
■令和３年度木造住宅耐震改修事業者講習会を受講した改修事業者のリスト 　　(令和４年１月現在）
※一般財団法人 日本建築防災協会ホームページ内の木造住宅の耐震化推進講習会をWEB受講した方のうち、東京都及び連携区市で本講習会を受講した事業者として、

   受講者氏名及び受講者の勤務先名称、住所、電話番号を東京都及び共催区市のホームページに掲載されることについて、本人及びその勤務先から同意を頂いている方を掲載しております。

※本リストの掲載期間は講習会開催年度から３年後の３月までを予定しております。

※建設業許可番号、東京都木造住宅耐震診断事務所登録番号は受講年度の情報となります。

建設業許可番号
東京都木造住宅耐震
診断事務所登録番号

1 新宿区 株式会社白岩工務所 世田谷区世田谷2-27-19 03-3420-2020 白岩　且久 東京都知事許可32006号 2021-516

2 新宿区 株式会社新生建築 荒川区西尾久2丁目21-2 048-462-8718 君崎　志夫 東京都知事許可(般-29)第118367号

3 新宿区 株式会社高齢者住環境研究所 練馬区豊玉北５－６－１１ 03-6913-6346 稲垣　保 東京都知事許可（般-2）第113811号 270号

4 新宿区 株式会社小島工務店 新宿区上落合3-16-2 03-3367-8231 小島　健志 東京都知事許可（般-2）57191号 第179号

5 新宿区 株式会社渡辺工業 豊島区池袋3-42-17 03-3982-8647 渡邉　俊雄 東京都知事許可54505号 808号

6 新宿区 住友林業ホームテック株式会社　池袋支店 豊島区西池袋1-11-1メトロポリタンプラザビル17階 03-6890-0211 鈴木　友和 国土交通大臣許可(特-3)第14707号 第165号

7 新宿区 株式会社インハウス 台東区寿1-17-10　1F 03-5830-3871 鈴木　美奈子 東京都知事許可 般-30 第149805号

8 新宿区 有限会社島田工務店 新宿区西新宿5-19-7 03-3372-5807 島田　清貴 東京都知事許可（般-1）第56476号 289号

9 新宿区 株式会社グローウィル 新宿区西新宿4-16-1 03-6276-6412 市毛　茂 東京都知事許可第149606号 820号

10 田中　将司

11 田中　隆史

12 渡邊　颯

13 文京区 株式会社松田建設 文京区千駄木2-49-9 03-3824-1541 松田　広成 東京都知事許可80167号

14 文京区 株式会社山口工務店 文京区本郷3-14-1 03-3811-7834 山口　勝 東京都知事許可33825号

15 目黒区 有限会社亀井工務店 目黒区東が丘1-14-2 03-3422-7771 亀井　久夫 東京都知事許可第74339号

16 目黒区 株式会社三海建設 目黒区下目黒2-11-1 03-3491-1234 三海　一雄 東京都知事許可第14413号

    また、上記の掲載内容に加えて、当該受講者リストに建設業許可番号、東京都木造住宅耐震診断事務所登録番号を掲載されることについて、本人及びその勤務先から同意を頂いている方は

    当該登録番号を掲載しております。

株式会社田中工務店 文京区向丘2-10-20 03-3814-7891 東京都知事許可第37847号

区市町村 事業者名 住所 電話番号 受講者氏名

参考

文京区



建設業許可番号
東京都木造住宅耐震
診断事務所登録番号

区市町村 事業者名 住所 電話番号 受講者氏名

参考

17 目黒区 有限会社コグレ工業 目黒区中目黒5-28-11 03-3719-0506 木榑　重光 東京都知事許可第85015号

18 目黒区 髙橋工務店 目黒区下目黒4-20-29 03-3711-1800 高橋　延好 東京都知事許可第116919号

19 目黒区 有限会社廣田工務店 目黒区上目黒2-32-6 03-3715-8804 廣田　治幸 東京都知事許可第100938号

20 目黒区 有限会社平石工務店 目黒区下目黒4-23-10 03-3716-2458 平石　善治 東京都知事許可第122697号

21 目黒区 善光建設株式会社 目黒区中央町2-18-11 03-3793-0851 熊田　寛貴 東京都知事許可第58425号

22 目黒区 木田建築設計事務所 品川区小山3-5-7-306 03-3712-9332 木田　江津司

23 目黒区 レノヴァ株式会社 目黒区洗足2-7-23 03-5794-8100 小川　高司 東京都知事許可第140025号

24 目黒区 有限会社オリガミックアーキテクチャー 目黒区中町2-4-11 03-6676-0676 茶谷　亜矢 東京都知事許可第136862号

25 目黒区 株式会社宮沢工務店 目黒区八雲2-25-12 03-3718-8505 宮沢　信夫 東京都知事許可第60535号

26 目黒区 郷建設株式会社 目黒区祐天寺2-15-16 03-3713-7610 豊中　邦嗣 東京都知事許可第25260号

27 目黒区 ゼネラルボンド株式会社 目黒区大岡山1-37-25 03-3718-6511 後藤　栄太 東京都知事許可第124723号

28 目黒区 株式会社比護工務店 目黒区自由が丘1-21-12 03-3723-5447 比護　孝 東京都知事許可第7168号

29 中野区 太和屋産業　株式会社 中野区上高田3-38-5 03-3389-3351 小山　信

30 中野区 株式会社　アライワークス 中野区上高田5-46-1 03-3386-2708 荒井　慎悟

31 中野区 株式会社　スキップホーム 中野区上高田3-33-9 03-5345-5440 米田　英樹

32 中野区 衆浩建設　株式会社 中野区東中野1-57-6 03-3361-0955 会津　信正

33 中野区 新栄建設　株式会社 中野区東中野3-2-12 03-3364-5661 伊藤　誠一

34 中野区 株式会社　栄建社 中野区本町4-9-14 03-5925-3321 金子　茂一

35 中野区 株式会社　竹村工務店 中野区本町3-12-23 03-3372-2741 竹村　照吉

36 中野区 進藤建設　株式会社 中野区本町1-25-4 03-3372-5454 進藤　宣良

37 中野区 有限会社　　だいかつ工務店 中野区本町4-31-19 03-3384-2947 秋元　良一



建設業許可番号
東京都木造住宅耐震
診断事務所登録番号

区市町村 事業者名 住所 電話番号 受講者氏名

参考

38 中野区 株式会社　樋口工務店 中野区弥生町4-5-7 03-3384-1511 樋口　和正

39 中野区 綜和建設　株式会社 中野区南台2-13-6 03-5340-7508 古村　正和

40 中野区 有限会社　前田工務店 中野区南台3-44-6 03-3380-2929 前田　重春

41 中野区 有限会社　吉田敏工務店 中野区南台2-42-6 03-3383-5837 吉田　敏見

42 中野区 株式会社　荻原工務店 中野区大和町1-1-21 03-3336-6601 荻原　智弘

43 中野区 株式会社　若月工務店 中野区江原町2-31-7 03-3953-1166 若月　慎司

44 中野区 明成建設工業　株式会社 中野区新井2-1-16 03-5343-3822 西村　剛敏

45 中野区 株式会社　泰成建築 中野区新井4-32-4 03-3386-3233 深澤　弘一

46 中野区 株式会社　遠山工務店 中野区野方2-22-12 03-3389-8161 山崎　統

47 中野区 株式会社　大日建設 中野区野方4-44-10 03-3388-6101 窪寺　弘昭

48 中野区 株式会社　篠見工務店 中野区野方2-14-1 03-3387-5741 篠見　更生

49 中野区 株式会社　郷工務店 中野区若宮2-43-7 03-3330-8149 郷　正孝

50 中野区 株式会社　田建 中野区鷺宮6-4-21 03-3926-5977 横田　邦雄

51 中野区 有限会社　サカエ企画 中野区白鷺2-49-28 03-5373-4761 松田　栄一

52 中野区 一級建築士事務所　木下工務店 中野区南台2-46-1 03-3380-3800 木下　豊繁

53 立川市 株式会社西砂建設 立川市西砂町2-31-5 042-531-6200 石川　和弘

54 立川市 株式会社カナタ建築 府中市本宿町3-13-1 042-315-5630 田中　良延

55 立川市 ファレ一級建築士事務所 日野市大阪上１-23-11 042-583-7978 竹内　良二

56 斉藤　康人

57 斉藤　健一

58 府中市 ㈲石井工務店 府中市美好町3-12-6 042-360-9410 石井　淳一

浜竹建築 青梅市御岳2-3613 0428-28-8837 東京都知事許可 第126972号青梅市



建設業許可番号
東京都木造住宅耐震
診断事務所登録番号

区市町村 事業者名 住所 電話番号 受講者氏名

参考

59 府中市 市川建設工業㈱ 府中市美好町1-8-3 042-361-2569 市川　時夫

60 府中市 ㈲伊藤ハウジング 府中市八幡町2-26-10 042-361-8806 伊藤　仁

61 府中市 ㈱伊藤工務店 府中市寿町2-8-19 042-361-3453 伊藤　博康

62 府中市 ㈱猪股工務店 府中市本宿町4-28-16 042-364-3988 猪股　文春

63 府中市 大樹建設㈱ 府中市片町1-14-9 042-335-2550 大木　幸夫

64 府中市 小塩総合建設㈱ 府中市四谷3-31-9 042-364-1741 小塩　伸一

65 小島　成彦

66 鈴木　淳

67 府中市 ㈱落合建築 府中市白糸台6-58-12 042-365-9248 大武　由佳

68 府中市 ㈱カイトウ工務店 府中市多磨町2-44-1 042-361-9341 海藤　茂

69 府中市 ㈲金田工務店 府中市新町1-82-9 042-334-8189 金田　高志

70 府中市 毛塚　宏樹

71 府中市 毛塚　京

72 府中市 小竹工務店 府中市多磨町1-27-3 042-362-6137 小竹　康之

73 府中市 ㈲佐伯工務店 府中市本宿町2-18-9 042-362-7609 佐伯　正宏

74 府中市 ㈱サクラライフ 府中市宮町1-31-7 042-352-8350 小倉　秀介

75 府中市 ㈱末広工務店 府中市新町1-56-4 042-366-1119 末廣　秀文

76 府中市 ㈱総合建設ケーツー工房 府中市西府町4-6-20 042-577-7760 倉田　薫

77 府中市 田丸屋建設㈱ 府中市宮町2-17-2 042-361-3798 本多　修

78 府中市 ㈱司建工
府中市四谷6-14-1　ライオンズマンション府中中
河原308

042-403-6222 大槻　泰司

79 府中市 ㈱永井 府中市分梅町1-32-1 042-365-4141 高野　紀行

㈲邦工務店

㈲小島鋼業府中市 042-302-8184府中市新町2-38-20

府中市日新町2-30-28 042-363-6611



建設業許可番号
東京都木造住宅耐震
診断事務所登録番号

区市町村 事業者名 住所 電話番号 受講者氏名

参考

80 府中市 はなぶさ建設㈱ 府中市白糸台5-38-14　2階 042-400-6268 藤井　英徳

81 府中市 林工務店 府中市宮西町1-20-12 042-367-1509 林　宏至

82 府中市 ㈱樋口建設工業 府中市四谷4-28-3 042-364-4564 樋口　辰太郎

83 府中市 ㈱美装 府中市八幡町1-7-1 042-363-1121 金子　崇裕

84 府中市 ㈲比留間工務店 府中市押立町4-39-13 042-482-1210 齋藤　敬

85 府中市 ㈲降籏工務店 府中市白糸台5-44-12 042-363-2310 降旗　学

86 府中市 ㈲堀江工務店 府中市天神町3-11-5 042-361-6404 堀江　竜義

87 府中市 ㈱本間工務店 府中市南町2-30-4 042-363-0887 本間　郁浩

88 府中市 ㈱門馬工務店 府中市幸町1-19-12 042-362-5246 湯地　健太

89 府中市 ㈱安村建設コンサルタント 府中市白糸台6-59-32 042-363-1100 安村　久泰

90 府中市 ㈲山下工務店 府中市白糸台2-46-14 042-360-2411 山下　和則

91 後藤　博美

92 佐藤　久隆

93 小金井市 株式会社守屋工務店 小金井市貫井北町 5-21 -2 042 -322 -5438 守屋 辰彦 東京都知事許可 第 20144 号

94 稲城市 有限会社松本工務店一級建築士事務所 稲城市百村134 042-377-7031 松本　幸次郎

95 稲城市 株式会社吉田工務店 稲城市東長沼784 042-377-2017 大谷　明子

96 稲城市 株式会社大丸建設 稲城市大丸71-2 042-377-4441 安田　佳正

97 稲城市 有限会社髙田工務店 稲城市押立870-3 042-377-5359 髙田　良晃

98 渡邊　千洋

99 河野　美穂

100 反町　美和子

一級建築士事務所 有限会社ヒカリハウジング 練馬区大泉町６－25－６ 03-3921-3481 東京都知事許可第77580号 第715号西東京市

府中市 ㈲やまぶき建設 府中市西府町4-25-1 042-505-9574



建設業許可番号
東京都木造住宅耐震
診断事務所登録番号

区市町村 事業者名 住所 電話番号 受講者氏名

参考

101 西東京市 ホームテック株式会社　一級建築士事務所 多摩市関戸１－１－５　ザ・スクエアE棟６F 042-356-8904 森　信博 国土交通大臣第24274号 第745号


