
■耐震診断実績
※耐力度測定を含む　　

NO 日時 建物名 主要用途

181  平成３０年 Ｓ整形外科 耐震診断 病院

180  平成３０年 Ｋカーセンター耐震診断 整備工場

179  平成３０年 Ｓビル耐震診断 事務所

178  平成３０年 Ｍビル耐震診断 事務所

177  平成３０年 Ｍ建材耐震診断 店舗

176  平成３０年 Ｙ呉服店耐震診断 店舗

175  平成３０年 Ｋ銀行Ｓ支店　耐震診断 銀行

174  平成３０年 いの町上水道公園町ポンプ室耐震診断委託業務 ポンプ場

173  平成３０年 枝川小学校昇降所・給食室 耐震補強設計(2棟) 学校

172  平成２９年 Ｅビル耐震診断業務 事務所

171  平成２９年 Ｋ事務所ビル耐震診断業務 事務所

170  平成２８年 旭浄水場管理棟耐震診断業務 事務所

169  平成２８年 Ｋ整形外科耐震補強設計 病院

168  平成２８年 Ｈビル耐震診断業務 事務所

168  平成２８年 Ｓグループホーム耐震診断業務 福祉施設

167  平成２８年 Ｋ整形外科耐震診断業務 病院

166  平成２８年 高知農業高校渡り廊下耐震補強設計 学校

165  平成２８年 西浜公民館耐震補強設計業務 公民館

164  平成２７年 Ｓ排水機場耐震診断 排水機場

163  平成２７年 佐川町立青山文庫耐震補強・改修設計 博物館

162  平成２７年 東高校、山田高校、嶺北高校 渡り廊下等　耐震補強設計 学校

161  平成２７年 春野弘岡中市民会館耐震補強委託業務 公民館

160  平成２７年 佐川町立青山文庫耐震診断委託業務 博物館

159  平成２７年 鳶ヶ池中屋内運動場耐震補強・非構造材改修設計業務 体育館

158  平成２６年 東高校、山田高校、嶺北高校 渡り廊下等　耐震診断 学校

157  平成２６年 Ｚ旅館耐震診断委託業務 旅館

156  平成２６年 南小中学校耐震診断・耐震補強設計業務委託 学校

155  平成２６年 鳶ヶ池中屋内運動場耐震診断業務委託 学校

154  平成２６年 Ａ保育園耐震補強設計 保育園

153  平成２６年 馬路村立魚梁瀬中学校校舎耐震診断委託業務 学校

152  平成２６年 安芸市役所東庁舎耐震診断委託業務 庁舎

151 平成２６年 高知市城東中学校中西舎及び南舎耐震補強設計 学校

150 平成２６年 第六小東舎耐震補強工事設計委託業務 学校



149 平成２６年 Ｈ保育園耐震補強工事監理業務 保育園

148 平成２６年 Ａ保育園耐震診断委託業務 保育園

147 平成２５年 小高坂小学校南舎耐震補強工事設計委託業務 学校

146 平成２５年 三里中学校耐震補強設計委託業務 学校

145 平成２５年 Ｈ保育園耐震補強主体設計(2棟) 保育園

144 平成２５年 第六小東舎耐震補強基本設計委託業務 学校

143 平成２５年 神田小南舎耐震補強工事設計委託業務 学校

142 平成２５年 Ｔ学生寮耐震診断委託業務 学生寮

141 平成２５年 Ｓ病院耐震診断委託業務 病院

140 平成２５年 中央東土木(旧館)耐震改修主体工事設計委託業務 庁舎

139 平成２５年 社会福祉センター耐震診断業務委託 事務所

138 平成２５年 上下水道局庁舎耐震診断業務委託 庁舎

137 平成２４年 Ｔ邸耐震補強設計(木造) 住宅

136 平成２４年 Ｍ電機(株)Ｎ営業所耐震診断業務 事務所

135 平成２４年 横浪小(屋体)耐力度調査委託業務 体育館

134 平成２４年 新居小(屋体)耐震補強等工事設計委託業務 体育館

133 平成２４年 東高校本館他耐震補強工事監理委託業務 学校

132 平成２４年 永瀬ダム管理事務所庁舎耐震補強工事設計委託業務 事務所

131 平成２４年 安和小学校校舎耐震診断委託業務(２棟) 学校

130 平成２３年 Ｈ保育園耐震診断委託業務(２棟) 保育園

129 平成２３年 Ｎビル耐震診断委託業務 事務所

128 平成２３年 Ｋ銀行本店耐震補強設計委託業務 銀行

127 平成２３年 宇佐小学校(屋体)耐震補強設計委託業務 体育館

126 平成２３年 長岡西部保育所南舎東棟耐震補強設計委託業務 学校

125 平成２３年 加茂小学校屋内体育館耐力度調査委託業務 体育館

124 平成２３年 音竹ポンプ場耐震診断委託業務 ﾎﾟﾝﾌﾟ場

123 平成２３年 東工業高校本館耐震補強設計委託業務(２棟) 学校

122 平成２３年 Ａ病院耐震補強設計委託業務(３棟) 病院

121 平成２２年 旭西部公民館耐震診断委託業務 公民館

120 平成２２年 Ｎ保育園耐震補強設計委託業務 保育園

119 平成２２年 Ｎ保育園耐震診断委託業務 保育園

118 平成２２年 Ｔ幼稚園園舎耐震補強設計委託業務 幼稚園

117 平成２２年 追手前高校本館耐震補強設計委託業務 学校

116 平成２２年 安芸市立清水ヶ丘小技術棟耐震補強設計委託業務 学校

115 平成２２年 安芸市立赤野小校舎耐震補強工事設計委託業務 学校

114 平成２２年 高知市江ノ口小北舎耐震補強工事設計委託業務 学校

113 平成２２年 日高養護学校第２校舎他２棟耐震診断委託業務 学校

112 平成２１年 佐喜浜生活改善ｾﾝﾀｰ耐震診断委託業務 事務所

111 平成２１年 日高中学校屋内体育館耐力度調査委託業務 体育館

110 平成２１年 日高中学校校舎耐力度調査委託業務 学校

109 平成２１年 戸波中学校屋内体育館他耐震診断委託業務(２棟) 学校

108 平成２１年 追手前高校本館耐震診断委託業務 学校

107 平成２１年 Ｓ福祉ｾﾝﾀｰ耐震診断業務 福祉施設



106 平成２１年 Ｋ幼稚園園舎(北舎)耐震診断､耐震補強設計委託業務 幼稚園

105 平成２１年 赤野小学校校舎耐震診断(２棟)委託業務 学校

104 平成２１年 高知農業高校格技場耐震診断委託業務 学校

103 平成２１年 高知工業高校格技場耐震診断委託業務 学校

102 平成２０年 物部川地区基幹水利施設耐震診断業務 水利施設

101 平成２０年 Ｚ旅館耐震診断委託業務 旅館

100 平成２０年 Ａ病院(6号,7号,B,C)棟耐震診断委託業務 病院

99 平成２０年 鏡中学校屋内体育館耐震診断委託業務 体育館

98 平成２０年 高知工業高校１号館耐震診断委託業務 学校

97 平成１９年 Ｔ病院(A,C,D棟)耐震補強工事実施設計委託業務 病院

96 平成１９年 Ｋ短期大学１号館耐震補強工事実施設計 学校

95 平成１９年 Ｋ幼稚園園舎(北舎)耐力度調査委託業務 幼稚園

94 平成１９年 国府小学校校舎耐震工事監理業務委託 学校

93 平成１９年 中土佐町立久礼中学校屋内運動場耐力度調査委託業務 体育館

92 平成１９年 中土佐町立久礼中学校校舎耐力度調査委託業務 学校

91 平成１８年 Ｔﾆｭｰﾀｳﾝ合併浄化槽耐震診断委託業務 浄化槽

90 平成１８年 Ｋ銀行本店耐震診断委託業務 銀行

89 平成１８年 Ｔ土佐病院(A,C,D棟)耐震診断委託業務 病院

88 平成１８年 中村養護学校本館耐震補強及び改修工事設計委託業務 学校

87 平成１８年 追手前高校新館耐震診断委託業務 学校

86 平成１８年 下田中学校屋内運動場耐震診断委託業務 体育館

85 平成１８年 土佐山中学校東舎耐震診断委託業務 学校

84 平成１７年 Ｋ短期大学２号館校舎耐震診断委託業務 学校

83 平成１７年 Ｋ短期大学１号館校舎耐震診断委託業務 学校

82 平成１７年 Ｓ社屋耐震診断委託業務 事務所

81 平成１７年 Ｓ株式会社社屋耐震診断委託業務 事務所

80 平成１７年 町立中央公民館耐震診断委託業務 公民館

79 平成１７年 中村養護学校本館耐震診断委託業務 学校

78 平成１７年 Ｋ幼稚園園舎耐震診断委託業務 幼稚園

77 平成１７年 大川筋中学校屋内運動場耐震診断委託業務 体育館

76 平成１６年 羽根小学校校舎耐震診断委託業務 学校

75 平成１６年 Ｓ邸耐震診断委託業務(木造) 住宅

74 平成１６年  都呂保育所耐震診断委託業務 保育園

73 平成１６年  高岡高校屋内体育館耐震診断委託業務 体育館

72 平成１６年  県民文化ホール耐震診断委託業務 ホール

71 平成１５年 Ｋ邸耐震診断委託業務(木造) 住宅

70 平成１５年  野市小学校校舎耐震補強計画及び補強設計　 学校

69 平成１５年  大湊小学校耐震補強計画･実施設計業務委託 学校

68 平成１５年  高岡高校本館耐震診断委託業務 学校

67 平成１４年 室戸岬測候所レーダー塔改修工事設計委託 測候所

66 平成１４年 高知市立長浜小学校南舎耐震診断委託業務 学校

65 平成１４年 高知大学農学部校舎耐震補強設計 学校

63 平成１４年 Ｎ邸耐震診断委託業務（木造） 住宅



62 平成１４年 田野小学校南舎耐震診断 学校

61 平成１４年 Ｋ邸耐震診断（木造） 住宅

60 平成１３年 高知市立潮江南小北舎耐震補強計画･診断及び実施設計 学校

59 平成１３年 野市小学校耐震診断委託業務４棟 学校

58 平成１３年 高知市立大津小学校耐力度調査委託業務 学校

57 平成１３年 Ｉ邸耐震診断委託業務（木造） 住宅

56 平成１３年 土佐清水中学校屋内運動場耐力度調査委託業務 体育館

55 平成１３年 高知市立潮江南小学校耐震診断委託業務 学校

54 平成１３年 山田養護学校寄宿舎耐震診断委託業務 宿舎

53 平成１３年 土佐市役所本庁舎耐震診断委託業務 庁舎

52 平成１３年 大湊小学校校舎耐震診断業務委託 学校

51 平成１２年 大方中学校屋内体育館耐力度調査委託業務 体育館

50 平成１２年 Ｏ邸耐震診断委託業務（木造） 住宅

49 平成１２年 城東中屋体耐震補強計画・診断及び補強設計委託業務 体育館

48 平成１１年 初月小学校耐震診断委託業務 学校

47 平成１１年 Ｎ邸耐震診断委託業務（木造） 住宅

46 平成１１年 Ｔ高校中舎耐震診断・耐震補強診断委託業務 学校

45 平成１１年 東豊永小学校耐震診断委託業務 学校

44 平成１１年 潮江小学校耐震補強計画・診断委託業務 学校

43 平成１０年 潮江小学校北舎及び中舎耐震診断委託業務 学校

42 平成１０年 中村工事事務所外２件耐震診断業務委託 事務所

41 平成　９年 山田高校体育館耐力度調査委託業務 体育館

40 平成　９年 北川中学校校舎耐力度調査委託業務 学校

39 平成　９年 白木谷小学校校舎耐力度調査委託業務 学校

38 平成　９年 六泉寺町市営住宅73号室火災に伴う構造耐力度調査 集合住宅

37 平成　９年 城東中学校校舎耐力度調査委託業務 学校

36 平成　９年 高知市青年センター体育館耐震診断委託業務 体育館

35 平成　９年 高知市立江陽小学校耐力度調査委託業務 学校

34 平成　９年 馬路村立魚梁瀬小・中学校耐力度調査委託業務 学校

33 平成　８年 Ｎ邸耐震診断業務（木造） 住宅

32 平成　８年  三崎中屋内運動場耐力度調査委託業務 体育館

31 平成　８年 伊野商業高校屋内体育館耐力度調査 体育館

30 平成　８年 高知市立城東中学校中舎及び南舎耐震診断委託業務 学校

29 平成　８年 県営住宅潮江団地耐震診断委託業務 住宅

28 平成　８年 室戸中学校屋内運動場耐震診断委託業務 体育館

27 平成　７年 高知市消防局庁舎耐震補強工事実施設計委託業務 消防署

26 平成　７年 高知ろう学校屋内体育館耐力度調査委託業務 体育館

25 平成　７年 高知市消防局庁舎耐震調査委託業務 消防署

24 平成　７年 足摺岬中学校火災コンクリート強度調査試験業務 学校

23 平成　６年 Ｋホーム耐力度調査委託業務（木造） 事務所

22 平成　６年 消防局庁舎耐力度等調査委託業務 消防署

21 平成　６年 中村高校西土佐分校屋体耐力度調査委託業務 学校

20 平成　５年 染井町小集落地区改良事業住宅不良度判定委託業務 住宅



19 平成　５年 高知市宇賀清掃工場耐力度調査委託業務 工場

18 平成　５年 大方町立三浦小学校校舎耐力度調査委託業務 学校

17 平成　５年 薬師小集落地区改良事業公営住宅不良度判定委託業務 住宅

16 平成　５年 野中他４団地住宅不良度判定委託業務 学校

15 平成　４年 高知小津高校本館内部危険個所調査委託業務 学校

14 平成　３年 高知幼稚園耐力度調査委託業務 幼稚園

13 平成　３年 中村市立大川筋中学校建物耐力度調査委託業務 学校

12 平成　３年 奈半利中学校校舎屋体耐力度調査委託業務（予備調査） 体育館

11 平成　３年 安芸市立市民館耐力度調査委託業務 公民館

10 平成　３年 高知県立高知工業高校屋内体育館耐力度調査委託業務 体育館

9 平成　２年 高知市立高須小学校屋内体育館耐力度調査委託業務 体育館

8 平成　２年 高知市立江陽小学校校舎耐力度調査委託業務 学校

7 平成　１年 南国市立香長中学校屋内体育館耐力度調査委託業務 体育館

6 平成　１年 大月町立周防形小学校校舎耐力度調査委託業務 学校

5 昭和６３年 高知県立農業高校屋内体育館耐力度調査委託業務 体育館

4 昭和６２年 Ｔ高校校舎耐震診断調査委託業務 学校

3 昭和６２年 高知県立室戸高校屋内体育館耐力度調査委託業務 体育館

2 昭和６０年 高知市立南海中学校屋内体育館耐力度調査委託業務 体育館

1 昭和６０年 高知県立小津高校校舎耐力度調査委託業務 学校


