
令和５年１月１３日　現在

勤務先住所 登録年月日 所属団体

No 氏名 建築士種別 勤務先名称 番号

登録番号 事務所登録番号

電話番号 更新日

市川市南行徳 1-18-15-101 平成16年9月27日 建築士事務所協会

1 長谷川　長二郎 一級建築士 長谷川総合企画設計事務所 Ｗ０４０９０００４ 日本建築防災協会

第１３３４９７号 千葉県知事登録　第 1-1808-2759 号 日本建築構造技術者協会

０４７－３５８－７６７０ 令和4年9月27日

市川市新井 3-9-6  あこーるビル 平成16年9月27日 建築士事務所協会

2 鈴木　兼次 一級建築士 ㈲設計同人あこーる Ｗ０４０９０００５ 日本建築防災協会

第１４２８８０号 千葉県知事登録　第 1-1904-6165 号 建築士会

０４７－３９６－１１７９ 令和4年9月27日

市川市国分 2-8-23 平成16年9月27日 建築士会

3 秋元　卓哉 一級建築士 ㈱秋元一級建築士事務所 Ｗ０４０９０００７

第１９７５１１号 千葉県知事登録　第 1-2105-2209 号

０４７－３７４－０１２３ 令和4年9月27日

柏市加賀3-20-6 平成16年9月27日 日本建築構造技術者協会

4 青木　光年 一級建築士 ㈱晃設計事務所 Ｗ０４０９０００９

第２０１０１７号 千葉県知事登録　第 1-1805-1079 号

０４７－１７０－３５５１ 令和4年9月27日

市川市南八幡 3-5-5 平成16年9月27日 建築士会

5 山田　龍太郎 一級建築士 ㈱吉永建築設計事務所 Ｗ０４０９００１０

第２００９４７号 千葉県知事登録　第 1-2111- 485 号

０４７－３７７－１２５１ 令和4年9月27日

市川市木造住宅耐震診断士名簿

様式第２号（第１0条関係）



令和５年１月１３日　現在

勤務先住所 登録年月日 所属団体

No 氏名 建築士種別 勤務先名称 番号

登録番号 事務所登録番号

電話番号 更新日

市川市木造住宅耐震診断士名簿

様式第２号（第１0条関係）

市川市南大野3-14-26　ｵﾌｨｽN.HK203 平成16年9月27日 建築士会

6 栗山　喜夫 一級建築士 栗山建築事務所 Ｗ０４０９００１３ 市川住宅リフォーム相談協議会

第１９７４９２号 千葉県知事登録　第 1-2105-2221 号

０４７－３３７－４５１３ 令和4年9月27日

市川市八幡 3-17-19 平成16年9月27日 建築士会

7 井上　邦彦 二級建築士 井上アソシエイツ二級建築士事務所 Ｗ０４０９００１４

第１８２３２号 千葉県知事登録　第 2-1803-5807 号

０４７－３２１－３１１８ 令和4年9月27日

市川市平田 2-13-1　安川ビル３F 平成16年9月27日 日本建築家協会

8 本間　雄司 一級建築士 ㈱本間設計 Ｗ０４０９００１８ 建築士会

第８７４７７号 千葉県知事登録　第 1-1802-2607 号

０４７－３２２－１１６１ 令和4年9月27日

市川市大野町 4-2961 平成16年11月11日 建築士会

9 山中　一郎 一級建築士 ㈱山中工務店一級建築士事務所 Ｗ０４１１０００１ 市川住宅リフォーム相談協議会

第２６０５５５号 千葉県知事登録　第 1-2104-4399 号

０４７－３３９－７９９０ 令和4年11月11日

市川市市川 3-33-12 平成16年11月11日 建築士会

10 千島　幸市 一級建築士 ㈱千島工務店一級建築士事務所 Ｗ０４１１０００３ 市川住宅リフォーム相談協議会

第１０６４５９号 千葉県知事登録　第 1-1806-2684 号

０４７－３２２－７３７２ 令和4年11月11日



令和５年１月１３日　現在

勤務先住所 登録年月日 所属団体

No 氏名 建築士種別 勤務先名称 番号

登録番号 事務所登録番号

電話番号 更新日

市川市木造住宅耐震診断士名簿

様式第２号（第１0条関係）

市川市宮久保 1-29-14 平成16年12月8日 建築士会

11 武田　月男 一級建築士 ㈲武田建設工業一級建築士事務所 Ｗ０４１２０００１

第２９０２８０号 千葉県知事登録　第 1-2009-5373 号

０４７－３７５－６６６２ 令和4年12月8日

船橋市前原西 1-23-6　ｼｬﾙﾑ泰和1F 平成17年4月14日 千葉県建築士事務所協会

12 西澤　博文 一級建築士 ㈱西澤設計事務所 Ｗ０５０４０００３ 千葉県建築士会

第１０４９７１号 千葉県知事登録　第 1-1801-2592 号 日本建築構造技術者協会

０４７－４７３－５８６６ 令和2年4月14日

市川市国府台 3-7-31 平成17年5月13日 建築士会

13 岩瀬 正明 一級建築士 岩瀬環境デザイン建築事務所 Ｗ０５０５０００１

第２８４８７６号 千葉県知事登録　第 1-1709-5790 号

０４７－３７１－２１６９ 令和2年5月13日

市川市南八幡 4-2-5いちかわ情報プラザ306 平成18年9月27日

14 西岡　泰二 一級建築士 補償ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ一級建築士事務所 Ｗ０６０９０００１

第６１５６９号 千葉県知事登録　第 1-2104-6603 号

０４７－３１４－０８８３ 令和3年9月27日

市川市大野町 1-451-9 平成18年9月27日 建築士会

15 麻生　英之 一級建築士 麻生英之建築設計事務所 Ｗ０６０９０００３

第２０８３９７号 千葉県知事登録　第 1-2107-6654 号

０４７－３３８－０６８２ 令和3年9月27日



令和５年１月１３日　現在

勤務先住所 登録年月日 所属団体

No 氏名 建築士種別 勤務先名称 番号

登録番号 事務所登録番号

電話番号 更新日

市川市木造住宅耐震診断士名簿

様式第２号（第１0条関係）

市川市鬼高 3-13-6-414 平成18年12月20日 建築士事務所協会

16 平林　実 一級建築士 リブ設計一級建築士事務所 Ｗ０６１２０００１

第１５６３８９号 千葉県知事登録　第 1-2008-8660 号

０４７－３２０－３７６７ 令和3年12月20日

市川市塩浜4-2-52-401 平成19年8月1日 建築士事務所協会

17 大倉　優 一級建築士 ㈱大倉企画設計 Ｗ０７０８０００１

第９５４７７号 千葉県知事登録　第 1-1802-2599 号

０４７－７１１－４７１１ 令和4年8月1日

市川市真間 3-10-23 平成19年11月12日

18 菅谷　功 一級建築士 ㈱大城組　一級建築士事務所 Ｗ０７１１０００１

第２５３５７９号 千葉県知事登録　第 1-1811- 284 号

０４７－３２２－１１６６ 令和4年11月11日

鎌ヶ谷市東道野辺 7-3-17 平成20年3月21日 建築士事務所協会

19 財部　好史 一級建築士 財部好史建築設計事務所 Ｗ０８０３０００２

第３１０５４１号 千葉県知事登録　第 1-1903-6125 号

０４７－４４３－０５６３ 令和2年3月23日

市川市田尻 4-9-16 永谷ﾏﾝｼｮﾝ 354号室 平成20年7月10日 建築士会

20 島田　澄男 一級建築士 ㈱島田設計事務所 Ｗ０８０７０００１

第２６０５４３号 千葉県知事登録　第 1-1606-7497 号

０４７－３７９－４５８１ 令和2年7月10日



令和５年１月１３日　現在

勤務先住所 登録年月日 所属団体

No 氏名 建築士種別 勤務先名称 番号

登録番号 事務所登録番号

電話番号 更新日

市川市木造住宅耐震診断士名簿

様式第２号（第１0条関係）

市川市国府台 4-7-50 平成20年7月29日

21 鋤柄　信治 一級建築士 フヨー工業㈱一級建築士事務所 Ｗ０８０７０００２

第１１１８０９号 千葉県知事登録　第 1-1707-6851 号

０４７－３７１－７１７２ 令和2年7月29日

市川鬼高 4-12-18 平成21年8月31日 建築士会

22 杉澤　秀一 一級建築士 新建設㈱　一級建築士事務所 Ｗ０９０８０００２

第２３９９３４号 千葉県知事登録　第 1-1811-3883 号

０４７－３７９－６９０１ 令和3年8月31日

船橋市本中山4-4-1-106 平成21年8月31日 建築士事務所協会

23 平山　郁夫 一級建築士 ㈱空設計 Ｗ０９０８０００３

第８８３００号 千葉県知事登録　第 1-1807-5990 号

０４７－３１２－６６７８ 令和3年8月31日

市川市南八幡 2-17-6 平成21年8月31日 建築士会

24 岡田　栄一 一級建築士 ㈱東建産業　一級建築士事務所 Ｗ０９０８０００４

第２８８０９４号 千葉県知事登録　第 1-2004-5266 号

０４７－３７８－７２２５ 令和3年8月31日

市川市南行徳 3-1-8 平成21年9月29日 建築士事務所協会

25 松井　成人 一級建築士 ㈱松井不動産建築事務所 Ｗ０９０９０００１

第３１０５７２号 千葉県知事登録　第 1-1703- 714 号

０４７－３９７－３７０１ 令和3年9月28日



令和５年１月１３日　現在

勤務先住所 登録年月日 所属団体

No 氏名 建築士種別 勤務先名称 番号

登録番号 事務所登録番号

電話番号 更新日

市川市木造住宅耐震診断士名簿

様式第２号（第１0条関係）

市川市東大和田 2-14-23 平成21年10月26日

26 近江　利雄 一級建築士 近江利雄設計工房 Ｗ０９１００００１

第２６５４６０号 千葉県知事登録　第 1-1806-4856 号

０４７－３７０－７３７７ 令和3年10月26日

市川市湊新田 2-2-21 平成23年9月28日 建築士事務所協会

27 吉田　充志 二級建築士 ㈱リフォーム青山二級建築士事務所 Ｗ１１０９０００２ 日本木造住宅耐震補強事業者協同組合

第２１２０６号 千葉県知事登録　第 2-1810-4429 号

０４７－３９６－４１１１ 令和2年9月28日

野田市木野崎 896-1 平成24年7月13日 建築士事務所協会

28 染谷　等 一級建築士 染谷建築設計事務所 Ｗ１２０７０００１ 建築士会

第１３１５１３号 千葉県知事登録　第 1-1905-2910 号

０４－７１３８－１８０４ 令和3年7月13日

市川市八幡3-22-16ヴィラ市川303 平成24年9月6日 建築士会

29 重成　英策 一級建築士 アロー総合計画 Ｗ１２０９０００１ NPO法人すまいの応援団

第１６３７２０号 千葉県知事登録　第 1-2001-7972 号

０４７－３１７－２１９４ 令和3年9月6日

市川市福栄 3-3-20 平成24年9月6日 市川住宅リフォーム相談協議会

30 小板橋　篤 一級建築士 ㈱小板橋工務店 Ｗ１２０９０００３

第２４６６５７号 千葉県知事登録　第 1-1705-2454 号

０４７－３９７－５８５５ 令和3年9月6日



令和５年１月１３日　現在

勤務先住所 登録年月日 所属団体

No 氏名 建築士種別 勤務先名称 番号

登録番号 事務所登録番号

電話番号 更新日

市川市木造住宅耐震診断士名簿

様式第２号（第１0条関係）

市川市鬼越2-17-4 平成24年9月25日

31 秋山　誠 二級建築士 ㈱かまがた　二級建築士事務所 Ｗ１２０９０００４

第１５６１９号 千葉県知事登録　第 2-1708-6436 号

０４７－３３４－７７７７ 令和3年9月27日

千葉市稲毛区長沼原町286-1 平成25年3月21日 建築士事務所協会

32 田中　勝人 一級建築士 ㈱ウッディホーム一級建築士事務所 Ｗ１３０３０００２

第８５７７９号 千葉県知事登録　第 1-2012-6535 号

０４３－２５８－０９７１ 令和4年3月22日

市川市八幡 2-6-18 第3本八幡ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾏﾝｼｮﾝ101 平成25年8月14日

33 松井　稔 一級建築士 ㈱ケンザン1級建築士事務所 Ｗ１３０８０００１

第１０７４９８号 千葉県知事登録　第 1-2205-5723 号

０４７－３３３－２２２９ 令和4年8月12日

船橋市本中山4-4-1-106 平成25年11月29日 日本木造住宅耐震補強事業者協同組合

34 鈴木　恵 二級建築士 ㈱空設計　一級建築士事務所 Ｗ１３１１０００１

第８３６５８号 千葉県知事登録　第 1-1807-5990 号

０４７－３１２－６６７８ 令和4年11月29日

習志野市東習志野6-12-3 平成28年4月25日 建築士事務所協会

35 加藤　一政 二級建築士 秋山木材産業㈱二級建築士事務所 Ｗ１６０４０００１ ステキ信頼リフォーム推進協会

第１６２７０号 千葉県知事登録　第 2-1905-5994 号 全国古民家再生協会

０４７－４９３－１１３３ 令和4年4月25日



令和５年１月１３日　現在

勤務先住所 登録年月日 所属団体

No 氏名 建築士種別 勤務先名称 番号

登録番号 事務所登録番号

電話番号 更新日

市川市木造住宅耐震診断士名簿

様式第２号（第１0条関係）

四街道市四街道1551-7 平成28年9月7日 建築士事務所協会

36 小野　真路 一級建築士 ㈱小野設計社一級建築士事務所 W１６０９０００１

第３６７８９１号 千葉県知事登録　第 1-2202-8243 号

０４３－３０９－７６９８ 令和4年9月7日

江戸川区南篠崎町2-45-13 平成28年11月7日 東京都建築士事務所協会

37 津端　英男 一級建築士 一級建築士事務所　㈲三起総合企画 W１６１１０００１ 東京建築士会

第１９２６９５号 東京都知事登録　第35259号 東京都木造住宅耐震診断登録事務所協議会

０３－３６７９－２０８２ 令和4年11月7日

東京都中央区新川1-8-8　アクロス新川ビル9階 平成29年1月12日 建築士会

38 井上　健一郎 一級建築士 ㈱三誠　一級建築士事務所 W１７０１０００１

第３３７７７９号 東京都知事登録　第39924号

０３－３５５１－０２１１ 令和5年1月13日

市川市新井 3-9-6  あこーるビル 平成31年1月17日 建築士事務所協会

39 鈴木　慎吾 一級建築士 ㈲設計同人あこーる W１９０１０００１ 建築士会

第３５３１４１号 千葉県知事登録　第 1-1904-6165 号

０４７－３９６－１１７９ 令和4年1月17日

市川市関ヶ島14-8 令和元年5月14日

40 赤地　憲彦 一級建築士 鴎工舎一級建築士事務所 W１９０５０００１

第３４４７７４号 千葉県知事登録　第 1-2010-8087 号

０４７－３５７－５２２１ 令和4年5月13日



令和５年１月１３日　現在

勤務先住所 登録年月日 所属団体
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登録番号 事務所登録番号
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様式第２号（第１0条関係）

市川市東菅野1-13-8 令和元年7月19日 建築士会

41 堀川　成良 一級建築士 ㈱堀川設計舎一級建築士事務所 W１９０７０００１

第２８４７９４号 千葉県知事登録　第1-1712-6941号

０４７－７０２－３６８１ 令和4年7月19日

市川市市川1-23-9 令和元年8月30日

42 小柳　真志 二級建築士 ㈱アービック建設　一級建築士事務所 W１９０８０００１

第１４１４５号 千葉県知事登録　第 1-2109-7546 号

０４７－３２２－１１７５ 令和4年8月30日

市川市市川1-23-9 令和元年8月30日

43 東平　泰久 二級建築士 ㈱アービック建設　一級建築士事務所 W１９０８０００２

第２３９７０号 千葉県知事登録　第 1-2109-7546 号

０４７－３２２－１１７５ 令和4年8月30日

市川市北方3-7-5　ガーデンヒルズ中山322 令和元年10月25日 建築士会

44 小森　健一朗 一級建築士 アトリエKMR建築設計事務所 W１９１００００１

第３７４８８２号 千葉県知事登録　第 1-1907-8539 号

０４７－３１８－２００４ 令和4年10月25日

東京都足立区小台2-34-5 令和2年4月3日 東京都建築士事務所協会

45 渡部　淳一 一級建築士 ㈱渡部工務店一級建築士事務所 W２００４０００１

第２３５１４６号 東京都知事登録　第39264号

０３－３９１４－０５５７
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東京都渋谷区南平台町2-17 令和2年4月13日

46 佐々木　和彦 二級建築士 ㈱東急Ｒｅ・デザイン戸建リフォーム事業本部一級建築士事務所 W２００４０００２

第１３２６６号 東京都知事登録　第63004号

０３－３４６２－６８４４

東京都江戸川区篠崎町2-17-13篠崎コロニアルハウスE 令和3年3月4日 東京都建築士事務所協会

47 高橋　輝行 一級建築士 アトリエティーランド建築設計事務所 W２１０３０００１

第２１９３９５号 東京都知事登録　第39450号

０３－３６７０－４７２１

千葉市稲毛区長沼原町711 令和3年3月26日 建築士会

48 小嶋　美行 一級建築士 ワコーズホーム株式会社一級建築士事務所 W２１０３０００２

第２５７９１６号 千葉県知事登録　第 1-2007-5345 号

０４３－２５７－５６１１

東京都千代田区神田錦町3-26　一ツ橋SIビル8階 令和4年8月23日

49 早川　允将 一級建築士 住友林業ホームテック㈱一級建築士事務所 W２２０８０００１

第３５６０７６号 東京都知事登録　第38812号

０３－５２１７－５１１０
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