
東京都住宅供給公社

件数（件） 金額（円） 備考

1,775 45,433,562,007

競争契約 1,009 37,679,428,756
入札・プロポーザル・複数見積合せなど、契約相手方
が複数者いる競争性のある契約

独占契約 16 336,610,711 特許、著作権等の関係により契約相手方が唯一の契約

緊急契約 0 0
緊急の必要により競争契約を行う暇がなく、１者との
み契約手続きを行う契約

小額契約 407 47,842,136
契約金額が小額のため、１者とのみ契約手続きを行う
契約

特定契約 343 7,369,680,404
製造メーカーへの保守委託等、適切な契約相手方が特
定の１者しかいない契約など、上記のいずれにも該当
しない契約

平成30年度　契約結果（全案件）

契約種別

　合　計

内

訳



No 種別 契約件名 契約相手方 公表できない理由 備　考

1 工事
町田木曽住宅（イ－９〜イ－１９号棟）　屋内、室内給水
管（量水器内）改修、増圧直結給水ポンプ設置及びその他
工事

開成・協栄建設共同企業体

2 工事
トミンハイム南篠崎町五丁目第２　機械式駐車場入替、道
路改修及び駐車場改修工事

（株）三幸工務店東京支店

3 工事
都営長延寺アパート耐震改修及び増圧直結給水ポンプ設置
工事

広拓建設（株）

4 工事
都営桐ヶ丘アパート（Ｗ２７、Ｗ３３、Ｗ３５、Ｗ３６号
棟）除却工事

関東建設興業（株）東京支店

5 工事 コーシャハイム神田　外壁改修及び鉄部塗装工事 テクノ建設サービス（株）

6 工事 都営仙川アパート（１９〜２２号棟）除却工事 （株）新星建設

7 工事 都営上水本町五丁目アパート外壁改修及び屋上防水工事 中外商工（株）東京支店

8 工事
興野町住宅（Ｂ１〜Ｂ９号棟）　外壁改修、窓枠改修及び
鉄部塗装工事

（株）コーセー

9 工事
興野町住宅（Ｃ１〜Ｃ１１号棟）　外壁改修、窓枠改修及
び鉄部塗装工事

（株）野村工務店

10 工事 都営長房南アパート（５５、５６、６１号棟）除却工事 関東建設興業（株）東京支店

平成30年度契約結果 (競争契約）

〔契約金額1億円以上〕



No 種別 契約件名 契約相手方 公表できない理由 備　考

平成30年度契約結果 (競争契約）

〔契約金額1億円以上〕

11 工事 都営仙川アパート（１７、１８、２３号棟）除却工事 （有）御幸工業

12 工事 白鬚東地区防災拠点（Ｃブロック）冷却塔改修工事 浦安・アサノ建設共同企業体

13 工事 都営長房南アパート（６２〜６４号棟）除却工事 関東建設興業（株）東京支店

14 工事
都営島根二丁目第２アパート（４〜６、９〜１１号棟）外
壁改修及び（１１号棟）屋上防水工事

大勝建設（株）東京支店

15 工事
都営昭島宮沢町アパートほか１団地外壁改修、鉄部塗装及
びほか１団地外壁改修工事

（株）カトービルドシステム

16 工事
都営武蔵岡アパート（４、９号棟）廊下手摺改修及び鉄部
塗装工事

松鶴建設（株）港支店

17 工事 都営船堀四丁目アパート除却工事 （株）滝口興業東京支店

18 工事 都営江戸川中央一丁目アパート外壁改修及び屋上防水工事 東邦ビルト（株）

19 工事 都営南六郷三丁目アパート外壁改修工事 若井工業（株）東京支社

20 工事 （仮称）コーシャハイム和田本町建築及びその他工事 小原・東建設共同企業体



No 種別 契約件名 契約相手方 公表できない理由 備　考

平成30年度契約結果 (競争契約）

〔契約金額1億円以上〕

21 工事 都営船堀四丁目第２アパート除却工事 （株）滝口興業東京支店

22 工事 都営久米川一丁目アパート外壁改修及び鉄部塗装工事 （株）加藤工務店

23 工事 都営辰巳一丁目アパート（９、８６号棟）窓枠改修工事 （株）加賀田組東京支店

24 工事
都営清瀬竹丘二丁目アパート（２２、２３、２８、２９号
棟）外壁改修、（２２、２３、２９号棟）屋上防水及びほ
か１団地外壁改修工事

（株）森組東京本店

25 工事
都営府中新町一丁目第２アパート屋上防水及び外壁改修工
事

永沢塗装（株）

26 工事
福生加美平住宅（１２〜１７号棟）　外壁改修、屋上防水
及び鉄部塗装工事

（株）コバ建設

27 工事
トミンタワー台場三番街ほか１団地　自動火災報知設備改
修工事

（株）亜細亜綜合防災

28 工事 都営東篠崎アパート（４０〜４３号棟）除却工事 （有）御幸工業

29 工事
都営多摩ニュータウン愛宕団地（１、２号棟）外壁改修工
事

（株）多摩ニュータウンサー
ビス

30 工事 都営西綾瀬三丁目アパート外壁改修及び鉄部塗装工事 （株）ウェイズ東京支店



No 種別 契約件名 契約相手方 公表できない理由 備　考

平成30年度契約結果 (競争契約）

〔契約金額1億円以上〕

31 工事
都営白鬚東アパート（９、１５号棟）手摺改修、（２、
３、９、１５号棟）鉄部塗装、（１５号棟）屋上防水及び
併存施設改修工事

ボンドエンジニアリング
（株）東京支店

32 工事
都営東雲一丁目アパート（３号棟）窓枠改修、バルコ
ニー・廊下手摺改修、外壁改修及びその他工事

立花建設（株）

33 工事 都営多摩ニュータウン上柚木第２団地外壁改修工事 （株）古畑総合建装

34 工事
都営武蔵野緑町二丁目アパート（２〜５号棟）外壁改修、
屋上防水及び鉄部塗装工事

日本防水工業（株）

35 工事
福生加美平住宅（１８〜２４号棟）　外壁改修、屋上防水
及び鉄部塗装工事

清起工業（株）

36 工事
田無西原住宅（Ｂ１、Ｂ２、Ｆ１〜Ｆ４号棟）　外壁改
修、屋上防水及び鉄部塗装工事

中林建設（株）東京支店

37 工事
都営亀戸七丁目第３アパート外壁改修、屋上防水及び鉄部
塗装工事

（株）増工務店

38 工事 都営桐ヶ丘アパート（Ｅ－４７号棟）除却工事 （株）丸利根アペックス

39 工事 都営東篠崎アパート（４４〜４８号棟）除却工事 木山興産（株）

40 工事
都営蓮根三丁目第２アパートバルコニー・廊下手摺改修、
外壁改修、屋上防水及びその他工事

（株）進興工業社



No 種別 契約件名 契約相手方 公表できない理由 備　考

平成30年度契約結果 (競争契約）

〔契約金額1億円以上〕

41 工事
都営たかの台アパート外壁改修及び（１〜３号棟）屋上防
水工事

横浜塗装工業（株）東京支店

42 工事
都営青井五丁目アパート外壁改修及びバルコニー・廊下手
摺改修工事

白谷建設（株）

43 工事
都営多摩ニュータウン鑓水第２団地（１〜５号棟）外壁改
修工事

（株）清水工業

44 工事
都営旭町二丁目第４アパート（１、２号棟）外壁改修、
（１、４号棟）屋上防水工事

（株）日立コーポレーション

45 工事
都営成瀬アパート（６号棟）外壁改修、鉄部塗装及び建物
補修（鉄骨階段補修等）工事

（株）石井工務店

46 工事 平山住宅（１〜１２号棟）　外壁改修工事 日塗（株）東京支店

47 工事 （仮称）コーシャハイム和田本町電気設備工事
サンテック・千陽
建設共同企業体

48 工事
都営東伏見二丁目第２アパート（７〜１０号棟）外壁改修
及び屋上防水工事

村田建設（株）

49 工事
都営石神井町二丁目アパート外壁改修、屋上防水及び鉄部
塗装工事

（株）小川工務店

50 工事
田無西原住宅（Ｂ３〜Ｂ５、Ｃ１、Ｃ３、Ｃ５号棟）　外
壁改修、屋上防水及び鉄部塗装工事

江州建設（株）



No 種別 契約件名 契約相手方 公表できない理由 備　考

平成30年度契約結果 (競争契約）

〔契約金額1億円以上〕

51 工事
木曽住宅（１〜６号棟）　外壁改修、屋上防水及び鉄部塗
装工事

東工業（株）

52 工事
都営立川富士見町六丁目アパート（５１、５４〜５６号
棟）バルコニ－手摺改修及び（５１号棟）鉄骨階段塗装工
事

（株）ノエマエンジニアリン
グ

53 工事 （仮称）コーシャハイム和田本町給排水設備工事
日本設備工業（株）
リノライフ事業部

54 工事
平成３０年度都営金森第６アパート（１３、１４号棟）住
宅防音工事

（株）武建設

55 工事
平成３０年度都営町田金森一丁目アパ－ト（５〜７号棟）
住宅防音工事

豊和工業工事（株）

56 工事
平成３０年度都営森野六丁目アパート（４〜６号棟）住宅
防音工事

（株）エィテック東京営業所

57 工事 （仮称）コーシャハイム経堂第一建築及びその他工事 （株）冨士工

58 工事 都営第２鷺の宮アパート除却工事 丸広土木（株）

59 工事 （仮称）コーシャハイム経堂第一電気設備工事 岸野・マキノ建設共同企業体

60 工事 都営豊島三丁目アパートほか１団地除却工事 （株）明幸



No 種別 契約件名 契約相手方 公表できない理由 備　考

平成30年度契約結果 (競争契約）

〔契約金額1億円以上〕

61 工事
都営清瀬野塩アパート（１１〜１３号棟）ほか１団地除却
工事

（株）テクノエコ

62 工事
コーシャハイム光が丘第二　外壁改修、手摺補強、鉄部塗
装及びその他工事ほか１団地階段手摺設置工事

井戸鉄建（株）

63 工事
町田木曽住宅（ハ－１〜ハ－８号棟）　屋内、室内給水管
（量水器内）改修、増圧直結給水ポンプ設置及びその他工
事

日本設備工業（株）
リノライフ事業部

64 工事 （仮称）コーシャハイム経堂第一給排水設備工事
日本設備工業（株）
リノライフ事業部

65 工事
木曽住宅（７〜１２号棟）　外壁改修、屋上防水及び鉄部
塗装工事

（株）ジェイ・プルーフ

66 工事 堀船住宅　窓枠改修、外壁改修、屋上防水及びその他工事 砂川・清起建設共同企業体

67 工事
トミンハイム上柚木　機械式駐車場入替、平面化及び道路
改修工事

（有）進建町田支店

68 工事
都営上沼田第３アパート（１、４、５、８、９号棟）除却
工事

（株）クワバラ・パンぷキン
東京支店

69 工事
平成３０年度町田木曽住宅（イ－１６〜イ－１８号棟）住
宅防音工事

協同建工（株）町田営業所

70 工事
平成３０年度町田木曽住宅（イ－２７、イ－２８号棟）住
宅防音工事

（株）イワヲ建設



No 種別 契約件名 契約相手方 公表できない理由 備　考

平成30年度契約結果 (競争契約）

〔契約金額1億円以上〕

71 工事 平成３０年度境川住宅（１〜３号棟）住宅防音工事 （株）イワヲ建設

72 工事 平成３０年度境川住宅（４、８、９号棟）住宅防音工事 協同建工（株）町田営業所

73 工事 都営八幡山アパート（１６〜２２号棟）除却工事 飛雄建設（株）東京支店

74 工事 都営八幡山アパート（１２〜１５号棟）除却工事 ＯＫＡＣＯＮ（株）東京支店

75 工事 都営上石神井アパート（８号棟）除却工事 新田造園土木（株）東京支店

76 工事 都営宮城アパートほか１団地除却工事 麻生土木（株）

77 委託 平成３０年度白鬚東地区防災拠点管理業務委託 テスコ（株）

78 委託
平成30年度　共通基盤利用環境の提供及び運用・保守業務
委託

富士通(株)東京支社

79 委託 町田木曽住宅ほか３住宅総合管理業務委託（管理員業務） （株）アクセルオン

80 委託
トミンタワー台場一番街　総合管理業務委託（防災セン
ター監視業務）

（株）和心



No 種別 契約件名 契約相手方 公表できない理由 備　考

平成30年度契約結果 (競争契約）

〔契約金額1億円以上〕

81 委託
宇喜田第一住宅ほか５住宅総合管理（管理員業務）及び清
掃業務委託

（株）ジェイ・ティ・エム

82 委託
トミンハイム塩浜二丁目第１ほか４住宅総合管理（管理員
業務）及び清掃業務委託

（株）アクセルオン

83 委託
（仮称）コーシャハイム松の木基本設計及び実施設計業務
委託

（株）日東設計事務所

84 委託 情報システム統廃合建設営繕システム要件定義業務委託
（株）日立社会情報サービス
営業第２部

85 委託
コーシャタワー小松川ほか２住宅総合管理（管理員・防災
センター監視業務）及び清掃業務委託

不二興産（株）

86 委託
南砂住宅ほか２住宅総合管理（管理員・防災センター監視
業務）及び清掃業務委託

ビソー工業（株）板橋支店

87 委託
トミンハイム多摩川二丁目ほか２住宅総合管理（防災セン
ター監視業務）及び清掃業務委託

（株）サンアメニティ

88 委託
情報システム統廃合　入札・契約システム実施設計・開発
業務委託

東芝情報システム（株）

89 委託
トミンハイム墨田一丁目ほか３住宅総合管理（管理員業
務）及び清掃業務委託

高橋工業（株）

90 委託
トミンタワー千住五丁目ほか４住宅総合管理（管理員業
務）及び清掃業務委託

桑都ビル管理（株）



No 種別 契約件名 契約相手方 公表できない理由 備　考

平成30年度契約結果 (競争契約）

〔契約金額1億円以上〕

91 委託
「ＪＫＫ東京お客さまセンター」運営業務委託　（平成３
１年度契約）

りらいあコミュニケーション
ズ（株）

92 委託 情報システム統廃合財務システム実施設計・開発業務委託 富士通（株）東京支社

93 委託
情報システム統廃合　居住者管理システム要件定義業務委
託

日本電気（株）公共・社会シ
ステム営業本部



No 種別 契約件名 契約相手方 公表できない理由 備　考

1 工事 該当案件なし

平成30年度契約結果 (独占契約）

〔契約金額1億円以上〕



No 種別 契約件名 契約相手方
公表でき
ない理由

都管理職OB
再就職者数

（単位：人）

当社管理職OB
再就職者数

（単位：人）
備考

1 工事
都営大沼町一丁目アパ－ト（６、７、１０〜１５号棟）ほ
か１４団地昇降機戸開走行保護装置及び停電時自動着床装
置設置工事

日本オーチス・エレベータ
（株）東日本支社

0 0

2 委託
平成３０年度　トミンハイム仲之町ほか８３団地　昇降
機・防犯カメラ定期点検保守及び遠隔監視業務委託

ダイコー（株） 0 0

3 委託
平成３０年度　コーシャハイム千石ほか１６６団地　昇降
機・防犯カメラ定期点検保守及び遠隔監視業務委託

東芝エレベータ（株）東京支
社

0 0

4 委託
平成３０年度　コーシャハイム大森東ほか１６４団地　昇
降機・防犯カメラ定期点検保守及び遠隔監視業務委託

フジテック（株）首都圏統括
本部

0 0

5 委託
平成３０年度　コーシャハイム神田ほか２１０団地　昇降
機・防犯カメラ定期点検保守及び遠隔監視業務委託

日本エレベーター製造（株） 1 0

6 委託
平成３０年度　コーシャハイム南砂駅前ほか１９５団地
昇降機・防犯カメラ定期点検保守及び遠隔監視業務委託

（株）日立ビルシステム 0 0

7 委託
平成３０年度　コーシャハイム北千住ほか１３５団地　昇
降機・防犯カメラ定期点検保守及び遠隔監視業務委託

三菱電機ビルテクノサービス
（株）

0 0

8 委託
平成３０年度　コーシャハイム南蒲田ほか１１６団地　昇
降機・防犯カメラ定期点検保守及び遠隔監視業務委託

オーチス・エレベータサービ
ス（株）東京支社

0 0

9 委託
平成３０年度　都営長延寺アパート（１号棟）ほか６０団
地　昇降機・防犯カメラ定期点検保守及び遠隔監視業務委
託

横浜エレベータ（株）東京支
店

0 0

10 委託
平成３０年度　コーシャハイム亀戸七丁目ほか１６３団地
昇降機・防犯カメラ定期点検保守及び遠隔監視業務委託

中央エレベーター工業（株） 0 0

平成30年度契約結果 (特定契約）

〔契約金額1億円以上〕



No 種別 契約件名 契約相手方
公表でき
ない理由

都管理職OB
再就職者数

（単位：人）

当社管理職OB
再就職者数

（単位：人）
備考

平成30年度契約結果 (特定契約）

〔契約金額1億円以上〕

11 委託
平成３０年度　コーシャハイム緑四丁目ほか１７３団地
昇降機・防犯カメラ定期点検保守及び遠隔監視業務委託

三精テクノロジーズ（株）東
京支店

0 0

12 委託
平成３０年度　コーシャハイム小日向ほか１６１団地　昇
降機・防犯カメラ定期点検保守及び遠隔監視業務委託

日本オーチス・エレベータ
（株）東日本支社

0 0

13 委託
お客さま対応システム２．０運用保守業務委託（アウト
ソーシング）

富士通（株）東京支社 0 0

14 委託
公社住宅等管理総合システム及びＪＫＫねっと（インター
ネット募集）の運用業務及び保守業務委託

みずほ情報総研（株） 0 0

15 委託
平成３１年度ケア付き高齢者住宅「明日見らいふ南大沢」
管理運営業務委託

（福）聖隷福祉事業団 0 0


