
 

 

 
 

いしかわ住宅耐震事業者リストの公開について 

 
 県⺠の皆様が耐震化を検討するにあたり、「誰に頼んでよいか分からない」という状
況を解消するため、耐震化に取り組む建築⼠事務所・⼯務店等をまとめた『いしかわ住
宅耐震事業者リスト』を本⽇公開しました。耐震化についてのご相談や、事業者の選定
などにご利⽤いただくことを⽬的としています。 
 なお、リストは耐震診断、補強計画を実施する「建築⼠事務所」と耐震改修を施⼯す
る「⼯務店・⼤⼯」に分けて公開され、県建築住宅課 HP や市町窓⼝等で閲覧すること
ができます。 
 

記 
 
１．掲載事業者数 

建築⼠事務所︓２７者 
⼯務店・⼤⼯︓２０者 
 ※上記のうち、８者が建築⼠事務所、⼯務店・⼤⼯の双⽅に掲載されているため、 

  重複を除くと全３９者。 
 

２．掲載 HP（県建築住宅課 HP） 
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenju/taishinlist/taishinlist.html 
 

３．その他 
・掲載された事業者には、県・市町・事業者団体等で構成する「いしかわ住宅耐 

震ネットワーク協議会」の活動に賛同いただき、貸与する「PR マグネット」
の社⽤⾞への貼付や「のぼり」の改修現場での掲⽰といった、同協議会の普及
啓発にご協⼒いただきます。 

   ・リストについては、今後も事業者からの掲載申請を受け付け、更新いたします。 

平成３０年１０⽉３１⽇ 
⽯川県⼟⽊部建築住宅課 

星名・北川 
電話 076-225-1777 



(1／2)

※1 県が指定する事業者向け講習会を受講した者の有無　　　※2 県内において、H19以降に評点1.0以上とした補強計画の実績

いしかわ住宅耐震事業者リスト（建築士事務所） 2018.10.31版

県内で耐震診断、補強計画を実施することができる、建築士事務所等を掲載しています。(No.は掲載申請順)
基本情報

No. 事業者名 事業所所在地 電話番号
メールアドレス

(送信時は★を@に置き換えて下さい)
営業可能
エリア

県講習会
受講※1

耐震診断
実績

補強計画
実績※2

事例
工務店･大工
リスト掲載

1001 (株)⽥淵建築設計事務所 ⾦沢市⽟鉾1-59 076-291-9059 tabuchi★m2.spacelan.ne.jp 県内全域 ○ 6件 0件

1002 武岡設計事務所 七尾市本府中町カ部23-7 0767-53-4124 h-takeoka★po6.nsk.ne.jp 県内全域 ○ 18件 8件

1003 株式会社 ユナイテッド建築事務所 能美市寺井町中77番地 0761-58-0239 home★unitedjpn.com 一部地域 ○ 13件 1件

1004 フィット建築研究所 ⾦沢市長町1-4-10-101 076-221-2878 fithome810★ybb.ne.jp 県内全域 ○ 10件 8件 ○
1005 合同会社 サポートプラス ⾦沢市薬師町ロ123-5 076-258-5099 mail★support-plus.jp 一部地域 ○ 1件 1件 No.2003

1006 有限会社 宇枝設計室 ⾦沢市⾼尾２丁⽬192番地2 076-296-1765 tueda★ishi-kjk.or.jp 県内全域 18件 2件 ○
1007 株式会社 沢野建設工房 かほく市七窪ホ5-1 076-283-3360 sawano★sawano-kk.com 県内全域 ○ 6件 2件 ○ No.2004

1008 Ｌ.Ｉ.Ｂ.建築設計事務所 ⾦沢市示野中町1丁⽬146番地 076-222-5880 l.i.b★m2.spacelan.ne.jp 県内全域 ○ 7件 3件 ○
1009 有限会社 ハウス設計施工キタ一級建築士事務所 ⾦沢市⾦石北三丁⽬11番3号 076-268-3876 info★h-kita.co.jp 県内全域 0件 0件 No.2005

1010 KENT建築企画 白山市吉野ス1番地 076-255-5290 kent.1★siren.ocn.ne.jp 県内全域 ○ 6件 0件

1011 橋本建築構造設計 ⼩松市安宅町レ35番地6 0761-21-3139 h2hashi★taupe.plala.or.jp 県内全域 ○ 5件 3件 ○
1012 株式会社 アクトミヤス ⼩松市串茶屋町丙59番地 0761-43-2222 m-m★actmiyasu.co.jp 県内全域 8件 1件

1013 株式会社 トモエ建業 かほく市遠塚ハ40番地1 076-285-1511 tsutomu★p2223.nsk.ne.jp 一部地域 5件 2件 No.2007

1014 江端建築設計事務所 ⼩松市大和町76 0761-22-3916 ebata123★cream.plala.or.jp 一部地域 ○ 5件 1件 ○
1015 松嶋建築研究所 ⾦沢市寺地1丁⽬17-20 076-280-5300 matsushima★aria.ocn.ne.jp 県内全域 ○ 16件 3件

1016 瀬戸設計 加賀市大聖寺南町ニ2-2 0761-73-0220 setosekkei★po5.nsk.ne.jp 一部地域 ○ 11件 1件 ○
1017 喜多ハウジング 株式会社 ⾦沢市新保本3-3 076-249-4211 fujimoto★kita-net.co.jp 県内全域 ○ 33件 26件 ○ No.2008

1018 有限会社 オオハタ建築研究所 ⾦沢市直江北1-19 076-237-9765 ohata★spacelan.ne.jp 県内全域 ○ 44件 6件 ○
1019 ⾼崎建築設計事務所 ⾦沢市百坂町イ56-3 076-258-3355 kazu3355★lilac.ocn.ne.jp 県内全域 ○ 5件 1件 ○
1020 石友リフォームサービス株式会社 羽咋市太⽥町ヘ69番地1 0767-22-7422 t-ishigaki★ishitomo-reform.co.jp 県内全域 ○ 15件 15件 No.2018

1021 株式会社 五井建築研究所 ⾦沢市問屋町2-1 076-237-8441 office★goi.co.jp 県内全域 ○ 3件 0件

1022 有限会社 風建築設計工房 ⾦沢市泉野出町4-13-26 ｸﾞﾘｰﾝｱｰﾂ 076-280-3443 kaze.kasa★cyber.ocn.ne.jp 県内全域 ○ 84件 56件

1023 アオイ建設 株式会社 七尾市本府中町ル部45番地5 0767-52-2502 info★aoi-kensetsu.jp 一部地域 5件 0件 No.2014

1024 新出建築事務所 珠洲市三崎町⼩泊16-25 0768-88-2637 t-shinde★p1.cnh.ne.jp 一部地域 ○ 6件 0件

1025 新⽥建築設計 珠洲市正院町⼩路5-12 0768-82-1492 noto★grape.plala.or.jp 県内全域 ○ 15件 3件 ○
1026 有限会社 永大ホーム 白山市青葉台一丁⽬５番地 076-276-3766 office★eidaihome.co.jp 一部地域 ○ 13件 1件 ○ No.2019

1027 胡桃建築設計事務所 ⾦沢市西泉二丁⽬131番地1 076-259-0667 walnut★celery.ocn.ne.jp 県内全域 46件 37件

詳細情報

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenju/taishinlist/documents/1004j.pdf
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenju/taishinlist/documents/1006j.pdf
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenju/taishinlist/documents/1007j.pdf
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenju/taishinlist/documents/1008j.pdf
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenju/taishinlist/documents/1011j.pdf
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenju/taishinlist/documents/1014j.pdf
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenju/taishinlist/documents/1016j.pdf
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenju/taishinlist/documents/1017j.pdf
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenju/taishinlist/documents/1018j.pdf
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenju/taishinlist/documents/1019j.pdf
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenju/taishinlist/documents/1025j.pdf
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenju/taishinlist/documents/1026j.pdf


(2／2)

※1 県が指定する事業者向け講習会を受講した者の有無　　　※2 県内において、H19以降に評点1.0以上とした耐震改修の実績

いしかわ住宅耐震事業者リスト（工務店・大工） 2018.10.31版

県内で耐震改修を施工することができる、工務店・大工等を掲載しています。(No.は掲載申請順)
基本情報

No. 事業者名 事業所所在地 電話番号
メールアドレス

(送信時は★を@に置き換えて下さい)
営業可能
エリア

建設業
許可

県講習会
受講※1

耐震改修
実績※2

事例
建築士事務所
リスト掲載

2001 株式会社 河合組 野々市市押野4丁⽬222番地 076-248-2160 kawaigumi★P2223.nsk.ne.jp 一部地域 ○ 0件

2002 株式会社 和泉建設 ⾦沢市上荒屋3丁⽬25番地8 076-249-4757 kk-izumi★yacht.ocn.ne.jp 県内全域 ○ 2件

2003 合同会社 サポートプラス ⾦沢市薬師町ロ123-5 076-258-5099 mail★support-plus.jp 一部地域 ○ ○ 1件 No.1005

2004 株式会社 沢野建設工房 かほく市七窪ホ5-1 076-283-3360 sawano★sawano-kk.com 県内全域 ○ ○ 2件 ○ No.1007

2005 有限会社 ハウス設計施工キタ一級建築士事務所 ⾦沢市⾦石北三丁⽬11番3号 076-268-3876 info★h-kita.co.jp 県内全域 ○ 0件 No.1009

2006 ほそ川建設 株式会社 ⾦沢市示野町西3番地 076-267-8008 info★hosokawakensetsu.co.jp 一部地域 ○ ○ 0件

2007 株式会社 トモエ建業 かほく市遠塚ハ40番地1 076-285-1511 tsutomu★p2223.nsk.ne.jp 一部地域 ○ 2件 No.1013

2008 喜多ハウジング 株式会社 ⾦沢市新保本3-3 076-249-4211 fujimoto★kita-net.co.jp 県内全域 ○ ○ 26件 ○ No.1017

2009 有限会社 ハサタニ かほく市⾼松ヤ28-3 076-281-2639 － 一部地域 ○ ○ 0件

2010 株式会社 表建築 輪島市山本町広野前1番地5 0768-22-4222 omotekentiku★yahoo.co.jp 一部地域 ○ 3件 ○
2011 株式会社 ⾦澤木房en樹 ⾦沢市神宮寺2丁⽬14-20 076-254-6215 enju★abeam.ocn.ne.jp 県内全域 ○ 0件

2012 株式会社 谷口建設 珠洲市宝立町⾦峰寺8字19番地 0768-84-1411 teks★taniguchi-con.co.jp 一部地域 ○ ○ 0件

2013 株式会社 西中工務店 輪島市稲舟町上野197番地 0768-22-2852 nk2852★deluxe.ocn.ne.jp 一部地域 ○ 1件 ○
2014 アオイ建設 株式会社 七尾市本府中町ル部45番地5 0767-52-2502 info★aoi-kensetsu.jp 一部地域 ○ 0件 No.1023

2015 株式会社 駒沢建工 ⼩松市今江町6丁⽬681番地 0761-21-1289 carrot★carrot-home.co.jp 県内全域 ○ 0件

2016 宏州建設 株式会社 ⾦沢市駅西本町1丁⽬3番15号 076-263-5355 info★koshukensetsu.co.jp 県内全域 ○ ○ 3件 ○
2017 有限会社 山岸建築 ⼩松市北浅井町1号20番地 0761-21-3349 yamagisikenchiku★hkg.odn.ne.jp 一部地域 ○ ○ 0件

2018 石友リフォームサービス株式会社 羽咋市太⽥町ヘ69番地1 0767-22-7422 t-ishigaki★ishitomo-reform.co.jp 県内全域 〇 ○ 15件 No.1020

2019 有限会社 永大ホーム 白山市青葉台一丁⽬５番地 076-276-3766 office★eidaihome.co.jp 一部地域 ○ ○ 4件 ○ No.1026

2020 有限会社 嶋⽥工建 ⾦沢市菊川2丁⽬24番2号 076-261-0911 info★k-shimada.jp 一部地域 ○ ○ 2件

詳細情報

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenju/taishinlist/documents/2004j.pdf
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenju/taishinlist/documents/2008j.pdf
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenju/taishinlist/documents/2010j.pdf
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenju/taishinlist/documents/2013j.pdf
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenju/taishinlist/documents/2016j.pdf
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenju/taishinlist/documents/2019j.pdf
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