
所在地
神奈川県 95.9.25

海老名市立柏ヶ谷小学校体育館（耐震診断） 神奈川県 95.9.25
海老名市立海西中学校（耐震診断） 神奈川県 95.9.30
海老名市立海西中学校（耐強工事構造計画） 神奈川県 96.2.22
座間小児科病院（耐震診断） 神奈川県 96.5.14
海老名市立有鹿小学校（耐震診断） 神奈川県 96.9.29
海老名市立有馬中学校(耐震診断） 神奈川県 99.12.27 　神奈川県事務協

相模みのり幼稚園（耐震補強設計） 神奈川県 04.1.30
ＦＸＥＣ建物調査業務委託 神奈川県 05.7.28
川越市庁劣化診断業務 埼玉県 06.2.15
ハイツ＆ヴィラかながわ（本館、体育館）（耐震診断） 神奈川県 06.2.7 　神奈川県建築士会

西消防署岡本分署（耐震診断) 神奈川県 06.4.10 　神奈川県事務協

足柄消防組合東消防署本署(耐震診断） 神奈川県 06.4.10 　神奈川県事務協

東消防署中井分署（耐震診断） 神奈川県 06.4.10 　神奈川県事務協

東消防署山北分署(耐震診断） 神奈川県 06.4.10 　神奈川県事務協

足柄消防組合消防本部西消防本署（耐震診断） 神奈川県 06.4.10 　神奈川県事務協

伊勢原市立正幼稚園（耐震診断及び耐震補強） 神奈川県 06.9.14
東大和市立第三小学校（耐震診断） 東京都 06.11.9 　東京都まちづくり

神根中学校(耐震診断） 埼玉県 06.12.7 　埼玉県事務協

足柄消防組合消防本部西消防本署（耐震診断） 神奈川県 06.12.1 　神奈川県事務協

ＵＦＪつばさ証券津島支店（耐震補強） 愛知県 06.12.16
小田原方面総合ビジネス高校（耐震補強） 神奈川県 07.1.30
立川市立幸小学校校舎（耐震補強） 東京都 07.2.26 　東京都まちづくり

立川市立立川第三中学校校舎（耐震補強） 東京都 07.2.26 　東京都まちづくり

座間市小学校（旭・東原屋内運動場（耐震診断） 神奈川県 07.2.28 　神奈川県事務協

足柄消防組合消防本部西消防本署（耐震補強） 神奈川県 07.3.13 　神奈川県事務協

青少年会館（耐震診断） 神奈川県 07.3.26
えびな市民活動サポ－トセンター（耐震診断） 神奈川県 07.3.26
海老名市商工会館（耐震診断） 神奈川県 07.3.31

東京都 07.3.31
東京都 07.6.11
神奈川県 07.11.30 　神奈川県事務協

神奈川県 07.12.20 　日本ＥＲＩ

東京都 08.1.15
東京都 08.3.12
東京都 08.3.27
東京都 08.5.12

青梅市立第六中学校（耐震補強） 東京都 08.5.26 　東京都まちづくり

青梅市立第三中学校（耐震補強） 東京都 08.7.25 　東京都まちづくり

神奈川県 08.7.30 　日本ＥＲＩ

神奈川県 09.1.20 　東京都まちづくり

神奈川県 09.1.21 　日本ＥＲＩ

厚木市立上荻野小学校北棟（耐震補強） 神奈川県 09.1.26 　日本ＥＲＩ

比々多小学校屋内運動場（耐震補強） 神奈川県 09.2.5
大田小学校屋内運動場（耐震補強） 神奈川県 09.2.5
旧行政資料館（耐震補強） 神奈川県 09.3.9 　日本ＥＲＩ

厚木市立北小学校西棟（耐震診断） 神奈川県 09.3.24
立川市役所第二庁舎他２施設（耐震診断） 東京都 09.4.9 　東京都まちづくり

東京都 09.4.9 　東京都まちづくり

東京都 09.6.9 　東京都まちづくり

神奈川県 09.6.20 　日本ＥＲＩ

神奈川県 09.6.20

評定取得

海老名市商工会館（耐震補強）
(仮称）歴史資料収蔵館（耐震補強）

工事名（耐震診断・耐震補強など）
学校法人湘央学園（耐震診断）

雪印乳業株式会社本社ビル（耐震診断）
江戸川区民センター（耐震補強）
足柄消防組合東消防署本署庁舎（耐震補強）
えびな市民活動サポートセンター（耐震補強）

八王子市立長房小学校校舎・体育館（耐震診断）
南葛西会館（耐震補強）
中町立体駐車場（耐震補強）

こまばエミナース（耐震診断）
江戸川スポーツセンター（耐震診断）
南葛西会館（耐震診断）
宝幸西新宿ビル（耐震診断）

職務経歴書（耐震診断）

厚木市立北小学校渡廊下（耐震診断）

青梅博物館（耐震診断）



所在地
神奈川県 09.7.3
東京都 09.7.13 　東京都事務協

東京都 09.9.1 　日本ＥＲＩ

神奈川県 09.11.9
神奈川県 09.11.16
神奈川県 10.1.25 　神奈川県事務協

東京都 10.1.27 　東京都まちづくり

東京都 10.1.28 　東京都まちづくり

東京都 10.1.28 　東京都まちづくり

東京都 10.2.10 　東京都まちづくり

東京都 10.2.10
東京都 10.3.30 　東京都まちづくり

東京都 10.3.30 　東京都まちづくり

東京都 10.3.31 　埼玉県事務所協会

東京都 10.4.13 　東京都まちづくり

東京都 10.5.15 　日本ＥＲＩ

東京都 10.5.15 　日本ＥＲＩ

東京都 10.7.14
神奈川県 10.8.27
東京都 10.8.31 　東京都まちづくり

都営住宅東和アパート３号棟（耐震補強） 東京都 10.8.31 　東京都まちづくり

神奈川県 10.10.1 　ﾐｰｽﾞ設計連合協同組合

東京都 10.10.4 　東京都まちづくり

東京都 10.10.25 　東京都まちづくり

東京都 10.12.22 　東京都まちづくり

旧文京区第五中学校体育館（耐震診断） 東京都 11.2.28 　東京都まちづくり

東京都 11.3.14
埼玉県 11.3.28
埼玉県 11.11.30
埼玉県 12.1.25
埼玉県 12.2.3
東京都 12.2.7
茨城県 12.7.3
東京都 12.7.23 東京都事務協(確認判定)

東京都 12.7.30
東京都 12.8.31
東京都 12.9.18

Ｙビル耐震診断（東京都沿道耐震診断） 東京都 12.11.15 東京都事務協(確認判定)

Ｍビル耐震診断（東京都沿道耐震診断） 東京都 12.11.15 東京都事務協(確認判定)

谷原小学童クラブ（耐震診断） 東京都 12.12.3 東京都まちづくり

大泉西学童クラブ（耐震診断） 東京都 12.12.3 東京都まちづくり

青梅市大門第6住宅3号棟（耐震補強） 東京都 13.1.18 東京都まちづくり

平塚市立金田保育園（耐震補強） 神奈川県 13.1.29  ﾐｰｽﾞ設計連合協同組合

大井二丁目区営住宅（耐震補強） 東京都 13.2.8 東京都まちづくり

北本市石戸小学校（耐震補強） 埼玉県 13.2.28 アウェイ建築評価ネット

大井二丁目区営住宅（耐震補強） 東京都 13.2.8 東京都まちづくり

東京都 13.3.22
東京都 13.4.1. 東京都事務協(確認判定)

神奈川県 13.6.26
神奈川県 13.7.31
東京都 13.8.7 アウェイ建築評価ネット

神奈川県 13.8.28

平成２５年度体育センター本館第２（耐震診断）
座間プール機械室（耐震補強）
国際善隣会館（耐震補強）
平成２５年度厚木高校体育館（耐震補強）

西永山複合施設（耐震診断） 　東京都まちづくり

埼玉建築設計監理協会

アウェイ建築評価ネット

東京都まちづくり

沼田保育園（耐震補強）

東京都石神井学園（耐震診断）
沼田保育園ほか２園（耐震診断）

ＳＹマンション（東京都沿道耐震診断）

池の下団地３号棟（耐震補強）
総合福祉センター（耐震補強） 埼玉建築設計監理協会

東京都まちづくり

神根中学校校舎棟（耐震補強）
武蔵村山市第二老人福祉館（耐震補強）
水戸地家裁龍ヶ崎支部庁舎（耐震補強）
Yマンション（耐震診断）
日伸ビル耐震診断

大和小学校体育館（耐震補強）
野方小学校体育館（耐震補強）
碑文谷病院（耐震診断）
岡田保育園(耐震診断)

青梅市立友田小学校校舎及び屋内運動場（耐震補強

池の下団地３号棟（耐震診断）

都営住宅東和アパート２号棟（耐震補強）

青梅市新町中学校校舎及び屋内運動場（耐震補強）
鹿浜備蓄倉庫（耐震診断）

平成２２年度西小学校南東棟（耐震補強）

青梅市霞台小学校校舎および屋内運動場（耐震補強）
ゆたか教職員住宅・ゆたか図書館（耐震診断）
南小岩小学校屋内運動場（耐震補強）
上小岩小学校屋内運動場（耐震補強）
石戸小学校校舎（耐震診断）
昭島市立中神小学校体育館（耐震補強）

評定取得工事名（耐震診断・耐震補強など）
南毛利中学校廊下棟（耐震診断）
立川市健康会館他５施設（耐震診断）

都営住宅東和アパート1号棟（耐震補強）
武蔵村山市立三ツ木地区学習等併用施設（耐震診断）
武蔵村山市立第二老人福祉館他２施設（耐震診断）

埼玉建築設計監理協会

埼玉建築設計監理協会

秦野市西小学校外３施設（耐震診断）
大和市本庁舎（耐震補強）
平塚市金田・吉沢保育園(耐震診断）

江戸川区スポーツセンター（耐震補強）



所在地
神奈川県 13.8.30
東京都 13.8.30 アウェイ建築評価ネット

神奈川県 13.10.15 アウェイ建築評価ネット

東京都 13.10.28 東京都事務協(確認判定)

埼玉県 13.10.28 アウェイ建築評価ネット

長野県 13.10.28
ゆたか教職員住宅（耐震補強） 東京都 13.12.12 アウェイ建築評価ネット

神奈川県 13.12.12
東京都 14.1.27 日本建築構造技術者協会

東京都 14.1.29 アウェイ建築評価ネット

神奈川県 14.1.30 アウェイ建築評価ネット

神奈川県 14.4.14
千葉県 14.7.8
茨城県 14.7.25
神奈川県 14.7.31
栃木県 14.8.1
東京都 14.9.30
東京都 14.11.17 アウェイ建築評価ネット

埼玉県 14.11.17 アウェイ建築評価ネット

神奈川県 14.11.20
神奈川県 14.11.20
神奈川県 14.12.1
東京都 14.12.4
神奈川県 15.1.16  ﾐｰｽﾞ設計連合協同組合

神奈川県 15.1.16
鎌倉市名越クリーンセンター事務所棟（耐震診断） 神奈川県 15.1.16
新宿中継ポンプ場（耐震診断） 神奈川県 15.3.24

神奈川県 15.10.9
神奈川県 15.10.26
東京都 16.1.29
神奈川県 16.2.9  ﾐｰｽﾞ設計連合協同組合

神奈川県 16.2.29  ﾐｰｽﾞ設計連合協同組合

神奈川県 16.2.29
神奈川県 16.3.30
神奈川県 16.3.30
東京都 16.3.30
神奈川県 16.10.7
神奈川県 16.10.19 ﾐｰｽﾞ設計連合協同組合

神奈川県 16.11.25 アウェイ建築評価ネット

神奈川県 16.11.25 アウェイ建築評価ネット

東京都 16.11.25
神奈川県 16.12.5
神奈川県 16.12.5
神奈川県 16.12.16
東京都 16.12.19 アウェイ建築評価ネット

平成28年度県立学校耐震事前調査（前半・第5地区） 神奈川県 17.1.20
Nビル（横浜市沿道耐震診断） 神奈川県 17.2.3 アウェイ建築評価ネット

Iビル（相模原市沿道耐震診断） 神奈川県 17.2.3 アウェイ建築評価ネット

県立学校耐震補強工事事前調査（後半・第5地区） 神奈川県 17.3.28
学校法人つくしの幼稚園（耐震補強） 神奈川県 17.11.22
旭警察署庁舎（耐震診断） 神奈川県 17.12.22
東洋ビル（耐震診断） 神奈川県 17.12.22 アウェイ建築評価ネット

東京都建築士事務所協会

Yマンション（東京都沿道耐震診断）

長野地裁上長野宿舎ほか２宿舎（耐震診断）

アウェイ建築評価ネット

ビューローベリタスジャパン

（Ｈ２６）津田沼住宅ほか２住宅（耐震補強）
土工実験施設（耐震補強）

平成２５年度鶴見養護学校体育館（耐震補強）
工事名（耐震診断・耐震補強など）

小林ビル（耐震診断）

川和高校（第1棟）（耐震補強）

鎌倉市老人いこいの家「こゆるぎ荘」他（耐震診断）

アウェイ建築評価ネット

都市居住評価ｾﾝﾀｰ

東京都建築士事務所協会

アウェイ建築評価ネット

渋沢小田急ハイツ団地2号棟（耐震診断）
渋沢小田急ハイツ団地4号棟（耐震診断）

東村山市立社会福祉センター（耐震診断）

評定取得

赤門アビタシオン（A棟・B棟）（耐震診断）
森崎アパートJ棟ほか４棟（簡易耐震診断）
森崎アパートM棟ほか４棟（簡易耐震診断）

鎌倉市立深沢小学校外給食棟（耐震補強）
鎌倉市中央図書館（耐震補強）
都立城東高等学校（耐震補強）

鎌倉市中央図書館（耐震診断）

鎌倉市名越クリーンセンター事務所棟（耐震補強）

座間市青少年センター多目的ホール（耐震補強）
三宅ビル（耐震補強）
学校法人つくしの幼稚園（耐震診断）
市立衣笠小学校A棟（耐震診断）

大和市消防団機械器具置場（耐震診断）
都営亀戸アパート（耐震補強）

蕨市立南公民館（耐震補強）
海老名高校体育館（耐震補強）

平塚湘風高校体育館兼格技場（耐震補強）

野川南保育園（耐震診断）

横須賀市本公郷改良アパートB、D棟（耐震診断）
東京都建築士事務所協会

伊志田高校体育館（耐震補強）

Ｎ小金井マンション（耐震診断）
鎌倉市立深沢小学校外給食棟（耐震診断）

石神井学園（Ｈ２５）集会棟及び職員公舎（耐震補強）

蕨市立南公民館（耐震診断）

小杉ベビーセンター（耐震診断）
犬伏幼稚園（耐震診断）

K旗の台（東京都沿道耐震診断）
湘南アイルド（耐震診断）
未来倶楽部川崎大師（耐震診断）

上連浄水所事務所（耐震診断）
西小菅集い交流館（耐震補強）

アウェイ建築評価ネット



所在地
神奈川県 18.1.24
神奈川県 18.2.6
茨城県 18.2.21
東京都 18.2.28 アウェイ建築評価ネット

神奈川県 18.2.28
大阪府 18.3.22

森永製菓三島工場（耐震診断） 静岡県 18.3.26
東京都 18.3.30
神奈川県 18.4.12
神奈川県 18.5.9
東京都 18.5.22
神奈川県 18.6.18
東京都 18.10.26

工事名（耐震診断・耐震補強など） 評定取得
森崎アパートＡ棟ほか15棟簡易（耐震診断）
鎌倉市第24、27、28消防分団器具置場（耐震診断）
真砂国際寮他（耐震診断）
中岡ビル（耐震診断）
秦野市立西中学校屋内運動場（耐力度調査）
心斎橋プラザビル新館（耐震診断）

大田市場（既存建物調査）
湘南信用金庫小和田支店（耐震診断）
土志田ビル（耐震診断）
選手村既存倉庫（改修設計）
横浜トヨペット大和店修理工場棟（耐震補強）
東京国際空港庁舎（改修設計）


