
御　下　命　先 工  事　名　称 業務内容 建設場所 建物概要 面積(㎡) 完 成 年

御殿場市 朝日小学校校舎改修工事監理業務委託 監理 御殿場市 RC-3 5,600.00 R3.3

西伊豆町 令和2年度　西伊豆中学校校舎等解体設計業務委託 設計 西伊豆町 RC-3 2,708.00 R3.2

裾野市
令和2年度　市単事業裾野市立西中学校　仮設校舎建
設工事　工事監理業務委託

監理 裾野市 S-1
校舎272.13
倉庫10.54

R2.12

下田市 (仮称)下田市立統合中学校設計業務 設計 下田市 S-2 2,445.00 R2.3

裾野市
裾野市西中学校 仮設校舎建設工事 実施設計業務委
託

設計 裾野市 S-2 252.12 R2.3

伊豆市
伊豆市中伊豆室内温水プール長寿命化改修・整備計
画作成業務委託

設計 伊豆市 RC･W-2 1,618.36 R2.3

学校法人　鈴木学園
学校法人鈴木学園　静岡動物総合専門学校　新校舎
建設工事

設計・監理 静岡市 S-4 1,818.43 R2.1

裾野市 裾野市立西中学校普通教室不足解消工事 設計 裾野市 RC-3 4,146.00 H31.3

伊豆市 旧湯ヶ島小学校耐震改修工事 設計 伊豆市 RC･S-3 計5,265.33 H31.1

裾野市 深良中学校校舎 耐震・防水改修工事 設計 裾野市 RC-3 3,113.00 H30.12

御殿場市 朝日小学校校舎改修工事 設計 御殿場市 RC-3 5,784.00 H30.8

下田市 下田市新中学校整備基本計画 設計 下田市
基本計画策

定業務
Ｈ30.7

御殿場市 朝日小学校空調設備整備工事 設計 御殿場市 RC-3 5,609.76 H30.5

沼津高等専門学校 翔峰寮外壁改修工事　積算業務 設計(積算) 沼津市 積算業務 Ｈ30.5

学校法人聖心女子学院
不二聖心女学院

不二聖心寄宿改修工事ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 設計 裾野市
現地調査・比

較検討
Ｈ30.3

静岡県 職業能力開発短期大学施設整備計画 設計 静岡市清水区
計画策定業

務
Ｈ30.3

静岡市
南中学校屋内運動場大規模改修・
構造保全工事

設計 静岡市駿河区 RC-2 2,152.00 H29.7

富士市 砂山公園プールボディスライダー設置工事 設計・監理 富士市 ― ― H29.6

沼津工業高等専門学校 光峰寮外壁改修工事 設計(積算) 沼津市 積算業務 H29.5

伊豆市 旧湯ヶ島小学校耐震診断・改修設計業務 耐震診断 伊豆市 RC-3 250.88 H29.3

熱海市 学校等施設修繕計画等策定業務 設計 熱海市
幼稚園・保育園
小学校・中学校

H28.9

御殿場市 御殿場中学校校舎耐震補強工事 設計･監理 御殿場市 RC-2    S-1 271/2,049 H26.11

御殿場市 高根小学校プール建設工事 設計･監理 御殿場市 大小プール 175.00 H26.10

童夢テクノ㈱ 富士ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ専門学校高等部建設工事 設計･監理 伊豆市
S-3  校  舎
S-3　体育館
S-3　学生寮

1,885
1,717
3,366

H26.9

沼津高専・遺伝研 沼津工業高専・国立遺伝学研究所文教住宅耐震改修 耐震診断 三島市 RC-5 3棟 H25.9

御殿場市 高根ふれあい広場・竜良ﾄﾞｰﾑ増築 設計・監理 御殿場市 W-1 237.60 H25.6

国立遺伝学研究所
情報ｼｽﾃﾑ研究機構国立遺伝学研究所系統生物附属
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ新営その他工事

設計 三島市 S-2 484.00 H24.3

函南町 函南運動公園管理棟建築実施設計 設計 函南町 RC-2 339.76 H24.3

御殿場市 南中学校屋内運動場改築工事 設計･監理 御殿場市 ― 2,450.00 H23.9

西伊豆町 やまびこ荘耐震改修工事・監理 耐震診断 西伊豆町 W-2/S-2 740/256 H23.3

御殿場市 高根中学校校舎改築工事 設計･監理 御殿場市 RC-2 4,300.00 H22.11

学校法人 聖心女子学院 不二聖心女子学院耐震改修 設計 裾野市 RC-2 857/875 H22.9

御殿場市 高根中学校太陽光発電設備設計 設計 御殿場市 RC-2 4,217.31 H22.8

静岡県 清水特別支援学校建設工事 設計･監理 静岡市 S-3 4,645.00 H22.3

島田市 初倉地域総合センター建設工事 設計・監理 島田市 S-2 1,882.00 H22.3

長泉町 長泉小学校校舎増築工事設計 設計･監理 長泉町 RC-2 825.00 H22.2

南伊豆町 南伊豆町観光交流館建設工事 設計・監理 南伊豆町 W-1 計794.68 H21.2

静岡県 清水特別支援学校太陽発電装置設置工事 設計 静岡市 ― ― H21.10

長泉町 北中学校部室及び体育器具庫改築工事 設計 長泉町 S-2 140.00 H21.2

国立遺伝学研究所 国立遺伝学研究所研究本館改修(2期) 設計 三島市 RC-3 4,757.00 H21.2

長泉町 長泉小学校校舎増築基本計画 設計･監理 長泉町 RC-2 810.00 H20.3

関東地方環境事務所 富士山5合目公衆ﾄｲﾚ改修実施設計 設計 富士宮市 RC-1
43.20

203.40
H19.1

文化・教育
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御殿場市 高根ふれあい広場・中郷館多目的屋根設置工事 監理 御殿場市 W-1 806.00 H18.10

鈴与建設㈱ エスパルス沼津卸団地フットサル場 設計 清水町 S-2 1,983.06 H18.7

高根ふれあい広場中郷館
管理組合運営委員会

高根ふれあい広場多目的広場 設計 御殿場市 W-1 806.00 H18.3

土肥町 土肥小学校屋内運動場建設工事 設計･監理 土肥町 RC-3 900.00 H17.8

静岡市 城内小・青葉小統合校舎建設工事 設計 静岡市 RC-3 6,700.00 H17.3

国立青年の家 厨房ﾄﾞﾗｲｼｽﾃﾑ化改修設計監理業務 設計・監理 御殿場市 RC-1 1,152.00 H17

独立行政法人 国立青年の家
国立中央青年の家

国立中央青年の家体育館改修工事 設計･監理 御殿場市
S-1
R-1

2,156
1,054

H16.2

修善寺町 熊坂小学校屋内運動場実施設計・監理 設計･監理 修善寺町 W･RC 1,004.00 H16

南伊豆町 三浜小学校校舎・屋内運動場建築工事 設計･監理 南伊豆町 RC-2 3,085.00 H16

雇用･能力開発機構 大東野外趣味施設取壊し工事 設計･監理 小笠郡大東町 RC-3 1,050.00 H15.11

裾野市 裾野市立東小学校放課後児童室 単価入替 裾野市 RC-1 149.00 H15

静岡県立三島北高校 三島北高南館東側2Fトイレ改修工事 設計･監理 三島市 RC 32.00 H15

学校法人 鈴木学園 富士メカニック専門学校増築工事 設計･監理 小山町 S-4 325.00 H15

西伊豆町 仁科中学校校舎改修工事 設計･監理 西伊豆町
RC-3
 S-3

2,746
改修204

H15

裾野市 東小学校屋内運動場建築工事 設計･監理 裾野市 RC･S-1 1,761.00 H15

南伊豆町 三浜小学校仮設校舎建築設計 設計 南伊豆町 S-2 1,196.00 H14

長泉町 北小学校校舎内外給水管布設替 設計･監理 長泉町 ― ― H14

天城湯ケ島町 天城湯ケ島幼稚園新築工事 設計･監理 天城湯ケ島町 RC-2 811.00 H14

学校法人 鈴木学園 富士メカニック専門学校 設計･監理 小山町 S-3 1,639.00 H14

南伊豆町 三浜小学校校舎建築工事 設計 南伊豆町 RC-2 1,800.00 H14

裾野市 （仮称）裾野市民温水ﾌﾟｰﾙ建築工事 設計 裾野市 RC･S-1･2 2,300.00 H14

東伊豆町 東伊豆町勤労者体育ｾﾝﾀｰ増築工事 設計･監理 東伊豆町 S-1 508.00 H13

建設省(中部地方建設局) 国立青年の家改修工事 (建築)設計 御殿場市
RC･S-1
 11棟

6,697.00 H13

裾野市 富岡第2小学校改修及び増築工事 設計･監理 裾野市 RC-3 1,000.00 H12

沼津工業高等専門学校 宿舎改修工事 設計 沼津市 S-3 5,006.00 H12

修善寺町 修善寺中学校給食棟ﾗﾝﾁﾙｰﾑ建築工事 設計･監理 修善寺町 S-1 1,000.00 H12

藤枝市 大洲中学校校舎改築工事 設計･監理 藤枝市 RC-4 4,217.38 H12

賀茂村 黄金崎ダイビング休憩施設建設工事 設計･監理 賀茂村 W-1 300.00 H12

中伊豆町
中伊豆町温水プール「ふれっぷ」　新築工事　（白岩生
涯学習ｾﾝﾀｰ）

設計･監理 中伊豆町
RC･W-1

大小プール
2,300

　　　　25.0ｍ
H12

賀茂村 黄金崎公衆ﾄｲﾚ建築工事 設計･監理 賀茂村 W-1 50.00 H12

南伊豆町 南崎小学校屋内運動場新築工事 設計･監理 南伊豆町 RC･W-1 850.00 H11

三島市佐野見晴台自治会 佐野見晴台集会所建築工事 設計･監理 三島市 S-1 248.00 H11

伊豆中央高校事業委員会 生活研修館建築工事 設計･監理 韮山町 S-2 560.00 H10

南伊豆町 南伊豆中学校増築工事 設計･監理 南伊豆町 RC-3 372.00 H10

富士市 吉原第三中学校重層屋内運動場　改築工事 設計 富士市 RC･S 2,600.00 H10

南伊豆町 三浜小学校給食室建築工事 設計･監理 南伊豆町 RC-1 120.00 H9

小山町 小山中学校給食棟ﾗﾝﾁﾙｰﾑ建築工事 設計･監理 小山町 RC･S-1 847.29 H9

西伊豆町 潮騒ギャラリー館改修工事 設計･監理 西伊豆町 RC-2 108.00 H9

清水町 清水町立小学校施設補修工事 設計･監理 清水町 RC-3 3,006.00 H8

文部省(静岡大学施設課) 静岡大学地域共同研究ｾﾝﾀｰ新営工事 設計 浜松市 RC-2 1,131.45 H8

富士市 元吉原中学校屋内運動場新築工事 設計 富士市 S･SRC-1 3,213.94 H7

雇用促進事業団 伊東勤労者体育施設改修工事 設計･監理 伊東市 S-2 1,849.60 H7

南伊豆町 東中学校校舎建設工事 設計･監理 南伊豆町 RC-3 3,550.00 H6
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雇用促進事業団 松崎勤労者体育施設改修工事 設計･監理 松崎町 S-2 1,320.00 H6

南伊豆町 東中学校体育館新築工事 設計･監理 南伊豆町 RC･W-2 1,369.09 H6

長泉町 北中学校大規模改造工事 設計･監理 長泉町 RC-4 4,568.00 H5

清水町 南中学校格技場･体育部室新築工事 設計･監理 清水町 RC-2 640.00 H5

東伊豆町 町立図書館新築工事 設計･監理 東伊豆町 RC-3 1,517.72 H5

西伊豆町 町営やまびこ荘改修工事 設計･監理 西伊豆町 W-2 658.35 H4

賀茂村 賀茂中学校ﾊﾟｿｺﾝ教室大規模改造工事 設計･監理 賀茂村 RC-3 97.00 H4

長泉町 中学校ﾊﾟｿｺﾝ教室改造工事 設計･監理 長泉町 RC-2 205.00 H4

長泉町 北中学校ﾊﾟｿｺﾝ教室大規模改造工事 設計･監理 長泉町 RC-4 196.00 H4

長泉町 北小学校大規模BC棟改造工事 設計･監理 長泉町 RC-3 3,756.00 H4

清水町 南中学校パソコン設置工事 設計･監理 清水町 RC-4 2,266.00 H4

長泉町 北小学校大規模改造工事 設計･監理 長泉町 RC-3 2,143.00 H4

清水町 南小学校プール改修工事 設計･監理 清水町
RC

大小プール
25.0ｍ H4

学校法人 静岡学園 静岡学園大学予備校沼津校新築工事 設計･監理 沼津市 S-3 1,373.58 H3

清水町 清水中学校大規模改造工事 設計･監理 清水町 RC-4 8,155.00 H3

賀茂村 宇久須小学校大規模改修工事 設計･監理 賀茂村 RC-2 2,027.00 H3

清水町 清水南小学校改修工事 設計･監理 清水町 RC-3 3,020.00 H3

清水町 清水西小学校改築工事 設計･監理 清水町 RC-3 6,091.00 H3

清水町 清水小学校改築工事 設計･監理 清水町 RC-3 5,275.00 H3

清水町 北小学校大規模改造工事 設計･監理 清水町 RC-3 2,143.00 H3

南伊豆町 南上中学校屋内運動場建築工事 設計･監理 南伊豆町 S-2 1,096.97 H3

富士市 富士中学校重層屋内運動場改築工事 設計 富士市 SRC-2 2,700.00 H3

三島市 山田小学校新築工事 設計･監理 三島市 RC-4 3,440.00 H2

裾野市 千福が丘小学校屋内運動場新築工事 設計･監理 裾野市 S-1 944.98 H2

裾野市 東小学校新増築工事 設計･監理 裾野市 RC-3 2,125.00 H1

南伊豆町 町立図書館新築工事 設計･監理 南伊豆町 W-2 324.00 H1

静岡県 田方農業高等学校実習棟建築工事 設計 函南町 S-1   4棟 525.00 S63

富士市 大渕第二小学校増改築工事 設計 富士市 RC-2 1,556.00 S63

裾野市 向田小学校屋内運動場建築工事 設計･監理 裾野市 S-1 945.00 S63

富士市 大渕第２小学校屋内運動場新築工事 設計 富士市 S-2 920.60 S63

医療法人社団 新光会 伊豆看護専門学校新築工事 設計･監理 函南町 RC-3 1,160.00 S62

南伊豆町観光協会 観光会館建築工事 設計･監理 南伊豆町 S-2 190.00 S62

学校法人 三島学園 三島高校特別教室棟新築工事 設計･監理 長泉町 S-2 617.00 S61

学校法人 三島学園 三島高校ｾﾐﾅｰﾊｳｽ新築工事 設計･監理 長泉町 RC-3 1,038.90 S61

長泉町 南小学校校舎大規模改修工事 設計･監理 長泉町 RC-3 4,777.00 S61

富士市 東公民館新築工事 設計 富士市 RC-2 487.69 S61

賀茂村 入谷地区集会場新築工事 設計･監理 賀茂村 S-2 204.00 S61

藤枝市 大洲中学校増築改修工事 設計･監理 藤枝市 RC-4 5,297.88 S60

南伊豆町 竹麻小学校新築工事 設計･監理 南伊豆町 RC-2 2,939.00 S60

中伊豆町 大東小学校新築工事 設計･監理 中伊豆町 RC-3 1,829.00 S60

東伊豆町
東伊豆町勤労者体育ｾﾝﾀｰ建設工事(ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ併
設)

設計･監理 東伊豆町 SRC-2 2,201.87 S60

南伊豆町 竹麻小学校屋内運動場新築工事 設計･監理 南伊豆町 S-2 964.00 S60

裾野市 須山中学校防音校舎新築工事 設計･監理 裾野市 RC-2 1,663.00 S59



御　下　命　先 工  事　名　称 業務内容 建設場所 建物概要 面積(㎡) 完 成 年

文化・教育

裾野市 富岡中学校校舎新増築工事 設計･監理 裾野市 RC-3 2,382.56 S59

静岡県 長泉高等学校建築工事 設計･監理 長泉町 RC-3 9,970.00 S59

韮山町 韮山中学校校舎増改築工事 設計･監理 韮山町 RC-4 6,039.40 S59

南伊豆町 南崎小学校新築工事 設計･監理 南伊豆町 RC-2 2,002.00 S59

土肥町 土肥中学校建設工事 設計･監理 土肥町 RC-3 260.00 S59

中伊豆町 大東小学校校舎体育館工事 設計･監理 中伊豆町 RC-3 1,829.15 S59

三島市 児童センター建設工事 設計 三島市 RC-3 892.50 S59

藤枝市 広幡公民館新築工事 設計･監理 藤枝市 RC-2 806.25 S59

藤枝市 葉梨公民館新築工事 設計･監理 藤枝市 RC-2 806.56 S58

清水町 清水小学校給食棟建設工事 設計･監理 清水町 S-1 179.00 S58

清水町 清水小学校北校舎改築工事 設計･監理 清水町 RC-3 2,318.92 S58

南伊豆町 南中･小学校新築工事 設計･監理 南伊豆町 RC-2 3,395.71 S58

裾野市 西中学校増築工事 設計･監理 裾野市 RC-3 1,880.70 S58

下田市 浜崎小学校新築工事 設計･監理 下田市 RC-2 1,866.30 S58

裾野市 富岡第一小学校新増築工事 設計･監理 裾野市 RC-4 3,506.05 S58

松崎町 松崎町勤労者体育ｾﾝﾀｰ新築工事 設計･監理 松崎町 SRC-2 1,455.53 S58

清水町 清水中学校屋内運動場新築工事 設計･監理 清水町 SRC-2 1,288.44 S58

函南町 函南町勤労者体育館建設工事 設計･監理 函南町 SRC-2 2,500.65 S58

裾野市 深良小学校新増築工事 設計･監理 裾野市 RC-3 2,406.32 S57

土肥町 土肥小学校改築工事 設計･監理 土肥町 RC-3 1,250.00 S57

松崎町 松崎小学校屋内運動場増改築工事 設計･監理 松崎町 SRC-2 1,053.46 S57

大仁町 大仁町勤労者体育センター新築工事 設計･監理 大仁町 SRC-2 1,288.92 S57

西伊豆町 田子中学校改築工事 設計･監理 西伊豆町 RC-3 2,482.01 S56

松崎町 松崎小学校改築工事 設計･監理 松崎町 RC-4 4,152.79 S56

裾野市 深良中学校新増築工事 設計･監理 裾野市 RC-3 3,113.47 S56

三島市 北中学校増築工事 設計 三島市 RC-3 2,833.80 S56

西伊豆町 仁科小学校増築工事 設計･監理 西伊豆町 RC-3 1,645.00 S56

裾野市 東小学校新増築工事 設計･監理 裾野市 RC-4 3,556.62 S56

賀茂村 安良里小学校校舎改修工事 設計･監理 賀茂村 RC-3 1,750.00 S56

伊東市 南中学校校舎増築工事 設計･監理 伊東市 RC-3 5,369.88 S56

裾野市 東中学校新築工事 設計･監理 裾野市 RC-3 4,994.49 S56

西伊豆町 田子中学校増改修工事 設計･監理 西伊豆町 W-2 2,134.42 S56

裾野市 富岡第一小学校増築工事 設計･監理 裾野市 RC-3 1,136.96 S56

静岡県 裾野高等学校新築工事 設計 裾野市 RC-4 4,152.00 S56

裾野市 深良中学校屋内運動場新築工事 設計･監理 裾野市 S-1 944.71 S56

裾野市 勤労青少年ホーム改修工事 設計･監理 裾野市 RC-2 826.29 S56

西伊豆町 宮ケ原集会場新築工事 設計･監理 西伊豆町 W-1 136.00 S56

西伊豆町 田子公民館新築工事 設計･監理 西伊豆町 RC-2 820.00 S56

千代和年 千代ｽﾎﾟｰﾂｶﾞｰﾃﾞﾝ屋内ﾃﾆｽ場新築工事 設計 静岡市 S-1 533.96 S55

三島市 南小学校屋内運動場新築工事 設計 三島市 S-1 950.00 S55

西伊豆町 西伊豆青少年の家新築工事 設計･監理 西伊豆町 W-2 738.90 S55

三島市 西小学校屋内運動場新築工事 設計 三島市 S-1 950.00 S54

長泉町 長泉町勤労者体育センター新築工事 設計･監理 長泉町 SRC-1､2 1,214.32 S53



御　下　命　先 工  事　名　称 業務内容 建設場所 建物概要 面積(㎡) 完 成 年

文化・教育

伊東市 南小学校増改築工事 設計･監理 伊東市 RC-3 2,630.00 S52

裾野市 東小学校給食室、用務員室新築工事 設計･監理 裾野市 S-1 212.00 S52

三島市 長伏公園Ａグランド整備工事 設計 三島市
野外

観覧席
1,500席 S52

賀茂村 安良里小学校体育館新築工事 設計･監理 賀茂村 RC･S-1 594.00 S52



御　下　命　先 工  事　名　称 業務内容 建設場所 建物概要 面積(㎡) 完 成 年

株式会社　達真会 (仮称)めぐみ保育園　新築工事 設計・監理 三島市 W-1 137.44 R3.3

学校法人　今村学園 (仮称)今村学園　認定こども園　建設工事 設計・監理 富士市 RC-2 1,083.34 R3.3

医療法人社団　榮紀会 東名裾野病院　保育所新築工事 設計・監理 裾野市 W-1 85.29 R3.1

社会福祉法人　福聚会 （仮称）川成島保育園　新築工事 設計・監理 富士市 W-2 1,064.40 R2.3

社会福祉法人 若葉福祉会 (仮称）わかば第2保育園 新築工事 設計・監理 藤枝市 S-2 710.00 H31.3

学校法人　蒲原学園 (仮称)矢倉町こども園新築工事 設計・監理 静岡市 S-2 830.04 H31.3

社会福祉法人　一藤福祉会 摩耶保育園　新築工事 設計・監理 周智郡森町 S-1 992.48 H31.3

伊豆市 (仮称）伊豆市立新こども園建設工事 設計 伊豆市 S-2 2,528.34 H31.1

学校法人　蒲原学園 (仮称)蒲原学園新築工事 基本設計業務 設計 静岡市 S-2 394.10 H30.5

学校法人　今村学園 (仮称)富士ふたば小規模保育所 設計・監理 富士市 RC･S-14(2F) 105.00 H30.3

（一社）葵学園 葵学園新築工事 設計・監理 静岡市駿河区 S-2 671.37 H30.3

静岡不動産㈱ (仮称)八幡おひさまの森保育園 設計・監理 静岡市駿河区 S-4 1,482.79 H30.3

田村貞子 慶明保育園新築工事 設計・監理 富士市 W-1 139.95 H30.3

学校法人　興津学園 (仮称)東海幼稚園 増築工事 設計・監理 静岡市清水区
保育室棟S-3
教室棟S-1

742.10 H30.3

西ヶ谷豊 ふるーら石田保育園改装工事 設計・監理 静岡市駿河区 RC-3 80.00 H30.2

伊豆市 旧湯ヶ島幼稚園改修工事 設計・監理 伊豆市 RC-2 929.00 H30.1

社会福祉法人静岡市婦人社会
事業協会

こすもすこども園　増築工事 設計・監理 静岡市葵区
既存W-1
増築Ｓ-2

159.32 H30.1

㈱田子重 田子重 西焼津保育所 新築工事 設計･監理 焼津市 S-2 1,055.87 H29.7

学校法人　花園学園 梅花幼稚園 増築工事 設計・監理 静岡市清水区
保育室棟RC-1
教室棟RC-2

98.72
1047.33

H29.3

社会福祉法人　敬和会 (仮称)三島まりあ保育園　新築工事 設計・監理 三島市 S-2 535.00 Ｈ29.3

社会福祉法人　春風会 (仮称)中伊豆こども園 新築工事 設計・監理 伊豆市 S-2 1,456.00 H29.3

社会福祉法人　美和南福祉会 (仮称)美和保育園改築工事 設計・監理 静岡市葵区 S-2 765.10 H28.3

社会福祉法人 珀寿会 (仮称)ふじキンダー学園改築工事 設計・監理 富士宮市 S-2 1,454.23 H28.3

学校法人　みのり学園 みのり幼稚園認定こども園建設工事 設計・監理 牧之原市 S-1 463.20 H28.2

学校法人　蒲原学園 (仮称)認定こども園蒲原学園改築工事 設計・監理 静岡市清水区 S-2 756.81 H27.3

学校法人　桃花学園 興津桃花幼稚園増築工事 設計・監理 静岡市清水区 S-2 1,171.11 H27.3

学校法人　今村学園 富士ふたば幼稚園こども園増築 設計・監理 富士市 S-2 800.00 H27.3

(福)静岡あらぐさ福祉会 つくしんぼ保育園新築工事 設計・監理 静岡市駿河区 S-2 613.52 H27.2

（福）焼津福祉事業協会 焼津ふたば保育園建設工事 設計・監理 焼津市 S-2 1,200.00 H27.2

社会福祉法人　双葉福祉会 菊川双葉保育園改築工事 設計・監理 菊川市 S-2 1,911.50 H27.1

伊豆の国市 堀越保育園建築工事　 設計 伊豆の国市 S-1 1,600.00 H25.2

裾野市 裾野市立富岡保育園園舎ﾘﾆｭｰｱﾙ工事 監理 裾野市 S-1 383.46 H24.3

社会福祉法人　信愛会 あゆの里 認定こども園新築工事 設計・監理 伊豆市 RC-2,SRC 1,740.00 H24.2

裾野市 裾野市立富岡保育園園舎増築工事 監理 裾野市 S-1 224.00 H23.10

伊豆の国市 田京幼稚園建設工事　監理 監理 伊豆の国市 S-1 1,385.00 H23.3

社会福祉法人　桜愛会 さくら保育園小柄沢分園改修工事 設計・監理 裾野市 S-2 334.17 H23.2

焼津市 焼津市立大井川南幼稚園園舎改修工事 監理 焼津市 RC-1 791.00 H22.3

焼津市 焼津市立大井川西幼稚園園舎改修工事 監理 焼津市 S-1 802.00 H22.3

裾野市 裾野市立富岡保育園園舎ﾘﾆｭｰｱﾙ調査 設計 裾野市 S-1 853.85 H22.3

伊豆の国市 田京幼稚園建設事業 設計 伊豆の国市 S-1 1,379.20 H22.3

西伊豆町 伊豆海認定こども園建設工事 設計・監理 西伊豆町 RC･S-2 432.61 H22.2

学校法人　花園学園 梅花幼稚園耐震改修、建築工事設計監理 設計・監理 静岡市 RC-2 872.55 H22.2

大井川町 大井川保育所建設工事 設計・監理 大井川町 RC-1 2,910.05 H21.9

幼稚園・保育園



御　下　命　先 工  事　名　称 業務内容 建設場所 建物概要 面積(㎡) 完 成 年

幼稚園・保育園

御殿場市 東富士演習場周辺改修調査(保育施設)助成事業 御殿場市 RC-2 829.00 H20.11

御殿場市 東富士演習場周辺改修調査(保育施設)助成事業 調査 御殿場市 RC-2 829.00 H20.11

大井川町 大井川西・南保育所改修設計 設計 大井川町 Ｓ･RC-1 610/750 H20.10

御殿場市 御殿場幼稚園園舎増築工事 設計･監理 御殿場市 S-2 415.00 H17.3

庵原郡富士川町 松千代保育園建設工事 設計･監理 富士川町 RC-2 927.00 H16.3

医療法人社団　同仁会　中島病
院

中島病院託児施設建設工事 設計･監理
天城

湯ヶ島町
S-1 72.00 H16

社会福祉法人 修善寺福祉会 修善寺保育園改築工事 設計･監理 修善寺町 W･RC-2 886.00 H14

社会福祉法人 修善寺福祉会 修善寺保育園改築工事 設計･監理 修善寺町 W･RC-2 886.00 H14

賀茂村 賀茂幼稚園新築工事 設計･監理 賀茂村 RC･W-1 477.00 H13

裾野市 富岡第二幼稚園増改築工事 設計･監理 裾野市 W-1 129.18 H12

西伊豆町 仁科幼稚園･保育園改築工事 設計･監理 西伊豆町 RC-2 1,210.00 H11

三島市 北上保育園改修工事 設計･監理 三島市 S-1 379.00 H11

戸田村 戸田村保育園･幼稚園建設工事　　 設計･監理 戸田村 S･RC-2 701.00 H11

土肥町 土肥幼稚園「ふじみ園」新築工事 設計･監理 土肥町 RC･W-1 430.00 H9

富士市 鷹岡保育園改築工事 設計 富士市 RC-2 757.00 H4

下田市 下田保育所改築工事 設計･監理 下田市 RC-2 1,066.21 S63



御　下　命　先 工  事　名　称 業務内容 建設場所 建物概要 面積(㎡) 完 成 年

社会福祉法人　見晴学園
社会福祉法人 見晴学園　みはらしの里大規模改修工
事設計・監理業務委託

設計・監理 三島市 BC-B1/3 3215.20 R2.2

日本赤十字社
グリーンズ修善寺　看護小規模多機能型居宅介護事
業所改修工事

設計・監理 伊豆市
S-4

(内1F部分)
443.75 H31.3

医療法人　公章会 (仮称)イガグリの郷建設工事 設計・監理 沼津市 S-1 532.20 H31.3

社会福祉法人　見晴学園 見晴学園グループホーム建設工事 設計・監理 三島市 S-2 199.92 H31.3

(株)グリーンランド
ナーシングホーム静養館　御前崎オーシャンビューＨ
30 原子力災害対策事業

設計・監理 御前崎市
RC-4

一部S-1
計3,303

(一部改修)
H31.3

社会福祉法人　見晴学園 みはらしの丘大規模改修工事 設計・監理 三島市
RC-B1/2

Ｗ-2
2503.5
84.87

H31.2

社会福祉法人　珀寿会 (仮称)特別養護老人ホーム伊豆の瞳　増築工事 設計・監理 伊東市 S-2 1750.00 H30.11

社会福祉法人 玉柏会 第一かしわ寮 消防設備改修設計 設計・監理 静岡市清水区 RC-2 214.00 H30.3

社会福祉法人 見晴学園 社会福祉法人見晴学園新規事業所建設工事 設計・監理 三島市 S-2 430.92 H30.2

医療法人社団　喜生会 “よろこび厚原(仮称）”建設工事 設計・監理 富士市 S-1 500.00 H29.5

社会福祉法人　美生会 ヴィラージュ川崎 改修工事 設計・監理 川崎市 RC-4 3582.39 H28.10

田村光男 (仮称)静岡大谷複合施設新築工事 設計・監理 静岡市駿河区 S-3 1217.56 H28.5

社会福祉法人　見晴学園 本部棟建設工事 設計・監理 三島市 S-2 91.50 H28.8

(有)ジュコウ (仮称)あったか広場一会　新築工事 設計・監理 島田市 S-3 979.14 H28.5

(福)伊豆つくし会 障害者施設整備に伴う設計監理業務 設計・監理 東伊豆町 W-1 354/32.83 H28.2

社会福祉法人　愛誠会 (仮称）ケアハウス天城建設工事 設計・監理 伊豆市 S-2 2683.44 H28.2

医療法人社団　榮紀会 みしゅくケアセンターわか葉増築工事 設計・監理 裾野市 S-1 85.00 H27.8

社会福祉法人　華翔会 特別養護老人ホーム南二日町新築工事 設計・監理 三島市 RC-4 5023.85 H27.6

鍋田登代 (仮称)清水南矢部ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ新築工事 設計・監理 静岡市清水区 S-2 555.60 H27.3

特定非営利活動法人マム NPO法人ﾏﾑ　障害者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所新築工事 設計・監理 沼津市 S-3 237.72 H27.3

社会福祉法人　三愛会 特別養護老人ホーム　愛華の郷新築工事 設計・監理 藤枝市 S-1 1166.00 H27.3

社会福祉法人　春風会 地域密着型介護老人福祉施設建築工事 設計・監理 伊豆の国市
S-2

 一部3F
2700.00 H27.3

社会福祉法人　清承会 特別養護老人ホーム　白扇閣増改築工事 設計・監理 静岡市清水区 S-4/B1 5335.40 H26.10

カワサキ機工㈱ 島田金谷特定施設新築工事 設計・監理 島田市 S-3 2630.60 H26.9

社会福祉法人　珀寿会 特別養護老人ﾎｰﾑ(仮称)伊豆の瞳新築工事 設計・監理 伊東市 S-3 5935.74 H26.8

㈱島田青果市場 島田御仮屋特定施設新築工事 設計・監理 島田市 RC-3 2357.90 H26.7

アルファクラブ静岡㈱ 富士葬祭　建替工事 設計・監理 富士市 S-2 676.90 H26.6

社会福祉法人　愛誠会 (仮称)特別養護老人ﾎｰﾑ天城湯ヶ島建設工事 設計・監理 伊豆市 S-3 4300.00 H26.6

医療法人社団　静寿会 かぐや富士ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者住宅増築工事 設計・監理 富士市 S-3 2272.60 H26.5

アルファクラブ静岡㈱ 松岡吾峰殿新築工事 設計・監理 富士市 S-2 1,784.40 H26.5

社会福祉法人　美生会
麻生区虹ヶ丘地区地域密着型特別養護老人ホーム新
築工事

設計・監理 川崎市 S-2 2398.50 H26.4

日本赤十字社東海北陸ブロック
血液センター

静岡県赤十字血液センター伊豆供給出張所 設計・監理 伊豆市 ― ― H26.3

長阪九万太 清水銀座複合福祉施設建設工事 設計・監理 静岡市清水区 S-3 760.00 H26.3

㈱島田青果市場 島田御仮屋グループホーム新築工事 設計・監理 島田市 S-2 569.50 H26.3

松本武次 (仮称)静岡北丸子特定施設建設工事 設計・監理 静岡市駿河区 S-4 2169.09 H26.1

社会福祉法人　恩賜財団
済生会支部 静岡県済生会

伊豆医療福祉センター大規模修繕工事 設計・監理 伊豆の国市
RC-1

一部2F
4910.87 H25.11

㈱伸光 (仮称)島田東町特定施設建設工事 設計・監理 島田市 RC-5 3783.78 H25.9

伊賀吉彦 (仮称)富士市森島複合施設建設工事 設計・監理 富士市 RC-3 1368.70 H25.7

西ヶ谷きく (仮称)静岡石田複合施設新築工事 設計・監理 静岡市駿河区 RC-3 2621.67 H25.3

社会福祉法人　秀生会 (仮称)富士中央ケアセンター 設計・監理 富士市 S-4 3624.22 H25.2

㈱和泉恒産 (仮称)富士宮泉町複合施設 設計・監理 富士宮市 RC-4 2805.37 H25.2

増田勝男 (仮称)静岡牧之原福祉施設建設工事 設計・監理 牧之原市 S-3 1244.10 H25.8

(仮称)社会福祉法人　真宏会 特別養護老人ﾎｰﾑ　ゆずの里 設計・監理 伊東市 RC-2 1790.28 H25.7

介護・福祉



御　下　命　先 工  事　名　称 業務内容 建設場所 建物概要 面積(㎡) 完 成 年

介護・福祉

社会福祉法人　南伊豆厚生会 賀茂老人ホーム耐震改修工事 設計・監理 南伊豆町 RC-2　3棟 延2592.79 H24.12

㈱グッドワン (仮称）静岡千代田ｻｰﾋﾞｽ付高齢者向け住宅増築工事 設計・監理 静岡市葵区 S-4 1983.57 H24.11

社会福祉法人　牧ノ原やまばと
学園

特別養護老人ﾎｰﾑ　聖ルカホーム 基本設計 牧之原市 RC-3 5000.00 H24.8

社会福祉法人　玉柏会 宍原荘訓練棟身体障害者対応工事 設計・監理 静岡市清水区 S-3 4705.73 H24.5

㈱エコー (仮称）静岡南安倍ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ新築工事 設計・監理 静岡市葵区 S-3 607.50 H24.5

社会福祉法人　鑑石園 特別養護老人ホーム　まかど新築工事 設計・監理 富士市 S-3 5174.72 H24.3

社会福祉法人　あしたか太陽の
丘

あしたか太陽の丘改築工事 設計・監理 沼津市 S-2 延8,845 H24.3

社会福祉法人　春風会 第2期福祉村建設工事設計（ケアホーム） 設計・監理 伊豆の国市 S-1 410.00 H24.3

社会福祉法人　春風会 第2期福祉村建設工事設計（あおばの家） 設計・監理 伊豆の国市 S-1 420.00 H24.3

社会福祉法人　美生会 特別養護老人ホーム ｳﾞｨﾗｰｼﾞｭ川崎 設計・監理 神奈川県 RC-4 3582.39 H23.12

㈱パームハート (仮称)焼津南部有料老人ホーム 設計・監理 焼津市 RC-3 2091.70 H23.11

小野田てる美 (仮称）藤枝茶町福祉施設 設計・監理 藤枝市 S-2 827.21 H23.9

岡本一衛 (仮称)小鹿有料老人ホーム新築工事 設計・監理 静岡市駿河区 S-4 2537.58 H23.9

社会福祉法人　珀寿会 特別養護老人ホーム 羽鳥の郷 建設工事 設計・監理 静岡市 S-4 5068.98 H23.8

鍋田登代 (仮）清水南矢部有料老人ﾎｰﾑ 設計・監理 静岡市清水区 S-2 1766.40 H23.4

社会福祉法人　旭会 特別養護老人ﾎｰﾑ　みずほ建設工事 設計・監理 神奈川県 RC-5 6306.00 H23.3

社会福祉法人　春風会 第2期福祉村建設工事設計（もくせい苑） 設計・監理 伊豆の国市 S-1 427.00 H23.3

静岡市 仮称 東静岡駅周辺保健衛生複合施設建設 設計 静岡市葵区 S-2 2,500.00 H23.1

国立駿河療養所 職員更衣室棟更新築設備その他工事 設計 御殿場市 S-2,1 204/112 H22

水野信一 (仮)静岡清水桜ヶ丘特定有料老人ﾎｰﾑ新築工事 設計・監理 静岡市 S-3 2050.00 H21.5

森　良一郎 (仮)静岡千代田有料老人ﾎｰﾑ新築工事 設計・監理 静岡市 S-4 1950.00 H21.4

社会福祉法人　函要会 特別養護老人ﾎｰﾑ　伊豆の国・ぶなの森建設工事 設計・監理 伊豆の国市 RC-4 4340.62 H21.3

社会福祉法人　大乗会 (仮称)一本松新築工事 設計・監理 沼津市 S-2 4729.01 H21.3

社会福祉法人　つくし会 伊豆つくし学園施設整備(入所更生施設) 設計・監理 下田市
RC-2
S-1

2,804
138

H21.3

社会福祉法人　つくし会 伊豆つくし会通所施設 設計・監理 下田市 S-1 387.00 H20.5

社会福祉法人　誠信会 大渕荘新築工事 設計・監理 富士市 S-1 1473.00 H20.3

社会福祉法人　つくし会 伊豆つくし会共同生活介護施設 設計・監理 下田市 W-1 403.00 H20.3

社会福祉法人　函翠会 見晴寮作業指導室増築工事 設計・監理 三島市 作業指導室 49.90 H20

社会福祉法人　函翠会 見晴授産園作業所増築工事 設計・監理 三島市 作業所 65.84 H20

社会福祉法人　函翠会 共同生活介護棟(仮称)新築工事 設計・監理 三島市 S-2 333.70 H20

社会福祉法人　あやめ会 特別養護老人ﾎｰﾑ（仮称）中伊豆 設計・監理 伊豆市 S-2 4562.68 H19.6

社会福祉法人　ﾃﾞﾝﾏｰｸ牧場福
祉会

介護老人福祉施設　特別養護老人ﾎｰﾑ「ディアコニア｣ 設計・監理 袋井市 S-2 1652.00 H19.4

㈲増島建工 (仮称)内野グループホーム新築工事 設計・監理 函南町 S-2 535.00 H19.3

伊豆つくし学園組合 伊豆つくし学園施設整備 設計 下田市 RC-2 1600.00 H19.3

社会福祉法人　華翔会 特別養護老人ﾎｰﾑ　茶畑ﾋﾙｽﾞ新築工事 設計･監理 裾野市 RC-3 6701.00 H17.9

社会福祉法人　函要会 特別養護老人ﾎｰﾑ「ぶなの森」 設計･監理 三島市 S-4 5770.00 H17.6

社会福祉法人　函翠会 見晴寮改築工事 設計･監理 三島市 RC-3,4 2950.00 H17.3

社会福祉法人　鑑石園 宇佐美鑑石園建築工事 設計･監理 伊東市 RC-B1/3 6962.00 H17.3

南伊豆町 南伊豆町保健福祉センター建設工事 設計 南伊豆町 S-2 1300.00 H16.3

長泉町 福祉会館部分改修工事 設計･監理 長泉町 RC-3 140.00 H16.3

社会福祉法人　あしたか太陽の
丘

知的障害者通所授産施設建設工事 設計･監理 沼津市
S-1         一

部2F
590.00 H16

社会福祉法人 秀生会 特別養護老人ﾎｰﾑ ｳﾞﾗｰｼﾞｭ富士新築工事 設計･監理 富士市 SRC-3 6753.00 H15

賀茂村 賀茂村ふくしの湯建設工事 設計･監理 賀茂村 RC-1 167.00 H15
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社会福祉法人 福思会 特別養護老人ホーム「ふるさとの丘」　新築工事 設計･監理 三島市 RC-4 4377.00 H15

医療法人社団 喜生会 ヒューマンライフ富士増築工事 設計･監理 富士市 RC-4 3947.00 H15

賀茂村 賀茂村保健センター建設工事 設計･監理 賀茂村 RC-2 411.00 H15

伊豆赤十字病院 伊豆赤十字介護老人施設 設計･監理 修善寺町 S-4 4278.49 H14

社会福祉法人 函翠会 見晴授産園建設工事 設計･監理 三島市 RC-2 2461.88 H14

雇用･能力開発機構 勤労者福祉施設取壊し費用積算 積算 県内16施設 積算業務 H14

共立湊病院組合 南伊豆湊病院介護老人保健施設「なぎさ園」新築工事 設計･監理 南伊豆町 RC-2 3740.00 H13

岡部町 保健福祉ｾﾝﾀ-「きすみれ」建設工事 設計･監理 岡部町 S-2 2147.00 H13

社会福祉法人 秀生会
特別養護老人ﾎｰﾑ「クリスタル賀茂」
新築工事

設計･監理 賀茂村 RC-3 3544.00 H12

西伊豆町 西伊豆町総合福祉センター新築工事 設計･監理 西伊豆町 S-2 1173.00 H12

清水町 柿田川授産所改修及び拡張工事 設計･監理 清水町 S-1 136.00 H11

静岡市 藁科保健福祉センター新築工事 設計　 静岡市 S-1 764.86 H10

社会福祉法人 ふじの郷 さつき学園新築工事 設計･監理 御殿場市 RC-2 1690.39 H9

静岡県 伊豆療護園｢伊豆医療福祉センター」建築工事 設計･監理 韮山町 RC-2 2185.59 H5

雇用促進事業団
下田勤労者総合福祉センター
Ａ型新築工事

設計･監理 下田市 RC･S-1 1221.43 H5

建設省(中部地方建設局） 国立伊東重度障害者センター本館建築工事 設計 伊東市 RC-B1/3 1250.97 H5

清水町 清水町老人福祉センター改修工事 設計･監理 清水町 RC-2 619.00 H3

清水町 清水町総合福祉会館新築工事 設計･監理 清水町 SRC-3 2979.00 H3

函南町 老人いこいの家 設計･監理 函南町 S-1 376.00 S63

長泉町 長泉町社会福祉施設新築工事 設計･監理 長泉町 RC-4 2616.00 S63

静岡県 沼津保健所三島支所新築工事 設計 三島市 RC-2 800.20 S62

社会福祉法人 ﾐﾙﾄｽ会 駿東学園別館新築工事 設計･監理 裾野市 RC-2 1663.00 S61

藤枝市 養護老人ホーム「円月荘」改築工事 設計･監理 藤枝市 RC-2 1975.00 S61

西伊豆町 健康増進ｾﾝﾀｰ及保健ｾﾝﾀｰ新築工事 設計･監理 西伊豆町 RC-2 1376.00 S58

静岡県 修善寺町保健所新築工事 設計 修善寺町 RC-2 891.00 S49
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医療法人社団こどもクリニック
中山医院

こどもクリニック中山医院　増築工事 設計・監理 富士市 S-2 183.26 R2.3

医療法人社団　晃進会 （仮称）川崎みどりの病院改修工事 設計・監理 川崎市 S-3 3407.42 R1.6

医療法人財団　京浜会 （仮称）京浜病院建て替え計画 設計 東京都 新築 2900.00 H31.3

医療法人社団　榮紀会 東名裾野病院Ａ･Ｂ棟改修工事 設計・監理 裾野市 RC-4 4712.68 H30.3

静岡県立総合病院 静岡県立総合病院立体駐車場建築工事 設計 静岡市葵区 S-4 8300.00 H29.3

西伊豆町 西伊豆町安良里診療所 新築工事 設計・監理 西伊豆町 W-1 273.27 H29.3

㈱ﾒﾃﾞｨｶﾙｻﾎﾟｰﾄ陽 中山医院こどもｸﾘﾆｯｸ新築工事 設計・監理 富士市 S-2 517.80 H28.5

医療法人社団　三医会 鶴川リハビリテーション病院　新築工事 設計・監理 東京都町田市 RC-4/B1 4642.37 H27.2

㈱Hiro　Japan (仮称)川口メディカル新築工事 設計 埼玉県 S-6 835.41 H26.8

鈴木茂能 鈴木医院　新築工事 設計・監理 裾野市 S-3 1164.30 H26.1

医療法人社団　慈光会 堀切中央病院増築工事 設計・監理 東京都 RC-4 1874.64 H25.11

㈱いろり 堀切ビル新築工事 設計 東京都葛飾区 S-4 797.10 H25.8

医療法人社団 晃進会 (仮称)たま日吉台病院分院新築工事 設計・監理 神奈川県川崎市 S-3 3407.42 H23.8

医療法人社団　三医会 鶴川厚生病院 設計・監理 東京都 RC-5 6221.43 H22.5

医療法人社団　喜生会 ﾋｭｰﾏﾝﾗｲﾌ富士,新富士病院改修 設計・監理 富士市 H20.11

医療法人社団　晃進会 たま日吉台病院建設工事 設計 神奈川県 S-3 3351.39 H19

医療法人社団　喜生会 新富士病院増築工事 設計・監理 富士市 RC-4 3251.65 H18.3

医療法人社団　宏徳会 北斗わかば病院新築工事 設計･監理 浜北市 RC-4 5935.00 H16

医療法人社団 形外会 三島森田病院新築工事 設計･監理 三島市 SF-B1/3 8400.00 H15

医療法人社団 同仁会 中島病院増築工事 監理 天城湯ヶ島町 S・RC-3 3535.00 H15

新堀茂 新堀内科新築工事 設計･監理 三島市 RC-2 457.00 H14

財団法人 神山復生病院 神山復生病院増改築工事 設計･監理 御殿場市 RC-2 4592.00 H14

医療法人社団 誠心会 (仮称)さくら台病院増築･本館改修工事 設計･監理 浜北市 S-3 3409.00 H14

舟久保享 舟久保歯科クリニック新築工事 設計･監理 富士吉田市 S-2 207.60 H7

土肥町 小下田診療所新築工事 設計･監理 土肥町 RC-B1/3 1427.47 H7

下山明久・佐藤富子 ｲｴﾛｰｸﾘｰｸ動物病院新築工事 設計･監理 裾野市 W-3 352.22 H7

佐藤桂子 富士吉田勝和クリニック新築工事 設計･監理 富士吉田市 S-3 1800.69 H5

渡辺茂・美枝子 みしま勝和クリニック新築工事 設計･監理 三島市 RC-3 1066.65 H1

杉沢正一 杉沢動物病院 設計･監理 長泉町 W-2 230.00 H1

太田敏彦 しんあい歯科新築工事 設計･監理 清水町 W-2 316.96 S61

小池勝 沼津勝和クリニック新築工事 設計･監理 沼津市 RC-B1/3 1790.75 S57

長野病院 長野病院新築工事 設計･監理 富士市 RC-3 328.12 S52

内藤忠尚 内藤産婦人科医院新築工事 設計･監理 三島市 RC-2 487.48 S51

森弘司 森産婦人科医院新築工事 設計･監理 三島市 RC-3 498.46 S50

福祉施設・病院

病院・診療所



御　下　命　先 工  事　名　称 業務内容 建設場所 建物概要 面積(㎡) 完 成 年

株式会社サングリーン
株式会社サングリーン三島支店　新築工事　設計監理
業務委託

設計・監理 清水町 S-2 900.00 R3.3

下田市
H29年度(債務負担)下田市新庁舎建設設計・工事監理
業務

設計 下田市 S-4 5,220.00 R3.3

下田市
令和2年度　旧樋村医院耐震補強・解体工事実施設計
改修工事監理業務

設計・監理 下田市 RC-3
解体410.00
改修276.00

R3.3

名工建設㈱ 新生テクノス(株)沼津事務所　新設工事 監理 沼津市 S-3
事務所900.00

倉庫314.23
R3.3

名工建設㈱
新生テクノス静岡支店東部営業所(仮称)新築に伴う建
築設計

設計 沼津市 S-3 1,223.83 R1.9

芥川博吉 芥川馬渕ビル 設計・監理 静岡市 S-2 500.00 H31.3

長泉町 役場庁舎東館跡地駐輪場設計 設計・監理 長泉町 S-2 計600 H30.12

長泉町 長泉町防災センター(仮称)建設工事 設計・監理 長泉町 S-3 1,350.75 H30.10

富士駅南口地区優良建築物整
備事業建設組合

富士駅南口地区優良建築物等整備事業に伴う施設建
築物建設工事

設計・監理 富士市 RC-14　他 H30.3

裾野市 裾野市深良地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰﾘﾆｭｰｱﾙ工事 設計・監理 裾野市 RC･S-2 591.67 H30.3

静岡市 仮称三保地区複合施設建設工事 設計 静岡市清水区 S-2 1,045.00 H30.3

社会保険労務士法人労務協会 労務協会　社屋新築工事 設計・監理 清水町 S-3 518.50 H29.1

国立遺伝学研究所 電気計算機棟セキュリティー改修工事 設計 三島市 RC-3 1,056.00 H28.12

静岡県 ﾌｧﾙﾏﾊﾞﾚｰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ拠点施設整備等 設計・監理 長泉町
S-3

RC-3
3,881.39

11,415.40
H28.7

裾野市 裾野市深良地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰﾘﾆｭｰｱﾙ調査 設計 裾野市 RC･S-2 591.67 H28.3

㈱ﾈｸｽｺﾒﾝﾃﾅﾝｽ関東 ㈱ﾈｸｽﾄ・ﾒﾝﾃﾅﾝｽ関東千葉事務所改修工事 設計 千葉市 RC-2/S-2 178/335 H26.3

㈱静岡県自販会館 静岡県自販会館建設工事 設計・監理 静岡県駿河区 S-4 2,154.82 H25.12

東海金属㈱ 事務所及び工場新築工事 設計・監理 清水町 S-3 1,500.00 H24.6

南伊豆町 南伊豆町新庁舎建設工事 設計・監理 南伊豆町 S-3 2,993.00 H24.3

合資会社　藪製作所 藪製作所事務所及び倉庫移転工事 設計・監理 裾野市 S-2 200.00 H23.5

沼津河川国道事務所 沼津河川国道事務所改修設計業務 設計 沼津市 S-3 2,196.00 H20.9

国立遺伝学研究所 国立遺伝学研究所研究本館改修 設計・監理 三島市 RC-3 1,870.00 H20.3

㈱七栄 ㈱七栄事務所及び倉庫建設工事 設計・監理 裾野市 S-1 900.00 H19.4

富士市 富士市特殊建築物等(設備)定期点検業務 定期報告 富士市 64箇所 H18.9

中部地方整備局　静岡営繕事務
所

御前崎港湾合同庁舎防水改修図書作成 設計 御前崎市
RC-3
S-1

817.80
113.33

H18.7

佐藤友則 佐藤邸事務所兼住宅 設計・監理 伊東市 RC-4 197.00 H17.5

中部地方整備局 三島労働総合庁舎工事監理業務 監理 三島市 RC-3 2,241.00 H17.3

梅原キヨ・勝好・東子 伊豆ペイント商会新築工事 設計・監理 伊東市 RC-3 248.00 H17.2

湖西金属工業協同組合 湖西金属協同組合事務所新築工事 設計・監理 湖西市 S-2 216.00 H16.11

中部地方整備局　静岡営繕事務
所

三島公共職業安定所仮庁舎等設計監理業務 設計・監理 三島市 RC-3 2,241.00 H16

三島商工会議所 三島商工会議所「未来館」建設工事 設計･監理 三島市 S-4 5,511.00 H15

藤枝市 消防署東分署改築工事 設計･監理 藤枝市 S-2 960.53 H15

賀茂村 柴ｺﾐｭﾆﾃｨ防災ｾﾝﾀｰ整備事業 設計･監理 賀茂村 RC-2 344.00 H15

藤枝市第一自治会 原 会館建設工事 設計･監理 藤枝市 S-2 590.00 H15

芹沢堆肥利用組合 芹沢堆肥利用組合施設建築工事 設計･監理 長泉町 S-1 1,079.00 H14

国交省(中部地方整備局) 静岡地方法務局島田出張所建築工事 (建築)設計 島田市 S-2 1,260.00 H14

地域振興整備公団 浜北都市開発事務所棟建設工事 設計･監理 浜北市 S-1 747.55 H13

㈱藤衛 花倉センター新築工事 設計･監理 藤枝市 S-2 1,723.15 H12

静岡県 三島警察署庁舎建設事業 設計･監理 三島市 RC-4 4,383.93 H12

㈱サンエース 事務所及び倉庫新築工事 設計･監理 沼津市 S-2 646.00 H11

三島市 三島市庁舎大社町別館建設工事 設計 三島市
RC･SRC-

B1/3
1,592.96 H8

菱鈴サービス㈱ 本社事務所社屋新築工事 設計･監理 三島市 S-5 463.14 H8

フジ建設㈱ 本社事務所新築工事 設計 藤枝市 S-1 92.33 H8

庁舎・オフィス
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㈱アイホー 静岡営業所新築工事 設計･監理 静岡市 S-3 621.69 H8

三島市 中郷文化プラザ建設工事 設計 三島市 RC-2 1,735.19 H7

静岡県 静岡県きのこ総合センター建築工事 設計 修善寺町
RC･S･W-B1/2 1

～2､3棟
730.37 H7

殿村食品㈱ 本社屋・工場新築工事 設計･監理 藤枝市 S-2 3,727.87 H7

㈱清谷商店 本社事務所新築工事 設計･監理 沼津市 S-2 938.80 H7

清水町 清水町庁舎・車庫改修工事 設計･監理 清水町 SRC-4  他 6,618.00 H6

静岡県 情報処理教育センター改修工事 設計 静岡市 RC-2 2,175.44 H6

藤枝きのこ団地㈱ きのこ会館(管理事務所)新築工事 設計･監理 藤枝市 S-1 177.19 H6

小林千枝子 小林ビル新築工事 設計･監理 三島市 S-3 418.54 H5

山崎工業㈱ 事務所及住宅新築工事 設計･監理 沼津市 S-3 489.00 H5

駿豆木材協同組合 事務所及住宅新築工事 設計･監理 三島市 W-2 335.75 H5

三島農業協同組合 錦田会館新築工事 設計･監理 三島市 RC-3 969.20 H5

全国労働者共済生活　共同組合
連合会

全労済静岡県本部会館新築工事 設計･監理 静岡市 S･RC-B1/6 2,511.63 H5

(合)池永由次郎商店 池永ビル新築工事 設計･監理 沼津市 S-5 1,936.12 H5

㈱池田都市開発 伊豆中央水産㈱社屋新築工事 設計･監理 伊豆長岡町 RC-2 722.83 H5

鈴木左官 鈴木左官ビル新築工事 設計･監理 伊豆長岡町 RC-3 354.00 H5

㈱徳倉建設 大三島物産㈱函南営業所新築工事 設計･監理 函南町 S-2 153.00 H4

近和電業㈱ 静岡営業所新築工事 設計･監理 静岡市 S-3 257.00 H4

静岡県 沼津交通管制センター新築工事 設計 沼津市 RC-2 658.66 H3

(有)鈴木電気 安縣ビル新築工事 設計･監理 下田市 S-4 738.47 H3

静岡サンケイ機器㈱ 熱海営業所新築工事 設計･監理 熱海市 RC-3 481.00 H3

安部一雄 曲金安部ビル新築工事 設計･監理 静岡市 S-5 1,339.64 H3

富士市農業協同組合 茶業研修センター新築工事 設計･監理 富士市 W･S-1 750.12 H2

東伊豆町 庁舎電算室増築工事 設計･監理 東伊豆町 S-2 94.00 H2

東伊豆町 庁舎補修工事 設計･監理 東伊豆町 SRC･PC-4 5,270.75 H2

土肥町 土肥町総合庁舎建設工事 設計･監理 土肥町 SRC-5 3,862.03 H2

㈱ビーフード 本社新築工事 設計･監理 岡部町 S-1 115.52 H2

日本椎茸農業協同組合連合会
静岡支所

店舗及び事務所新築工事 設計･監理 岡部町 S-1 115.00 H2

㈱池田都市開発 近藤鋼材㈱事務所及倉庫新築工事 設計･監理 沼津市 S-2 839.00 H1

綿半鋼機㈱ 三島支店新築工事 設計･監理 三島市 S-3 476.08 H1

西伊豆町 西伊豆町商工会館新築工事 設計･監理 西伊豆町 RC-3 264.00 S63

静岡県 東部総合庁舎玄関等整備工事 設計 沼津市 S･RC ― S63

コータキ㈱ 本社屋新築工事 設計･監理 裾野市 RC-2 950.50 S63

賀茂村 庁舎付属棟建設工事 設計･監理 賀茂村 S-2 74.00 S62

山崎工業㈱ 事務所併用住宅 設計･監理 沼津市 S-3 489.00 S62

中駿精機㈱ 事務所及倉庫新築工事 設計･監理 沼津市 S-2 547.20 S62

㈱長野製作所 三島店事務所及倉庫新築工事 設計･監理 三島市 S-2 557.66 S62

綿半鋼機㈱ 事務所及倉庫新築工事 設計･監理 長泉町 W･S-1 670.64 S62

富士金網製造㈱ 本社屋及工場新築工事 設計･監理 沼津市 S-3 1,170.00 S62

㈱富士フロンテ 本社屋及工場新築工事 設計･監理 沼津市 SR-3 2,125.00 S62

㈱柏木植物園 事務所新築工事 設計･監理 長泉町 S-3 354.00 S62

県東部機械工業保健組合　 厚生年金会館新築工事 設計･監理 清水町 SRC-2 1,753.00 S62

静岡県信用農業組合連合会 県信連磐田ビル新築工事 設計･監理 磐田市 SRC-B1/3 2,049.05 S62
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三島市農業協同組合 坂支所建設工事 設計･監理 三島市 S-2 276.00 S61

賀茂村 神田防災センター新築工事 設計･監理 賀茂村 RC-2 207.00 S59

藤田雅巳 貸事務所及住宅新築工事 設計･監理 裾野市 S-2 314.34 S59

土屋晟 貸事務所新築工事 設計･監理 裾野市 S-3 284.00 S59

三島工業団地組合 事務所新築工事 設計･監理 三島市 S-2 194.00 S59

三明電子工業㈱ 本社屋及工場新築工事 設計･監理 清水市 S-3 2,023.92 S59

久保田製紙㈱ 本社事務所新築工事 設計･監理 富士市 S-2 4,933.26 S59

西伊豆町 築地ｺﾐｭﾆﾃｨｰ防災ｾﾝﾀｰ新築工事 設計･監理 西伊豆町 RC-2 162.00 S58

㈱綜建 本社事務所新築工事 設計 静岡市 S-3 300.72 S58

池田信人 事務所新築工事 設計･監理 静岡市 S-1 324.85 S58

東伊豆町 東伊豆町庁舎新築工事 設計･監理 東伊豆町 SRC･PC-4 5,270.75 S57

土肥町 土肥町総合会館新築工事 設計･監理 土肥町 SRC-2 1,948.37 S57

裾野市 裾野市消防署改修工事 設計･監理 裾野市 RC-3 930.67 S57

西伊豆町 西伊豆町庁舎新築工事 設計･監理 西伊豆町 SRC-4 1,957.25 S57

寺田勇 事務所新築工事 設計･監理 静岡市 W-2 56.00 S57

コータキ㈱ 事務所増築工事 設計･監理 長泉町 SRC-3 417.35 S57

賀茂村 賀茂村ｺﾐｭﾆﾃｨｰ防災ｾﾝﾀｰ新築工事 設計･監理 賀茂村 S-2 132.00 S56

㈱成和水産 本社屋新築工事 設計･監理 賀茂村 S-1 416.00 S56

西伊豆広域消防組合 本部及西伊豆消防署新築工事 設計･監理 西伊豆町 RC-2 648.72 S48

㈱富士鉄工所 事務所新築工事 設計･監理 清水町 S-3 983.66 S48

駿豆通運㈱ 事務所・車庫新築工事 設計･監理 三島市 S-2 375.19 S48

菱和設備㈱ 沼津支店事務所新築工事 設計･監理 沼津市 S-2 574.00 S48

㈱七福堂 事務所及倉庫新築工事 設計･監理 清水町 S-2 505.44 S46

㈱アマダ 事務所新築工事 設計･監理 粟東町 S-2 410.85 S46
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平井工業㈱ 北海建設工業所・夏苅南部プロジェクト 設計 御殿場市 S-3 4,681.00 R3.6

特種東海製紙㈱ 11.12号棟耐震補強工事　柱脚補強9箇所　業務委託 監理 長泉町 RC･S R2.8

鹿島建設㈱　横浜支店
(仮称)㈱小糸製作所豊田開発センター建設工事設計
業務

設計 愛知県 S-4 9,500.00 R2.7

鹿島建設㈱ 沼津営業所スイッチギヤ溶接工場(仮称)建設工事 設計・監理 沼津市 S-1 720.54 H31.7

特種東海製紙㈱ 三島工場　配送センター耐震補強計画 設計・監理 三島市 S 3,300.00 H30.12

(株)橋本組 トライ産業株式会社　吉田工場新築工事 設計 吉田町 S-2 5,391.80 H30.12

(株)石井組 小林工業(株)南陵工場 設計 富士宮市 S-1 1,608 H30.11

特種東海製紙㈱ 11.12M工場RC+S造耐震補強計画設計 耐震診断 長泉町 Ｓ･RC 計3,200 H30.10

㈱石井組 丸富衛材株式会社第２工場新築工事　構造 設計 富士市 S-2 4,400.12 H30.6

ビアメカニクス(株) ビアメカニクス(株)御殿場工場改修工事 設計・監理 御殿場市 S-2 7677.79/1334.8 H30.5

特種東海製紙㈱ 焼却炉・スラッジ置場改築工事2棟 設計・監理 長泉町 S-1 231 H29.12

木内建設㈱ ㈱静岡カフェイン工業所 倉庫新築工事 設計 静岡市葵区 S-2 13,367 Ｈ28.11

鈴与建設㈱ ｴｽｴｽｹｲﾌｰｽﾞ㈱研究開発棟 新築工事 設計 焼津市 S-2 1,851.0 H28.8

裾野市 裾野市学校給食ｾﾝﾀｰ施設近代化基本策定 設計 裾野市 S-2 1,087.98 H27.2

島田市 学校給食共同調理場建設工事 設計･監理 島田市 S-2 3,000.00 H26.10

(財)漁港漁場漁村技術研究所 熊野市衛生管理型魚市場実施設計 設計 三重県 S-3 1,285.13 H26.3

藤枝市 西部学校給食センター耐震補強工事 監理 藤枝市 S-1 237/709 H25.10

協和メデックス㈱ 協和メデックス新製剤棟増築 設計･監理 長泉町 S-3 1,242.6 H25.1

特種東海製紙㈱ 特種東海製紙PRF倉庫設計監理 設計･監理 長泉町 S-1 231.17 H24.6

特種東海製紙㈱ 特種東海製紙㈱三島工場燃料受入建屋他 設計･監理 長泉町 S-1 190 H24.3

㈱御殿場学校給食PFI 御殿場市学校給食ｾﾝﾀｰ(仮称)整備事業 設計･監理 御殿場市 S-2 2,531.26 H22.6

鈴与建設㈱ 鈴与浜松貴平T.S新築工事 設計 浜松市 S-1 814 H21.4

東芝機械健康保険組合 沼津本社工場新体育館 設計･監理 沼津市 S-2 1,991.60 H21.4

鈴与建設㈱ ㈱DRﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ本社新築工事 設計 静岡市 S-4 3,369 H20.12

東芝機械㈱ 東芝機械㈱沼津テクニカルセンター棟 設計･監理 沼津市 S-2 2,400 H20.10

東芝機械㈱ 東芝機械㈱御殿場第2工場建築設計監理 設計･監理 御殿場市 S-2 10,000 H20.9

㈱ショーワ ㈱ショーワ御殿場工場増築工事 設計･監理 御殿場市 S-2 3,008.77 H20.6

島田市 (仮称)島田市新学校給食共同調理場建設工事 設計 島田市 S-2 2,800.00 H20.2

鈴与建設㈱ 天野回槽店袖師口ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｾﾝﾀｰ建設工事 設計 静岡市 S-3 9,431.8 H19.10

鈴与建設㈱ 鈴与㈱御殿場第四物流センター 設計 御殿場市 S-3 11,500 H19.10

東芝機械㈱ 東芝機械㈱相模工場技術棟 設計･監理 座間市 S-4 5,700 H19.10

東海金属㈱ 東海金属平成台第２工場 設計･監理 三島市 S-2 612.52 H19.7

鈴与建設㈱ 沼津バイパス下りＴＳ全面改造工事 設計 沼津市 S-2 467.31 H19

鈴与建設㈱ 天童ＴＳ新築工事 設計 山形県 S-2 650 H19

鈴与建設㈱ 鈴与比奈物流センター 設計 富士市
倉庫棟S-4

事務所棟S-2
14,592.6

475.2
H19

三島沢地工業団地協同組合 三島沢地工業団地電気室新築工事 設計･監理 三島市 S-1 46.4 H19

㈱三光製作所 ㈱三光製作所沢地工場改修工事 設計･監理 三島市 S-2 113.33 H18.10

東芝機械㈱ (仮称)多目的棟建設工事 設計･監理 沼津市 S-6 3,968.64 H18.8

鈴与建設㈱ モクサンＦＡＺ物流センター 設計 静岡市 S-1 4,870.75 H18.7

鈴与建設㈱ 鈴鹿ＳＳ全面改造工事 設計 富士市 S-1 560.65 H18.5

東芝機械環境ｾﾝﾀｰ㈱ 東芝機械第９工場再編計画 設計･監理 沼津市 S-2 6,007.39 H18.3

鈴与建設㈱ 藤沢ＴＳ全面改造工事 設計 藤沢市 S-1 641 H18

鈴与建設㈱ 興国インテック㈱蒲原工場第３棟工場 設計 蒲原郡蒲原町
S-3
S-2

4,161.20
748.44

H18

生産・流通



御　下　命　先 工  事　名　称 業務内容 建設場所 建物概要 面積(㎡) 完 成 年
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鈴与建設㈱ ㈱巴川製紙所静岡事業所電材塗工BU工場 設計 静岡市 S-2 1,927.47 H18

鈴与建設㈱ ㈱巴川製紙所静岡事業所電材BU仕上工場 設計 静岡市 S-3 3,344.11 H18

鈴与建設㈱ 鈴与㈱御殿場物流センター建築工事 設計 御殿場市 S-2 7,785 H17.7

㈲福信 (仮)望月貸冷蔵庫新築工事 設計･監理 沼津市 RC-2 795 H17

鈴与建設㈱ ㈱巴川製紙所化成品工場建築工事 設計 静岡市 S-4 3,569 H16.12

鈴与建設㈱ 鈴与長崎第２物流センター建築工事 設計 静岡市 S-2 4,737 H16.12

鈴与建設㈱ 鈴与御殿場第２物流センター建築工事 設計･監理 御殿場市 S-2 6,477 H16

伊豆長岡町 学校給食共同調理場建築設計 設計･監理 伊豆長岡町 S-1 967.00 H15

農業組合法人富士宮養鶏団地
組合

資源循環型農業推進総合対策事業　堆肥盤屋根掛け
工事に伴う設計監理

設計・監理 富士宮市 S-1 1,321.00 H15

長泉町 長泉町学校給食センター新築工事 設計･監理 長泉町 S-2 1,347.00 H14

鈴与建設㈱ 富士ロビン沼津工場改築工事 設計･監理 沼津市 S-3 7,623 H14

ヤンセン協和㈱ ヤンセン協和㈱錠剤検査室増築工事 設計･監理 長泉町 S-1 62 H13

㈱サンエース ㈱サンエース倉庫新築工事 設計･監理 沼津市 S-2 647 H11

森田梅治 森田製茶新築工事 設計･監理 藤枝市 S-2 1,883 H11

日本道路公団 JH袋井 テント型薬剤倉庫建設工事 設計 袋井市 ﾃﾝﾄ型施設 143.00 H11

鈴与建設㈱ 鈴与倉庫新築工事 設計 沼津市 S-2 7,752 H10

佐野堆肥組合 佐野堆肥組合推肥舎建築工事 設計･監理 三島市 W-1 391 H10

藤枝市 中部学校給食センター新築工事 設計･監理 藤枝市 S-2 2,502.79 H9

岡野谷商店 岡野谷商店作業所増築工事 設計･監理 藤枝市 S-2 191 H8

㈱コーリョー開発 ｺｰﾘｮｰ開発御殿場工場新築工事 設計･監理 御殿場市 S-2 671 H7

藤枝きのこ団地協同組合 藤枝きのこ団地建築工事 設計･監理 藤枝市
S-1～2

2棟
3,905 H7

環境事業団 長泉一色工業団地新築工事 設計･監理 長泉町 S-1  16棟 12,000 H7

㈱富士製作所 ㈱富士製作所工場増築工事 設計･監理 沼津市 S-1 988 H7

㈱カルシン カルシン三島工場増築工事 設計･監理 清水町 RC-2 587 H6

裾野市 裾野市学校給食センター新築工事 設計･監理 裾野市 S-1 1,135.10 H5

コータキ㈱ コータキ精機㈱13号館増築工事 設計･監理 長泉町 S-1 553 H5

㈱池田都市開発 ドーワテック倉庫増築 設計･監理 御殿場市 S-1 147 H5

矢崎総業㈱ 裾野工場新築工事 設計 裾野市 S-1 1,358 H5

武藤金一 きのこ栽培施設増築工事 設計･監理 函南町 S-1 1,295 H5

㈱天神屋 吉田工場新築工事設計 設計･監理 吉田町 S-1 397 H5

鈴与建設㈱ 柏栄トランス㈱物流倉庫新築工事 設計 清水市 S-3 7,752 H5

鈴与建設㈱ 鈴与㈱浜岡倉庫新築工事 設計 浜岡町 S-2 7,148 H5

鈴与建設㈱ ｼﾞｬﾊﾟﾝﾌﾚｯｼｭ㈱食品工場新築工事 設計 秦野市 RC-2 3,705 H4

小柳甫積 作業場新築工事 設計 藤枝市 W-1 49 H4

斉藤寛之 農業用倉庫新築工事 設計 大井川町 W-1 22 H4

鹿島建設㈱ 静岡営業所 ㈱ツムラ静岡工場生薬棟増改築工事 設計 藤枝市 RC-4 3,013 H3

鹿島建設㈱ 静岡営業所 ㈱ツムラ静岡工場切栽棟改築工事 設計 藤枝市 RC-2 864 H3

㈱天神屋 焼津工場新築工事設計 設計･監理 焼津市 S-1 4,950 H3

望月利彦 東洋文化石材新築工事構造計算 設計･監理 三島市 S-1 1,200 H3

仲川安幸 仲川ライスセンター増築工事 設計･監理 函南町 S-1 406 H3

日本椎茸農業協同組合連合会
静岡支所

保管庫及管理棟工事 設計･監理 岡部町 S-2 234.24 H2

㈱コダカビルド ﾏｽﾀﾞｽﾁｰﾙﾌｨﾃﾞｯｸ倉庫新築工事 設計 岡部町 S-1 8,493 H1

㈱岡部総合開発 岡部総合開発冷蔵庫建設工事 設計･監理 岡部町 S-1 703 H1
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小柴昭吾 小柴商店倉庫増築工事 監理 清水町 RC-1 231 H1

日本鋼管㈱ 三島沢地工業団地建設工事(第1期工事) 設計･監理 三島市
S-1～2

12社(14棟)
13,460 H1

日本鋼管㈱ 三島沢地工業団地建設工事(第2期工事) 設計･監理 三島市 S-1～2 19,083 H1

山一倉庫㈱ 山一倉庫新築工事 設計･監理 岡部町 S-1 1,672 H1

コータキ㈱ 工場増築工事 設計･監理 長泉町 S-2 5,660 S63

日本椎茸農業協同組合連合会 広域林構林産物集出荷販売施設　保管庫建設工事 設計･監理 岡部町 S-2 2,603 S62

静岡県漁連協同組合連合会 水産物荷捌施設新築工事 設計･監理 沼津市 S-2 1,439 S61

㈱高橋製作所 工場新築工事 設計･監理 三島市 S-2 358 S61

㈱コスメロール 工場改修工事 設計･監理 御殿場市 S-2 4,800 S61

磐田青果漬物販売農業協同組
合連合会

倉庫新築工事 設計･監理 磐田市 S-2 100 S61

ダストキーパー㈱ 電気室増築工事 設計･監理 御殿場市 S-1 87 S60

㈱八百半デパート 倉庫(ＣＰＣ)新築工事 設計･監理 沼津市 S-1 1,556 S60

三明商事㈱ 工場及事務所新築工事 設計･監理 清水市 S-3 3,001 S60

コータキ㈱ 倉庫増築工事 設計･監理 長泉町 S-1 312 S59

坪内いよ 倉庫及び駐車場新築工事 設計･監理 函南町 S-1 94 S59

仁科浜漁業協同組合 事務所及荷捌き所新築工事 設計･監理 西伊豆町 RC-2 504 S59

松田貞男 工場増築工事 設計･監理 東京都 S-2 609 S59

仲川安幸 作業所及び倉庫新築工事 設計･監理 函南町 S-2 213 S58

賀茂村 宇久須集荷場新築工事 設計･監理 賀茂村 S-1 96 S58

ノボル鋼鉄㈱ 事務所及倉庫新築工事 設計･監理 静岡市 S-2 491 S57

コータキ㈱ 工場及事務所新築工事 設計･監理 長泉町 S-2 1,925 S56

(有)平井家具店 倉庫新築工事 設計･監理 函南町 S-1 82 S56

浅沼辰男 自動車修理工場及住宅新築工事 設計･監理 沼津市 S-2 374 S55

㈱カルナー 工場新築工事 設計･監理 長泉町 S-2 892 S54

東京都城南金属プレス　工業協
同組合

東京都城南金属プレス工業団地　建設工事 設計･監理 東京都 S-1～2 25棟 27,900 S53

東京都城南金属プレス　工業協
同組合

東京都城南金属プレス工業団地　　昭和52年度進出
企業新築工事

設計･監理 東京都 S-1～2 5棟 3,226 S53

㈱富士鉄工所 工場及受電室新築工事 設計･監理 沼津市 S-1 1,165 S52

沼津青果㈱ 青果市場新築工事 設計･監理 沼津市 S-1 2,155 S48

㈱アマダ 工場新築工事 設計･監理 伊勢原市 SRC-2 29,281 S48

㈱静岡鉄工所 事務所及工場新築工事 設計･監理 静岡市 S-2 386 S46

㈱静岡鉄工所 工場及宿舎新築工事 設計･監理 静岡市 967 S46

上瀧圧力機㈱ 工場及宿舎新築工事 設計･監理 長泉町 S-2 1,087 S45

綿半鋼機㈱ 大井川工場事務所及工場増築工事 設計･監理 大井川町 S-1 1,377 S45



御　下　命　先 工  事　名　称 業務内容 建設場所 建物概要 面積(㎡) 完 成 年

㈱東急設計コンサルタント (仮称)沼津市大岡SC計画 設計・監理 沼津市 S-2 4,195.49 R3.6

宗教法人　世界真光文明教団 武雄センチュリーホテル第1期改修工事 設計 佐賀県武雄市 RC-8 9,645.09 R3.6

イオンリテール株式会社 (仮称)イオンスタイル千葉みなと店 設計・監理 千葉県 S-1 4,264.38 R3.4

マックスバリュ東海㈱ （仮称）マックスバリュ浜松飯田店　新築工事 設計・監理 浜松市 S-1 1,376.86 R3.2

マックスバリュ東海㈱ ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭｴｸｽﾌﾟﾚｽ沼津岡宮店　新築工事 設計・監理 沼津市 S-1 982.89 R2.8

株式会社石井組 静岡伊勢丹コリドーフジ建替 設計 富士市 S-3 1,749.40 R2.4

ブルックスホールディングス
ビオトピア整備計画における建築関係建設コンサルタ
ント業務

調査監査 神奈川県 S-1 28.47 R2.6

株式会社中村組
（仮称）マックスバリュエクスプレス浜松常盤町店新築
工事

設計・監理 浜松市 S-1 828.51 R2.12

マックスバリュ東海㈱ ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ御殿場東田中店　新築工事 設計･監理 御殿場市 S-1 2,394.91 H30.11

戸田・大河原特定建設工事共同
企業体

富士山静岡空港ターミナルビル増築・改築コンセッショ
ン工事

設計 牧之原市 S-3 18,216.00 H30.10

東急リバブル㈱ (仮称)世田谷区桜新町一丁目計画　新築工事 設計・監理 東京都 S-3 638.24 H30.10

マックスバリュ東海㈱ ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ村松原店　新築工事 設計・監理 静岡市清水区 S-1 838.55 H30.9

マックスバリュ東海㈱ ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ南足柄岩原店　新築工事 設計･監理 神奈川県 S-1 2,066.15 H30.9

ブルックスホールディングス
未病いやしの里センター（仮称）本館及び食堂棟改修
工事

設計･監理 神奈川県 RC-B2/18 3,198.68 H30.6

マックスバリュ東海㈱ ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭｴｸｽﾌﾟﾚｽ土肥店 設計･監理 伊豆市 S-1 615.00 H30.6

渡辺建設㈱ 幸楽苑・ほっともっと  新築工事 設計･監理 裾野市 W-1
幸楽苑　97.3

ほっともっと　64.8
H30.5

ホテル南風荘 ホテル南風荘改修工事 設計･監理 箱根町
RC･S･W-

B1/5
9,872.43 H30.3

㈱田子重 田子重セナ店　改修工事 設計・監理 静岡市葵区 Ｓ-2 1,481.63 H30.3

マックスバリュ東海㈱ ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭｴｸｽﾌﾟﾚｽ静岡大岩店 増築工事 設計･監理 静岡市葵区 S-1 695.00 H30.3

裾野市 ﾍﾙｼｰﾊﾟｰｸ裾野あしたかの湯等天井修繕工事 設計 裾野市 RC-2 404.00 H30.3

渡辺建設㈱ Honda Cars浜松　裾野平松店　新築工事 設計･監理 裾野市 S-2 1,039.75 H29.11

マックスバリュ東海㈱ ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭｴｸｽﾌﾟﾚｽ寒川中瀬店　新築工事 設計･監理 神奈川県 S-1 832.28 H29.9

㈱ミロクリゾート 伊豆陽光ホテル新築工事 設計･監理 伊豆市 S-3 2,322.59 H29.3

㈱大栄建築事務所 埼玉懸信用金庫本店営業部新築工事 設計 熊谷市 S-4 3,245.00 H29.3

マックスバリュ東海㈱ (仮称)ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭｴｸｽﾌﾟﾚｽ静岡上足洗店 設計･監理 静岡市葵区 S-1 823.20 H28.11

マックスバリュ東海㈱ (仮称)ザ・ビッグ吉田神戸店 設計･監理 榛原郡吉田町 S-1 2,591.64 H28.4

南伊豆町 銀の湯会館改修及び増築 設計・監理 南伊豆町 RC-2 1,099.00 H28.3

㈱ノジマ (仮称)ノジマ吉田神戸店 設計･監理 榛原郡吉田町 S-1 3,700.00 H28.2

(有)ゴトー企画 (仮称)ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭｴｸｽﾌﾟﾚｽ沼津西沢田店 設計･監理 沼津市 S-1 784.41 H28.1

㈱田子重 (仮称)田子重　藤枝清里店　新築工事 設計･監理 藤枝市 S-1 3,440.49 H27.12

㈱田子重 静岡市駿河区田子重西中原店 設計･監理 静岡市駿河区 S-3 9,326.00 H25.7

マックスバリュ東海㈱ マックスバリュ伊豆青羽店 設計･監理 伊豆市 S-1 593.84 H27.5

島田信用金庫 島田信用金庫大井川支店新築工事 設計・監理 焼津市 S-2 399.61 H27.4

㈱田子重 (仮称)田子重田尻店改修工事 設計･監理 焼津市 S-2 3,471.20 H25.4

(有)吉澤 マックスバリュエクスプレス下賀茂店 設計･監理 南伊豆町 S-2 1,490.42 H24.6

中日本高速道路㈱　東京支社 新東名高速道路　沼津SA商業施設 監理 沼津市 S-2,1 延7,392 H24.3

中日本高速道路㈱　東京支社 新東名高速道路　静岡SA他商業施設 監理
静岡市
藤枝市

S-1 延10,045 H24.3

中日本高速道路㈱　東京支社
新東名高速道路　静岡SA他1PA商業施設新築実施設
計業務

設計
静岡市
藤枝市

S-1　 3件 計4,900 H22.8

マックスバリュ東海㈱ マックスバリュ江尾店 設計･監理 富士市 S-1 3,882.00 H22.8

㈱ｾﾌﾞﾝ-ｲﾚﾌﾞﾝ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ セブン－イレブン 店舗新築工事 設計･監理 静岡県内 29件 H22.4

マックスバリュ東海㈱ マックスバリュ水戸島店 設計･監理 富士市 S-2 1,811.12 H22.3

東工業㈱ (仮称)東工業ショールーム 設計・監理 沼津市 S-2 H22.3

マックスバリュ東海㈱ マックスバリュ富士見台店 設計･監理 富士市 S-2 9,591.45 H21.7

商業・宿泊



御　下　命　先 工  事　名　称 業務内容 建設場所 建物概要 面積(㎡) 完 成 年

商業・宿泊

マックスバリュ東海㈱ マックスバリュ伊東広野店 設計･監理 伊東市 S-2 7,568.29 H21.7

マックスバリュ東海㈱ マックスバリュ長泉竹原店 設計･監理 長泉町 S-2 5,408.72 H21.6

㈱梅家 梅家店舗新築工事 設計 伊東市 RC-1 152.50 H21.3

マックスバリュ東海㈱ マックスバリュ藤枝田沼店 設計 藤枝市 S-2 5,309.72 H21.3

㈱トス いなげや八王子中野山山王第一ﾋﾞﾙ新築工事 設計･監理 東京都 S-2 6,297.96 H20.12

青島訓史 青島ビル新築工事 設計 藤枝市 S-2 383.35 H20.11

(有)マルサ マックスバリュ藤枝田沼店 設計 藤枝市 S-2 5,309.72 H20.11

マックスバリュ東海㈱ マックスバリュ韮山店 設計･監理 伊豆の国市 S-1 1,619.28 H20.6

マックスバリュ東海㈱ マックスバリュ新伝馬店 設計･監理 静岡市 S-2 5,337.00 H20.2

㈱ｾﾌﾞﾝ-ｲﾚﾌﾞﾝ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ セブン－イレブン 店舗新築工事 設計･監理 静岡県内 28件 H19～21.1

ﾌﾞﾘｼﾞｽﾄﾝﾀｲﾔ静岡販売㈱ ﾌﾞﾘｼﾞｽﾄﾝﾀｲﾔ静岡販売㈱掛川営業所 設計･監理 掛川市 S-2 1,148.00 H19.7

ヒッコリー㈱ オールドヒッコリー平塚店 設計･監理 平塚市 S-1 279.52 H19.6

㈱コメリ コメリＨ＆Ｇ小山店新築工事 設計･監理 小山町 S-1 3,394.00 H19.1

河津建設㈱ 観音温泉改修工事 設計･監理 下田市
S-3

 S･W･RC-3
6,560.00 H19

㈱ｾﾌﾞﾝ-ｲﾚﾌﾞﾝ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ セブン－イレブン 店舗新築工事 設計･監理 静岡県内 29件 H18～19.3 

マックスバリュ東海㈱ マックスバリュ熱函店 設計･監理 函南町 S-2 5,949.84 H18.12

ﾌﾞﾘｼﾞｽﾄﾝﾀｲﾔ静岡販売㈱ ﾌﾞﾘｼﾞｽﾄﾝﾀｲﾔ静岡販売㈱浜松東営業所 設計･監理 磐田市 S-2 271.50 H18.11

光和産業㈱ ヤオハン伊豆長岡店Ｓ＆Ｂ 設計･監理 伊豆の国市 S-2 5,480.00 H18.7

リサイクルマートドットコム㈱ リサイクルマートドットコム新店舗 設計･監理 沼津市 S-2 1,055.13 H18.1

㈱ｾﾌﾞﾝ-ｲﾚﾌﾞﾝ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ セブン－イレブン 店舗新築工事 設計･監理 静岡県内 41件 H17～18.3

(有)うな繁 うな繁店舗改修工事 設計・監理 清水町 S-2 219.00 H17.6

㈱コメリ コメリＨ＆Ｇ川根店新築工事 設計・監理 川根町 S-1 1,075.00 H17.2

㈱コメリ コメリＨ＆Ｇ南部町店新築工事 設計･監理 山梨県 S-1 1,105.00 H16.3

㈱コメリ コメリＨ＆Ｇ御前崎店新築工事 設計･監理 御前崎町 S-1 1,070.00 H16

㈱ｾﾌﾞﾝ-ｲﾚﾌﾞﾝ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ ｾﾌﾞﾝ-ｲﾚﾌﾞﾝ 店舗新築工事 設計･監理 静岡県･愛知県内 33件 H15～17.3

㈲丸宮商店 丸宮商店倉庫 構造計算 大仁町 S-1 404.00 H15.1

(有)マルヨ マルヨ新工場新築工事 設計･監理 三島市 S-2 692.00 H15

ﾌﾞﾘｼﾞｽﾄﾝﾀｲﾔ静岡販売㈱ ﾌﾞﾘｼﾞｽﾄﾝﾀｲﾔ静岡販売㈱本社新築工事 設計･監理 静岡市 S-3 2,415.00 H15

エミック㈱ エミック㈱工場増築工事 構造計算 三島市 S-1 133.00 H14.10

㈱柏木植物園 柏木植物園ガーデニングハウス 構造計算 長泉町 S-1 38.00 H14.10

㈱サカイ引越センター サカイ引越センター沼津支店新築工事 構造計算 沼津市 S-4 574.00 H14.10

沼津開発興業㈱ 新沼津ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ　ｶｰﾄ置場新築工事 設計･監理 沼津市 S-1 219.00 H14

マックスバリュ東海㈱ マックスバリュ裾野茶畑店新築工事 設計･監理 裾野市 S-1 2,652.00 H14

㈱ｾﾌﾞﾝ-ｲﾚﾌﾞﾝ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ ｾﾌﾞﾝ-ｲﾚﾌﾞﾝ 店舗新築工事 設計･監理 静岡県･愛知県内 22件 H14

㈱高田薬局 徳倉店新築工事 構造計算 三島市 S-2 622.00 H14

㈱高田薬局 上土狩町店新築工事 設計･監理 長泉町 S-1 927.00 H14

㈱高田薬局 清水町店新築工事 設計･監理 清水町 S-1 976.00 H14

㈱ｾﾌﾞﾝ-ｲﾚﾌﾞﾝ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ セブン－イレブン 店舗新築工事 設計･監理 静岡県･愛知県内 3件 H13

静岡トヨペット㈱ 三島営業所新築工事 設計･監理 三島市 S-2 1,710.84 H12

静岡トヨペット㈱ 三島マイカーセンター新築工事 設計･監理 三島市 S-2 228.60 H12

㈱長谷川木工所 長谷川家具店舗新築工事 設計･監理 三島市 S-4 2,981.26 H12

協同組合沼津卸商社 センター
(沼津卸商社センター)　新食品センター「食遊市場」建
築工事

設計･監理 清水町 S-2 10,327 H12

中伊豆町 中伊豆町温泉施設「万天の湯」　　建設工事 設計･監理 中伊豆町 RC・S-1 495.35 H12
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㈱天神屋 沼津ｲﾝﾀｰ和風ﾚｽﾄﾗﾝ店改築工事 設計･監理 沼津市 S-2 693.00 H11

柏木植物園 柏木植物園園芸センター 設計･監理 長泉町 W-1 1,064.00 H11

㈲にいや 海遊亭にいや増築工事 設計･監理 戸田村 RC･S-5 997.65 H10

㈲つきじ旅館 旅館つきじ増改築工事 設計･監理 藤枝市 S･W-2 869.48 H10

鈴与建設㈱ マルハン藤枝志太店新築工事 設計 藤枝市 S-1 1,238.00 H9

天野新聞店 新聞店新築工事 設計･監理 浜松市 W･S-2 155.00 H9

田村浩吉 藤枝サザンホテル増築工事 設計･監理 藤枝市 RC-6 1,116.90 H9

静岡県 藤枝エミナース会議研修棟及娯楽室増改築工事 設計･監理 藤枝市 RC-1  他 194.00 H8

丸山治雄 ｱﾘｵｽｳｨﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ薬局折戸店新築工事 設計 清水市 S-1 155.00 H7

㈱ヤオハンジャパン ヤオハン松崎店新築工事 設計･監理 松崎町 S-2 8,888.40 H7

㈱ヤオハンジャパン ヤオハン富士吉田店新築工事 設計･監理 富士吉田市 S-2 8,888.40 H7

㈲ひょうたん寿司 裾野ひょうたん寿司新築工事 設計･監理 裾野市 S-2 997.57 H7

㈱ポップマート ＰＯＰ芙蓉店新築工事 設計･監理 三島市 S-1 1,488.00 H7

㈱ヤオハン開発 ヤオハン田端店新築工事 設計･監理 伊豆長岡町 S-1 1,500.00 H7

大同コンクリート㈱ ヤオハン沼津南ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ､及び駐車場新築工事 設計･監理 沼津市 S-4        2棟
4,234.33
8,813.78

H6

㈱池田都市開発 ヤオハン裾野店新築工事 設計･監理 裾野市 S-2 6,401.56 H6

佐野真樹夫 富士屋酒店新築工事 設計･監理 浜松市 S-2 299.65 H6

㈱ヤオハン開発 ヤオハン原町店新築工事 設計･監理 沼津市 S-1 2,308.00 H6

㈱ヤオハン開発 ヤオハン東田中店新築工事 設計･監理 御殿場市 S-2 4,648.02 H6

㈱ケーヨー ｹｰﾖｰﾎｰﾑｾﾝﾀｰ伊東店新築工事 設計･監理 伊東市 S-1 1,200.00 H6

㈱カネボウ不動産 裾野ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ「ﾍﾞﾙｼﾃｨ」新築工事 設計･監理 裾野市 RC-3 21,780.00 H6

㈲古奈家 古奈家旅館増改築工事 設計･監理 伊豆長岡町 RC-2 1,409.46 H6

戸田村 国民宿舎戸田荘浴室棟増改築工事 設計･監理 戸田村 RC-2 231.96 H6

㈱三渓園 三渓園別館「春草盧」新築工事 設計･監理 伊豆長岡町 RC-B1/4 3,724.92 H6

㈱池田都市開発 ＰＯＰ茶畑店新築工事 設計･監理 裾野市 S-1 804.26 H5

日本駐車場工学研究会 三島市営中央町駐車場 設計 三島市 S-6 6,300 H5

㈱ヤオハンジャパン ヤオハン興津店改装工事 設計･監理 清水市 RC-2 2,855.00 H5

㈲こだま荘西島旅館 こだま荘改築工事 設計･監理 伊豆長岡町 RC-3 3,781.77 H5

静岡県労働福祉事業協会 おおとり荘改築工事 設計･監理 伊豆長岡町 RC-7 4,049.19 H5

㈱池田都市開発 スーパー今沢新築工事 設計･監理 沼津市 S-2 750.00 H4

日本駐車場研究会 三島市中央町駐車場 設計 三島市 S-6 6,300.00 H4

㈱天神屋 店舗新築工事 設計･監理 静岡市 S-1 78.00 H3

長沢道男 長沢薬局店舗新築工事 設計･監理 藤枝市 S-2 247.00 H3

㈱天神屋 吉田店新築工事 設計･監理 吉田町 S･W-2 160.00 H3

㈱天神屋 清水インター店新築工事 設計･監理 清水市 S-2 94.00 H3

㈱小川家旅館 小川家旅館改築工事 設計･監理 伊豆長岡町 RC-3 1,843.50 H3

南伊豆町 銀の湯温泉会館新築工事 設計･監理 南伊豆町 RC-B1/2 1059.81 H3

㈱池田都市開発 ルーキー今沢改修工事 設計･監理 沼津市 S-1 828.98 H2

㈱天神屋 新天竜川ドライブイン新築工事 設計･監理 浜松市 S-2 496.50 H2

㈱八百半デパート ヤオハンベスト原町店新築工事 設計･監理 沼津市 S-1 660.00 H2

正葡商事 正葡商事貸店舗新築工事 設計･監理 白根町 S-1 435.00 H1

(有)マツミ レストラン ココス藤枝店新築工事 設計･監理 藤枝市 S-1 382.84 H1

長泉町農業協同組合 中土狩支店新築工事 設計･監理 長泉町 RC-1 134.00 H1



御　下　命　先 工  事　名　称 業務内容 建設場所 建物概要 面積(㎡) 完 成 年

商業・宿泊

㈱天神屋 浜松西ｲﾝﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞｲﾝ新築工事 設計･監理 浜松市 S-2 437.54 S63

森田紀一 レストラン ココス伊東店新築工事 設計･監理 伊東市 S-1 351.28 S63

吉沢昭 ヤオハン下賀茂店新築工事 設計･監理 南伊豆町 S-2 1,799.92 S63

㈱天神屋 店舗新築工事 設計･監理 沼津市 W･S-1 91.00 S62

正守商事 マサモリビル新築工事 設計･監理 静岡市 RC-6 723.80 S62

日産チェリー静岡販売㈱ 事務所及工場新築工事 設計･監理 焼津市 S-2 383.16 S62

西伊豆町 林産物販売施設 設計･監理 西伊豆町 W-1 52.00 S62

上野興四文 ヤオハン湯河原店新築工事 設計･監理 湯河原町 S-2 2,512.00 S62

山下幸恵 レストラン ココス磐田店新築工事 設計･監理 磐田市 S-1 351.28 S62

関野得治 店舗新築工事 設計･監理 修善寺町 S-1 569.62 S62

荒井直利 店舗及共同住宅新築工事 設計･監理 函南町 S-3 622.08 S62

湯原清吾 レストラン ココス沼津東名店新築工事 設計･監理 沼津市 S-1 381.34 S62

㈲筑波ホテル 三島ツクバホテル新築工事 設計･監理 三島市 S-5 985.63 S62

㈲熱川第一ホテル 熱川第一ホテル増改築工事 設計･監理 東伊豆町
SRC-B1/7
SRC-B3/4

6055.40
3763.69

S62

㈱カムイ ペンション サンセットリゾート新築工事 設計･監理 西伊豆町 S/W-2 136.00 S62

西伊豆町 町営やまびこ荘新築工事 設計･監理 西伊豆町 W・S-2 935.00 S62

賀茂村 宇久須高原販売施設 設計･監理 賀茂村 W-1 242.00 S61

㈱稲取観光ホテル 観光案内所新築工事 設計･監理 沼津市 RC-4 322.00 S61

㈱八百半デパート ＦＣヤオハン仁科店新築工事 設計･監理 西伊豆町 S-1 754.13 S61

㈱八百半デパート ヤオハン松崎店新築工事 設計･監理 松崎町 W-1 56.00 S61

㈱八百半デパート ヤオハン韮山店新築工事 設計･監理 韮山町 S-1 730.00 S60

㈱八百半デパート レストラン ココス相良店新築工事 設計･監理 相良町 S･W-2 398.72 S60

㈱ニューフロンティア 韮山店新築工事 設計･監理 韮山町 S-1 712.70 S60

㈱天神屋 沼津ｲﾝﾀｰ和風ﾚｽﾄﾗﾝ店改築工事 設計･監理 沼津市 RC-3 1,112.00 S60

小松観光㈱ 小松ビューホテル別館新築工事 設計･監理 西伊豆町 RC-4 1,138.05 S60

遠藤智之 ホテルわかしお荘新築工事 設計･監理 厚木市 RC-2 928.48 S60

㈱ホテルさんわ ホテルさんわ増築工事 設計･監理 東伊豆町 SRC-5 1,861.08 S60

南伊豆町農業協同組合 伊浜支所建築工事 設計･監理 南伊豆町 S-1 112.00 S60

西山保治 貸店舗新築工事 設計･監理 沼津市 S-2 235.00 S59

宮沢静雄 パチンコ店新築工事 設計･監理 三島市 S-2 544.00 S59

㈱八百半デパート ヤオハン高浜店新築工事 監理 高浜市 RC-4 12,113.23 S59

㈱天神屋 島田六合和風ﾚｽﾄﾗﾝ店新築工事 設計･監理 島田市 S･W-2 499.90 S59

鍋倉敬又 セントラルビジネスホテル新築工事 設計･監理 三島市 RC-5 2,305.22 S59

渡辺敏衛 店舗新築工事 設計･監理 裾野市 W-1 86.00 S58

渡辺進一 レストラン ココス富士宮店新築工事 設計･監理 富士宮市 S-2 782.72 S58

加藤美喜子 貸店舗新築工事 設計･監理 三島市 S-1 286.00 S58

プランニングＴＡＱ レストラン ココス清水店新築工事 設計･監理 清水市 S-1 385.02 S58

宮沢静雄 パチンコ店新築工事 設計･監理 裾野市 S-2 544.01 S58

伊豆リゾート㈱ 貸店舗増改築工事 設計･監理 長泉町 S-2 443.62 S58

㈱沼津キャッスルホテル 沼津キャッスルホテル新築工事 設計･監理 沼津市 SRC-8 7,355.87 S58

㈱稲取観光ホテル 稲取観光ホテル増改築工事 設計･監理 東伊豆町 SRC-B1/10 8,788.43 S58

白井きよ子 貸店舗・事務所及住宅新築工事 設計･監理 函南町 RC-3 544.29 S57

原晴之 店舗併用住宅新築工事 設計･監理 沼津市 RC-3 417.51 S57



御　下　命　先 工  事　名　称 業務内容 建設場所 建物概要 面積(㎡) 完 成 年

商業・宿泊

㈱八百半デパート 店舗増築工事 設計･監理 函南町 S-1 338.89 S57

光和産業㈱ 店舗増築工事 設計･監理 裾野市 S-2 976.00 S57

㈱八百半デパート 修善寺店新築工事 設計･監理 修善寺町 RC-4 4,773.51 S57

長川智 ポニー青木店新築工事 設計･監理 三島市 S-1 249.00 S57

㈱八百半デパート 細江店改修工事 設計･監理 細江町 S-1 2,989.22 S56

原晴之 吉田屋新築工事 設計･監理 三島市 RC-3 417.00 S56

㈱佐乃春 静岡ｷｬｯｽﾙﾎﾃﾙ佐乃春新築工事 設計･監理 静岡市 RC-10 5,843.70 S56

塩田和正 店舗増築工事 設計･監理 沼津市 S-1 722.84 S55

飯塚光男 店舗併用住宅新築工事 設計･監理 裾野市 S-3 641.24 S55

駿東家具工業㈱ 店舗及倉庫住宅新築工事 設計･監理 裾野市 S-2 1,182.00 S55

高橋美枝 うらしま茶屋新築工事 設計･監理 三島市 RC-2 340.97 S55

はまのゆ ホテルニュー浜の湯新築工事 設計･監理 東伊豆町 RC-8 2,503.11 S52

水谷米寿 店舗及び事務所新築工事 設計･監理 三島市 RC-3 426.05 S51

(有)杉山商事 店舗新築工事 設計･監理 函南町 S-2 1,469.03 S51

真田与作 ホテル新築工事 設計･監理 沼津市 S-2 1,565.62 S51

旅館和合 旅館新築工事 設計･監理 浜松市 RC-2 1,342.26 S51

レ・クラウン ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞｱｰﾁｪﾘｰﾚﾝｼﾞ新築工事 設計･監理 清水町 W-1 378.88 S50

戸田城 旅館新築工事 設計･監理 戸田村 S-4 980.00 S50

ホテル一望閣 ホテル一望閣新築工事 設計･監理 東伊豆町 S-2 1,299.24 S50

佐野義夫 三島屋スポーツ店新築工事 設計･監理 三島市 S-3 331.04 S49

杉山総業㈱ 焼津スターボウル新築工事 設計･監理 焼津市 S-1 2,179.05 S49

㈲東京興業 旅館新築工事 設計･監理 静岡市 S-4 1,742.29 S49

㈱ひしや三島ﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 三島プラザホテル新築工事 設計･監理 三島市 RC-6 4,109.52 S49

藤田観光㈱ 箱根小桶園ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰ増築工事 設計･監理 箱根町 RC-2 1,152.00 S48

杉山総業㈱ 長泉スターボウル新築工事 設計･監理 長泉町 S-1 1,961.93 S48

杉山総業㈱ 焼津スターパチンコ新築工事 設計･監理 焼津市 S-2 523.80 S48

田中ボウル ボウリング場新築工事 設計･監理 静岡市 S-1 4,438.80 S48

有東坂ボウル ボウリング場新築工事 設計･監理 清水市 S-1 2,046.00 S48

シャトウボウル ボウリング場新築工事 設計･監理 清水市 S-3 4,371.15 S47

(有)吉川産業 いわなみボウル新築工事 設計･監理 裾野市 S-2 2,994.57 S46

杉山総業㈱ 三島スターボウル及新築工事 設計･監理 清水町 RC･S-2 2,256.99 S46

関野種雄 店舗併用住宅新築工事 設計･監理 三島市 S-2 408.24 S46

太田政徳 店舗新築工事 設計･監理 沼津市 CB-2 465.75 S46

角田無線電気㈱ 店舗併用住宅新築工事 設計･監理 沼津市 RC-3 363.41 S46

㈱栗田家具センター 店舗新築工事 設計･監理 清水町 S-3 2,065.50 S46

㈱ハタノボウル ボウリング場新築工事 設計･監理 秦野市 RC･S-2 2,719.00 S46

朝日産業㈱ グランドボウル新築工事 設計･監理 沼津市 S-3 4,060.80 S46

藤田観光㈱ ボウリング場新築工事 設計･監理 箱根町 RC･S-2 2,160.00 S46

杉山総業㈱ 長泉スターパチンコ増築工事 設計･監理 長泉町 S-2 339.58 S46

㈱稲取観光ホテル 稲取観光ホテル新築工事 設計･監理 東伊豆町 RC-7 2,099.46 S46

沼津駐車ビル ボウリング場新築工事 設計･監理 沼津市 S-4 9,247.00 S45

伊東軽車両工業所 店舗・事務所新築工事 設計･監理 三島市 S-3 524.08 S45

熱海高原観光㈱ ﾛｰﾌﾟｳｪｲ駅売店、事務所新築工事 設計･監理 熱海市 RC-2 349.50 S45



御　下　命　先 工  事　名　称 業務内容 建設場所 建物概要 面積(㎡) 完 成 年

商業・宿泊

㈱駿河ボウル ボウリング場新築工事 設計･監理 清水町 RC･S-2 4,277.31 S45



御　下　命　先 工  事　名　称 業務内容 建設場所 建物概要 面積(㎡) 完 成 年

㈲永建 板垣邸　新築工事 設計･監理 長泉町 W-1 92.74 R3.6

焼津市病院事業管理者
令和元年度　焼津市新医師宿舎等建設設計業務委託
(債務負担行為）

設計 焼津市 RC-3 1,300.00 R3.3

㈲永建 土屋邸　新築工事 設計･監理 長泉町 W-1 97.71 R3.1

㈲永建 三田邸　新築工事 設計･監理 長泉町 W-2 107.00 R2.12

㈲永建 半田邸離れ　新築工事 設計･監理 裾野市 W-2 111.00 R2.12

㈲永建 永田邸　新築工事 設計･監理 裾野市 W-2 114.00 R2.10

大場建設㈱ (仮称)小田原市栄町共同住宅新築工事 設計 神奈川県 RC-5 689.30 R2.9

㈲永建 遠藤邸　新築工事 設計･監理 御殿場市 W-2 99.38 R2.5

㈲永建 山本邸　新築工事 設計･監理 伊豆の国市 W-2 109.30 R2.4

㈱東急設計コンサルタント 沼津市大岡計画（分譲ﾏﾝｼｮﾝ）工事 設計・監理 沼津市 RC-7 6,500.00 R2.3

㈱東急設計コンサルタント
(仮称)静鉄分譲マンション　三島南町計画新築工事
実施設計業務委託

設計 三島市 RC-8 10,000.00 R2.1

㈲永建 木村邸　離れ　新築工事 設計･監理 伊豆市 W-2 119.25 R1.10

㈲永建 明神艦邸　新築工事 設計･監理 三島市 W-2 137.62 R1.8

㈲永建 和田邸　新築工事 設計･監理 御殿場市 W-2 127.12 R1.6

㈲永建 宮地邸　新築工事 設計･監理 御殿場市 W-2 102.48 R1.5

㈱岡田ファシリティ 目黒区中根2丁目マンション　新築工事 設計・監理 東京都 RC-2 395.71 H31.3

㈲永建 加藤邸　新築工事 設計･監理 御殿場市 W-2 119.65 H31.3

㈲永建 市野邸　新築工事 設計･監理 長泉町 W-2 145.33 H30.9

㈲永建 伊藤邸　新築工事 設計･監理 裾野市 W-2 120.90 H30.8

㈲永建 髙坂邸　新築工事 設計･監理 三島市 RC-3 165.00 H30.6

水口勇 水口邸　車庫新築工事 設計･監理 三島市
追加工事
(車庫）

Ｈ30.5

㈲永建 市野邸　新築工事 設計･監理 長泉町 W-2 67.90 Ｈ30.4

中村建設㈱ (仮称)エコワーク相模原寮改修工事 設計 神奈川県 RC 844.00 H30.3

㈲永建 山本邸新築工事 設計･監理 三島市 W-2 106.82 H29.12

堀池眞臣 堀池邸新築工事 設計･監理 三島市 W-2 130.00 H29.11

水口勇 水口邸新築工事 設計･監理 三島市 W-2 290.66 H29.11

渡辺恭平 渡辺邸新築工事 設計･監理 小山町 W-2 140.00 H29.7

(公社）地域医療振興協会 伊東市民病院職員住宅新築工事 設計・監理 伊東市 RC-3 1,279.84 H29.2

㈲永建 味村邸新築工事 設計･監理 裾野市 W-2 114.28 H28.12

伊倉義久 伊倉邸新築工事 設計･監理 清水町 W-2 199.95 H28.12

ヨシコン㈱ (仮称)清水区本郷町分譲ﾏﾝｼｮﾝ新築工事 設計 静岡市清水区 RC-10 5,260.08 H28.10

㈲永建 中川邸新築工事 設計･監理 裾野市 W-2 104.76 H28.9

㈲永建 山田邸新築工事 設計･監理 裾野市 W-2 102.69 H28.9

㈲永建 塚本邸新築工事 設計･監理 三島市 W-2 81.14 H28.8

㈲永建 岩田邸新築工事 設計･監理 御殿場市 W-2 111.57 H28.8

㈲永建 長田邸新築工事 設計･監理 裾野市 W-2 104.34 H28.6

㈲永建 三浦邸新築工事 設計･監理 裾野市 W-2 103.70 H28.5

㈲永建 石塚邸新築工事 設計･監理 裾野市 W-2 101.04 H28.1

㈲永建 田村邸新築工事 設計･監理 裾野市 W-2 102.98 H27.12

㈲永建 平井邸新築工事 設計･監理 裾野市 W-2 99.37 H27.11

㈲永建 服部邸新築工事 設計･監理 裾野市 W-2 99.88 H27.9

野尻泰造 静岡両替町共同住宅新築工事 設計・監理 静岡市葵区 RC-7 1,296.97 H27.6

小沢正巳 小沢邸新築工事 設計･監理 三島市 W-2 137.19 H27.2

住宅・寄宿舎



御　下　命　先 工  事　名　称 業務内容 建設場所 建物概要 面積(㎡) 完 成 年

住宅・寄宿舎

新間祐一郎 新間邸新築工事 設計･監理 裾野市 W-2 110.78 H26.9

㈲永建 長谷川邸新築工事 設計･監理 御殿場市 W-2 121.32 H25.4

遠藤武子 (仮称)遠藤マンション 設計・監理 清水町 S-4 555.84 H25

佐々木　智 佐々木邸新築工事 設計･監理 裾野市 W-2 30.00 H24.11

森山俊一 森山邸新築工事 設計･監理 御殿場市 W-2 H24.10

遠藤光男・遠藤光治 遠藤邸新築工事 設計･監理 裾野市 W-2 129.18 H24.1

高橋光代・秀子 高橋邸新築工事 設計･監理 裾野市 W-2 121.00 H22.10

植松行男 植松邸新築工事 設計･監理 裾野市 W-2 179.69 H22.8

㈲永建 土屋邸新築工事 設計･監理 御殿場市 W-2 96.88 H21.3

㈲増島建工 (仮称)内野マンション 設計・監理 函南町 S-4 1,049.84 H21.2

㈲増島建工 (仮称)増島ハイツ改築工事 設計・監理 函南町 S-3 530.00 H20.6

勝野久道 勝野久道邸新築工事 設計･監理 清水町 W-2 195.42 H19.10

杉本工務店 鷹觜邸新築工事 設計･監理 裾野市 W-1 70.80 H19.7

静岡市 安倍口団地第14･16号棟全面改修工事 設計 静岡市 RC-5 1,830/1,674 H19.3

芹澤良一 芹澤邸新築工事 設計･監理 長泉町 W-2 235.24 H19.2

山本吉則 山本邸新築工事 設計･監理 伊東市 W-2 203.30 H18.12

大場建設㈱ グランドハイツ韮山新築工事 設計・監理 伊豆の国市 RC-3 1,256.44 H18.10

川口亨 川口邸新築工事 設計･監理 御殿場市 W-2 135.08 H18.9

静鉄建設㈱ メゾン・グランツ八幡 新築工事 設計・監理 静岡市 RC-14 2,568.00 H18.8

静岡土木事務所 古瀬名団地Ｋ３棟全面的改修工事 設計 静岡市
RC-4
S-1

1,328.00 H18.3

野田直樹・野田秀子 野田靴店店舗兼住宅新築工事 設計･監理 伊東市 S-3 235.55 H18

藤枝由紀子 藤枝邸新築工事 設計･監理 裾野市 W-2 111.00 H17.7

財)雇用促進協会 竜洋宿舎外部手摺取替その他工事 設計・監理 竜洋町 RC-5 2棟 3,622.00 H17

中部地方整備局 Ｈ１６岡本宿舎設計業務 設計 岐阜県高山市 RC-3 231.00 H17

水口嘉作 水口邸新築工事 設計･監理 長泉町 W-2 183.00 H16.12

静岡土木事務所 安倍口団地8号棟全面改善工事 設計 静岡市 RC-5 1,430.00 H16.1

財)雇用促進協会 惣右ヱ門宿舎給水設備改修その他工事 設計・監理 焼津市 RC-5　4棟
1811×2
1580×2

H16

山本昭男・山本悦子 山本輪店併用住宅新築工事 設計･監理 伊東市 S-3 137.00 H16

井坂宣行 井坂マンション新築工事 構造計算 三島市 S-3 564.00 H15.1

夏目虎二 夏目マンション新築工事 構造計算 豊川市 RC-4 394.00 H15.1

財)雇用促進協会 惣右ヱ門宿舎外壁改修工事 設計･監理 焼津市 RC-5  2棟 3,170.00 H15

中小企業金融公庫 静岡支店職員住宅新築工事 設計･監理 静岡市 RC-2 410.00 H15

馬淵建設㈱ ｱｸｼｽｺｰﾄ三島中央マンション新築工事 設計･監理 三島市 RC-B1/12 7,979.00 H15

坂東廣一 坂東邸新築工事 設計･監理 三島市 W-2 161.00 H15

山田篤志 山田邸新築工事 設計･監理 伊東市 W-2 118.00 H15

関野義春 関野マンション新築工事 構造計算 三島市 RC-4 1,253.00 H14.10

前田敏郎 前田マンション新築工事 構造計算 裾野市 RC-2 429.00 H14.10

飯塚薫 飯塚マンション新築工事 構造計算 三島市 S-2 564.00 H14.10

二ノ宮貴之 二ノ宮邸新築工事 設計･監理 裾野市 W-2 191.00 H14.6

高村豊 ロイヤルプラザゆたか弐番館 設計･監理 三島市 S-2 558.00 H14.2

三島市 三島市公営住宅谷田住宅建設 構造計算 三島市 RC-3 1,674.00 H14

高村昌隆 高村マンション新築工事 設計･監理 三島市 RC-4  2棟 1,099.00 H14

松村喜代美 松村邸新築工事 設計･監理 伊東市 S-3 104.23 H14
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石井敏彦 石井マンション新築工事 設計･監理 三島市 RC-3 315.00 H13

溝田静江 溝田マンション新築工事 設計･監理 三島市 RC-4 706.00 H13

大木弘行 大木マンション新築工事 設計･監理 清水町 RC-6 1,059.00 H13

関本照文 関本マンション新築工事 設計･監理 清水町 RC-4 1,007.00 H13

加藤富久 加藤マンション新築工事 設計･監理 三島市 RC-5  5棟 1,346.00 H13

飯田俊雄 飯田マンション新築工事 設計･監理 清水町 RC-5　2棟 860.00 H13

静岡県 県営住宅再生ﾓﾃﾞﾙ計画・実施設計 設計
静岡県内

(ﾓﾃﾞﾙ4棟×4ﾀｲﾌﾟ)
9,000.00 H13

三枝新吾 三枝住宅新築工事 設計･監理 三島市 W-2　6棟 527.00 H13

田代公一 田代邸新築工事 設計･監理 御殿場市 W-2 245.00 H13

渡辺武彦 渡辺マンション新築工事 設計･監理 裾野市 RC-2  3棟 431.00 H12.12

鈴木信好 ツリーベル富士宮新築工事 設計･監理 富士宮市 RC-5 1,345.00 H12

藤井みつえ クリスタルハイツ新築工事 設計･監理 賀茂村 W-3 310.00 H12

㈱徳倉建設 関本マンション新築工事 設計･監理 清水町 RC-5 1,593.75 H12

飯塚薫 飯塚マンションⅡ新築工事 設計･監理 三島市 S-2 638.96 H12

高梨富雄 高梨マンション新築工事 設計･監理 裾野市 RC-4 614.99 H12

関本文彦 ロイヤルマンション柿田 設計･監理 清水町 RC-4 1,007.56 H12

水口嘉作 水口マンション新築工事 設計･監理 三島市 RC-4 1,065.00 H12

日吉長吾 グランフォーレ日吉新築工事 設計･監理 長泉町 S-2 464.39 H12

滝口昭子 ザ・ロイヤル2000新築工事 設計･監理 裾野市 S-3 479.56 H12

近藤潔 ロイヤルコンフォート大宮新築工事 設計･監理 裾野市 RC-3 1,055.88 H12

青木徹 青木邸新築工事 設計･監理 沼津市 RC-2 152.00 H12

伊久美 和子 伊久美邸新築工事 設計･監理 藤枝市 W-2 139.37 H12

河田昌文 河田邸新築工事 設計･監理 裾野市 W-2 130.58 H12

小泉洋司 小泉邸新築工事 設計･監理 沼津市 RC-2 209.00 H12

大越竜美・京子 大越邸新築工事 設計･監理 千葉県 RC-2 300.00 H12

鈴木信好 鈴木マンション新築工事 設計･監理 三島市 RC-3 946.93 H11

錦鋒股 苗栗ニュータウン第一期工事 設計 台湾国 RC-3   26棟 25,360.00 H11

飯塚薫 ロイヤルプラザ飯塚新築工事 設計･監理 裾野市 RC-5 1,489.42 H11

市川常雄 ロイヤルプラザ市川新築工事 設計･監理 裾野市 RC-4 1,253.82 H11

高梨富雄 ロイヤルテラス高梨新築工事 設計･監理 裾野市 RC-2 524.88 H11

杉山常義 ロイヤルパレス杉山新築工事 設計･監理 裾野市 S-2 555.76 H11

遠藤政男 ロイヤルプレス８８新築工事 設計･監理 三島市 RC-3 419.40 H11

高田幸子 ロイヤルテラス高田新築工事 設計･監理 三島市 RC-3 686.50 H11

高遠光夫 ロイヤルヒルズ春の木新築工事 設計･監理 沼津市 S-2 518.00 H11

辻川喜久雄 ザ・ロイヤル新築工事 設計･監理 御殿場市 S-3 341.64 H11

高村昌隆 オービラージュ新築工事 設計･監理 三島市 RC-3 971.54 H11

山田幹雄 ロイヤルヒルズ561新築工事 設計･監理 三島市 RC-3 855.51 H11

㈱藤田不動産 徳倉分譲住宅新築工事 設計･監理 三島市
RC・W-2

3棟
228.00 H11

静岡県 与一警察官待機宿舎建設工事 設計 静岡市 RC-4 1,418.19 H10

静岡県住宅供給公社 三島地区教職員住宅建築工事 設計･監理 三島市 RC-8 5,480.91 H10

網野益枝 ロイヤルプラザアミノ新築工事 設計･監理 沼津市 S-2 259.23 H10

小松富子 サンロイヤル１８新築工事 設計･監理 三島市 RC-3 661.15 H10

高田信二 ロイヤルリションロード新築工事 設計･監理 三島市 RC-3 606.66 H10
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山梨巌夫 ロイヤルキャビン新築工事 設計･監理 三島市 RC-3 582.41 H10

丸山裕美 ロイヤルサタージュ新築工事 設計･監理 沼津市 RC-3 547.09 H10

高村豊 ロイヤルプラザゆたか新築工事 設計･監理 三島市 S-3 453.02 H10

岩崎昇 ロイヤルパレス湯川新築工事 設計･監理 清水町 S-3 377.45 H10

安藤眞義 安藤マンション新築工事 設計･監理 三島市 RC-3 983.45 H10

平澤嘉一 ロイヤルパレス平澤新築工事 設計･監理 沼津市 S-3 383.00 H10

㈱池田都市開発 岩崎邸新築工事 設計･監理 三島市 W-2 127.00 H10

佐藤義雄 ロイヤルヒルズ加茂 設計･監理 三島市 RC-2  2棟 383.96 H9

井坂浅男 ロイヤルコート徳倉新築工事 設計･監理 三島市 RC-3 903.00 H9

内田忠義 ロイヤルヒルズ門池新築工事 設計･監理 沼津市 RC-3 642.68 H9

小澤久子 ロイヤルプラザ小澤新築工事 設計･監理 長泉町 RC-3 435.50 H9

土屋弥介 ロイヤルヒルズ弐番館新築工事 設計･監理 長泉町 RC-3 476.00 H9

渡辺勝子 ロイヤルヒルズ渡辺新築工事 設計･監理 沼津市 RC-3 996.56 H9

山梨巌夫 ロイヤルプラザ南二日町新築工事 設計･監理 三島市 RC-3 737.34 H9

小野勝敏 ロイヤルパレス大岡新築工事 設計･監理 沼津市 RC-3 741.16 H9

勝俣隆治 ロイヤルクレスト新築工事 設計･監理 裾野市 RC-3 756.09 H9

加藤政三 ロイヤルプラザ加藤新築工事 設計･監理 長泉町 RC-3 480.72 H9

杉本正明 パークサイドレオ新築工事 設計･監理 三島市 RC-6 818.81 H9

山口廣昭 ロイヤルテラス加茂(Ｃ棟)新築工事 設計･監理 三島市 RC-2 107.76 H9

江藤登 ロイヤルコート江藤新築工事 設計･監理 沼津市 RC-3 627.85 H9

秋山金良 ロイヤルプラザ上土狩新築工事 設計･監理 長泉町 RC-3 743.09 H9

白砂茂夫 ロイヤルプラザ納米里新築工事 設計･監理 長泉町 RC-3 658.52 H9

土屋彌介 ロイヤルコートつちや新築工事 設計･監理 裾野市 RC-3 596.22 H9

小澤愛子 小澤マンション新築工事 設計･監理 裾野市 RC-3 302.30 H9

久保田豊 ロイヤルコート伏見新築工事 設計･監理 清水町 RC-3 735.06 H9

高田ひろ ロイヤルプラザ高田新築工事 設計･監理 三島市 RC-3 688.24 H9

山口廣昭 ロイヤルプラザ加茂新築工事 設計･監理 三島市 RC-2 946.00 H9

渡辺三春 ロイヤルプラザ大岡新築工事 設計･監理 沼津市 RC-3 989.00 H9

土屋千歳 ロイヤルヒルズ土屋新築工事 設計･監理 長泉町 RC-3 611.84 H9

岩田ちゑ子 ロイヤルプラザ徳倉新築工事 設計･監理 三島市 RC-3 738.78 H9

岩田日出男 ロイヤルプラザ岩田新築工事 設計･監理 三島市 RC-3 574.00 H9

高山陽子 サンローレル新築工事 設計･監理 三島市 RC-3 590.66 H9

静岡県 公営愛鷹西団地建築工事 設計 沼津市 RC-3 936.24 H9

田崎利男 田崎邸新築工事 設計･監理 長泉町 W-2 261.67 H9

山本茂 山本邸新築工事 設計･監理 長泉町 W-2 133.00 H9

板屋真也 板屋邸新築工事 設計 沼津市 W-2 111.00 H9

中村哲雄 中村邸増築工事 設計 三島市 W-2 363.00 H9

米山登代夫 米山マンションＡ・Ｂ棟新築工事 設計･監理 長泉町 S-3 763.50 H8

杉山武士 長泉杉山マンション新築工事 設計･監理 長泉町 RC-3 740.68 H8

杉山やす子 長岡杉山マンション新築工事 設計･監理 伊豆長岡町 RC-3 738.00 H8

雇用促進事業団 南沼上宿舎(第2期)狭隘改修工事 設計･監理 静岡市 RC-4 1,238.20 H8

富士市 峰ケ丘団地立替工事 設計 富士市 RC-3 1,942.58 H8

雇用促進事業団 江西宿舎(第2期)狭隘改修工事 設計･監理 浜松市 RC-4 1,525.24 H8
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土屋近蔵 土屋マンション新築工事 設計･監理 函南町 RC-4 1,121.90 H8

久保田佐内 久保田マンション新築工事 設計･監理 伊豆長岡町 RC-3 495.94 H8

下田市 大沢公営住宅新築工事 設計･監理 下田市 RC-3～4 2,471.07 H8

後藤等 ロイヤルプラザ後藤新築工事 設計･監理 清水町 RC-3 596.94 H8

勝又秀樹 勝又邸新築工事 設計･監理 裾野市 W-2 152.46 H8

永野利助 永野邸新築工事 設計･監理 三島市 W-2 155.54 H8

高木克典 高木邸新築工事 設計･監理 静岡市 W-2 164.00 H8

渡辺興作 渡辺マンション新築工事 設計･監理 長泉町 RC-3 914.76 H7

ヤオハン開発㈱ ロイヤルマンション函南新築工事 設計･監理 函南町 RC-6 3,312.28 H7

㈱サンケイ技建 船橋マンション新築工事（分譲） 設計･監理 船橋市 RC-7 6,683.24 H7

木村仁 木村邸新築工事 設計･監理 湯河原町 S-3 260.43 H7

近藤邦博 近藤邸新築工事 設計･監理 静岡市 W-2 108.79 H7

泉水武芳 泉水邸新築工事 設計･監理 静岡市 W-2 117.58 H7

㈱池田都市開発 小宮邸新築工事 設計･監理 函南町 W-2 132.00 H7

雇用促進事業団 南沼上宿舎(第1期)狭隘改修工事 設計･監理 静岡市 RC-4 1,238.00 H6

荒尾初雄 荒尾邸新築工事 設計･監理 静岡市 W-2 110.16 H6

泉水武明 泉水邸新築工事 設計･監理 静岡市 W-2 137.14 H6

三村勲 三村邸新築工事 設計･監理 裾野市 W-2 164.52 H6

斉藤栄一 斉藤邸新築工事 設計･監理 裾野市 W-2 160.34 H6

㈱池田都市開発 杉本邸新築工事 設計･監理 三島市 RC-2 349.92 H6

㈱徳倉建設 鈴木邸新築工事 設計･監理 長泉町 W-2 260.66 H6

吉川泰雄 吉川邸新築工事 設計･監理 三島市 W-2 192.12 H6

㈱徳倉建設 松澤邸新築工事 設計･監理 三島市 W-2 169.01 H6

佐藤浩 佐藤邸新築工事 設計･監理 三島市 W-2 132.00 H6

㈱池田都市開発 金井邸新築工事 設計･監理 函南町 W-2 197.07 H6

㈱池田都市開発 鹿野邸新築工事 設計･監理 清水町 W-2 116.00 H6

㈱池田都市開発 土屋邸新築工事 設計･監理 函南町 W-2 114.00 H6

宮口茂樹 宮口邸新築工事 設計･監理 沼津市 RC-3 437.08 H6

西島保 西島邸新築工事 設計･監理 裾野市 W-2 219.40 H6

㈱熊谷組 伊東マンション新築工事 構造設計 伊東市 RC-3 500.00 H5

(有)イーティー興業 ＥＴハイツ新築工事 設計･監理 伊豆長岡町 S-4 1,259.58 H5

㈱稲取観光ホテル 従業員宿舎新築工事 設計･監理 東伊豆町 RC-3 755.07 H5

溝田梅子 溝田マンション新築工事 設計･監理 三島市 S-2 849.00 H5

㈱池田都市開発 ヤオハン中伊豆社員寮新築工事 設計･監理 中伊豆町 S-2 213.00 H5

小原実 小原邸新築工事 設計･監理 伊豆長岡町 RC-2 217.21 H5

板倉猷雄 板倉邸新築工事 設計･監理 藤枝市 W-2 176.00 H5

中村好吉 中村邸新築工事 設計･監理 函南町 S-3 177.00 H5

神農裕 神農邸新築工事 設計･監理 伊豆長岡町 S-2 192.37 H5

塚原清和 塚原邸新築工事 設計･監理 三島市 W-2 92.00 H5

小池博正 小池邸新築工事 設計･監理 三島市 W-2 133.00 H5

飯塚俊和 飯塚寮新築工事 設計･監理 裾野市 S-3 444.54 H4

㈱市浦都市開発建築コンサルタ
ンツ

長泉町営尾尻住宅新築工事 設計 長泉町 RC-3､4 4,760.00 H4

㈱池田都市開発
ロイヤルマンション伊豆長岡
新築工事(第2期分譲)

設計･監理 伊豆長岡町 SRC-B1/12 7,361.92 H4



御　下　命　先 工  事　名　称 業務内容 建設場所 建物概要 面積(㎡) 完 成 年

住宅・寄宿舎

㈲三真 アーバンハイム鈴木新築工事 設計･監理 沼津市 S-4 1,145.91 H4

㈱熊谷組 ロワジール佐島新築工事(分譲) 設計 横須賀市 SRC-6 2,264.22 H4

佐藤由蔵 佐藤邸新築工事 設計･監理 御殿場市 W-2 111.00 H4

大沼義久 大沼邸新築工事 設計･監理 長泉町 W-2 223.00 H4

長泉町 上水道第一浄水場管理人住宅 設計･監理 長泉町 W･S-2 190.00 H4

高田博美 高田邸新築工事 設計･監理 三島市 W-2 150.42 H4

澤田健次 澤田邸新築工事 設計･監理 焼津市 W-2 127.25 H4

松本一征 松本邸新築工事 設計 大井川町 W-2 98.00 H4

伊久美友男 伊久美邸新築工事 設計･監理 藤枝市 W-2 141.50 H4

杉山鉦次 杉山邸新築工事 設計･監理 長泉町 W-1 56.00 H4

中野一雄 中野アパート新築工事 設計･監理 函南町 S-3 684.48 H3

鹿島建設㈱ 共同住宅新築工事 設計･監理 沼津市 RC-4 1,341.87 H3

㈱熊谷組 南鴨宮グランドコート新築工事(分譲) 設計 小田原市 RC-4 1,384.36 H3

梅原邑子 店舗及共同住宅新築工事 設計･監理 伊豆長岡町 S-3 346.14 H3

㈱静岡鉄工所 寄宿舎新築工事 設計･監理 静岡市 RC-3 869.89 H3

雇用促進事業団 江西宿舎第1期狭隘改修工事 設計･監理 浜松市 RC-4 1,525.24 H3

雇用促進事業団 大東中宿舎新築工事 設計･監理 大東町 RC-5 3,932.67 H3

飯塚忠夫 飯塚邸新築工事 設計･監理 三島市 W-2 165.00 H3

仲田良信 仲田邸新築工事 設計 清水町 S-2 160.00 H3

山口幸雄 山口邸新築工事 設計 三島市 W-2 96.00 H3

伊久美太助 伊久美邸新築工事 設計･監理 静岡市 W-2 116.60 H3

㈱徳倉建設 佐野分譲住宅建設工事 設計･監理 三島市 W-2  4棟 506.00 H3

広田力 山本・諸星邸新築工事 設計･監理 長泉町 W-2 278.28 H3

大崎真一 大崎邸事務所併用住宅新築工事 設計･監理 沼津市 W･S-2 257.00 H3

山浦康雄 山浦邸新築工事 設計･監理 焼津市 W-2 243.16 H3

溝田利信 梅名マンション新築工事 設計･監理 三島市 RC-3 988.24 H2

㈱徳倉建設 八木マンション新築工事 設計･監理 裾野市 RC-4 1,476.00 H2

今井徳明 今井邸新築工事 設計･監理 函南町 W-1 174.00 H2

日谷智樹 日谷邸新築工事 設計 裾野市 W-2 114.00 H2

稲葉菊俊 稲葉邸新築工事 設計 三島市 W-2 111.00 H2

㈱池田都市開発
ロイヤルマンション伊豆長岡
新築工事(第1期分譲)

設計･監理 伊豆長岡町 SRC-B1/12 7,898.00 H1

静岡県 県営徳倉団地建設工事 設計 清水町 RC-3～6 8,850.18 H1

富士市 公営二子団地建替工事 設計 富士市 RC-4  7棟 7,498.10 H1

殿村元二郎 殿村邸新築工事 設計･監理 藤枝市 W-2 219.89 H1

渡辺淳一 渡辺邸新築工事 設計･監理 長泉町 W-2 191.55 H1

㈱池田都市開発 ロイヤルマンション黄瀬川新築工事 設計･監理 長泉町 RC-3 1,569.74 S63

渡辺与作 ロイヤルパレス渡辺新築工事 設計･監理 長泉町 RC-3 756.04 S63

中村一雄 共同住宅新築工事 設計･監理 函南町 S-1 684.00 S63

中小企業金融公庫 静岡支店職員住宅新築工事 設計･監理 静岡市 RC-3 987.41 S63

山下正泰 ヤマシタマンション新築工事(分譲) 設計･監理 沼津市
SRC-4
RC-2

1,200
　　　664

S63

市川昌夫 市川邸新築工事 設計･監理 裾野市 W-2 413.82 S63

藤田圭介 藤田邸新築工事 設計･監理 沼津市 RC-3 356.73 S63

山本寛美 熱川大和館従業員宿舎新築工事 設計･監理 土肥町
RC-3～4 2

棟
590.61 S62



御　下　命　先 工  事　名　称 業務内容 建設場所 建物概要 面積(㎡) 完 成 年

住宅・寄宿舎

山本寛美 熱川大和館従業員世帯者宿舎新築工事 設計･監理 土肥町 RC-3 910.80 S62

㈱池田都市開発 ロイヤルマンション香貫新築工事(分譲) 設計･監理 沼津市 RC-5 3,968.21 S62

荒井直利 店舗及共同住宅新築工事 設計･監理 函南町 S-3 622.00 S62

雇用促進事業団 外原宿舎模様替工事 設計 清水町 RC-3 1,802.45 S62

長谷川泰 長谷川邸新築工事 設計･監理 韮山町 W/S-2 96.00 S62

小林千治 小林邸新築工事 設計 沼津市 W-2 113.00 S62

中村好吉 中村邸新築工事 設計･監理 函南町 S/W-1 85.00 S62

青野隆行 青野邸新築工事 設計 静岡市 W-2 131.23 S62

芹沢哲哉 芹沢邸新築工事 設計･監理 裾野市 W-1 246.34 S62

芹沢哲夫 芹沢邸新築工事 設計･監理 三島市 W-2 267.19 S62

長沢きん 共同住宅新築工事 設計･監理 三島市 S-3 313.50 S61

山本賢 旅館及び住宅新築工事 設計･監理 賀茂村 W-2 327.00 S61

岩崎総 岩崎邸新築工事 設計･監理 三島市 W-2 170.91 S61

磯部雅美 磯部邸新築工事 設計･監理 静岡市 W-2 119.27 S61

室伏四郎 店舗併用住宅新築工事 設計･監理 三島市 W-2 170.91 S61

法月正光 法月邸増築工事 設計･監理 焼津市 S-2 166.00 S61

井出和一 店舗及共同住宅新築工事 設計･監理 三島市 RC-3 479.56 S60

㈲杉山商事 マンション新築工事 設計･監理 三島市 S-3 411.24 S60

㈲柏商事 佐藤マンション新築工事 設計･監理 三島市 RC-3 519.75 S60

井出勝美 店舗及共同住宅新築工事 設計･監理 三島市 RC-3 467.50 S60

諏訪部春夫 諏訪部邸新築工事 設計･監理 長泉町 W/S-2 105.00 S60

安沢国夫 安沢邸新築工事 設計･監理 三島市 W-2 101.00 S60

小竹満 小竹邸新築工事 設計･監理 沼津市 W-2 115.00 S60

和田晃昌 和田邸新築工事 設計･監理 裾野市 W-1 645.89 S60

土佐谷栄一 土佐谷邸新築工事 設計･監理 三島市 S-2 208.26 S60

鍋田純枝 共同住宅新築工事 設計･監理 三島市 S-3 282.00 S59

皆川真広 皆川邸新築工事 設計･監理 長泉町 W-2 134.00 S59

五十嵐公夫 五十嵐邸新築工事 設計･監理 沼津市 RC-3 267.35 S59

溝口清 溝口邸新築工事 設計･監理 三島市 S-2 174.00 S59

中石授 貸店舗及住居新築工事 設計･監理 沼津市 RC-6 419.54 S59

三須忠信 三須邸新築工事 設計･監理 三島市 W-2 46.00 S59

渡辺公夫 渡辺邸新築工事 設計･監理 長泉町 W-2 110.00 S59

新井洋 新井邸新築工事 設計･監理 三島市 W-2 108.00 S59

鈴木政夫 鈴木邸新築工事 設計･監理 東伊豆町 W-1 230.00 S59

小林悦司 小林邸新築工事 設計･監理 函南町 W-2 108.00 S59

小林一雄 作業場及び住宅新築工事 設計･監理 御殿場市 S-2 140.00 S59

中部建工㈱ 社員寮新築工事 設計･監理 沼津市 S-2 132.00 S58

小澤雅巳 小澤ビル新築工事 設計･監理 静岡市 RC-4 400.57 S58

丸正報徳不動産 丸正ビル新築工事 設計･監理 静岡市 RC-5 680.19 S58

(合）はなぶさ旅館 社員寮新築工事 設計･監理 伊豆長岡町 S-3 880.07 S57

㈲杉利商事 共同住宅新築工事 設計･監理 函南町 S-3 349.92 S56

㈱佐乃春 メゾン･ドルフ新築工事(分譲) 設計･監理 静岡市 SRC-10 5,843.70 S56

岡田鋼機㈱ メゾン・ビクトリア新築工事(分譲) 設計･監理 静岡市 SRC-10 2,088.27 S55



御　下　命　先 工  事　名　称 業務内容 建設場所 建物概要 面積(㎡) 完 成 年

住宅・寄宿舎

三和フロスト㈱ 共同住宅新築工事 設計･監理 賀茂村 RC-5 989.60 S53

㈱稲取観光ホテル 寄宿舎新築工事 設計･監理 東伊豆町 RC-5 621.00 S53

㈱アマダ 寄宿舎新築工事 設計･監理 伊勢原市 S-3 802.08 S52

金指アパート 店舗及共同住宅新築工事 設計･監理 浜松市 RC-B1･4 737.28 S52

東日クッキング 共同住宅新築工事 設計･監理 長泉町 S-4 678.08 S51

竹村勇一 共同住宅新築工事 設計･監理 韮山町 S-2 317.52 S51

丸吉製紙㈱ 社員アパート新築工事 設計･監理 静岡市 S-3 431.71 S50

㈱稲取観光ホテル 社員アパート新築工事 設計･監理 東伊豆町 S-2 466.50 S50

山本博保 共同住宅新築工事 設計･監理 三島市 S-3 469.22 S49

㈱池田ビル グランドハイツ池田新築工事(分譲) 設計･監理 三島市 SRC-7 2,989.62 S49

(福祉法人)函翠会 成人寮新築工事 設計･監理 三島市 RC-2 572.67 S48

南伊豆町 仲木団地新築工事 設計･監理 南伊豆町 RC-3 734.90 S48



御　下　命　先 工  事　名　称 業務内容 建設場所 建物概要 面積(㎡) 完 成 年

宗教法人　世界真光文明教団 苗栗道場建設工事　基本設計、意図伝達業務委託 設計・監理 台湾国 RC-4 3,500.00 R3.3

臨済宗　建長寺派　東福寺 東福寺　改修工事 設計・監理 西伊豆町 W-1 154.00 R2.7

日本大学　国際関係学部
日本大学国際関係学部図書館書庫車庫耐震診断業
務

耐震診断 三島市 RC-7 1743.00 R2.4

沼津市 沼津工業高等専門学校　優峰寮 耐力度調査業務 耐力度調査 沼津市 調査 R2.3

下田市 令和元年度　旧樋村邸耐震診断業務委託（補強計画） 耐震診断 下田市 RC-3 266.30 R2.3

一般社団法人　静岡県建築士事
務所協会

令和元年度　西伊豆町既存建築物対津波診断（耐浪
調査）業務委託

耐浪調査 西伊豆町
庁舎RC-4 中央

公民館RC-4
1,957
1,442

R2.2

沼津工業高等専門学校 秀峰寮　耐力度調査業務 耐力度調査 沼津市 調査 R2.1

下田市 令和元年度　旧樋村邸耐震診断業務委託（耐震診断） 耐震診断 下田市 RC-3 260.00 R1.11

下田市 令和元年度　浜崎小学校屋内運動場耐力度調査業務 耐力度調査 下田市 S-1 553.00 R1.9

㈲マイホテル竜宮 ビジネスホテル駿府　耐震診断業務 耐震診断 静岡市 RC-5 910.30 R1.9

特種東海製紙㈱ 配送センター耐震診断 耐震診断 長泉町 Ｓ 計3,300 H30.10

静活株式会社 静岡銀座街耐震診断 耐震診断 静岡市葵区 W-2 306.19 H30.9

特種東海製紙(株) 11.12M工場耐震診断 耐震診断 長泉町 S･RC 計3,200 H30.8

沼津高等専門学校 運動場附属施設耐震診断 耐震診断 沼津市 運動場 Ｈ30.8

下田市 下田中学校耐力度調査業務 耐力度調査 下田市 RC-2 5,098 H30.7

西伊豆町 西伊豆町消防団第2分団詰所･防災拠点 設計・監理 西伊豆町 S-2 451.02 H29.3

一般社団法人静岡県建築士事
務所協会

NTT津波避難ビル耐浪調査 耐浪調査 下田市 RC-4 4836.00 H29.3

西伊豆町 西伊豆町消防団第3分団詰所建設工事 設計・監理 西伊豆町 S-2 220.80 H28.3

㈱ホロンアソシエイツ 静活ボウリングビル耐震補強計画 耐震診断 静岡市葵区 SRC-3/B1 7218.32 H28.2

裾野市 裾野市立富岡第一小学校17-1棟耐震補強計画 耐震診断 裾野市 RC-4 3165.90 H28.1

裾野市 裾野市立富岡中学校1-1棟耐震補強計画 耐震診断 裾野市 RC-3 2771.53 H28.1

裾野市 裾野市立深良中学校1-1,1-2棟耐震補強計画 耐震診断 裾野市 RC-3 3113.00 H28.1

西伊豆町 堂ヶ島瀬浜公園公衆トイレ改修工事 設計・監理 西伊豆町 W-1 33.60 H27.3

御殿場市 御殿場中学校渡り廊下耐震診断・耐震補強工事 耐震診断 御殿場市 RC-2/S-1 201/55 H26.11

特種東海製紙㈱ 三島工場工作機械工場耐震補強計画 耐震診断 長泉町 W-1 450.00 H26.6

㈱国際検査ｻｰﾋﾞｽ 浅羽揚水機場耐震診断 耐震診断 磐田市 揚水機場 H26.1

㈱国際検査ｻｰﾋﾞｽ 磐田原揚水機場耐震診断 耐震診断 磐田市 揚水機場 H26.1

西伊豆町 堂ヶ島地下売店耐震補強工事　実施設計監理 補強設計 西伊豆町 RC-1 413.60 H25.6

学校法人　順天堂
順天堂大学医学部附属静岡病院D棟E棟耐震補強設
計監理

補強設計 伊豆の国市 RC-4 約9,000 H25.3

御殿場市
御殿場中学校管理特別教室棟･技術科棟耐震診断耐
震補強計画

補強設計 御殿場市
S-1

RC-3
271

2,079
H25.2

医療法人社団　三友会 あけぼの病院耐震診断 耐震診断 東京都町田市 RC-4/B1 5584.00 H25

藤枝市 西部学校給食センター耐震補強工事設計業務 補強設計 藤枝市 S-1 237.00 H24.10

特種東海製紙㈱ 特種東海製紙㈱№4工作機械工場耐震診断 耐震診断 長泉町 S-1 499.00 H24.9

特種東海製紙㈱ 特種東海製紙㈱№23工作倉庫耐震診断 耐震診断 長泉町 S-2 133.00 H24.9

下田市 旧樋村邸耐震診断 耐震診断 下田市 RC-3 670.05 H24.3

社会福祉法人　栄和会 加茂保育園耐震補強実施設計監理 補強設計 三島市 RC-2 540.00 H24.3

藤枝市 桂島・入野集会所耐震診断 耐震診断 藤枝市 S-2 220/112 H24.1

焼津市
焼津市立和田中学校校舎耐震補強計画・実施設計 監
理

補強設計 焼津市 RC-4 3637.00 H23.12

宗教法人　善応院 善応院　庫裡新築工事 設計･監理 東伊豆町 W-2 330.00 H23.9

東海金属㈱ 既存建物耐震診断 耐震診断 清水町 SF-1 920/1,368 H23.7

社会福祉法人　あしたか太陽の
丘

サンライズ宮本耐震診断 耐震診断 沼津市 WRC-2 248/314 H22.12

東栄電機㈱ 東栄電機㈱三島本社第1工場耐震診断 耐震診断 三島市 工場 H22.11

東芝機械㈱ 東芝機械工場及びその他施設耐震診断 耐震診断 沼津市他 S-1,2 約80棟 H22.11

その他



御　下　命　先 工  事　名　称 業務内容 建設場所 建物概要 面積(㎡) 完 成 年

その他

藤枝市 広幡中学校特別校舎棟耐震補強工事実施設計 補強設計 藤枝市 S-1 288.00 H22.10

三島市 すぎなの園・さくら作業所耐震補強計画及び実施設計 補強設計 三島市 RC-2　2棟 計415 H22.1

国立駿河療養所 受変電設備棟更新築整備工事 設計 御殿場市 RC 190他 H22.8

西伊豆町 やまびこ荘耐震補強実施設計 補強設計 西伊豆町 W-2/S-2 740/256 H22.3

三島市 市立北中学校校舎棟耐震補強計画実施設計 補強設計 三島市 RC-3　3ヶ所 計3,506 H22.2

長泉町 町民体育館耐震補強及び改修工事 補強設計 長泉町 SRC-2 3820.37 H22.2

横浜防衛施設局 滝ヶ原外(18)建築現場技術業務 監理 小山町 RC-4　他 5205.00 H22

宝積寺 宝積寺本堂新築工事 設計･監理 伊豆の国市 W-1 254.77 H21.12

共立湊病院組合 共立湊病院病院棟耐震診断 耐震診断 南伊豆町 RC-5 3983.85 H21.12

藤枝市 広幡中学校特別校舎棟耐震補強計画作成業務 耐震診断 藤枝市 S-1 288.00 H21.10

西伊豆町 西伊豆町立賀茂中学校体育館耐震改修工事 耐震診断 西伊豆町 SRC-2 1321.19 H21.10

学校法人 聖心女子学院 不二聖心女子学院耐震改修 耐震診断 裾野市 RC-2 5棟 H21.9

南伊豆町
南伊豆町立南中小学校屋内運動場耐震改修工事監
理

耐震診断 南伊豆町 S-2 1263.50 H21.9

函南町 丹那幼稚園耐震改修工事 耐震診断 函南町 S-1 219.00 H21.9

ABB日本ベーレー(株) ABB日本ﾍﾞｰﾚｰ㈱第8期工事本館新館耐震補強 耐震診断 伊豆の国市 RC･S-3 10626.00 H21.7

西伊豆町 西伊豆町有施設耐震診断業務 耐震診断 西伊豆町 ３件 H21.3

西伊豆町 西伊豆町有施設耐震補強計画 耐震診断 西伊豆町 3棟 計1,410 H21.3

焼津市 焼津市立大富幼稚園園舎耐震補強計画 耐震診断 焼津市 幼稚園 H21.3

西伊豆町 西伊豆町有施設耐震診断業務 耐震診断 西伊豆町 5件 H21.3

御殿場市 御殿場市立玉穂第2保育園園舎耐震補強計画 耐震診断 御殿場市 RC-2 829.40 H21.2

藤枝市 藤枝中学校校舎北棟耐震補強工事 耐震診断 藤枝市 RC-3 計3,840 H21.2

西伊豆町 西伊豆町立賀茂中学校体育館耐震補強 耐震診断 西伊豆町 RC-2 1244.00 H21.2

大場建設㈱ 長泉ﾊﾟｰｶﾗｲｼﾞﾝｸﾞ㈱第1工場耐震診断 耐震診断 長泉町 S-1 計1,150 H21.1

社会福祉法人　桜愛会 さくら保育園耐震補強工事 耐震診断 裾野市 RC-1 611.00 H21.1

学校法人 聖心女子学院 不二聖心女子学院校舎及び図書館等耐震診断 耐震診断 裾野市 RC-2 ６棟 H21

南伊豆町 南伊豆町立南中小学校屋内運動場耐震改修工事 耐震診断 南伊豆町 S-2 1263.50 H20.12

藤枝市 藤岡小学校屋内運動場耐震補強工事 耐震診断 藤枝市 RC･S-1 951.00 H20.12

函南町 二葉幼稚園耐震改修工事 耐震診断 函南町 S-1 623.00 H20.10

藤枝市 藤枝中学校校舎北棟耐震補強計画 耐震診断 藤枝市 RC-3 計3,840 H20.9

御殿場市 南中学校屋内運動場耐力度調査 耐力度調査 御殿場市 RC-1/S-2 1578.00 H20.8

ABB日本ベーレー(株) 本社本館及び新館震度耐性確認業務 耐震診断
本館7,500
新館3,700

H20.7

光照寺 光照寺庫裏改築工事 設計･監理 伊豆の国市 W-2 266.63 H20.3

長泉町 長泉町北小学校連絡通路耐震補強計画・実施設計 補強設計 長泉町 RC-2/RC-3 207/222 H20.3

社会福祉法人　富岳会 富岳保育園耐震補強計画及び大規模改修工事 耐震診断 裾野市 S-1 863.00 H20.2

社会福祉法人　富岳会 エイブル富岳耐震補強計画 耐震診断 御殿場市 RC-3/RC-2
1,523.85

215.80
H20.2

社会福祉法人　富岳会 富岳保育園耐震設計 耐震診断 御殿場市 RC-2 683.90 H20.2

大場建設㈱ 中井ビル耐震診断 耐震診断 三島市 S-3 561.00 H19.12

藤枝市 西益津小学校校舎増築校舎耐震補強 耐震診断 藤枝市 RC-4 1537.00 H19.11

御殿場市 南中学校屋内運動場耐震補強計画 耐震診断 御殿場市 RC･S-2 1786.00 H19.10

(社)静岡県立韮山高等学校学校
後援会

有慶館耐震補強設計・監理 補強設計 伊豆の国市 RC-2 1021.00 H19.5

社会福祉法人　ちとせ会 韮山保育園耐震補強計画,実施設計 補強設計 伊豆の国市 RC-2 701.00 H19.5

西伊豆町 賀茂小学校校舎耐震改修工事監理業務 耐震診断 西伊豆町 RC-2 836/690 H19.3

西伊豆町 西伊豆町立賀茂小学校耐震補強設計 耐震診断 西伊豆町 RC-2 836/690 H19.3



御　下　命　先 工  事　名　称 業務内容 建設場所 建物概要 面積(㎡) 完 成 年

その他

三島市 三島終末処理場汚泥処理棟耐震補強監理 耐震診断 三島市 RC-B1/3 1605.00 H19.3

浜松河川国道事務所 浜松河川国道事務所庁舎耐震補強図書作成業務 補強設計 浜松市 RC-3 2268.00 H19.2

富士市 富士市立丘小学校1号棟耐震補強実施設計 補強設計 富士市 RC-4 3394.00 H19.1

富士市
富士市立少年自然の家宿泊･管理棟耐震補強実施設
計

補強設計 富士市 RC-3 1765.76 H19.1

藤枝市 大洲中学校屋内運動場耐震補強工事実施 耐震診断 藤枝市 RC-1 980.00 H18.12

独立行政法人国立高等専門学
校

沼津工業高等専門学校耐震診断 耐震診断 沼津市
寮管理棟他

10室
H18.12

中部地方整備局
沼津河川国道事務所

天城北道路本立野ﾄﾝﾈﾙ電気室修正図書作成 設計 伊豆市 RC-2 240.00 H18.11

大井川町 大井川東小学校特別教室棟耐震補強工事 耐震診断 大井川町 RC-3 2854.00 H18.10

三島市 市立錦田幼稚園及びみかど幼稚園園舎耐力度調査 耐力度調査 三島市 S-1 255/484 H18.10

島田市
島田市立五和小学校屋内運動場耐震補強等施設改
修工事

耐震診断 島田市 S-2/RC-1 1646.00 H18.10

長泉町 北小学校連絡通路耐震診断 耐震診断 長泉町 RC-2 207/205 H18.10

西伊豆町 西伊豆町立賀茂中学校体育館耐震診断 耐震診断 西伊豆町 SRC-2 1321.00 H18.10

西伊豆町 西伊豆町立伊豆海保育園耐震診断 耐震診断 西伊豆町 S-2/W-1 558/241 H18.10

メゾン･ビクトリア管理組合 メゾン･ビクトリア耐震補強監理 耐震診断 静岡市 SRC-10 2133.90 H18.10

社会福祉法人　富岳会 富岳台保育園耐震補強計画 耐震診断 裾野市 S-1 699.00 H18.9

西伊豆町
西伊豆広域消防本部西伊豆消防耐震補強計画･設
計･監理

補強設計 西伊豆町 RC-2 661.27 H18.3

静岡県
焼津水産高校特別教室棟46等耐震補強計画実施設
計

耐震診断 焼津市
RC-4(教室棟)
RC-2(昇降棟)
S-1(弓道場)

3,618
497
117

H18.3

中部地方整備局 H17(独)清水海上技術短期大学本館耐震改修工事 耐震診断 RC-3 2466.00 H18.3

函南町 二葉・丹那幼稚園耐震補強計画 耐震診断 函南町 S-1 623/219 H18.3

西伊豆町 西伊豆町立仁科小学校耐震補強計画・設計・監理 耐震診断 西伊豆町 RC-3 1605.00 H18.3

伊豆市 修善寺体育館耐震診断 耐震診断 伊豆市 RC･S-2 1829.00 H18.3

独立行政法人国立高等専門学
校

沼津工業高等専門学校武道館耐震補強設計 耐震診断 沼津市 S-1 329.00 H18.3

伊豆市 伊豆市立土肥中学校屋内運動場耐震補強計画設計 耐震診断 伊豆市 RC-2 1131.75 H18.1

横浜防衛施設局 滝ヶ原(16)玉穂宿舎建築現場技術業務 監理 御殿場市
RC-5
他6件

2740.00 H18

横浜防衛施設局 浜松(18)教育講堂新設等建築その他設計 設計 浜松市
RC-2,RC4,

RC-1
3939.00 H18

光和産業㈱ ヤオハン伊豆長岡店Ｓ＆Ｂ　敷地造成 造成設計･監理 伊豆の国市
土地利用

一式
4289.00 H18

島田市 島田市立五和小学校校舎･屋内運動場耐震補強 耐震診断 島田市
RC-3
RC-2
S-2

2,200
2,600
1,250

H17.12

富士市 富士市立丘小学校1号棟耐震補強計画 耐震診断 富士市 RC-4 3394.00 H17.12

長泉町 長泉勤労者体育センター耐震補強計画 耐震診断 長泉町 RC-2 1209.00 H17.12

大井川町 大井川東小学校特別教室棟耐震補強実施設計 補強設計 大井川町 RC-3 1285.00 H17.10

八重樫武久 八重樫邸耐震精密診断及び補強計画 耐震診断 三島市 W-2 133.50 H17.9

社会福祉法人　桜愛会 さくら保育園園舎耐震診断 耐震診断 裾野市 S-1 567.00 H17.9

藤枝市 大洲中学校屋内運動場耐震補強計画 耐震診断 藤枝市 S･RC-1 980.00 H17.9

社会福祉法人　富岳会 富岳台保育園耐震診断 耐震診断 裾野市 S-1 699.00 H17.6

メゾン･ビクトリア管理組合 メゾン･ビクトリア耐震診断 耐震診断 静岡市 SRC-10 2133.90 H17.5

富士市 富士市立富士見台小学校他5校給食棟耐震診断 耐震診断 富士市 S-1  6校 1450.00 H17.3

（社)静岡県建築士事務所協会 伝馬町新田A職員住宅耐震診断 耐震診断 沼津市 WRC-4 4棟 3670.00 H17.3

賀茂村 賀茂村立賀茂小学校耐震補強計画 耐震診断 賀茂村 R-2　2棟 1324.00 H17.3

（社)静岡県建築士事務所協会 コンクリートブロック造耐震診断 耐震診断 東部 CB-1 4校 321.00 H17.2

横浜防衛施設局 滝ヶ原(17)局舎整備等建築調査検討 設計 御殿場市 RC-1 504.00 H17

横浜防衛施設局 富士(15)建築現場技術業務 監理 小山町 RC-4 8452.00 H17



御　下　命　先 工  事　名　称 業務内容 建設場所 建物概要 面積(㎡) 完 成 年

その他

㈱七栄 (仮称)㈱七栄本社営業所　敷地造成 造成設計･監理 裾野市
土地利用
 開発行為

H17

下田市 下田市立小学校耐震診断 耐震診断 下田市 S-2,1 2校 1133.00 H16.12

下田市 下田市立幼稚園耐震診断 耐震診断 下田市 S-1 630.00 H16.12

金谷町
五和小学校校舎及び屋内運動場耐震補強大規模改
修

耐震診断 金谷町 RC-3/S-1 5487.00 H16.12

長泉町 町民体育館耐震診断補強計画 耐震診断 長泉町 SRC-2 3820.00 H16.11

大井川町 大井川東小学校特別教室棟耐震補強計画 耐震診断 大井川町 RC-3 1285.00 H16.11

島田市 島田市初倉中学校耐震補強計画 耐震診断 島田市
RC-4,S-1 3

棟
5556.00 H16.11

三島市 三島市立郷土資料館耐震補強計画 耐震診断 三島市 RC-3 893.00 H16.10

裾野市 裾野市立中学校屋内運動場他耐震診断 耐震診断 裾野市 S-1,2 4校 3282.00 H16.10

裾野市 裾野市立東保育園耐震補強 耐震診断 裾野市 RC-2 789.00 H16.10

富士市 富士市立大渕中学校耐震補強計画 耐震診断 富士市 RC-3 1452.00 H16.3

財団法人　雇用振興協会 雇用促進住宅建物構造調査 耐震診断 静岡県
RC-4～5(1,100

×84棟）
H16

横浜防衛施設局 富士(16)柳沢特借宿舎改修等建築調査検討 設計 御殿場市
RC1～4

3棟
4044.00 H16

横浜防衛施設局 富士地区(14)建築現場技術業務 監理 御殿場市
RC-1～3

3棟
2000.00 H16

㈱大沢温泉ホテル 大沢温泉ホテル耐震診断 耐震診断 松崎町 RC-3 973.00 H15

大井川町 大井川町東小学校特別教室耐力度調査 耐力度調査 大井川町 RC-3 1285.00 H15

南伊豆町 南伊豆中木団地耐震補強 耐震診断 南伊豆町 RC-3 1102.00 H15

（社)静岡県建築士事務所協会 南中学校校舎耐震補強 耐震診断 静岡市 RC-4 2067.00 H15

裾野市 東小学校耐震補強及び大規模改造工事 耐震診断 裾野市 RC-4 3088.00 H15

賀茂村 宇久須小学校体育館耐力度調査 耐力度調査 賀茂村 S-1 723.00 H15

下田市 稲生沢中学校技術棟耐力度調査 耐力度調査 下田市 S-2 480.00 H15

島田市 初倉中学校及び木工・金工耐震診断 耐震診断 島田市 RC-4 ・S-1 3938.00 H15

沼津工業高等専門学校 沼津高専屋内運動場等耐震改修 耐震診断 沼津市
S-1,RC-4

2棟
4030.00 H15

沼津工業高等専門学校 　〃　　第一機械工場等耐震診断 耐震診断 沼津市 S 1693.00 H15

独立行政法人 国立青年の家
国立中央青年の家

第一宿舎･柔剣道場耐震診断
卓球庫耐震診断

耐震診断 御殿場市
RC-1
W-1

1,054
534

H15

裾野市 裾野市立西小学校南校舎耐力度調査 耐力度調査 裾野市 校舎 H15

長泉町 町民体育館耐震診断業務 耐震診断 長泉町 RC-2 3942.00 H15

静岡市 安東小学校体育館耐震補強工事 耐震診断 静岡市 RC･S-2 819.00 H15

横浜防衛施設局 浜松(13)格納庫新設等建築現場技術業務 設計 浜松市 S-1 5906.00 H15

国交省(中部地方整備局) 藤枝BP谷稲葉ﾄﾝﾈﾙ電気室増築工事 設計 島田市 RC-1 98.00 H14

静岡県 韮山高等学校校舎耐震補強設計 補強設計 韮山町 RC-5 2936.00 H14

静岡市 千代田小学校校舎耐震補強設計 補強設計 静岡市 RC-3 2棟 4597.00 H14

賀茂村 小学校体育館耐震診断 耐震診断 賀茂村 RC･Sｰ1 1336.00 H14

静岡設計監理協同組合 静岡市立南中学校体育館耐震診断 耐震診断 静岡市
SRC・RC

・S-3
2133.00 H14

裾野市 裾野市立保育園耐震診断及び老朽度調査 耐震診断 裾野市
RC-2
S-1

6箇所 H14

横浜防衛施設局 富士(14)訓練場整備建築設計 設計 御殿場市
RC-1～4

12棟
H14

横浜防衛施設局 浜松(12)建築現場技術業務 監理 浜松市 RC-2  他 2431.01 H14

横浜防衛施設局 静浜(12)教育講堂建築工事 監理 大井川町 RC-4  他 3760.92 H14

静岡県立三島北高校 紫苑荘耐震補強及び大規模改修設計 補強設計 三島市 RC､S 845.00 H13



御　下　命　先 工  事　名　称 業務内容 建設場所 建物概要 面積(㎡) 完 成 年

その他

国交省(中部地方整備局) 藤枝BP谷稲葉ﾄﾝﾈﾙ電気室耐震点検 耐震診断 島田市 RC-1 181.00 H13

裾野市 富岡第一小学校耐震補強設計 補強設計 裾野市 RC-3 1120.00 H13

沼津工業高等専門学校 沼津工業高等専門学校体育館耐震診断 耐震診断 沼津市 RC･Sｰ1 996.00 H13

横浜防衛施設局 浜松(13)隊舎改修建築調査設計 設計 浜松市 RC-4 3000.00 H13

横浜防衛施設局 浜松(11)既設建物改修建築工事 監理 浜松市
RC･S-1～3

10棟
8038.29 H13

横浜防衛施設局 静浜(12)浜石岳局舎建築工事 監理 由比町 RC-2 162.00 H13

国交省(中部地方整備局) 静岡地方法務局島田出張所　敷地造成 造成設計･監理 島田市
土地利用

一式
2100.00 H13

㈱高田薬局 高田薬局清水町店　敷地造成 造成設計･監理 清水町
開発行為
    一式

2194.00 H13

建設省(中部地方建設局) 長島ダム パラボラ鉄塔新築工事 (建築)設計 本川根町 S　H=29.75m 16.00 H12

建設省(中部地方建設局) 東部地区施設耐震点検 耐震診断 長泉町､他 RC 4棟 524.00 H12

島田市 島田第一中学校校舎･屋内運動場等耐力度調査 耐力度調査 島田市
RC･S-4～1

5棟
8727.00 H12

南伊豆町 三浜小学校耐力度調査 耐力度調査 南伊豆町 小学校 1400.00 H12

横浜防衛施設局 浜松(11)日影設計 設計 浜松市
浜松基地全域

建物対象
H12

横浜防衛施設局 浜松(11)消防車庫設計 設計 浜松市 RC-2 1374.61 H12

横浜防衛施設局 浜松(11)建築工事現場技術業務その2 監理 浜松市 RC-2 他 5657.00 H12

横浜防衛施設局 浜松(10)消防車庫建築設計 設計 浜松市 RC-1 1470.00 H12

岡部町 岡部町保健福祉センター　敷地造成 造成設計･監理 岡部町
土地利用

 一式
5787.00 H12

㈱藤衛 FE花倉センター　敷地造成 造成設計･監理 藤枝市
開発行為
    一式

2698.00 H12

日本道路公団 東名高速道路三方原PA下水道接続設計 設計 袋井市 ― ― H11

建設省(中部地方建設局)
静岡地方気象台　牧之原気象レーダー観測所新営工
事

(建築)設計 菊川町
RC-1
H=30m

114
　　　109

H11

国立遺伝学研究所 遺伝研ネズミ棟耐力度調査 耐力度調査 三島市 RC-2 2800.00 H11

三島市 錦田小学校教室棟･屋内運動場耐力度診断 耐力度調査 三島市
RC-3～4

5棟
5222.00 H11

戸田村 戸田幼稚園耐力度調査 耐力度調査 戸田村 幼稚園 H11

横浜防衛施設局 浜松(11)食厨建築調査検討 設計 浜松市 S-2 1107.00 H11

横浜防衛施設局 浜松(10)ボイラー室等建築調査検討 設計 浜松市 S-1 427.00 H11

横浜防衛施設局 浜松(9)建築工事現場技術業務その2 監理 浜松市 RC-3 他 4623.52 H11

横浜防衛施設局 浜松(9)建築工事 監理 浜松市 RC-2 他 4537.00 H11

横浜防衛施設局 静浜(9)建築工事監理(その2) 監理 大井川町
SC-3

他
1182.33 H11

森田梅治 森田製茶　敷地造成 造成設計･監理 藤枝市
開発行為

  一式
2977.00 H11

建設省(中部地方建設局) 長島ダム(展望)管理所･船庫建築工事 (建築)設計 本川根町 RC-4 2,535.00 H10

藤枝市 大洲中学校校舎(既存)大規模改造耐震補強設計 補強設計 藤枝市 RC-4 1000.00 H10

（社)静岡県建築士事務所協会 加茂保育園耐震改修設計 耐震診断 三島市 RC-3 540.00 H10

社会福祉法人 ちとせ会 韮山保育園耐震補強計画 耐震診断 韮山町 S-2 701.00 H10

裾野市 東小学校耐震補強工事 耐震診断 裾野市 RC-4 3302.00 H10

裾野市 西小学校耐震補強工事 耐震診断 裾野市 RC-3 1336.00 H10

裾野市 須山小学校耐震補強工事 耐震診断 裾野市 RC-2 1152.00 H10

裾野市
裾野市立東中学校耐震及び大規模改修工事実施設
計

耐震診断 裾野市 RC-3 1267.00 H10

横浜防衛施設局 富士地区(9)局舎建築調査検討 設計 御殿場市 RC-2 162.00 H10

横浜防衛施設局 浜松(9)隊舎改修建築調査検討 設計 浜松市 RC-3 3282.00 H10

横浜防衛施設局 富士地区(9)局舎建築調査検討 設計 御殿場市 RC-2 162.00 H10

横浜防衛施設局 浜松(9)隊舎改修建築調査検討 設計 浜松市 RC-2～3 3282.00 H10

横浜防衛施設局 浜松(8)隊舎･浴場新設新築工事 監理 浜松市 RC-1～4 2417.93 H10

横浜防衛施設局 富士地区(8)既設建物調査検討 設計 小山町 S-1 381.00 H10



御　下　命　先 工  事　名　称 業務内容 建設場所 建物概要 面積(㎡) 完 成 年

その他

（社)静岡県建築士事務所協会 南伊豆町営中木住宅耐震診断 耐震診断 南伊豆町 RC-3 767.00 H9

三島市 錦田小学校教室棟･屋内運動場耐力度調査 耐力度調査 三島市 RC 5棟 5222.00 H9

三島市 三島市役所庁舎本館及議会棟耐震補強設計 補強設計 三島市 RC-B1/3 3636.00 H9

静岡市 大里東小学校校舎大規模改造､耐震補強設計 補強設計 静岡市 RC-3 3010.00 H9

横浜防衛施設局 滝ヶ原(9)隊舎建築調査検討 設計 御殿場市 RC-4 2612.00 H9

㈱丸勝工務店 富士(8)整備場改修建築工事 監理 小山町 S-1 460.00 H9

㈱田中組 富士(8)倉庫新設建築工事 監理 小山町 S-1 300.00 H9

横浜防衛施設局 富士(8)既設建物調査検討改修工事 設計 小山町 S-1 他 4803.00 H9

日東建設㈱ 富士(8)食厨新設建築工事 監理 御殿場市 RC-2 4865.00 H9

富士急建設㈱ 富士(8)学生隊舎改修建築工事 監理 御殿場市 RC-3 1543.00 H9

芙蓉建設㈱ 富士(8)正門等設備工事 監理 御殿場市 S ― H9

横浜防衛施設局 浜松(9)庁舎等建築設計 設計 浜松市 RC-2 他 1699.00 H9

横浜防衛施設局 浜松(7)建築工事 監理 浜松市 RC-3 他 4235.00 H9

横浜防衛施設局 浜松(7)既設建物建築調査検討 設計 浜松市 RC-2 ― H9

横浜防衛施設局 浜松(7)学生隊舎改修建築工事 監理 浜松市 RC-1～3 869.45 H9

小田急建設㈱ 富士(7)隊舎新設建築工事 監理 小山町 RC-5  他 7600.00 H9

岳南建設㈱ 富士(7)隊舎新設建築工事 監理 小山町 RC-3 1550.00 H9

㈱桶川建設 富士(7)局舎新設建築工事 監理 小山町 RC-1 356.00 H9

㈱富士急建設 富士(7)WAC隊舎改修建築工事 監理 小山町 RC-3 2500.00 H9

㈱石井組 富士(7)厚生施設新築建築工事 監理 小山町 RC-2 2514.00 H9

藤枝きのこ団地協同組合 藤枝きのこ団地　敷地造成 造成設計･監理 藤枝市
開発行為

一式
19064.00 H9

藤枝市 中部学校給食センター　敷地造成 造成設計･監理 藤枝市
土地利用

一式
5219.00 H9

宗教法人　覚林院 覚林院本堂新築工事 設計･監理 三島市 W-2 704.28 H8

西伊豆町 西伊豆広域消防耐震診断 耐震診断 西伊豆町 RC-2 936.67 H8

裾野市 東小学校屋内運動場耐力度調査 耐力度調査 裾野市 S 636.00 H8

東海カプセル㈱ 東海カプセル㈱耐震診断 耐震診断 富士市 S-3 6718.00 H8

静岡市 高松中学校耐力度調査（６件） 耐力度調査 静岡市 RC･S-3 3087.00 H8

（社)静岡県建築士事務所協会 三島市庁舎本館･会議棟耐震補強計画 耐震診断 三島市 RC-3､4 3636.00 H8

（社)静岡県建築士事務所協会 老人ホーム玉沢昭寿園耐震診断 耐震診断 三島市 RC-3 1030.00 H8

（社)静岡県建築士事務所協会 芹沢病院第一･第二病棟･本館耐震診断 耐震診断 三島市 RC-3､4 8812.00 H8

（社)静岡県建築士事務所協会 静岡県立土肥高校校舎耐震診断 耐震診断 土肥町 RC-5 2475.00 H8

国立遺伝学研究所 研修室耐力度調査 耐力度調査 三島市 RC-2 465.00 H8

国立遺伝学研究所 本館耐力度調査 耐力度調査 三島市 RC-3 3207.00 H8

横浜防衛施設局 北富士(6)建築工事 監理 南都留郡 RC･S-1､2 4265.87 H8

㈱オサコー建設 北富士特借宿舎(6)新設建築工事 監理 富士吉田市 RC-5 1479.29 H8

㈱田中組 富士(7)ボイラー室改修建築工事 監理 小山町 S-1 480.00 H8

岳南建設㈱ 富士(7)隊舎改修#27建築工事 監理 小山町 RC-3 1550.00 H8

横浜防衛施設局 北富士(6)建築工事 監理 南都留郡 RC･S-1､2 4265.87 H8

㈱オサコー建設 北富士特借宿舎(6)新設建築工事 監理 富士吉田市 RC-5 1479.29 H8

㈱田中組 富士(7)ボイラー室改修建築工事 監理 小山町 S-1 480.00 H8

（社)静岡県建築士事務所協会 三島市立北中学校屋内運動場　耐震診断、補強計画 耐震診断 三島市 S-1 896.00 H7

（社)静岡県建築士事務所協会 三島市立北小学校屋内運動場　耐震診断、補強計画 耐震診断 三島市 S-1 883.00 H7

沼津工業高等専門学校 清峰寮耐力度調査 耐力度調査 沼津市 RC-3 1342.00 H7



御　下　命　先 工  事　名　称 業務内容 建設場所 建物概要 面積(㎡) 完 成 年

その他

不二聖心女子学院 不二聖心会修道院耐震診断 耐震診断 裾野市 RC-2 811.00 H7

不二聖心女子学院 校舎及寄宿舎耐震診断補強計画 耐震診断 裾野市 S-2 7127.00 H7

丸勝工務店 富士(7)実習場新設建築工事 監理 小山町 RC-1 384.00 H7

平井工業㈱ 静浜室内プール新設建築工事 監理 大井川町 RC-1 1721.49 H7

横浜防衛施設局 浜松(7)隊舎改修建築工事 監理 浜松市 RC-1～3 767.22 H7

㈲ひょうたん寿司 ひょうたん寿司(裾野店)　敷地造成 造成設計･監理 裾野市
開発行為
   一式

3896.00 H7

三和建設㈱ 浜松(5)隊舎等整備工事 監理 浜松市 SRC-4   他 4856.72 H6

横浜防衛施設局 浜松基地建物調査検討 設計 浜松市 RC-3  他 9238.74 H6

横浜防衛施設局 浜松基地宿舎(6)建物調査検討 設計 浜松市 RC-2  他 3651.48 H6

佐藤桂子 富士吉田勝和クリニック　敷地造成 造成設計･監理 富士吉田市
土地利用

 一式
2093.00 H5

賀茂村 消防団第３分団詰所建築工事 設計･監理 賀茂村 S-2 192.00 H4

賀茂村 安良里公民館耐力度調査 耐力度調査 賀茂村 RC-2 543.00 H4

（社)静岡県建築士事務所協会 裾野市立西中学校耐震補強計画 耐震診断 裾野市 RC-3 2257.00 H4

横浜防衛施設局 航空自衛隊浜松基地静浜基地　増改築改修工事 監理 浜松市,大井川町 S-3  他 370.00 H4

（社)静岡県建築士事務所協会 裾野市立西小学校耐震補強大規模改造設計 補強設計 裾野市 RC-3 3121.00 H3

（社)静岡県建築士事務所協会 清水町立南、西小学校屋内運動場耐震診断 耐震診断 清水町 SRC-2 2230.00 H3

静岡県 稲取高等学校体育館耐力度調査 耐力度調査 東伊豆町 RC･S-1 1238.00 H3

横浜防衛施設局 浜松地区(3)建築調査検討 設計 浜松市 SRC-1, 2棟 3170.00 H3

横浜防衛施設局 富士ｼｭﾐﾚｰﾀｰ新設工事 設計 小山町 ― ― H3

㈱天神屋 ㈱天神屋吉田工場　敷地造成 造成設計･監理 吉田町
開発行為

一式
5112.00 H3

裾野市 東小学校耐震補強工事 耐震診断 裾野市 RC-3 2125.00 H2

医療法人社団 新光会 伊豆函南病院（男子棟他2棟）耐震診断 耐震診断 函南町 RC-5 他 3215.00 H1

社会福祉法人 富岳会 「光の園」耐震診断 耐震診断 御殿場市 RC-2 873.00 H1

岡部総合開発㈱ 岡部総合開発冷蔵倉庫　敷地造成 造成設計･監理 岡部町
開発行為

一式
1235.00 S64

学校法人 静岡県自動車学園 自転車置場新築工事 設計 静岡市 RC-3/PH 984.00 S63

静岡県 水ヶ塚公園 公衆トイレ等建設工事 設計 裾野市 RC-1 71.00 S63

㈱天神屋 天神屋浜松西インター店　敷地造成 造成設計･監理 浜松市
開発行為

一式
2117.00 S63

東伊豆町 熱川小学校耐震補強設計(普通教室・管理教室棟) 補強設計 東伊豆町 RC-4 4500.40 S62

（社)静岡県建築士事務所協会 南伊豆町役場庁舎耐震診断 耐震診断 南伊豆町 RC-2 1344.88 S62

学校法人 聖心女子学園 本館他３棟耐震診断 耐震診断 裾野市 RC-3 他 4279.69 S62

三島森田病院 病棟Ａ･Ｂ･Ｃ耐震診断 耐震診断 三島市 RC-2 2825.70 S62

裾野市 斎場及び管理棟新築工事 設計･監理 裾野市 RC-2 510.83 S61

松崎町 松崎中学校(第1～3期)耐震診断 耐震診断 松崎町 RC-3 4046.00 S61

賀茂村 安良里小学校(西・東棟）耐震診断、補強計画 耐震診断 賀茂村 RC-3 3686.00 S60

賀茂村 宇久須小学校(体育館)耐震診断 耐震診断 賀茂村 S-2 750.00 S60

西伊豆町 田子小学校耐震診断 耐震診断 西伊豆町 RC-3 1242.00 S60

西伊豆町 仁科小学校耐震診断 耐震診断 西伊豆町 RC-3 1095.00 S60

西伊豆町 田子中学校(体育館)耐震診断 耐震診断 西伊豆町 S-2 912.00 S60

松崎町 岩科小学校耐震診断 耐震診断 松崎町 RC-3 1311.00 S60

南伊豆町 三浜小学校耐震診断､補強計画 耐震診断 南伊豆町 RC-3 1298.00 S60

㈱天神屋 天神屋沼津インター店　敷地造成 造成設計･監理 沼津市
土地利用
   一式

1725.00 S60

長泉町 浄水場倉庫新築工事 設計 長泉町 S-1 48.00 S59

土肥町 南分園耐震診断 耐震診断 土肥町 RC-2 635.00 S58



御　下　命　先 工  事　名　称 業務内容 建設場所 建物概要 面積(㎡) 完 成 年

その他

賀茂村 役場庁舎耐震診断 耐震診断 賀茂村 RC-3 539.38 S58

賀茂村 賀茂中学校耐震診断 耐震診断 賀茂村 RC-3 1842.00 S58

土肥町 土肥中学校（東棟･特別教室）耐震補強工事 耐震診断 土肥町 RC-3 828.00 S57

清水町 清水中学校耐震診断､補強計画 耐震診断 清水町 RC-4 8405.00 S57

土肥町 土肥小学校耐震診断､補強計画 耐震診断 土肥町 RC-3 2100.00 S57

土肥町 土肥中学校耐震診断､補強計画 耐震診断 土肥町 RC-3 828.00 S57

清水町
清水町南小学校教室棟昇降口棟　耐震診断､補強計
画

耐震診断 清水町 RC-3 985.50 S56

清水町 清水町小学校(体育館)耐震診断 耐震診断 清水町 RC-2 1044.00 S56

清水町 西小学校耐震診断 耐震診断 清水町 RC-3 3491.20 S56

長泉町 長泉町立幼稚園耐震診断(４棟) 耐震診断 長泉町 RC-2 1434.00 S55

長泉町 長泉町立小、中学校体育館耐震診断(４棟) 耐震診断 長泉町 S-1 9501.00 S55

長泉町 長泉町小学校耐震診断補強計画(他３校) 耐震診断 長泉町 RC-3 14508.00 S55

長泉町 長泉町中学校耐震診断補強計画(他１校) 耐震診断 長泉町 RC-3 10375.00 S55

長泉町 配水池耐震診断調査 耐震診断 長泉町 配水池8ヶ所 3,600ｔ S55

下田市 稲梓中学校耐震補強設計 補強設計 下田市 RC-3 1992.00 S54

長泉町 長泉町公民館本館・西館耐震診断 耐震診断 長泉町 S･RC-3 1477.88 S54

長泉町 庁舎耐震診断 耐震診断 長泉町 RC-3 3680.00 S54

伊東市 市庁舎耐震診断 耐震診断 伊東市 RC-3 3200.10 S53

伊東市 消防署耐震診断 耐震診断 伊東市 RC-4 2105.67 S53

伊東市 老人ホーム耐震診断 耐震診断 伊東市 RC-1 219.60 S53

伊東市 広野保育園耐震診断 耐震診断 伊東市 RC-2 589.00 S53

御殿場市 高根第一保育園耐震診断 耐震診断 御殿場市 RC-1 708.00 S52

御殿場市 原里小学校北校舎耐震診断(他２校) 耐震診断 御殿場市 RC-3 11028.00 S52

御殿場市 御殿場中学校耐震診断(他１校) 耐震診断 御殿場市 RC-3 4370.87 S52

三島市 三島市立小学校体育館耐震診断(他１０校) 耐震診断 三島市 S-1 8600.70 S51

三島市 南中学校耐震診断(他１校) 耐震診断 三島市 RC-2 3848.00 S51

三島市 中郷小学校耐力度調査 耐力度調査 三島市 RC-3 2356.00 S51

御殿場市 御殿場地区コミュニティ耐震診断 耐震診断 御殿場市 RC-4 2314.00 S51

御殿場市 老人福祉センター耐震診断 耐震診断 御殿場市 RC-2 750.00 S51

裾野市 富岡中学校耐震診断､補強計画 耐震診断 裾野市 RC-3 2835.00 S50

裾野市 東小学校耐震診断(他２校) 耐震診断 裾野市 RC-4 10769.17 S50

三島市 三島市消防庁舎耐震診断 耐震診断 三島市 S-2 770.00 S50

裾野市 東中学校耐震診断(他１校) 耐震診断 裾野市 RC-2 6679.42 S50

三島市 三島市向山小学校耐震診断(他３校) 耐震診断 三島市 RC-4 10842.00 S50

静岡県 伊豆長岡幹部派出所耐震診断(他８ヶ所) 耐震診断 伊豆長岡町 RC-2 1000.40 S48

裾野市 旧市役所耐震診断､補強計画 耐震診断 裾野市 RC-2 726.20 S48

裾野市 青少年ホーム耐震診断､補強計画 耐震診断 裾野市 RC-3 1058.00 S48

静岡県 下田御用邸警察本部庁舎耐震診断 耐震診断 下田市 RC-2 865.21 S47

静岡県 下田警察署庁舎耐震診断､補強計画 耐震診断 下田市 RC-3 914.38 S47


