
管 理 建 築 士 略 歴 
 氏  名      舟 橋 朋 範  昭和３０年 ９月 ９日生 
           愛 知 県 ⽴ 半 ⽥ ⾼ 校 (昭和４９年卒) 
 最終学歴      関⻄⼤学⼯学部建築学科 (昭和５３年卒) 
 資  格      一級建築士   [ 第１５５６９７号] 
             統括設計建築士  [ 第１１９０６００３２３] 
 CASBEE ⼾建評価員 [⼾－０３４７－１５] インテリアプランナー[９０－４２９６１] 
 愛知県⽊造住宅耐震診断員 [２２尾－１０４２]         愛知県建築開発等指導員 
 いきいき住宅リフォーム⽀援機構愛知 アドバイザー [ A0401121 ] 
 応 急 危 険 度 判 定 士 [第 18C-381-1] 
 加入団体    愛 知 建 築 士 会         

経            歴 
 昭和５３年４月〜平成２年３月 ㈱中建設計 設計監理部 計画主任 
 平成 ２年４月〜       ㈱ナックプランニング 取締役建築部総括 管理建築士 
 平成１３年１月〜       ㈱ナック建築計画 代表取締役 管理建築士 

業            歴 
 【会  館】 
   岡崎市庁舎増改築 
   名古屋港湾福利厚生協会会館 
 【庁舎・事務所】 
   中部地建名古屋国道事務所 
   リコー時計岡崎事務所 
   愛知海運三河支店事務所 
   江川電気⼯事社屋､住宅 
   江場酸素⼯場㈱星崎⼯場事務所 
   港消防署水上出張所 
   サクラ印刷社屋Ａ棟及びＢ棟 
   中日新聞本社増築 
   中日新聞近江八幡通信局改修 
   山⽥組四日市支店 
   明治時計本社計画案 
   日本バスコン本社計画案 
   日本報知機事務所 
   社本綜合建設事務所 
 【⾦融機関】 
   中央相互銀⾏豊山支店 
   第三相互銀⾏四日市松本支店 
   第三相互銀⾏教育センター 
   第三相互銀⾏⽩塚支店 



 
 【病院・診療所・調剤薬局】 
   鈴⽊眼科診療所、住宅 
   三嶋内科病院増改築 
   京ヶ峰岡⽥病院本館増築 
   会⽥⻭科診療所 
   ⽻栗病院⼥⼦病棟 
   幸会南陽病院 
   三嶋内科病院増改築第３期 
   ⽴松医院診療所、住宅 
   津島市⺠病院リハビリテーション施設等 
   ⽻栗病院男⼦病棟新築 
   幸会南陽病院管理棟 
   臨港病院６０年度整備⼯事 
   鯉江内科 
   幸会⽼⼈保健施設みず⾥ 
   愛精病院増築 
   孝慈会⽼⼈保健施設ラ・ファミリア 
   宗宮医院 
   たちクリニック 
   石川医院 
   二神クリニック 
   岩崎薬局 
   ハーブ内科・皮フ科クリニック 
   中山⽿⿐咽喉科サージクリニック 
   加納⻄薬局 
   加藤内科クリニック 
   ゆたか調剤薬局 
   竹内整形デイケアセンター ゆうあい 
   石川病院デイケアセンター 
   マイオセラピーセンターモトヤマ 
   ふきあげ内科胃腸科クリニック 
   近藤クリニック 
   渡邊皮フ科クリニック 
   市川内科消化器科クリニック 
   ⾼齢者在宅支援ハウス「 ゆうゆう 」 
   介護⽼⼈保健施設ナーシングピア分館 
 
 
  



 
 【集合住宅・寮】 
   日本住宅公団中部支社５３－⼤幸団地 
   新守マンション 
   愛知県南陽第２住宅 
   岐阜市ハイツ宇佐２号 
   名古屋宝生⻄公営住宅 
   名古屋市下ノ割公営住宅 
   名古屋市東築地２種公営住宅 
   美谷レジデンス 
   愛知県烏森住宅 
   住都公団中部支社 ５７岩成台⻄１区２⼾／改造 
   住都公団中部支社 ５８－７２－８ＣＳ３ＤＫ－Ｗ－改２⼾／改造 
   渡辺マンション 
   名古屋港湾福利厚生協会 潮凪住宅 
   名古屋市住宅供給公社 シティコーポ⻩⾦ 
   ナフコ野⽥寮 
   東山佐藤ビル 
   本山ウエスト 
   在宅支援ハウス「ゆうゆう」 
 【個⼈住宅】－1 
   堀尾邸茶室 新築 
   今⾥邸 新築 
   宮⽥邸新築 
   愛知県桃花台団地⽊造分譲住宅 新築 
   笹野邸 新築 
   中村邸 新築 
   ⽩山邸 新築 
   堀尾邸 新築 
   榊原邸 新築 
   吉⽥邸 新築 
   石原邸 新築 
   尾関邸 新築 
   丹⽻邸 新築 
   ⻑坂邸 (OM ソーラーハウス) 新築 
   松浦邸 新築 
   山中邸 (OM ソーラーハウス太陽光発電併用エコハウス) 新築 
   鈴⽊邸 新築 
   竹内邸 増築 
   竹内邸⾼齢者夫婦専用住宅（オール電化）新築 



 
 【個⼈住宅】－2 
   伊藤邸 新築                  蟹江邸改修 

山⽥邸 新築                  山本邸耐震改修 
   社本邸 新築                  今村邸耐震改修 
   増⽥邸 （OM ソーラーハウス）新築       山口邸改修 
   杉本邸 新築                  川上邸耐震改修 
   横井邸 新築                  花井邸耐震改修 
   新美邸 （⻑期優良住宅） 新築         松⽥邸耐震改修 
   ⾼松邸 新築                  早川邸耐震改修 
   山内邸 新築                  ⽩井邸耐震改修 
                           新海邸耐震改修 
                           ⼤村邸耐震改修 
                           都築邸耐震改修 
                           倉⽥邸耐震改修 
                           竹内邸耐震改修 
                           前⽥邸耐震改修 
 
 
 
  【耐震診断」 
   平成１５年ー平成１９年 診断報告件数 ９７件 
   平成２０年－平成２３年 診断報告件数 ４４件~ 
 
 
 
    
 【工場・倉庫】 
   神星⼯業豊⽥⼯場 
   リコー時計岡崎⼯場第１⼯場 
   神星ハーネス豊⽥⼯場 
   富士印刷⼯場倉庫 
   小⽊曽製作所 
   日研化成名古屋⼯場 オートクレーブ室増築その他 
   神星⼯業豊⽥第三⼯場 
   アイカ電⼦㈱山岡⼯場 
   富士印刷⼯場倉庫 
   ⼤友運送小牧支店 
 
 



 
 
 【流通施設】 
   名古屋港流通センター Ａ－２上家（愛知海運） 
   名古屋港流通センター Ａ－１上家（東海協和海陸） 
   地⽅卸売市場名古屋⻄流通センター 
   塩鎌屋配送センター 
   稲垣屋配送センター 
   スーパーサンシ事務所棟 
   三井物産㈱鋼材倉庫 
   名古屋港オペレーションセンター 
 
 
 【商業建築】 
   ナフコ栄生店 
   ナフコ朝倉店 
   ナフコハイマート店 
   スーパーセンターナフコ⾼棚店 
   ナフコグリーンプラザ店 
   半⽥銀座街「蔵の街」計画 
   ⼤源宴会場 
   フラワーショップ くくみら 
   インテリアショップ にわや 
   マースプラザ浄心 
 【教育施設】 
   愛知県⻑久⼿⾼校及び⽝山⾼校整備 
   名古屋市⾼針保育園 
   愛知県尾北⾼校増築 
   名古屋市港南中学校増築 
   名古屋市豊⽥小学校５４年次公害防⽌増改築 
   名古屋市伝⾺小学校５４年次増築 
   名古屋市志賀中学校５４年次改築 
   名古屋市山⽥⾼校増築 
   愛知県⻑久⼿⾼校増築 
   愛知県⾼浜⾼校産振棟 
   愛知県瀬⼾窯業⾼校産振棟 
   名古屋市名商⾼格技場 
   津島市神守中学校体育館 
   愛知県一宮地区新設⾼校 
   小桜幼稚園増改築 



   愛知県一宮興道⾼校校舎増築 
   名古屋市⽥光中学校格技場 
   愛知県名古屋⾼等技術専門学校 
   鈴⿅市⽟垣幼稚園園舎増改築校舎 
   ⼾⽥保育園 
   
 【宗教施設] 
   宗教法⼈法然寺庫裡 

   竹流山宝泉寺「平成の整備」 
   竹流山宝泉寺観⾳堂・檀信徒会館・庫裡 
   ⼤雲山医王寺庫裡増築 
   福⽥山全久寺納骨堂及び永代供養塔 
     桂林寺本堂・庫裡基本調査及び「平成の⼤改修」 
   ⼤龍寺山門移設 
   龍幡山妙渕寺「平成の整備」 
    
 【諸建築】 
   名古屋⾼速道路公社 
    東新町料⾦所 
    烏森料⾦所 
   名古屋市⾼速鉄道⾼畑駅内装 
   名古屋市⾼速鉄道岩塚駅内装 
   名古屋⾼速道路公社 
    烏森料⾦所 
    ⻩⾦料⾦所 
    ⽩川料⾦所 
   名古屋市港消防署水上出張所改築 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


