
チェック＆アドバイス実績一覧

年度 実施日 既存 新築 所在地 主要用途 備考

H23.10.28 ○ 神戸市 工場見学施設

H24.1.26 ○ 川西市 銀行店舗

H24.2.20 ○ 西宮市 事務所 設計時

H24.6.1 ○ 赤穂市 障害児入所施設 設計時

H24.8.2 ○ 神戸市 障害者生活支援等相談窓口

H24.10.24 ○ 西宮市 飲食店

H24.10.24 ○ 尼崎市 飲食店

H25.3.18 ○ 神戸市 飲食店

H25.5.27 ○ 神戸市 博物館

H25.7.11 ○ 赤穂市 障害児入所施設 竣工後

H25.9.3 ○ 三田市 福祉センター

H25.9.10 ○ 西宮市 事務所 竣工後

H25.9.12 ○ 神戸市 鉄道駅舎

H25.9.12 ○ 神戸市 鉄道駅舎

H25.9.17 ○ 宝塚市 鉄道駅舎

H25.9.17 ○ 尼崎市 鉄道駅舎

H25.9.24 ○ 姫路市 鉄道駅舎

H25.9.25 ○ 神戸市 鉄道駅舎

H25.10.18 ○ 宝塚市 鉄道駅舎

H25.10.18 ○ 西宮市 鉄道駅舎

H25.12.3 ○ 尼崎市 病院 設計時

H26.1.17 ○ 神戸市 研究施設 設計時

H26.1.30 ○ 尼崎市 劇場等

H26.6.16 ○ 小野市 官公署 設計時

H26.7.7 ○ 芦屋市 官公署 設計時

H26.7.28 ○ 小野市 官公署

H26.8.1 ○ 尼崎市 病院 設計時

H26.8.18 ○ 尼崎市 物販店

H26.9.5 ○ 神戸市 病院 設計時

H26.10.23 ○ 神戸市 物販店

H26.10.30 ○ 神戸市 物販店

H26.11.20 ○ 洲本市 病院 設計時

H27.1.20 ○ 篠山市 公衆浴場

H27.1.26 ○ 伊丹市 物販店

H27.3.3 ○ 尼崎市 官公署 設計時

H27.3.5 ○ 姫路市 事務所

H27.3.11 ○ 西宮市 劇場等

H27.3.26 ○ 朝来市 病院 設計時

H27.5.1 ○ 朝来市 官公署

H27.5.14 ○ 加西市 博物館 設計時

H27.5.14 ○ 神戸市 物販店

H27.5.19 ○ たつの市 官公署

H27.9.17 ○ 豊岡市 官公署

H27.10.8 ○ 神戸市 病院 設計時

H27.10.8 ○ 加古川市 物販店

H27.11.26 ○ 姫路市 官公署

H27.12.16 ○ 尼崎市 病院

H28.1.18 ○ 神戸市 事務所

H28.2.10 ○ 芦屋市 官公署

H28.3.7 ○ 小野市 官公署

H28.3.10 ○ 神戸市 物販店

H28.3.16 ○ 豊岡市 官公署

H28.3.22 ○ 淡路市 宿泊施設
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H28.5.19 ○ 丹波市 病院 設計時

H28.5.19 ○ 丹波市 複合用途（診療所、保健所、児童福祉施設） 設計時

H28.5.19 ○ 丹波市 専修学校 設計時

H28.6.29 ○ 淡路市 運動施設 設計時

H28.7.8 ○ 洲本市 介護老人福祉施設 設計時

H28.8.18 ○ 神戸市 庁舎 設計時

H28.10.26 ○ 加古川市 店舗

H28.11.2 ○ 神戸市 研修所・事務所 設計時

H28.11.7 ○ 高砂市 図書館

H28.11.24 ○ 三木市 図書館

H28.12.13 ○ 朝来市 病院

H28.12.27 ○ 三木市 官公署 設計時

H29.2.14 ○ 芦屋市 学校 設計時

H29.2.16 ○ 伊丹市 官公署

H29.2.20 ○ 神戸市 図書館

H29.3.8 ○ 多可町 官公署 設計時

H29.3.23 ○ 宝塚市 事務所・集会所 設計時

H29.6.20 ○ 神戸市 ホテル・事務所 設計時

H29.6.23 ○ 芦屋市 官公署 設計時

H29.7.18 ○ 姫路市 官公署 設計時

H29.7.19 ○ 加東市 教育施設（各種学校） 設計時

H29.7.25 ○ 洲本市 介護老人福祉施設 竣工後

H29.8.8 ○ 尼崎市 官公署 竣工後

H29.9.19 ○ 西宮市 管理事務所 設計時

H29.10.13 ○ 加東市 官公署

H29.10.25 ○ 三木市 官公署

H29.11.15 ○ 西脇市 図書館、集会場、児童館

H29.11.29 ○ 姫路市 物販店

H29.12.13 ○ 太子町 官公署

H29.12.21 ○ 淡路市 飲食店、物販店、事務所等 設計時

H30.1.26 ○ 加西市 博物館等 竣工後

H30.2.1 ○ 加古川市 物販店

H30.2.5 ○ 高砂市 官公署 設計時

H30.5.8 ○ 播磨町 老人福祉施設等

H30.7.30 ○ 神戸市 官公署 設計時

H30.8.6 ○ 洲本市 官公署 竣工後

H30.8.9 ○ 明石市 道路等

H30.8.9 ○ 明石市 道路等

H30.9.14 ○ 明石市 図書館

H30.9.21 ○ 尼崎市 官公署 設計時

H30.10.10 ○ 神戸市 事務所

H30.10.22 ○ 篠山市 官公署 設計時

H30.11.13 ○ 豊岡市 社会教育施設（各種学校） 設計時

H30.11.29 ○ 淡路市 運動施設 竣工後

H30.12.17 ○ 神戸市 官公署 設計時

H30.12.18 ○ 姫路市 病院 設計時

H31.1.9 ○ 多可町 官公署 竣工後

H31.1.18 ○ 明石市 診療所 設計時

H31.1.22 ○ 南あわじ市 バスターミナル 竣工後

H31.2.14 ○ 淡路市 官公署、集会場 竣工後

H31.2.27 ○ 神戸市 物販店

H31.3.4 ○ 西宮市 物販店

H31.3.11 ○ 西宮市 管理事務所 竣工後

H31.3.14 ○ 明石市 公園 設計時

H31.3.22 ○ 芦屋市 学校 設計時

H31.3.22 ○ 芦屋市 保育所等 設計時

H31.3.22 ○ 芦屋市 保育所等 設計時
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R1.5.15 ○ 加古川市 物販店

R1.5.29 ○ 芦屋市 （複合用途建築物）事務所 設計時

R1.7.11 ○ 西脇市 事務所（庁舎）、集会所 設計時

R1.8.21 ○ 三木市 官公署 竣工後

R1.10.2 ○ 神戸市 病院 竣工後

R1.10.8 ○ 明石市 市民トイレ（子育てサポート室を含む）、観光案内所、神姫バス案内所の集約施設 設計時

R1.10.17 ○ 神戸市 博物館 設計時

R1.11.18 ○ 宝塚市 事務所（庁舎）、集会所 竣工後

R1.12.24 ○ 丹波市 専修学校 竣工後

R2.1.16 ○ 丹波市 複合用途（診療所、保健所、児童福祉施設） 竣工後

R2.1.22 ○ 丹波市 病院 竣工後

R2.4.13～5.15 ○ 川西市 病院 設計時

R2.4.13～5.21 ○ 神戸市 身体障害者福祉センター 設計時

R2.5.18～6.8 ○ 加古川市 集会場、児童厚生施設 設計時

R2.5.21～6.19 ○ 淡路市 図書館 設計時

R2.7.8 ○ 稲美町 児童厚生施設、福祉会館 設計時

R2.8.3 ○ 神戸市 ホテル 竣工後

R2.8.5 ○ 神戸市 博物館 設計時

R2.8.20 ○ 神戸市 事務所、集会所 設計時

R2.10.2 ○ 明石市 都市公園、官公署 設計時

R2.11.11 ○ 淡路市 飲食店、物販店、事務所、公衆便所等 竣工後

R2.11.13 ○ 加古川市 物販店

R2.12.18 ○ 姫路市 博物館 設計時

R3.6.17 ○ 神戸市 官公署 設計時

R3.7.28 ○ 神戸市 官公署 設計時

R3.10.5 ○ 西脇市 事務所（庁舎）、集会場 竣工後

R3.11.22 ○ 豊岡市 官公署

R3.12.8 ○ 西宮市 障害者雇用施設

R3.12.20 ○ 淡路市 飲食店、物販店舗、船舶事務所 設計時

R3.12.22 ○ 三木市 駅舎、事務所、市民トイレ 設計時

R3.12.22 三木市 まちなか（駅周辺）

R3.12.24 ○ 淡路市 図書館 竣工後

R4.1.19 ○ 豊岡市 簡易宿泊所 竣工後

R4.1.28 伊丹市 まちなか（商店街）

R4.2.8 太子町 まちなか（観光地）

R4.2.14 ○ 西宮市 病院 設計時

R4.3.1 ○ 淡路市 火葬場 設計時

R4.3.8 ○ 養父市 劇場、図書館、集会場 竣工後
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R4.6.9 ○ 神戸市 物販店

R4.7.21 ○ 三木市 駅舎、事務所、市民トイレ、駅前広場 竣工後

R4.7.22 ○ 神戸市 官公署、店舗、親子のための屋内ひろば 設計時

R4.7.28 ○ 明石市 市民トイレ、観光案内所、神姫バス案内所 竣工後

R4.8.5 ○ 神戸市 物販店

R4.8.24 宝塚市 障害者雇用施設

R4.8.30 尼崎市 障害者雇用施設

R4.9.13 ○ 南あわじ市 道の駅 設計時

R4.9.22 稲美町 障害者雇用施設

R4.10.18 ○ 川西市 児童福祉施設等 設計時

R4.11.8 神戸市 障害者雇用施設

R4.11.21 ○ 姫路市 公園 設計時

R4.11.22 ○ 尼崎市 官公署 竣工後

R4.11.30 ○ 南あわじ市 物販店、集会場、飲食店 設計時

R4.12.6 ○ 加古川市 公民館、子育てプラザ 竣工後

R4.12.9 明石市 公園

R4.12.19 明石市 公園

R4.12.20 ○ 豊岡市 劇場 設計時

R4.12.26 ○ 神戸市 事務所 設計時

R5.1.31 明石市 公園

R5.2.3 ○ 明石市 病院 設計時

R5.2.7 ○ 神河町 図書館 設計時

R5.2.9 明石市 公園

R5.3.16 ○ 多可町 図書館、公民館 設計時

R5.3.17 ○ 神戸市 道路等 設計時

R5.3.20 丹波篠山市 まちなか（観光地）
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