
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
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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
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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


