する仕組みを規定したものです

これまでに蓄積した技術･ノウハウなどの見える化を図り、JKK
住宅のライフサイクルの中で効率的かつ効果的な修繕等による
維持管理を行うことで、安全でお客様ニーズに応えられる良質
な住宅を提供していくとともに、JKK住宅の長寿命化方策に
ついても構築していきます

●認証内容
・組織名称：  東京都住宅供給公社（JKK住宅に係るアセットマネジメント部門）
・所在地　：  東京都渋谷区神宮前5-53-67　コスモス青山
・管理するアセット及び活動の範囲　： JKK住宅等の維持管理及び建替え・長寿命化の管理業務
・適用規格：  JIS Q 55001：2017（ISO 55001：2014）
・認証日　：  2022年8月1日

施工前 
施工前 エントランス改修 建物サイン

コーシャハイム坂下（板橋区 平成16年竣工 430戸）　
平成27～29年度 外壁等改修工事、道路・敷地整備工事

トミンハイム南砂一丁目
（江東区 平成12年11月竣工 95戸）
 平成29年度 外壁等改修工事

令和３年度決算（管理受託事業を含む）

ストック住宅の適切な維持管理、資産価値の維持、向上 JKK住宅、都営住宅等の計画修繕、耐震改修

計画修繕、経常修繕の実施状況

住戸リニューアル

住宅管理事業04

アセットマネジメントシステムの導入

【認証登録証授与式にて】
　一般財団法人 日本建築センター 橋本理事長（左）、ＪＫＫ東京　中井理事長（右）

JKK住宅（堀江住宅外観）
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地域社会への貢献

現在、中野駅南口地区にて、市街地再開発事業と
土地区画整理事業の一体的施行によるまちづく
りを推進しています

JKK東京は、団地所有者として参画
中野駅南口駅前広場の拡張、東西・南北交通動
線の整備を行うとともに、土地の高度利用を図る
ことにより、商業施設、業務施設、住宅、子育て
支援施設を整備し、まちに「にぎわい」を創出し
ます

都心部の不燃化、活性化に向けた取り組みとして、
市街地再開発事業に参画
これまでに12地区で1,016戸の住宅を供給

団地の建替えや外構改修に合わせて、地域の憩いの
場となる公園や地域の交通利便性向上に資する道
路を整備し、提供しています
また、地域の方も利用できる団地内公園（255か
所、約33.8ha）を整備するとともに、地域の住環境
に配慮し、緑地の整備、維持管理を行っており、ま
ちの魅力向上に努めています（令和4年３月現在）

 樹木の保存、維持管理

再開発ビル

平成25年に公表されたマンション実態調査結果（東京都都市整備局）によると、都内
の分譲マンション約53,000棟のうち、昭和56年以前の旧耐震基準により建設された
マンションは、約12,000棟となっています
分譲マンションの建替えや耐震改修等の長寿命化に向けた
区分所有者の皆さまの合意形成を支援し、安全、安心なまち
づくりに貢献しています

住宅再生の専門機関として、マンション再生に向け
管理組合の合意形成をコンサルティング

平塚町住宅建替事業（品川区）
建替前／竣工1959年　戸数23戸
建替後／竣工2020年　戸数38戸

中野住宅の建替事業により
「コーシャハイム中野フロント」は誕生しました

中野駅南口に、1951年に建設された
「中野住宅」

●受け継がれる集合住宅の歴史

中野駅 中野住宅

建替前

05
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市街地再開発事業〔土地区画整理事業との一体的施行〕 

マンション再生支援事業

公共施設（公園、道路、緑地）の整備、提供

区市町村との連携
木造住宅密集地域における移転先提供
JKK東京と東京都都市整備局が協定を締結し、木造住宅密集地域整備推進に向けた移転先として、JKK住宅を提供しています

町田市消防団員募集におけるJKK住宅の提供
町田市と連携協定を締結し、町田市消防団に入団する消防団員にJKK住宅を提供することにより、町田市と協働して防災コ
ミュニティ活動の活性化に取り組んでいます

JKK小笠原住宅の整備
小笠原村で良質な民間賃貸住宅が不足している現状を受けて、
東京都・小笠原村・JKK東京の三者で協力・連携し、父島にファミリー向け賃貸住宅を整備します

ひとり親世帯への支援
世田谷区と連携し、JKK住宅を世田谷区による家賃助成付きの住宅として提供し、世田谷区内のひとり親世帯の住宅確保を
推進します 
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組織概要

あ　 す

■ JKK東京は住まいを通じて、都民の暮らしを支え、社会に貢献することを最も大切な使命として、先駆的な取組にも
    果敢に挑戦し、東京の未来を創造します

■ 常にコンプライアンスを重視しながら、自立的で健全な経営を堅持し、社会の信頼と期待に応えていきます

東京都住宅供給公社（ＪＫＫ東京）
東京都渋谷区神宮前 5-53-67 コスモス青山
賃貸住宅及び関連施設の管理事業
賃貸住宅及び関連施設の建設事業
公営住宅等の管理受託事業
昭和41年4月1日
地方住宅供給公社法に基づき
東京都が設立した特別法人

名　　　称 
本社所在地 
事 業 内 容

   
設　　　立 

職　員　数
  
代　表　者 
基 本 財 産
事 業 収 益  

1,449名（令和4年度）
（職員：664名、業務職員等：785名）
理事長　中井 敬三
1億500万円（全額東京都出資）
1,206億8,880万円（令和3年度決算）
一般会計　　　　　　705億3,566万円
都営住宅等管理会計　501億5,314万円

安全・安心な住まいとお客さまに寄り添うサービスを追求します

幅広いお客さまを対象としたＪＫＫ賃貸住宅の取組
　子育て世帯や高齢者など住宅の確保に配慮が必要な方を始め、より良い住生活を求める幅広いお客さまに魅力ある住まいを提供します

　建替えや既存ストックの活用を進め、多様な世代・世帯がいきいきと暮らせる交流と共助のあるコミュニティの創出を目指します

都営住宅等の適正な管理
　長年の公的住宅管理の現場で培ってきた経験・ノウハウを活かして、都営住宅等の良好な維持保全を行うとともに、公平・公正なサービス

　により、都内の住宅セーフティネットをしっかりと支えます

行政等との多様な連携
　東京都や地元自治体、地域とも連携して、少子高齢化、まちづくり、環境、防災など様々な社会課題に積極的に取り組み、住宅に新たな価

　値を創出します

健全でアクティブな事業運営
　財務基盤の強化を引き続き進めるとともに、社会の変化を的確に捉え持続的な事業推進体制を構築します

　高い専門性を持つ多様な人財を育成して、いきいきと働くことができる職場環境を築き、チャレンジングな経営を実践します

　事業パートナーと互いの立場を踏まえつつ、連携・協力して、効率・効果的に事業を推進します

　JKK東京の事業や社会貢献の取組等を積極的に社内外に発信します

評議員会

監　　事

公社住宅事業部 公社賃貸住宅管理事業の方針策定／入居者の募集／家賃の設定・収納
有料駐車場・賃貸店舗の運営／明日見らいふ南大沢の運営　　など

監    査    室 監査に関する業務

公社住宅再生事業の計画の策定及び事業推進／賃貸住宅建設事業等の計画・実施
サービス付き高齢者向け住宅及び福祉施設等の整備／分譲マンションの再生支援　　など住宅総合企画部

営繕工事に係る実施基準の策定／営繕工事の計画・実施／住宅設備の保守点検
都営住宅建替えの工事監理・除却工事　　など住 宅 営 繕 部

都営住宅等管理受託の方針策定／入居者に関する業務／入居者の募集
使用料の収納　　　など公営住宅管理部

ＪＫＫ東京お客さまセンター　入居者からの電話による修繕受付及び各種問い合わせ対応
窓口センター（都内16か所） 住宅の現地管理、小口・緊急修繕・空家補修、申請書等の受付・審査　　など

窓 口 運 営 部

工事に係る安全管理の方針策定及び推進／工事技術の諸基準の整備・更新
工事の品質、性能、技術及びコストの管理／検収事務の方針策定及び推進　　　など技 術 管 理 部

理 事 長

理　　事

理 事 会

JKK東京の経営理念

組織

公社概要
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総    務    部 総務、人事、経営企画、財務、契約　　など

事業活動基本方針

ＪＫＫ東京のこころ　お客さまに喜ばれ、社会や地域に喜ばれることが、私たちの喜びです
　　　　　　　　　 私たちは、都民の皆さまに対して“安全・安心”で“喜ばれる”「住まいとサービス」を提供し続け、東京の未来を創造します

職員の基本姿勢　   私たちは、「住宅事業のプロフェッショナル」としての誇りと責任感をもって、次のことを実践します

Communication
（1） 人とのつながりを大切にし、信頼関係を築きます

Customer
（2） お客さまに寄り添い、誠実に対応します

Compliance & Competence
（3） 高い倫理観を備えた実践力のある人財を目指します

Change
（4） あらゆる変化を感じ取り、柔軟に考えて迅速に行動します

Challenge
（5） 職員の力を結集し、創意工夫のもとに新たな課題に挑戦します

ＪＫＫ東京スピリット
あ　す
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事業収益（売上高）

経常利益率
経常利益

（年度）

事業収益（売上高）

　一般賃貸住宅・
　公社施行型都民住宅
　その他
事業利益
経常利益
当期純利益
総資産
負債
　借入金残高
資本
　売上高経常利益率
　自己資本比率
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（単位：億円）

借入金・資本の推移（一般会計）事業収益・経常利益の推移（一般会計）

10％

20％

30％

40％

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000
（単位：億円）

0
R3 H29 H30 R1 R2 R3

34.6％ 35.1％
36.7％ 37.5％

5,884

4,500

34.0％

6,503

4,178

0％

借入金

自己資本比率
資本
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6,330

当社は住宅事業を通じて、少子高齢社会への対応、
地域の防災力の向上、省エネルギー化などに取り組み、
ＳＤＧｓ(エスディージーズ)の達成に貢献しています
※「JKK東京 アクションプラン」（https://www.to-
kousya.or.jp/corporate/actionPlan.html）より

社会的課題解決に向けたソーシャルボンドの発行
東京都が抱える社会的課題の解決に資する事業を一層推進し、SDGｓの達成に貢献していくため、
令和２年度からソーシャルボンドを発行しています
今後も、ソーシャルボンドの継続的な発行を通じて、JKK東京の取り組みを皆さまにご理解いただくとともに、
調達した資金を住宅事業に活用し、持続可能な社会の実現に貢献していきます

※1　ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals）：「持続可能な開発目標」を意味し、 
2015年に国連サミットにおいて採択された2030年までの国際目標。市民、行政、企業など
世界中全ての人が一丸となって取り組む、貧困の撲滅や持続可能な都市・人間居住の実現、
自然環境の保全など17のゴールから構成されている

※単位未満切り捨て

※単位未満切り捨て
※パーセンテージ（%）は四捨五入

※単位未満切り捨て
※パーセンテージ（%）は四捨五入

●適切な情報公開や公正かつ効果的な発注・契約の推進等によるコンプライアンス
　の確保
●ガバナンス基本方針等の関連規程に基づく内部統制の推進

コンプライアンスの確保/
ガバナンス強化に向けた取組の推進

●公社一般賃貸住宅の再編整備計画に基づく建替事業の推進
●子育て支援施設の誘致等を通じた多世代共生の住まいづくり
●バリアフリーや見守り等に配慮した高齢者向け住宅の整備
●高齢者等に向けたセンサー機器を活用した見守りサービスの導入

JKK住宅再生事業の推進

業績の推移（一般会計） JKK東京の取組とSDGs（※１）との関わり

06

●テレワーク等のライフスタイルや社会状況の変化に対応した住まいの提供
●感染症予防や受動喫煙防止等の健康志向ニーズに応えた住まいの提供
●JKK住まいるアシスタントによるコミュニティ活動の創出
●地域コミュニティ・防災コミュニティ活動への支援
●大学と連携した学生入居の促進とコミュニティ活性化の推進

ポストコロナ社会に向けた取組

●建替えによる創出用地を活用した子育て支援・高齢者支援施設等の誘致
●東京都や区市町村と連携した入居者の安否確認や住宅施策等への支援・協力
●一時避難場所となるオープンスペースの確保やかまどベンチなど避難時に
　必要な機能の整備等、建替えを通じた地域の防災性の向上

東京都及び区市町村等との多様な連携

●子育て世帯や高齢者等に対する入居支援制度による入居機会の拡大
●行政等と連携した入居支援
●効率的かつ効果的に修繕等の維持管理を行っていくための仕組み（アセット
　マネジメントシステム)を導入し、JKK住宅の長寿命化に向けた取組推進

住宅セーフティネット機能の一層の推進

●住宅セーフティネットとしての特性を踏まえた都営住宅の管理
●東京都と連携した高齢者等の居場所づくり等の事業の推進

都営住宅等管理業務の適切な実施

●住宅ライフサイクル全体を通じた環境負荷低減の取組
　・太陽光発電設備の設置
　・電気自動車充電設備の設置、カーシェアやサイクルシェアの導入　
　・高効率型給湯器、LED照明等の採用による住宅の省エネ性能の向上
●植樹による住宅敷地内の緑化
●多摩産材の利用を通じた東京の森林の循環促進と維持・増進

カーボンニュートラルの実現に向けた取組
など環境配慮行動の推進

12.2％
13.0％
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6,330

当社は住宅事業を通じて、少子高齢社会への対応、
地域の防災力の向上、省エネルギー化などに取り組み、
ＳＤＧｓ(エスディージーズ)の達成に貢献しています
※「JKK東京 アクションプラン」（https://www.to-
kousya.or.jp/corporate/actionPlan.html）より

社会的課題解決に向けたソーシャルボンドの発行
東京都が抱える社会的課題の解決に資する事業を一層推進し、SDGｓの達成に貢献していくため、
令和２年度からソーシャルボンドを発行しています
今後も、ソーシャルボンドの継続的な発行を通じて、JKK東京の取り組みを皆さまにご理解いただくとともに、
調達した資金を住宅事業に活用し、持続可能な社会の実現に貢献していきます

※1　ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals）：「持続可能な開発目標」を意味し、 
2015年に国連サミットにおいて採択された2030年までの国際目標。市民、行政、企業など
世界中全ての人が一丸となって取り組む、貧困の撲滅や持続可能な都市・人間居住の実現、
自然環境の保全など17のゴールから構成されている

※単位未満切り捨て

※単位未満切り捨て
※パーセンテージ（%）は四捨五入

※単位未満切り捨て
※パーセンテージ（%）は四捨五入

●適切な情報公開や公正かつ効果的な発注・契約の推進等によるコンプライアンス
　の確保
●ガバナンス基本方針等の関連規程に基づく内部統制の推進

コンプライアンスの確保/
ガバナンス強化に向けた取組の推進

●公社一般賃貸住宅の再編整備計画に基づく建替事業の推進
●子育て支援施設の誘致等を通じた多世代共生の住まいづくり
●バリアフリーや見守り等に配慮した高齢者向け住宅の整備
●高齢者等に向けたセンサー機器を活用した見守りサービスの導入

JKK住宅再生事業の推進

業績の推移（一般会計） JKK東京の取組とSDGs（※１）との関わり

06

●テレワーク等のライフスタイルや社会状況の変化に対応した住まいの提供
●感染症予防や受動喫煙防止等の健康志向ニーズに応えた住まいの提供
●JKK住まいるアシスタントによるコミュニティ活動の創出
●地域コミュニティ・防災コミュニティ活動への支援
●大学と連携した学生入居の促進とコミュニティ活性化の推進

ポストコロナ社会に向けた取組

●建替えによる創出用地を活用した子育て支援・高齢者支援施設等の誘致
●東京都や区市町村と連携した入居者の安否確認や住宅施策等への支援・協力
●一時避難場所となるオープンスペースの確保やかまどベンチなど避難時に
　必要な機能の整備等、建替えを通じた地域の防災性の向上

東京都及び区市町村等との多様な連携

●子育て世帯や高齢者等に対する入居支援制度による入居機会の拡大
●行政等と連携した入居支援
●効率的かつ効果的に修繕等の維持管理を行っていくための仕組み（アセット
　マネジメントシステム)を導入し、JKK住宅の長寿命化に向けた取組推進

住宅セーフティネット機能の一層の推進

●住宅セーフティネットとしての特性を踏まえた都営住宅の管理
●東京都と連携した高齢者等の居場所づくり等の事業の推進

都営住宅等管理業務の適切な実施

●住宅ライフサイクル全体を通じた環境負荷低減の取組
　・太陽光発電設備の設置
　・電気自動車充電設備の設置、カーシェアやサイクルシェアの導入　
　・高効率型給湯器、LED照明等の採用による住宅の省エネ性能の向上
●植樹による住宅敷地内の緑化
●多摩産材の利用を通じた東京の森林の循環促進と維持・増進

カーボンニュートラルの実現に向けた取組
など環境配慮行動の推進

12.2％
13.0％

29  JKK  JKK 30



所  在  地  東京都渋谷区神宮前 5-53-67 コスモス青山
事業内容  賃貸住宅及び関連施設の管理事業
　　　　  賃貸住宅及び関連施設の建設事業
　　　　  公営住宅等の管理受託事業 
設　　立  昭和41年4月1日
基本財産  1億500万円（全額東京都出資）
T E L   03-3409-2261

https://www.to-kousya.or.jp/
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検索JKK東京

コスモス青山 3～5F

令和４年９月発行

Ｍ
Ｉ
Ｙ
Ａ
Ｓ
Ｈ
Ｉ
Ｔ
Ａ 

Ｐ
Ａ
Ｒ
Ｋ

東
京
メ
ト
ロ
・
東
急 

渋
谷
駅

東京
メト
ロ 表
参道
駅

会 社 案 内
Corporate Profi le

2022-2023




