
調査診断実績表（建築）

業　務　名　称 調査年⽉ 調査場所

日本生命栄町ビル新設設計の内サカエチカ接続設計業務 H29.2〜3 愛知県

某住宅耐震診断等業務 H29.1〜2 兵庫県

箕⾯市某住宅調査 H28.12〜 大阪府

平成２８年度保健センター耐震診断及び耐震補強計画策定業務 H28.11 石川県

某市⽴若⼭保育所 耐震診断・耐震補強計画業務 H28.10〜11 石川県

サカエチカ施設耐震補強詳細設計業務委託 H28.9〜10 愛知県

某社⾦沢⽀局耐震診断業務 H28.9〜10 石川県

平成28年度　北消防団道場⽀団第４分団第1班他　耐震診断及び補強計画

案作成業務

H28.9〜10 兵庫県

某個人邸基礎調査 H28.9 東京都

競輪場第1投票所及び第1払戻所耐震診断業務 委(設)第28-10号 H28.9 奈良県

某信⽤⾦庫本店耐震診断業務 H28.8〜9 奈良県

⾕⽥南加圧ポンプ室改修及び機械電気設備更新実施設計業務委託 H28.8 京都府

某建物被災調査 H28.7〜8 熊本県

某商店街アーケード鉄骨部調査業務 H28.7〜8 大阪府

こども育成相談センター耐震診断等業務 H28.7 石川県

第3工場耐震診断業務 H28.7 石川県

某農村環境改善センター耐震診断・補強計画設計業務委託 H28.7 石川県

県⽴学校コンクリート劣化度調査業務委託（その５） H28.6〜9 石川県

県⽴学校コンクリート劣化度調査業務委託（その３） H28.6〜8 石川県

某市中央公園体育館耐震診断等業務 H28.6〜7 石川県

某町⼩学校校舎耐⼒度調査業務委託 H28.6〜7 石川県

某銀⾏某⽀店　耐震診断に伴うコンクリート調査 H28.6〜7 和歌山県

旧上志比小学校体育館　耐震診断 H28.6 福井県

東大阪市環境衛生検査センター耐震診断業務 H28.6 大阪府

某銀⾏某⽀店　耐震診断に伴うコンクリート調査 H28.5〜6 和歌山県

某ビル鉄筋探査 H28.5 大阪府

某様邸新築工事　検査
H28.3〜4 石川県

某建屋CO調査
H28.3〜4 和歌山県

某幼稚園増改築に伴う耐震診断のための既存建物調査（北棟・鉄骨不同沈下

調査）

H28.3〜4 大阪府

某町第二ビル耐震診断業務
H28.3 大阪府

某幼稚園増改築に伴う耐震診断のための既存建物調査（中央棟地階ＲＣ調

査）

H28.2〜4 大阪府

建物劣化度調査
H28.2〜3 石川県

某幼稚園増改築に伴う耐震診断のための既存建物調査（キッズ棟ＲＣ調査）
H28.1〜3 大阪府

排⽔処理建屋調査
H28.1〜2 大阪府

学校法人某学園 某高等学校第一体育館耐震診断
H28.1〜2 大阪府

特別養護⽼⼈ホ－ム（別館）耐震診断
H28.1〜2 大阪府

特別養護⽼⼈ホ－ム耐震診断
H28.1〜2 大阪府

個人邸コンクリート調査
H28.1 愛知県

住宅基礎ひび割れ深さ調査
H27.12〜H28.1 福井県

某ビル耐震補強設計業務
H27.12〜H28.1 奈良県

三国競艇場　1号館耐震診断業務
H27.12 福井県

某脱水棟耐震診断
H27.11〜12 和歌山県

某棟耐震診断
H27.11〜12 和歌山県

某処理詰所耐震診断
H27.11〜12 和歌山県

某城北耐震診断業務
H27.11〜12 大阪府

某プラザ耐震診断
H27.10 石川県

平成２７年度福井県内合同宿舎耐震診断・外壁改修等⼯事設計業務
H27.10 福井県

某市文化会館・某市農村環境改善センター耐震診断業務
H27.9〜10 富山県

某町⼩学校耐⼒度調査業務
H27.9〜10 石川県

某市高齢者ふれあいセンター鉄骨調査
H27.9〜10 石川県
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福井大学教育地域科学部附属中学校校舎耐震診断業務
H27.9〜10 福井県

某病院耐震診断業務
H27.9〜10 奈良県

サカエ地下トイレ設備改修設計
H27.9 愛知県

某短期大学耐震診断業務
H27.9 奈良県

某タウンプラザすずらん南館　新築工事
H27.8〜10 奈良県

某コミュニティセンター及び体育館耐震診断業務
H27.8〜9 奈良県

某(株)　本社ビル耐震診断業務
H27.8〜9 大阪府

某幼稚園耐震診断
H27.8〜9 大阪府

某製薬鉄筋探査業務
H27.8 奈良県

某水族館水槽調査
H27.7〜9 石川県

某⼩学校校舎⽼朽化対策⼯事設計業務
H27.7〜9 大阪府

某温泉観光会館耐震診断業務
H27.7〜8 石川県

某センター改造棟耐震診断
H27.7〜8 和歌山県

某シーサイドホテル耐震診断業務
H27.7〜8 兵庫県

某高校耐震診断調査業務
H27.7 石川県

某保育園耐震診断
H27.7 大阪府

平成27年度市営某住宅3号棟耐震診断及び実施設計委託業務
H27.6〜8 大阪府

某製品脱水設備ポンプ室ＣＯ補修
H27.6〜7 和歌山県

某市庁舎整備計画基本構想策定業務
H27.6〜7 兵庫県

福井大学教育地域科学部附属中学校校舎耐震診断業務
H27.5〜6 福井県

某育英学園2号館耐震診断
H27.5〜6 奈良県

某商業施設第2駐⾞場耐震診断
H27.4〜5 和歌山県

某信⽤⾦庫某⽀店建物調査
H27.4 石川県

⾦沢⼤学平和町宿舎耐震診断業務

H27.3 石川県

太平洋製鋼鉄骨調査

H27.3 富山県

和倉温泉耐震診断業務

H27.3 石川県

仕込み棟劣化状況調査

H27.3 大阪府

某工場事務棟耐震診断

H27.3 福井県

工場壁削孔工事

H27.3 福井県

既存建築物調査

H27.3 大阪府

南館　新築工事

H27.3 奈良県

環境局住之江工場建物等調査業務委託

H27.2〜3 大阪府

工場土間コンクリート厚さ調査

H27.2 福井県

⾦沢⼤学涌波宿舎耐震診断業務

H27.1 石川県

（仮）躯体サンプル調査その２

H26.12 石川県

某団地コンクリート塩分濃度測定試験

H26.12 大阪府

某館コンクリート強度調査

H26.11〜 奈良県

エルビルウェスト耐震診断業務

H26.11 石川県

（仮）山中グランドホテル他耐震診断業務

H26.11 石川県

御杖村公共建築物（第4号）耐震診断業務

H26.10〜11 奈良県

（仮）松原病院耐震診断

H26.10 石川県

平成25年度震災対策農業⽔利施設整備事業

福井第２地区(坂井)業務委託第４号

H26.10 福井県

某病院耐震診断

H26.9〜11 奈良県

桜井土木事務所耐震診断業務委託

H26.9〜10 奈良県

加賀市消防署片山津分署庁舎耐震診断業務

H26.9 石川県

技能検定場耐震改修工事基本・実施設計業務

H26.9 奈良県

某ホテル耐震診断

H26.8〜12 和歌山県

某少年⾃然の家外壁改修⼯事設計業務

H26.8〜9 和歌山県

某市中央公⺠館他コンクリート強度調査業務

H26.8〜9 奈良県

某病院耐震診断業務

H26.8 福井県

某地域会館耐震診断

H26.7〜8 大阪府

某商工会館耐震診断業務

H26.7 愛知県
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（仮）躯体サンプル調査

H26.7 石川県

王⼦保⼩学校東校舎耐震補強等⼯事監理業務

H26.7 福井県

安居小学校南校舎耐震補強計画設計業務委託

H26.7 福井県

三国体育館耐震診断業務

H26.7 福井県

某ビル天井裏調査

H26.7 大阪府

平成26年度某町浄化センター耐震診断調査業務委託

H26.7 熊本県

市営道祖本住宅8棟ほか耐震診断調査及び耐震補強計画策定業務委託

H26.6〜10 大阪府

⾹芝市⽴五位堂⼩学校教室棟耐震補強基本計画業務委託

H26.6〜7 奈良県

のとじま水族館耐震診断業務

H26.6 石川県

清水東小学校校舎耐震補強計画設計業務委託

H26.6 福井県

坂井市三国希望園耐震診断業務

H26.6 福井県

町⽴⼈権⽂化センター耐震診断業務

H26.5〜7 大阪府

某警察署耐震補強 その他工事

H26.5〜7 兵庫県

某⼯業株式会社某寮耐震診断

H26.5〜6 大阪府

川北町⻄部地区学習等供⽤施設耐震診断業務

H26.5 石川県

川北町百寿会館耐震診断業務

H26.5 石川県

日進火災海上福井支店耐震診断業務

H26.5 福井県

⾦沢ユースホステルコンクリート等調査業務

H26.5 石川県

勝山警察署耐震補強計画・耐震補強等工事実施設計業務

H26.5 福井県

某マンションコンクリート強度試験

H26.4〜7 兵庫県

某病院耐震診断業務

H26.4〜5 大阪府

宮本仏壇店耐震診断

H26.4 石川県

⾦沢中央ビル耐震診断業務

H26.3 石川県

某繊維株式会社　本社耐震診断業務

H26.3 福井県

ディオス北千⾥2番館耐震1次診断

H26.3 大阪府

⼤和⾼⽥市⽴⾼⽥中学校 屋内運動場耐⼒度調査（棟No,21-1，21-2）業

H26.2〜3 奈良県

勝山市村岡小学校南校舎耐震補強計画

H26.2 福井県

勝山市三室小学校本館耐震補強計画

H26.2 福井県

八木熊商店問屋町センター耐震診断業務

H26.1 石川県

加賀市山中温泉文化会館耐震診断等業務

H25.12 石川県

今庄駅舎耐震診断業務

H25.12 福井県

東⼤阪市⽴⽟串⼩学校耐震計画策定業務

H25.11 大阪府

擁壁調査

H25.10 奈良県

公⺠館他耐震診断

H25.9 福井県

鷹巣小中学校耐震診断業務

H25.9 福井県

某市環境クリーンセンター⻑寿命化策定業務

H25.9 奈良県

明⽇⾹養護学校教室棟（2）改築⼯事耐⼒度調査業務

H25.8〜9 奈良県

私⽴むつみ幼稚園耐震診断コア抜き調査

H25.8〜9 大阪府

⾦沢⼤学附属病院旧がん研究所（医学類D棟）耐震診断

H25.8 石川県

能美市根上勤労者体育センター耐震補強計画作成等業務委託

H25.8 石川県

⼤⾕地区⼩中⼀貫教育校建設⼯事に伴う耐⼒度調査業務

H25.8 石川県

越前和紙の⾥会館耐震診断

H25.8 福井県

東福祉センター他2施設耐震診断及び耐震補強設計業務委託（⻄⽊辻分館）

H25.8 奈良県

㈱淺川組本社社屋耐震診断

H25.7〜9 和歌山県

湯浅城耐震診断（追加）

H25.7〜8 和歌山県

湯浅城耐震診断

H25.7〜8 和歌山県

新町保育園耐震診断業務

H25.7 富山県

村岡小学校耐震診断業務

H25.7 福井県

鶉小学校耐震診断業務

H25.7 福井県

東福祉センター他2施設耐震診断及び耐震補強設計業務委託

H25.7 奈良県

某信⽤⾦庫床⾯ひび割れ調査⼯事

H25.7 兵庫県

八雲小学校⑤棟耐震総合判定及び実施設計業務委託

H25.6〜7 大阪府

社会福祉法人みどり保育園耐震診断業務

H25.6〜7 兵庫県
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HV州⾒台(64)　某様邸メンテナンス⼯事

H25.6 京都府

⾦沢泉丘⾼等学校⼤規模改造・耐震補強⼯事実施設計委託（特別教室棟・

H25.5 石川県

⺠間施設耐震診断業務

H25.5 福井県

某寺耐震診断業務

H25.5 福井県

某会館耐震診断業務

H25.5 福井県

HV⿃⾒（E-9)　某様邸メンテナンス⼯事

H25.5 奈良県

佐太第一団地耐震診断及び実施設計業務委託

H25.4〜5 大阪府

⾦沢⼤学医学部連絡通路調査

H25.4 石川県

丸岡中学校南校舎耐震診断業務

H25.4 福井県

奈良県宅地建物取引業協会会館耐震補強改修⼯事

H25.2〜3 奈良県

⼭中温泉医療センター耐震診断業務

H25.2 石川県

柏原市庁舎・堅下小学校鉄骨追加調査

H25.2 大阪府

北国ビル耐震診断業務

H25.1〜2 石川県

国⾼⼩学校北校舎耐震補強計画

H25.1 福井県

一条高等学校他2校耐震診断業務委託

H24.12〜 奈良県

某商業施設耐震強度調査

H24.12 愛知県

三陽ホーム作業所耐震診断に伴うコア抜き調査

H24.12 石川県

和田小学校体育館耐震補強計画設計および改修設計業務

H24.12 福井県

某中継ポンプ場⻑寿命化計画策定

H24.11〜12 和歌山県

藤和シティホームズ社口鉄筋探査

H24.10〜11 愛知県

某病院（仮称）移転新設工事

H24.10〜11 大阪府

平城宮跡イベント事業本館及び国際研修館耐震診断業務

H24.9〜11 奈良県

加賀市保育園耐震診断等業務　（その１）

H24.9〜10 石川県

能美市保育園耐震診断調査業務委託

H24.9〜10 石川県

休暇村紀州加太耐震診断業務委託

H24.9〜10 和歌山県

至誠会産科婦人科耐震調査

H24.9〜10 大阪府

⾼槻市営春⽇住宅耐震診断業務

H24.9〜10 大阪府

加賀市保育園耐震診断等業務　（その２）

H24.9 石川県

石原田自治会館耐震改修工事に伴う設計業務

H24.8〜9 奈良県

⼗津川⾼校寄宿舎(⼥⼦)(１３)、格技場(２９)、寄宿舎(男⼦)(１５)及び⾷

堂(１４)耐震・大規模改修工事基本・実施設計業務

H24.8〜9 奈良県

千⾥北町住宅団地　耐震診断業務

H24.8〜9 大阪府

本館庁舎他4施設耐震診断業務

H24.8〜9 大阪府

某工場耐震調査

H24.8 愛知県

かほく市宇ノ気体育センター耐震診断・補強計画策定業務

H24.8 石川県

丸の内ビル耐震診断業務

H24.8 石川県

基礎コンクリート強度調査

H24.8 石川県

既設等コンクリート中性化試験

H24.8 石川県

成器⻄⼩学校北校舎耐震補強計画業務

H24.8 福井県

⽇之出⼩学校北校舎耐震補強計画設計業務委託

H24.8 福井県

教職員住宅⽊⽥家族寮耐震診断業務

H24.8 福井県

⾶⿃⼩学校他１校耐震診断業務委託に伴う設計変更

H24.7〜9 奈良県

南小学校009-1・-2棟耐震補強等設計委託

H24.7〜9 奈良県

野々市市⺠体育館耐震診断・補強計画業務委託

H24.7〜8 石川県

県有建築物耐震性能調査業務委託

H24.7〜8 石川県

菊水保育園耐震診断業務

H24.7〜8 大阪府

県有建築物耐震性能調査業務委託

H24.7 石川県

加賀体育館耐震診断等業務

H24.7 石川県

上志比支所耐震診断業務

H24.7 福井県

鴫野第2住宅１号館外6件耐震改修設計の構造調査・基本計画業務委託

H24.6〜9 大阪府

飛鳥小学校他１校耐震診断業務委託

H24.6〜8 奈良県

吹⽥市⽴南千⾥中学校校舎耐震診断委託業務

H24.6〜8 大阪府

柳⽥公⺠館耐震診断業務

H24.6〜7 石川県
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業　務　名　称 調査年⽉ 調査場所
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奈良⼥⼦⼤学（附⼩）１号館耐震診断業務

H24.6〜7 奈良県

泉野福祉健康センター耐震診断業務

H24.6 石川県

某町中央ビルコンクリート強度調査⼯事

H24.6 大阪府

平成24年度第１回合同宿舎耐震診断・改修等設計業務

H24.5〜6 石川県

㈱○○ 和歌山分室 耐震診断

H24.5〜6 和歌山県

南港はなのまち住宅調査⼯事

H24.5 大阪府

北新町区⺠会館耐震診断業務

H24.4 愛知県

福井⼤学⽂京団地等建物コンクリート強度調査業務

H24.4 福井県

能美市内保育園耐震診断業務

H24.3 石川県

（財）奈良⾄誠会館耐震診断

H24.2 奈良県

福井⼤学⽂京団地事務棟等コンクリート強度調査業務

H24.1〜2 福井県

某産業㈱大阪支店耐震診断

H24.1〜2 大阪府

⽵⾥保育園耐震診断業務

H24.1 福井県

寝屋川市⽴北⼩学校他２校耐震補強設計業務委託（外壁調査）

H24.1 大阪府

千塚資料館⼤規模改修⼯事に伴う設計委託

H23.12〜 奈良県

某工業研究所耐震診断

H23.12〜 大阪府

第⼆⼩学校旧管理棟耐震診断業務

H23.12 大阪府

橘保育園耐震診断業務

H23.12 石川県

津幡町総合体育館耐震診断業務

H23.12 石川県

某駐在所CB上部鉄筋溶接確認

H23.12 奈良県

阪神⾼速本社⾞庫耐震診断業務

H23.12 大阪府

某マンション（ひび割れ調査）

H23.12 兵庫県

敦賀セメント⼯場建屋劣化調査その２

H23.11 福井県

かほく市まちかど交流館耐震診断業務

H23.11 石川県

千僧（23）庁舎増改修等建築設計

H23.10〜11 兵庫県

森本市⺠体育館耐震診断業務

H23.10 石川県

小松市公会堂耐震性評価業務

H23.10 石川県

⼩松市⽴博物館耐震診断業務

H23.10 石川県

湊小・こばと保育所耐震診断業務

H23.10 石川県

湯尾小学校耐震大規模改造工事

H23.10 福井県

東⼤阪市⽴⽇新⾼等学校校舎耐震診断業務

H23.9〜11 大阪府

橋⽴保育所配筋調査

H23.9 石川県

寝屋川市⽴北⼩学校他２校耐震補強設計業務委託（追加）

H23.9 大阪府

帝塚山病院耐震診断業務

H23.8〜9 大阪府

⼗津川村庁舎・⼩原診療所耐震診断業務

H23.8〜9 奈良県

高取中学校耐震診断業務

H23.8〜9 奈良県

千早⾚阪村⽴千早⼩吹台⼩学校耐震診断補強診断業務

H23.8〜9 大阪府

敦賀セメント⼯場建屋劣化調査

H23.8 福井県

湊小学校耐震診断業務

H23.8 石川県

奥越明成高校電気科棟耐震補強計画・実施設計委託

H23.8 福井県

道守高校特別教棟耐震補強計画・実施設計委託

H23.8 福井県

福岡大学学而会館耐震診断業務

H23.8 福岡県

某ビル耐震診断工事

H23.7〜8 和歌山県

福井商業高校特別教棟耐震補強工事設計業務

H23.7 福井県

福井市教育委員会チャレンジ教室耐震診断業務

H23.7 福井県

富⽥⽼⼈福祉センター鉄骨調査

H23.7 大阪府

御杖村庁舎耐震診断

H23.7 奈良県

南江⼝第⼀住宅1号館外3件耐震改修設計の構造調整・基本計画業務委託

H23.6〜8 大阪府

県庁跡地第二段階整備工事に伴う既存庁舎コア抜き試験

H23.6 石川県

住友生命珠洲（営）耐震診断

H23.6 石川県

コマツ粟津鉄骨調査

H23.6 石川県

某生コン(株)坂井工場骨材サイロ調査設計業務

H23.6 福井県

勝⼭成器⻄⼩学校南校舎耐震補強計画

H23.6 福井県
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某温泉施設浴室その他補修⼯事旧浴槽スラブ改修強度調査

H23.6 福井県

寝屋川市⽴北⼩学校他２校耐震補強設計業務委託

H23.5〜8 大阪府

某電機株式会社六甲⼭荘耐震調査

H23.5〜6 兵庫県

エーデルハイム第２高岡町温水器オーバーフロー配水管改修工事

H23.5 石川県

某邸浴室腰壁鉄筋探査調査工事

H23.5 大阪府

某ビルディング耐震診断及び改修計画

H23.4〜5 東京都

豊中市⽴（豊島⻄、庄内）⼩学校コア抜き調査

H23.3〜4 大阪府

某住宅耐震診断等業務

H23.3 大阪府

某明石事業所製造所スラブ調査

H23.3 兵庫県

某建物火災影響調査

H23.3 兵庫県

某住宅コンクリート劣化調査

H23.3 京都府

県⽴尼崎⼩⽥⾼等学校耐震補強設計

H23.2〜3 兵庫県

ガ⼯委-3　ガス⼯場管理棟耐震診断業務

H23.2 福井県

珠洲市⽴鵜飼保育所　耐震診断業務

H23.2 石川県

⻄軽海保育所耐震診断業務

H23.2 石川県

⺠間住宅擁壁調査

H23.2 神奈川県

京都市内某病院コンクリート強度調査

H23.1〜2 京都府

旭団地集会場耐震診断

H23.1 福井県

平和宿舎A10号棟ほか2棟耐震診断業務

H23.1 石川県

⻄若宮保育園耐震改修⼯事

H23.1 大阪府

寺院防災設備簡易耐震診断業務

H23.1 京都府

某建築基礎反発硬度測定業務

H22.12 石川県

社会福祉法人享誠塾耐震診断業務

H22.12 石川県

某建物火災調査

H22.12 大阪府

個人邸擁壁構造調査検討業務

H22.11〜12 大阪府

大野市和泉地区福祉センター耐震診断

H22.11 福井県

⾦沢⾚⼗字病院耐震診断業務

H22.11 石川県

牧保育園園舎耐震診断業務

H22.11 石川県

社会法人 希望が丘 児童棟耐震診断・補強計画業務

H22.11 石川県

某営業所耐震調査

H22.11 大阪府

某マンション新築工事

H22.10 大阪府

東山税務署外２件改修設計業務他

H22.10 京都府

宝⽴中学校（屋内運動場）耐⼒度調査

H22.9 石川県

住友⽣命⾦沢⽀社輪島⽀部耐震診断業務

H22.9 石川県

伊丹市橋梁点検

H22.9 兵庫県

某住宅耐震診断等業務

H22.8〜9 兵庫県

北潟公⺠館耐震診断業務

H22.8 福井県

福井⼤学（⽂京）総合研究棟Ⅶコンクリートコアサンプリング及び復旧

H22.8 福井県

武⽣南⼩学校　南校舎･北校舎耐震補強計画業務

H22.8 福井県

加賀市文化会館耐震診断業務

H22.8 石川県

錦城小学校（渡廊下）耐震診断業務

H22.8 石川県

松ヶ丘保育園耐震診断業務

H22.8 石川県

葦原小学校ほか校舎耐震診断調査及び耐震補強設計委託

H22.8 大阪府

美木多小学校体育館大規模改造外工事設計業務

H22.8 大阪府

貝塚,尼崎小学校調査

H22.8 兵庫県他

奈良県⽴王寺⼯業⾼等学校耐震改修業務

H22.8 奈良県

浜寺昭和小学校のびのびルーム新築外工事

H22.8 大阪府

住之江区役所・区⺠ホール耐震改修その他⼯事基本計画

H22.8 大阪府

某建物鉄筋探査かぶり厚さ測定

H22.8 和歌山県

奈良市⽴⿃⾒⼩学校他耐震診断に係わるコンクリート調査

H22.8 奈良県

防災備蓄センター耐震診断2次診断業務

H22.7〜8 福井県

福井商業高等学校図書館耐震補強計画設計業務

H22.7〜8 福井県

葦原小学校ほか校舎耐震診断調査及び耐震補強設計委託

H22.7〜8 大阪府
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平群北⼩学校体育館耐震診断業務

H22.7〜8 奈良県

明⽯市⽴松が丘幼稚園ほか耐震診断・補強ほか⼯事実施設計委託

H22.7〜8 兵庫県

福井大学（文京）総合研究棟Ⅶ改修（建築）設計業務　(追加調査)

H22.7 福井県

平成２２年度県有建築物耐震性能調査業務委託　その２（はまなす寮）

H22.7 石川県

⻄部クリーンセンター管理棟診断業務委託

H22.7 石川県

下坂部小ほか耐震診断補強設計業務委託

H22.7 兵庫県

某住宅耐震診断等業務

H22.6〜11 大阪府

⼤阪府⽴旭⾼等学校外1校耐震診断及び補強計画策定業務

H22.6〜7 大阪府

福井大学（文京）総合研究棟Ⅶ改修（建築）設計業務

H22.6 福井県

養⽼天命反転地修繕調査

H22.6 岐阜県

某商業施設改装工事事前探査業務

H22.6 大阪府

県⽴神⼾鈴蘭台⾼等学校耐震補強その他⼯事に係る実施設計委託

H22.6 兵庫県

門真市⽴上野⼝⼩学校耐震診断業務

H22.6 大阪府

財団法人大阪港埠頭公社L1上屋他9件耐震診断及び実施設計

H22.6 大阪府

⼤阪府⽴泉⼤津⾼等学校他3校耐震診断及び補強計画策定その他業務

H22.5〜6 大阪府

⼤阪府⽴泉⼤津⾼等学校他3校耐震診断及び補強計画策定その他業務

H22.5〜6 大阪府

大阪府佐野高等学校外2校耐震診断業務及び補強計画策定業務

H22.5〜6 大阪府

⼤阪府⽴花園⾼等学校外3校耐震診断及び補強計画策定その他業務

H22.5〜6 大阪府

宇治市⽴⽊幡中学校耐震改修実施設計他業務委託

H22.5 京都府

某住宅配筋調査業務

H22.5 京都府

某旧本社耐震改修計画

H22.4〜5 京都府

某建物コンクリート強度調査

H22.4〜5 京都府

志賀町⽴⾼浜⼩学校校舎棟（増築部）耐震診断

H22.3 石川県

⼤野市営住宅耐震診断

H22.3 福井県

⻄川第⼆⼩学校耐震補強⼯事設計に伴う現地調査

H22.3 奈良県

⺠間製造所事務所耐震診断

H22.3 大阪府

⺠間建物耐震診断業務

H22.2〜3 山口県

私⽴⼤学附属幼稚園耐⼒度診断業務

H22.2〜3 鳥取県

菊川町小学校校舎耐震２次診断業務委託

H22.2 石川県

緑小学校校舎耐震２次診断業務委託

H22.2 石川県

白山郷体育館耐震診断業務

H22.2 石川県

陽風園 耐震診断業務

H22.2 石川県

某保育園耐震診断（コア抜き調査）

H22.2 京都府

某保育園耐震診断業務

H22.2 京都府

某検定所京都事業所本館耐震診断業務

H22.2 京都府

鼓阪小学校他6校耐震診断業務委託

H22.1〜3 奈良県

都祁中学校校舎既設躯体コンクリート強度の確認及び補強⽅針策定

H22.1〜2 奈良県

鶴来第二保育所耐震診断業務

H22.1 石川県

⺠間宅地造成擁壁調査業務

H22.1 京都府

志比南小学校耐震補強計画業務

H21.12〜 福井県

兵庫障害者職業能⼒開発校外5件耐震診断業務

H21.12〜 兵庫県

小松市公会堂耐震診断業務

H21.12 石川県

羽咋工業高校耐震診断業務

H21.12 石川県

珠洲市⽴正院⼩学校（屋内運動場）及び上⼾⼩学校（屋内運動場）

耐震診断補強計画業務

H21.12 石川県

大聖寺高同窓会館耐震診断および大聖寺実業高耐震診断業務

H21.12 石川県

大関保育園耐震診断業務

H21.12 福井県

桜井市⽴⼤福⼩学校鉄筋探査業務（仮称）

H21.12 奈良県

門真税務署外2件改修設計業務

H21.12 大阪府

県⽴明⽯、明⽯北⾼校耐震補強⼯事におけるコア抜き調査(明⽯⾼校)

H21.11〜12 兵庫県

松江しんじ湖温泉配湯設備改修工事に伴う実施設計業務委託

H21.11〜12 島根県

能都中学校耐⼒度調査業務

H21.11 石川県

鶴来公⺠館耐震診断業務

H21.11 石川県



調査診断実績表（建築）

業　務　名　称 調査年⽉ 調査場所

2017年12⽉

⿊崎町⺠会館耐震診断等業務

H21.11 石川県

本荘小学校校舎耐震補強計画、改修計画･実施設計業務

H21.11 福井県

伊井小学校校舎耐震補強計画、改修計画･実施設計業務

H21.11 福井県

⺠間幼稚園　耐震診断改修計画・耐震補強⼯事

H21.11 兵庫県

某保育園耐震診断業務

H21.11 京都府

町⽴第⼀⼩学校耐震診断業務

H21.11 大阪府

熊取町役場庁舎耐震診断業務

H21.11 大阪府

(仮称）⺠間マンション耐震診断

H21.11 兵庫県

⼤和郡⼭北⼩学校耐震補強⼯事実施設計業務

H21.11 奈良県

下北⼭⼩学校耐震診断

H21.11 奈良県

財団法⼈⼤阪埠頭公社L1管理棟耐震診断業務

H21.10〜11 大阪府

⺠間⼤型店舗駐⾞場鉄骨調査

H21.10〜11 滋賀県

能美市福岡保育園耐震診断業務

H21.10 石川県

⽯川県⽴翠星⾼校造園材料実習棟耐震診断業務

H21.10 石川県

向陽高校体育館耐震診断業務

H21.10 石川県

国⺠健康保険⻭科⼝腔保険センター耐震診断

H21.10 福井県

⺠間本社ビル 耐震診断

H21.10 大阪府

⺠間旧本社耐震診断業務

H21.9〜H22.3 京都府

県⽴神⼾甲北・鈴蘭台⾼等学校耐震補強その他⼯事に係る実施設計委託

H21.9〜10 兵庫県

小松市荒屋小学校他２校耐震診断業務

H21.9 石川県

小丸山小学校耐震性能調査業務委託

H21.9 石川県

⼩松市⽴⽝丸⼩学校外１校耐震診断業務

H21.9 石川県

某ビル耐震診断業務

H21.9 大阪府

某幼稚園耐震診断

H21.9 大阪府

平成21年度豊中市⽴市⺠会館耐震診断委託

H21.9 大阪府

柳⽣公⺠館他2館耐震診断及び耐震補強設計業務委託

H21.9 奈良県

豊中第5中学校⽯綿含有率分析調査業務委託

H21.9 大阪府

上條小学校3号館外2校耐震診断及び補強設計業務委託

H21.8〜9 大阪府

春日中学校他1校耐震診断業務委託

H21.8〜9 奈良県

上⽶沢町営住宅耐震診断業務

五百石保育所耐震診断業務

H21.8 富山県

明光⼩学校耐⼒度調査業務

H21.8 石川県

H21年度県有建築物耐震性能調査業務委託その６

H21.8 石川県

H21年度県有建築物耐震性能調査業務委託その５

H21.8 石川県

H21年度県有建築物耐震性能調査業務委託その４

H21.8 石川県

余喜公⺠館耐震性能調査業務委託　四柳町

H21.8 石川県

豊⽥公⺠館外耐震診断業務委託

H21.8 富山県

聖徳幼稚園園舎耐震診断業務

H21.8 福井県

晴明保育園耐震診断業務

H21.8 福井県

下市小学校屋内運動場耐震診断業務

H21.8 奈良県

某幼稚園耐震診断業務

H21.8 香川県

某大学講堂他2棟耐震診断

H21.8 兵庫県

旭⼩学校北校舎耐震補強計画・設計業務

H21.7〜8 福井県

社南⼩学校北校舎耐震補強計画・設計業務

H21.7〜8 福井県

啓新高校第1校舎耐震診断業務

H21.7〜8 福井県

県⽴舞⼦・兵庫⼯業⾼等学校耐震補強その他⼯事に係る実施設計委託

H21.7〜8 兵庫県

某病院耐震診断

H21.7〜8 兵庫県

若草中学校他耐震診断業務

H21.7〜8 奈良県

富⼭県砺波北部⼩学校耐震改修事業基本設計他業務委託

H21.7 富山県

福井社会保険事務局敦賀事務所庁舎耐震診断業務

H21.7 福井県

福井社会保険事務所庁舎耐震診断業務

H21.7 福井県

藤島高校第1体育館耐震補強計画・実施設計

H21.7 福井県

五條警察署十津川分庁舎本館耐震診断業務

H21.7 奈良県



調査診断実績表（建築）

業　務　名　称 調査年⽉ 調査場所

2017年12⽉

十津川高校耐震診断

H21.7 奈良県

某幼稚園耐震診断

H21.7 大阪府

（仮称）江坂ビル鉄筋探査業務

H21.7 大阪府

L（4〜7）管理棟耐震診断業務

H21.7 大阪府

⺠間建物調査

H21.7 鳥取県

某保育園耐震診断

H21.7 京都府

⺠間社有施設耐震診断

H21.7 和歌山県

井瀬木児童館耐震改修工事に係る実施設計

H21.6 愛知県

加賀市⽴菅⾕⼩学校耐震診断等業務

H21.6 石川県

志賀町⽴上熊野⼩学校耐震診断調査業務委託

H21.6 石川県

中央卸売市場関連商品棟耐震診断業務

H21.6 福井県

鳥羽小学校耐震診断業務

H21.6 福井県

旭団地総合改修工事実施設計業務

H21.6 福井県

嶺北丸岡消防署庁舎耐震診断業務

H21.6 福井県

富⽥林市⽴福祉⻘少年センター耐震診断業務

H21.6 大阪府

八雲東小学校屋内運動場耐震診断及び実施設計業務

H21.6 大阪府

池田市消防庁舎耐震補強工事設計業務

H21.6 大阪府

某住宅⽕災影響調査

H21.6 兵庫県

（仮称）吹田広芝　電気設備工事

H21.6 大阪府

三和・園田分署耐震診断設計業務

H21.6 兵庫県

太⼦町⽴中学校耐震診断業務

H21.6 大阪府

⿂崎⻄住宅他耐震診断調査業務

H21.5〜7 兵庫県

旧北千⾥⼩学校校舎耐震診断外4校

H21.5〜7 大阪府

⼤阪府⽴吹⽥⾼等学校外3校耐震診断及び補強計画策定業務

H21.5〜7 大阪府

⼤阪府⽴東百⾆⿃⾼等学校外3校耐震診断及び補強計画策定業務

H21.5〜7 大阪府

⼤阪府⽴登美丘⾼等学校外1校耐震診断及び補強計画策定業務

H21.5〜7 大阪府

⼤阪府⽴みどり清朋⾼等学校外2校耐震診断及び補強計画策定その他業務

H21.5〜7 大阪府

下阪部小学校校舎耐震診断外4校

H21.5〜6 兵庫県

某住宅基礎鉄筋探査

H21.5 石川県

⾦城⼤学短期⼤学部棟本館耐震補強⼯事

H21.5 石川県

勅使⼩・作⾒⼩耐震診断業務

H21.5 石川県

⼤阪府営住宅吹⽥⼭⽥⻄住宅耐震改修事業に伴うコンクリートコア抜き調査

H21.5 大阪府

某大（附小）校舎等耐震補強設計業務

H21.5 奈良県

曙川東小学校外3校校舎耐震診断業務

H21.4〜6 大阪府

刑部小学校外3校耐震改修設計業務

H21.4〜6 大阪府

岸和⽥市⽴東光⼩学校外3校耐震診断及び補強設計業務

H21.4〜6 大阪府

加賀市⽴南郷⼩学校耐震診断等業務

H21.4 石川県

特別養護⽼⼈ホーム⻄⼭寮耐震診断

H21.4 京都府

出水市本町中継ポンプ場耐震診断調査業務委託

H21.4 ⿅児島県

平成20年度豊中市⽴⼩学校校舎（豊島･豊南･庄内･豊島⻄･庄内南･中豊

耐震診断委託(豊島小学校)

珠洲市⽴宝⽴⼩学校耐⼒度調査業務

H21.3 石川県

建物耐震診断用建物調査に伴う耐震診断

H21.2〜3 大阪府

既存コンクリート造防火水槽機能診断における二次調査の手引き(案)作成業務

H21.2 東京都

能美市内一円保育園遊戯室調査

H21.2 石川県

御祖小学校耐震診断業務

H21.1 石川県

経田保育園耐震診断業務

H21.1 福井県

大学教室棟耐震改修業務

H20.12〜 京都府

⺠間⼯場耐震診断

H20.12〜 大阪府

登美ヶ丘中学校他6校耐震診断及び補強設計業務委託

H20.12〜 奈良県

⼗津川村⽴上野地中学校他耐震診断

H20.12 奈良県

病院建物耐震診断業務

H20.12 京都府

⺠間保育園耐震診断

H20.12 福井県

H21.3〜5 大阪府



調査診断実績表（建築）

業　務　名　称 調査年⽉ 調査場所

2017年12⽉

枚方・布施公共職業安定所耐震診断業務

H20.12 大阪府

建物撤去に伴う建物調査

H20.12 石川県

加賀市⽴南郷⼩学校耐震診断業務

H20.12 石川県

加賀市⽴錦城中学校耐震診断業務

H20.12 石川県

能美市⽴⼭⼝保育園耐震診断業務

H20.12 石川県

加賀市⽴⽚⼭津中学校屋内運動場、講堂耐震診断業務

H20.12 石川県

加賀市⽴緑丘⼩学校屋内運動場耐震診断業務

H20.12 石川県

珠洲市⽴宝⽴中学校屋内運動場耐震診断業務

H20.12 石川県

⺠間保育園耐震診断

H20.12 大阪府

上牧中学校耐震二次診断委託業務

H20.11〜 奈良県

建物現状調査

H20.11〜12 大阪府

保育園耐震診断

H20.11 石川県

加賀市⽴三⽊学校耐震診断

H20.11 石川県

⽯川県⽴⼤聖寺⾼校図書館耐震診断

H20.11 石川県

城東幼稚園・聖三一幼稚園耐震診断業務

H20.11 福井県

桜井小学校耐震診断 屋内運動場棟

H20.11 奈良県

個人邸土間コン変状（ひび割れ）調査

H20.11 京都府

RCガレージの変状調査

H20.11 京都府

⼤阪府⽴旭⾼等学校他3校耐震診断及び補強計画策定業務

H20.11 大阪府

加古川⼯場清風寮他耐震診断業務

H20.11 兵庫県

古市住宅3号館外4件構造調整（耐震改修設計）業務委託

H20.10〜11 大阪府

⺠間保育園耐震診断

H20.10 石川県

湯尾小学校耐震診断業務

H20.10 福井県

⼤阪府⽴泉⼤津⾼等学校外2校耐震診断及び補強計画策定業務

H20.9〜10 大阪府

⺠間建築物ひび割れ調査

H20.9 兵庫県

新築建築物の強度確認業務

H20.9 福井県

北郷公⺠館他耐震2次診断業務

H20.9 福井県

平成20年度市営住宅稲越団地耐震改修及び関連⼯事

H20.9 福井県

下北⼭中学校耐震診断（⼆次診断）委託業務

H20.9 奈良県

豊中市⽴⼩学校・屋内運動場耐震診断・補強⼯事設計委託

H20.8〜10 大阪府

⾹芝⾼校及び⼤和広陵⾼校耐震診断業務

H20.8〜10 奈良県

川⻄市⽂化会館・中央公⺠館耐震診断委託業務

H20.8〜9 兵庫県

吹⽥市⽴⼭⽥第⼀⼩学校耐⼒度調査

H20.8〜9 大阪府

小原中学校屋内運動場耐震診断業務

H20.8〜9 奈良県

鉄道事業部管理施設耐震改修に伴う耐震診断及び設計業務（寝屋川交換局

H20.8 大阪府

加賀市⽴河南保育所耐震診断等業務

H20.8 石川県

南条中学校耐震診断業務

H20.8 福井県

国⺠宿舎鷹巣荘耐震診断業務

H20.8 福井県

労働福祉会館外耐震診断業務

H20.8 福井県

丸岡中学校校舎耐震診断業務

H20.8 福井県

坂井中学校校舎・屋内運動場耐震診断業務

H20.8 福井県

消防団第4分団本部外耐震診断業務

H20.8 福井県

足羽小学校中校舎耐震補強計画･設計業務

H20.8 福井県

松本⼩学校北校舎耐震補強計画･設計業務

H20.8 福井県

武生南・春日・緑団地耐震診断業務

H20.8 福井県

⺠間店舗躯体調査

H20.8 大阪府

⺠間ビル耐震診断調査

H20.8 大阪府

大正小学校外4校校舎耐震診断業務

H20.7〜9 大阪府

⼤阪港埠頭公社C2管理棟耐震診断

H20.7〜9 大阪府

⺠間建物改装⼯事に伴う耐震診断

H20.7〜8 大阪府

⺠間マンション耐震診断業務

H20.7〜8 大阪府

都島工業高等学校他12校耐震改修設計構造調整・基本計画

H20.7〜8 大阪府

⺠間保育所耐震診断業務

H20.7〜8 和歌山県



調査診断実績表（建築）

業　務　名　称 調査年⽉ 調査場所

2017年12⽉

吹⽥市⽴第⼀中学校校舎耐震補強⼯事

H20.7 大阪府

美⽅⾼校普通教棟昇降⼝耐震補強計画・実施設計業務

H20.7 福井県

坂井市役所丸岡総合支所庁舎耐震診断業務

H20.7 福井県

福井商業高校普通特別教棟耐震補強計画・実施設計委託業務

H20.7 福井県

建物変状調査

H20.7 京都府

⻄宮市⽴⽤海⼩学校既存建物耐⼒度調査

H20.7 兵庫県

⺠間建物耐震診断業務

H20.6〜8 大阪府

⺠間建物耐震診断業務

H20.6〜7 大阪府

上之郷小学校校舎耐震診断調査業務委託

H20.6 大阪府

白藤保育園耐震診断業務

H20.6 福井県

建物改修事業基本計画に伴う調査業務

H20.3 大阪府

⾦沢⼤学平和町宿舎53棟等耐震診断業務

H20.3 石川県

⺠間保育園耐震診断

H20.3 石川県

子ども障害者センター体育館他4棟耐震診断業務

H20.2 和歌山県

本多聞保育所他4施設耐震診断業務

H20.1 兵庫県

⼩松市⽴芦城中学校講堂耐震診断業務

H20.1 石川県

武道館耐震診断業務

H20.1 福井県

武⽣公会堂記念館耐震診断

H20.1 福井県

豊小学校耐震補強計画

H20.1 福井県

宝永小学校耐震補強計画

H19.12〜 福井県

⼤阪府警察北千⾥待機宿舎耐震診断業務

H19.12 大阪府

船場旭ビル耐震調査

H19.12 大阪府

コンテナ埠頭施設C3管理棟耐震診断業務

H19.12 大阪府

独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構松籟荘病院耐震診断業務

H19.12 奈良県

羽水高校体育館耐震補強計画･実施設計

H19.11 福井県

陶芸館第⼆資料館耐震補強

H19.11 福井県

⺠間店舗耐震診断

H19.11 福井県

⽼⼈センター耐震診断業務

H19.11 福井県

年⾦福祉施設等に関する耐震診断調査等業務　新潟厚⽣年⾦会館

H19.10〜11 新潟県

年⾦福祉施設等に関する耐震診断調査等業務 健康⽂化センター福井厚⽣年

H19.10〜11 福井県

市⽴芦部⼩学校他耐震（２次）診断等業務

H19.10 大阪府

⺠間保育園耐震診断業務

H19.10 石川県

⺠間建物耐震診断

H19.10 福井県

雲雀ヶ丘寮耐震補強改修設計業務

H19.9〜10 福井県

箕島中学校校舎①-1棟耐震二次診断業務

H19.9 和歌山県

文成中学校校舎1-1、9棟耐震二次診断業務

H19.9 和歌山県

府営百⾆⿃梅町住宅耐震診断業務

H19.9 大阪府

四条畷市　公共下⽔道委託第19-1号⽥原処理場⼟⽊・建築耐震診断業務

H19.9 大阪府

若松第11・12住宅耐震診断業務

H19.9 大阪府

⼤阪府⽴⾦剛⾼等学校外3校耐震診断及び基本計画策定業務

H19.9 大阪府

茨田中学校他5校耐震改修設計の構造調整・基本計画業務委託

H19.9 大阪府

⺠間⼯場耐震診断業務

H19.9 石川県

⻄荒屋⼩学校耐震診断および補強計画策定委託業務

H19.9 石川県

⺠間⼯場耐震診断/補強計画調査設計

H19.9 石川県

平成19年度市営住宅⾺場第2団地第1棟耐震改修および関連⼯事実施設計

H19.9 福井県

耳成小学校耐震診断委託業務

H19.8〜9 奈良県

⼤阪府⽴⾼校耐震診断業務(4校）

H19.8〜9 大阪府

畝傍高等学校・桜井高等学校耐震診断業務

H19.8 奈良県

光陽中学校耐震診断委託業務

H19.8 奈良県

⺠間住宅耐震診断業務

H19.8 大阪府

⺠間病院耐震診断業務

H19.8 石川県

加賀市⽴錦城⼩学校耐震診断業務

H19.8 石川県

王寺工業高等学校耐震診断業務

H19.7〜8 奈良県



調査診断実績表（建築）

業　務　名　称 調査年⽉ 調査場所

2017年12⽉

学校施設耐震診断委託業務

H19.7〜8 大阪府

武⽣南･東⼩学校耐⼒度調査業務

H19.7〜8 福井県

武⽣⻄⼩学校耐⼒度調査業務

H19.7〜8 福井県

花匡⼩学校耐⼒度調査業務

H19.7〜8 福井県

服間･⽩⼭･王⼦保⼩学校耐⼒度調査業務

H19.7〜8 福井県

北新庄･北⽇野･国⾼⼩学校耐⼒度調査業務

H19.7〜8 福井県

保田中学校校舎耐震二次診断業務委託

H19.7 和歌山県

能登町役場内浦庁舎耐震調査業務

H19.7 石川県

珠洲市⽴緑丘中学校体育館耐震診断・耐震補強計画業務

H19.7 石川県

⽣活⽂化センター及び⽣活⽂化センター⻄館耐震診断業務

H19.6 兵庫県

⺠間ビル調査⼯事

H19.6 兵庫県

神⼾市環境局⻄事業所耐震診断

H19.6 兵庫県

神⼾市環境局垂⽔事業所耐震診断

H19.6 兵庫県

郡山南小学校耐震診断業務

H19.6 奈良県

社会福祉法人宇治病院耐震診断業務委託（追加調査分）

H19.6 京都府

越前市北⽇野公⺠館･今⽴もくせい会館耐震診断

H19.6 福井県

越前市⻄公⺠館(別館)･⻘年センター耐震診断

H19.6 福井県

富野小学校校舎耐震診断調査業務委託

H19.5 京都府

加賀市⽴橋⽴⼩学校耐⼒度調査

H19.5 石川県

加賀市⽴橋⽴中学校耐⼒度調査

H19.5 石川県

三馬小学校校舎耐震補強設計業務

H19.5 石川県

国⽴能登⻘少年交流の家耐震診断業務

H19.4 石川県

保育園耐震診断業務

H19.4 石川県

プレキャストガレージ変状調査

H19.4 兵庫県

⺠間保育園補強計画

H19.3 石川県

病院耐震診断業務

H19.3 京都府

⼟⽥⼩学校他4校耐震化優先度調査

H19.3 石川県

能登町⽴⼩中学校耐震化優先度調査

H19.3 石川県

梅光保育園耐震診断

H19.3 石川県

珠洲市⽴⼩学校耐震化優先度調査

H19.3 石川県

⺠間保育園耐震診断業務

H19.2 和歌山県

北新庄･王⼦保･坂⼝⼩学校耐震診断業務

H19.2 福井県

岡本・南中山小学校耐震診断業務

H19.2 福井県

武生東小学校耐震診断業務

H19.2 福井県

清⽔東,⻄,南保育園耐震診断業務

H19.2 福井県

社北⼩学校北校舎耐震補強計画設計業務

H19.2 福井県

⺠間病院病院耐震診断

H19.2 和歌山県

⾼浜町公営住宅耐震２次診断

H19.2 福井県

志比南小学校耐震診断業務

H19.2 福井県

みのり小学校耐震診断業務

H19.2 福井県

宝達志⽔町⽴志雄中学校校舎棟及び屋内運動場耐震性能調査業務

H19.1〜3 石川県

今村病院耐震診断業務

H19.1 和歌山県

⾼浜町公営住宅耐震２次診断

H19.2 福井県

中部処理場⽔処理施設上屋耐震診断委託業務

H18.12〜 兵庫県

⽣涯学習センター･市⺠ホール耐震診断業務

H18.12 福井県

越前市分庁舎ほか耐震診断業務

H18.12 福井県

耐震診断業務(上北野保育園、他３園)

H18.11 福井県

春江中学校耐⼒度調査業務

H18.11 福井県

耐震診断現地調査業務

H18.11 和歌山県

公⺠館耐震診断業務（坂⼝・武⽣南・神⼭）

H18.10 福井県

⻑畝⼩学校、鳴⿅⼩学校校舎・体育館耐震診断業務

H18.10 福井県

平章小学校校舎･体育館耐震診断業務

H18.9〜10 福井県

美⼭公⺠館⽻⽣分館外耐震診断業務

H18.9〜10 福井県



調査診断実績表（建築）

業　務　名　称 調査年⽉ 調査場所

2017年12⽉

春江小学校・大関小学校校舎・体育館耐震診断業務

H18.9〜10 福井県

花匡公⺠館・王⼦保公⺠館耐震診断業務

H18.9 福井県

北郷⼩学校校舎 耐震第2次診断業務

H18.9 福井県

平泉寺小学校 耐震第2次診断業務委託

H18.9 福井県

中部中学校 耐震第2次診断業務委託

H18.9 福井県

村岡小学校校舎 耐震第2次診断業務委託

H18.9 福井県

H18年度県予防治⼭事業

H18.8〜10 兵庫県

H17年度県単独県営治⼭事業

H18.8〜10 兵庫県

庁舎緑化整備工事に係わる基本・実施設計委託

H18.8〜9 兵庫県

花匡小学校耐震診断

H18.8 福井県

武⽣第六中・南越中学校耐震診断

H18.8 福井県

北⽇野⼩学校耐震診断業務

H18.8 福井県

開成・陽明中学校耐震診断業務

H18.8 福井県

阪谷小学校校舎･有終南小学校体育館耐震診断業務

H18.8 福井県

⺠間社宅・寮建物調査

H18.7 兵庫県

明道中学校耐震診断業務

H18.7 福井県

平谷小学校耐震診断業務

H18.7 奈良県

⻄野⽥⼯科⾼校耐震診断業務

H18.7 大阪府

⼭代⽼⼈・児童福祉センター耐震診断業務

H18.7 石川県

⺠間建物耐震診断業務

H18.6 石川県

⺠間病院耐震診断業務

H18.6 石川県

⺠間⼯場耐震⼯事

H18.6 石川県

既存建築物鉄筋探査業務

H18.6 石川県

既存建築物現況調査

H18.5 兵庫県

八尾商工会議所耐震診断業務現地調査

H18.4 大阪府

福井工業高専本館等耐震診断業務

H18.3 福井県

石川工業高専武道場他耐震診断業務

H18.3 石川県

⻄代中学校耐震補強他⼯事

H17.12〜 兵庫県

大学病院本館耐震診断他調査業務

H17.12 福岡県

平成17年度県有建築物耐震性能調査業務委託その10(⽻咋⼯業⾼等学校体

H17.10 石川県

⽩⼭公⺠館、⻄公⺠館、吉野公⺠館耐震診断業務

H17.10 福井県

南小学校耐震診断業務

H17.10 福井県

坂口小学校、王子保小学校耐震診断業務

H17.10 福井県

味真野⼩学校、北⽇野⼩学校耐震診断業務

H17.10 福井県

武⽣六中学校、神⼭⼩学校耐震診断業務

H17.10 福井県

味真野公⺠館、北新庄公⺠館耐震診断業務

H17.10 福井県

吉備会館・体育館耐震診断業務

H17.10 和歌山県

大枝ポンプ場、梶ポンプ場耐震診断業務

H17.9〜10 大阪府

和歌⼭市⽴和歌⼭商業⾼等学校耐震診断業務

H17.8〜9 和歌山県

森本⼩学校体育館耐⼒度調査

H17.8 石川県

東明小学校耐震診断業務

H17.8 富山県

美作市⽴⼤原⼩学校劣化度調査

H17.8 岡山県

学校施設耐震診断(その39)

H17.8 兵庫県

構内建物耐震化優先度調査

H17.7 石川県

私市浄水場耐震調査委託業務

H17.5 大阪府

独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構福井病院耐震診断委託

H17.5 福井県

独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構⻄新潟中央病院耐震診断委託

H17.5 新潟県

酒生小学校「コア抜き試験及び修繕」

H17.4 福井県

六条⼩学校「コア抜き試験及び修繕」

H17.4 福井県

木田小学校「コア抜き試験及び修繕」

H17.4 福井県

⺠間ビル建物調査

H17.3 大阪府

⺠間ビル建物調査

H17.3 福井県

宝塚市⽴病院建物調査および⻑期修繕計画書作成委託業務

H17.2 兵庫県



調査診断実績表（建築）

業　務　名　称 調査年⽉ 調査場所

2017年12⽉

⺠間マンション耐震改修⼯事

H17.2 兵庫県

⺠間建物構造体調査

H17.2 福井県

鴨公小学校耐震診断業務

H17.2 奈良県

⺠間養護⽼⼈ホーム劣化調査業務

H16.12 京都府

⺠間建物延命化業務

H16.12 兵庫県

⺠間建物延命化業務

H16.12 兵庫県

⺠間建物構造調査

H16.11 大阪府

⺠間病院改修⼯事

H16.11 兵庫県

南大阪維持（出）電源局舎耐震設計

H16.9 大阪府

⽵野町⽴森本中学校耐⼒度調査業務

H16.9 兵庫県

宮ノ下公⺠館耐震診断業務委託

H16.8 福井県

上⽂殊公⺠館耐震診断業務委託

H16.8 福井県

光陽中学校耐震診断業務委託

H16.8 福井県

東安居小学校耐震診断業務委託

H16.8 福井県

和歌山地連（16）庁舎増改修建築設計

H16.7 和歌山県

志⽐南⼩学校校舎耐⼒度調査

H15.8 福井県

建物耐震診断業務

H15.4 福井県

※上記業務は全て下請での実績です。


