
令和4年3月現在

(平成28年以降の主な物件）

発注者
元請又は
下請の別

件名 業務対象の規模等
業務履行場所の
ある都道府県名

着手年月 完成(予定)年月

愛知県厚生事業団 元請 愛厚ホーム佐屋苑改築工事変更契約
鉄骨造　2階建

7270.94㎡
愛知県 令和3年10月 令和4年7月

愛知県 元請 一宮起工科高校校舎改修工事監理
鉄筋コンクリート造　3階建

2405㎡
愛知県 令和3年7月 令和4年7月

愛知県厚生事業団 元請 愛厚ホーム佐屋苑改築工事監理
鉄骨造　2階建

7270.94㎡
愛知県 令和3年7月 令和4年12月

愛知県 元請 杏和高校便所改修工事監理
鉄筋コンクリート造　4階建

3339㎡
愛知県 令和3年6月 令和4年1月

愛知県 元請 犬山高校始め2校施設改修設計
鉄筋コンクリート造　4階建　3700㎡
鉄筋コンクリート造　4階建　3551㎡

愛知県 令和3年5月 令和4年1月

愛知県厚生事業団 元請
愛厚ホーム佐屋苑改築工事設計業務

（実施設計）
鉄骨造　2階建

7270.94㎡
愛知県 令和3年1月 令和3年3月

愛知県 元請
一宮東特別支援学校校舎改修工事監

理
鉄筋コンクリート造　2階建　1,667㎡ 愛知県 令和2年8月 令和3年3月

愛知県 元請 岩倉総合高校便所改修 鉄筋コンクリート造　4階建　3,864㎡ 愛知県 令和2年7月 令和3年3月

愛知県 元請 起工業高校校舎改修設計
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 4階建　1,993㎡＋150

㎡
愛知県 令和2年7月 令和3年2月

愛知県 元請 稲沢高校校舎改修工事監理 鉄筋コンクリート造　3階建　2,216㎡ 愛知県 令和2年6月 令和3年2月

設計・監理等実績（官庁）
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愛知県 元請 起工業高校始め2校施設改修設計
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 3階建　2,405㎡＋159

㎡
他 /便所改修

愛知県 令和2年5月 令和3年1月

愛知県厚生事業団 元請
愛厚ホーム佐屋苑改築工事設計業務

（地質調査）
鉄骨造　2階建

7270.94㎡
愛知県 令和2年4月 令和2年7月

愛知県厚生事業団 元請
愛厚ホーム佐屋苑改築工事設計業務

（基本計画）
鉄骨造　2階建

7270.94㎡
愛知県 令和2年1月 令和2年12月

愛知県 元請 稲沢高校始め2校校舎改修設計
鉄筋コンクリート造　3階建　2216㎡
鉄筋コンクリート造　2階建　1613㎡

愛知県 令和元年6月 令和2年1月

一宮市 元請 萩原児童クラブ建設工事実施設計 木造　平屋建    160㎡ 愛知県 平成31年4月 令和2年2月

愛知県 元請 起工業高校始め3校施設改修設計
鉄筋コンクリート造　4階建

1993㎡　　ほか2校
愛知県 平成31年4月 令和2年1月

江南市 元請
江南市立古知野北小学校外4校空調

設備設置工事監理
鉄筋コンクリート造　3階建　3校
鉄筋コンクリート造　4階建　2校

愛知県 平成31年2月 平成31年8月

江南市 元請
江南市立古知野北小学校外4校空調

設備設置工事設計
鉄筋コンクリート造　3階建　3校
鉄筋コンクリート造　4階建　2校

愛知県 平成30年9月 平成31年3月

愛知県 元請
原山台住宅建築設計（第6次）申請等

業務
鉄筋コンクリート造　8階建

96戸　1棟
愛知県 平成30年5月 平成30年10月

一宮市 元請
黒田南児童館児童クラブ棟建設工事

実施設計
鉄骨造　平屋建    160㎡ 愛知県 平成30年4月 平成30年9月

稲沢市 元請 清水小学校ほか耐震診断
鉄筋コンクリート造　2階建

139.08㎡　　ほか3校
愛知県 平成29年7月 平成30年2月

愛知県 元請
一宮特別支援学校校舎等

改修工事監理
鉄筋コンクリート造　2階建

1389㎡
愛知県 平成29年6月 平成30年2月
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愛知県 元請 原山台住宅建築設計（第6次）
鉄筋コンクリート造　8階建

96戸　1棟
愛知県 平成29年5月 平成30年3月

岩倉市 元請
五条川小学校放課後児童クラブ教室

施設建設等工事設計監理
鉄骨造　2階建　254㎡ 愛知県 平成29年5月 平成30年3月

一宮市 元請 千秋中学校校舎改修工事設計業務
鉄筋コンクリート造　4階建    6220.97

㎡
愛知県 平成29年5月 平成29年12月

一宮市 元請 管路保全課庁舎ほか建築物点検業務 点検業務一式 愛知県 平成29年1月 平成29年3月

一宮市 元請 一宮市立小中学校建築図面ＣＡＤ化 市内小学校、中学校 愛知県 平成28年10月 平成29年3月

愛知県 元請 原山台住宅建替基本計画策定調査 敷地面積　3.11ｈａ　管理戸数　452戸 愛知県 平成28年7月 平成29年3月

愛知県 元請 江南高校校舎改修工事監理
鉄筋コンクリート造　4階建

3742㎡
愛知県 平成28年6月 平成29年2月

愛知県 元請 一宮特別支援学校校舎等改修設計
鉄筋コンクリート造　2階建

1389㎡
愛知県 平成28年5月 平成29年1月

稲沢市 元請
長野子育て支援センター

整備工事設計
鉄筋コンクリート造　2階建

802.561㎡
愛知県 平成28年5月 平成28年8月

一宮市 元請
木曽川西小学校校舎
改修工事実施設計

鉄筋コンクリート造　3階建
2135.46㎡

愛知県 平成28年5月 平成28年12月

岩倉市 元請
岩倉南小学校北館東側屋上

防水工事
屋上防水工事設計　防水工事一式 愛知県 平成27年10月 平成27年12月

愛知県 元請 一宮南高校建築物定期点検 点検業務一式　10355㎡ 愛知県 平成27年10月 平成28年2月
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一宮市 元請
尾西高齢者作業センター

建設実施設計業務
軽量鉄骨　平家建　400㎡ 愛知県 平成27年8月 平成28年3月

愛知県 元請
西春住宅建替基本計画

策定調査（第2次）
計画策定面積　13,500㎡ 愛知県 平成27年7月 平成28年3月

愛知県 元請 稲沢高校校舎等改修工事監理
鉄筋コンクリート造　3階建2,716㎡
鉄筋コンクリート造　2階建179㎡

愛知県 平成27年6月 平成28年2月
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