
№1

主な建築設計業務経歴

受託年 発注者 件　　　　　　　　　　名 申請地 構　造 延面積

 平成 28年 県西土木 恩賜箱根公園湖畔展望館改修 設計 箱根町 ＲＣ造２Ｆ 400㎡ 

 平成 28年 小田原市 酒匂川スポ－ツ広場トイレ新築 設計 小田原市 ＲＣ造１Ｆ 40㎡ 

 平成 28年 大磯町 消防庁舎アスベスト対策工事 設計監理 大磯町 ＲＣ造４Ｆ 1,300㎡ 

 平成 27年 民　　間 箱根Ｇ公園とんぼ玉工作堂新築 設計監理 箱根町 Ｗ造１Ｆ 120㎡ 

 平成 27年 民　　間 Ｓ学園付属幼稚園新築 設計監理 平塚市 Ｓ造３Ｆ 1,572㎡ 

 平成 27年 民　　間 ＯＧ保育園 耐震診断 小田原市 ＲＣ造３Ｆ 750㎡ 

 平成 27年 神奈川県 小田原水産合同庁舎改修 設計 小田原市 ＲＣ造３Ｆ 1,602㎡ 

 平成 27年 大磯町 国府支所太陽光発電設備設置 設計監理 大磯町 ＲＣ造２Ｆ 685㎡ 

 平成 26年 民　　間 Ｎ邸個人住宅新築 設計監理 南足柄市 Ｗ造２Ｆ 145㎡ 

 平成 26年 神奈川県 大磯高校体育館改修・耐震補強 設計監理 大磯町 ＳＲＣ造２Ｆ 2,094㎡ 

 平成 26年 民　　間 Ｓ信用金庫湯河原支店新築 設計監理 湯河原町 Ｓ造２Ｆ 733㎡ 

 平成 26年 神奈川県警 小田原警察署川東地区交番新築 設計 小田原市 Ｓ造２Ｆ 70㎡ 

 平成 26年 民　　間 Ｓ邸個人住宅新築 設計監理 小田原市 Ｗ造２Ｆ 140㎡ 

 平成 25年 神奈川県
産業技術センタ－工芸技術所改修
設計監理

小田原市 ＲＣ造５Ｆ 3,350㎡ 

 平成 25年 民　　間 Ｍ寺本堂新築 設計監理 小田原市 Ｗ造１Ｆ 150㎡ 

 平成 25年 民　　間 Ｂ町共同住宅新築 設計監理 平塚市 ＲＣ造３Ｆ 150㎡ 

 平成 25年 民　　間 Ｆ邸個人住宅改修 設計監理 三郷市 Ｗ造２Ｆ 90㎡ 

 平成 25年 民　　間 Ｍ寺庫裏客殿新築 設計監理 小田原市 Ｗ造２Ｆ 305㎡ 

 平成 24年 平塚市 市営中原上宿住宅 耐震診断 平塚市 ＲＣ造５Ｆ 1,199㎡ 

 平成 24年 平塚市 市営東中原住宅集会所 耐震診断 平塚市 Ｓ造２Ｆ 209㎡ 

 平成 24年 民　　間 Ｈ運送共同住宅新築 設計監理 小田原市 Ｓ造３Ｆ 588㎡ 

 平成 24年 小田原市 市立町田小学校体育館新築 設計監理 小田原市 Ｓ造２Ｆ 838㎡ 

 平成 24年 国立印刷局 研究所下水排水用調整槽新設 設計 小田原市 ＲＣ造５Ｆ 9,965㎡ 

 平成 24年 民　　間 Ｗ工業技術センタ－棟増築 設計監理 小田原市 ＲＣ造３Ｆ 444㎡ 

 平成 24年 海老名市 中部大型防災備蓄倉庫新築 設計監理 海老名市 Ｓ造１Ｆ 288㎡ 

 平成 23年 国土交通省 横浜地方法務局小田原支局新築 監理 二宮町 Ｓ造３Ｆ 2,438㎡ 



№2

受託年 発注者 件　　　　　　　　　　名 申請地 構　造 延面積

 平成 23年 民　　間 ＴＢＭ保養所改修 設計監理 熱海市 Ｗ造２Ｆ 218㎡ 

 平成 23年 民　　間 Ｓ・Ｅ社屋 耐震診断 中井町 Ｓ造２Ｆ 233㎡ 

 平成 23年 神奈川県
吉田島総合高校農業土木実験実習棟
改修 設計監理

開成町 ＲＣ造１Ｆ 450㎡ 

 平成 23年 民　　間 Ｔビル用途変更・増築 設計監理 小田原市 ＲＣ造５Ｆ 988㎡ 

 平成 23年 南足柄市 岡本小学校10号棟改修 設計監理 南足柄市 Ｓ造２Ｆ 1,613㎡ 

 平成 23年 海老名市 大規模防災倉庫新築 設計監理 海老名市 Ｓ造１Ｆ 280㎡ 

 平成 21年 民　　間 Ｉ邸個人住宅新築 設計監理 小田原市 Ｗ造２Ｆ 121㎡ 

 平成 20年 民　　間 Ｋ邸個人住宅新築 設計監理 小田原市 Ｗ造３Ｆ 145㎡ 

 平成 20年 民　　間 Ｇ.Ｙ工場新築 設計監理 小田原市 Ｓ造４Ｆ 4,109㎡ 

 平成 19年 大磯町 国府学童施設新築 設計監理 大磯町 Ｓ造１Ｆ 182㎡ 

 平成 19年 民　　間 Ａ邸個人住宅新築 設計監理 小田原市 Ｗ造２Ｆ 217㎡ 

 平成 19年 民　　間 ＡＫＩＹＡＭＡビル新築工事 設計監理 小田原市 Ｓ造２Ｆ 300㎡ 

 平成 19年 民　　間 Ｎ邸個人住宅新築 設計 茅ヶ崎市 Ｗ造３Ｆ 190㎡ 

 平成 18年 神奈川県警 小田原警察署足柄交番新築 設計 小田原市 ＲＣ造２Ｆ 60㎡ 

 平成 17年 民　　間 ＮＡＫＡＮＩＷＡＢＵＩＬＤ新築 設計監理 小田原市 ＲＣ造６Ｆ 475㎡ 

 平成 15年 民　　間 Ｈ幼稚園新築 設計監理 小田原市 Ｗ造２Ｆ 437㎡ 

 平成 14年 民　　間 Ｆ学園複合施設 基本設計 小田原市 ＲＣ造２Ｆ 2,101㎡ 

 平成 12年 民　　間 Ｍ保育園増改築 設計監理 小田原市 ＲＣ造２Ｆ 814㎡ 

 平成 11年 民　　間 Ｓ職業センタ－改修 設計監理 小田原市 ＲＣ造２Ｆ 960㎡ 

 平成  7年 民　　間 Ｎ園複合施設新築 設計監理 小田原市 ＲＣ造３Ｆ 1,327㎡ 

 平成  5年 民　　間 Ｓ活動センタ－新築 設計監理 小田原市 ＲＣ造２Ｆ 1,029㎡ 

 平成  5年 民　　間 Ｎ保育園新築 設計監理 小田原市 Ｓ造２Ｆ 876㎡ 

 昭和 61年 民　　間 Ｓ職業センタ－新築 設計監理 小田原市 ＲＣ造２Ｆ 960㎡ 



№.3

主な開発設計業務経歴

受託年月 開　　　発　　　名　　　称 申　　　請　　　地 敷　地　面　積

平成27年10月 有料老人ホーム、診療所開発許可申請　 平塚市四之宮 1,553㎡

平成27年9月 店舗開発許可申請　　　　　　　　　1区画 南足柄市和田河原 1,670㎡

平成27年7月 グラウンド敷地造成　 小田原市穴部 1,366㎡

平成27年7月 共同住宅開発許可申請　　　　　　2棟 小田原市寿町三丁目 748㎡

平成27年3月 宅地開発許可申請　　　　　　　　１０宅地 横浜市旭区都岡町 2,209㎡

平成27年3月 店舗開発許可申請　　　　　　　　　1区画 小田原市飯泉 2,057㎡

平成27年2月 宅地開発許可申請　　　　　　　　　７宅地 小田原市栢山 2,915㎡

平成27年1月 宅地開発許可申請　　　　　　　　１２宅地 横浜市旭区都岡町 2,985㎡

平成26年11月 駐車場整備　まちづくり条例申請　７３台 伊勢原市西富岡 6,611㎡

平成26年9月 共同住宅開発許可申請　　　　　　1棟 秦野市渋沢 544㎡

平成26年7月 宅地開発許可申請　　　　　　　　２２宅地 足柄下郡湯河原町吉浜 4,757㎡

平成26年6月 宅地開発許可申請　　　　　　　　１４宅地 中郡二宮町二宮 2,559㎡

平成26年6月 宅地開発許可申請　　　　　　　　１２宅地 中郡二宮町二宮 2,217㎡

平成26年6月 宅地開発許可申請　　　　　　　　１４宅地 中郡二宮町二宮 2,311㎡

平成26年3月 介護施設開発許可申請 川崎市多摩区菅 1,359㎡

平成25年3月 宅地開発許可申請　　　　　　　　１５宅地 横浜市旭区都岡町 2,649㎡

平成25年2月 墓地条例開発許可申請 小田原市小竹 1,325㎡

平成25年2月 宅地開発許可申請　　　　　　　　１３宅地 小田原市蓮正寺 2,410㎡

平成24年12月 宅地開発許可申請　　　　　　　　１４宅地 小田原市小八幡 2,174㎡

平成24年9月 宅地開発許可申請　　　　　　　　１１宅地 小田原市小八幡 2,019㎡

平成24年9月 宅地開発許可申請　　　　　　　　　６宅地 平塚市上吉沢 1,372㎡

平成24年8月 宅地開発許可申請　　　　　　　　１５宅地 小田原市飯泉 2,546㎡

平成24年7月 宅地開発許可申請　　　　　　　　１４宅地 横浜市旭区都岡町 2,983㎡

平成24年7月 宅地開発許可申請　　　　　　　　　６宅地 小田原市下堀 1,662㎡

平成24年6月 宅地開発許可申請　　　　　　　　１８宅地 小田原市栢山 3,820㎡

平成24年6月 宅地開発許可申請　　　　　　　　１５宅地 南足柄市壗下 2,537㎡



№.4

受託年月 開　　　発　　　名　　　称 申　　　請　　　地 敷　地　面　積

平成24年4月 宅地開発許可申請　　　　　　　　１１宅地 秦野市平沢 1,061㎡

平成24年3月 宅地開発許可申請　　　　　　　　１０宅地 小田原市久野 2,917㎡

平成24年3月 宅地開発許可申請　　　　　　　　　６宅地 小田原市蓮正寺 1,213㎡

平成24年2月 宅地開発許可申請　　　　　　　　　７宅地 小田原市鴨宮 1,244㎡

平成24年1月 宅地開発許可申請　　　　　　　　１７宅地 小田原市鴨宮 2,736㎡

平成23年12月 宅地開発許可申請　　　　　　　　　８宅地 平塚市桜ケ丘 1,509㎡

平成23年10月 宅地開発許可申請　　　　　　　　　９宅地 小田原市城山 1,311㎡

平成23年10月 宅地開発許可申請　　　　　　　　１０宅地 平塚市出縄 2,241㎡

平成23年8月 宅地開発許可申請　　　　　　　　１７宅地 高座郡寒川町宮山 2,850㎡

平成23年6月 宅地開発許可申請　　　　　　　　１７宅地 南足柄市狩野 3,720㎡

平成23年2月 物販店舗・飲食店開発許可申請　１区画 小田原市早川 2,579㎡

平成23年2月 宅地開発許可申請　　　　　　　　　７宅地 足柄上郡松田町松田惣領 1,265㎡

平成22年10月 宅地開発許可申請　　　　　　　　　８宅地 中郡二宮町富士見が丘 1,164㎡

平成22年9月 宅地開発許可申請　　　　　　　　１２宅地 小田原市鴨宮 1,872㎡

平成22年8月 宅地開発許可申請　　　　　　　　　９宅地 小田原市南鴨宮 1,401㎡

平成22年7月 宅地開発許可申請　　　　　　　　　７宅地 茅ヶ崎市柳島海岸 936㎡

平成22年5月 宅地開発許可申請　　　　　　　　　６宅地 小田原市南町 1,322㎡

平成21年9月 宅地開発許可申請　　　　　　　　　６宅地 小田原市鴨宮 1,098㎡

平成21年9月 宅地開発許可申請　　　　　　　　１０宅地 中郡大磯町国府本郷 2,116㎡

平成21年6月 宅地開発許可申請　　　　　　　　　６宅地 足柄上郡松田町松田惣領 910㎡

平成21年4月 宅地開発許可申請　　　　　　　　１２宅地 小田原市前川 2,245㎡

平成21年3月 宅地開発許可申請　　　　　　　　　５宅地 平塚市出縄 998㎡



№.5

主な測量業務経歴

受託年月 依　　頼　　者 委　　　託　　　件　　　名 申　　請　　地 数量

平成28年6月 湯河原町 平成28年度　地籍調査委託
足柄下郡
湯河原町吉浜

40,000㎡

平成28年2月 小田原市
平成27年度地域水源林
整備事業測量業務委託

小田原市久野 4.00km

平成28年1月 小田原市 飯泉測量業務委託 小田原市飯泉 0.1km

平成28年1月 小田原市 蓮正寺測量業務委託 小田原市蓮正寺 0.1km

平成27年9月
県西土木
小田原センタ－

急傾斜地崩壊対策工事（公共）
その1測量業務委託

小田原市根府川 12,100㎡

平成27年5月 二宮町 平成27年度　用地調査委託 中郡二宮町山西 190,000㎡

平成26年9月 小田原市
平成26年度地域水源林整備
事業測量業務委託

小田原市久野 1.63km

平成26年6月 小田原市
平成26年度地籍調査（官民境界
等先行調査）業務

小田原市寿町 530,000㎡

平成26年4月
県西土木
小田原センタ－

平成26年度河川改修工事
流量観測業務委託

小田原市小竹 中村川

平成26年1月
県西土木
小田原センタ－

道路災害防除工事（県単）
その1測量業務委託

小田原市江之浦 42,000㎡

平成26年1月 小田原市 成田測量業務委託 小田原市成田 7,700㎡

平成25年12月
県西土木
小田原センタ－

街路整備工事（県単）その47
道路台帳整備業務

小田原市久野 0.248㎡

平成25年8月
県西土木
小田原センタ－

通常砂防工事（公共）その1測量業務委託 小田原市上曽我 3,100㎡

平成25年4月
県西土木
小田原センタ－

平成25年度河川改修工事　流量観測業務委託 小田原市小竹 中村川

平成24年7月 民　　間 開発に伴う測量業務　　６宅地
足柄上郡
開成町吉田島

2,269㎡

平成24年2月
小田原
土木事務所

公園整備工事測量業務委託（西部丘陵公園） 小田原市久野 120,000㎡

平成24年2月 民　　間 開発に伴う測量業務　　１２宅地 小田原市久野 3,027㎡

平成24年1月 民　　間 開発に伴う測量業務　　９宅地 南足柄市壗下 1,712㎡

平成23年11月 小田原市 平成23年度地域水源林整備事業測量業務委託 小田原市久野 1.66km

平成23年10月 民　　間 開発に伴う測量業務　　１０宅地 平塚市出縄 2,241㎡

平成23年8月 民　　間 開発に伴う測量業務　　１５宅地 高座郡寒川町宮山 2,929㎡

平成23年7月
県西湘地域
総合センタ－

平成23年度土地改良事業酒匂堰用地
管理図作成業務

小田原市中里 0.42km

平成23年6月 小田原市 平成23年度地域水源林整備事業測量業務委託 小田原市根府川 3.35km

平成23年6月 民　　間 開発に伴う測量業務　　１７宅地 南足柄市狩野 3,720㎡

平成23年4月
小田原土木
事務所

平成23年度河川改修工事　流量観測業務委託 小田原市小竹 中村川



№.6

主な建物補償業務外経歴

委託年月 依　　頼　　者 委　　　　託　　　　件　　　　名 業　務　内　容

平成26年5月
県西土木小田原
センタ－

道路改良工事（県単）その3用地調査等業務委託 建物補償調査算定

平成26年4月 二宮町 平成２６年度狭あい道路事業に伴う物件補償 建物補償調査算定

平成25年11月 小田原市 平成２５年度　下水道工事に伴う家屋事前調査業務 建物事前調査

平成25年7月
県西湘地域
総合センタ－

鬼柳２期地区家屋事後調査業務委託 建物事後調査

平成25年7月
県西湘地域
総合センタ－

農地保全事業曽我別所地区用地調査等業務委託 建物補償調査算定

平成24年9月
広域幹線
道路事務所

第二東名自動車道建設推進事業（用地調査） 建物補償調査算定

平成24年5月
神奈川県西部
漁港事務所

工作物移転補償費調査等業務 建物補償調査算定

平成24年1月 民　　間 共同住宅新築工事に伴う家屋事前調査 建物事前調査

平成24年1月 小田原市 平成２３年度　公共下水道工事に伴う家屋調査業務 建物事前調査

平成23年12月 民　　間 集合住宅新築工事に伴う家屋事前調査 建物事前調査

平成23年11月
県西湘地域
総合センタ－

平成２３年度　広域農道整備事業湯河原地区用地調査 立竹木調査算定

平成23年11月 小田原市 平成２２年度　公共下水道工事に伴う家屋調査業務 建物事前調査

平成23年7月 秦野市 カルチャ－パ－ク再編整備に伴う建物等調査業務 建物補償調査算定

平成23年3月 小田原市 消防団第10分団待機所解体に伴う家屋事前事後調査 建物事前・事後調査

平成23年3月 小田原市 平成２２年度　公共下水道工事に伴う家屋調査業務 建物事前調査

平成22年10月 小田原市 防災倉庫設置に伴う家屋事前調査 建物事前調査

平成22年8月 民　　間 小田原市飯泉開発工事に伴う家屋事後調査 建物事前調査

平成22年6月
県西湘地域
総合センタ－

平成２２年度　勘水防除事業鬼柳地区補償費算定業務 建物補償調査算定

平成22年4月 民　　間 小田原市南町宅地造成工事に伴う家屋事後調査 建物事前調査

平成22年2月 民　　間 中郡大磯町生沢開発工事に伴う家屋事前調査 建物事前調査

平成21年8月 小田原市 平成２１年度　公共下水道工事に伴う家屋調査業務 建物事後調査

平成21年7月 小田原市 小田原市立千代小学校整備工事に伴う家屋事前調査 建物事前調査

平成21年4月 小田原市 小田原市立富水小学校改築に伴う家屋事前調査 建物事前調査


