
役　職

氏　名

職　域

ＣＰＤ単位

　自己ＰＲシート 北空知支部

青年部長

寺内昌史

勤務先 有限会社寺内組

〒074-0012　北海道深川市西町12番27号
TEL 0164-23-2358
FAX 0164-22-3558
E-MAIL tugtera@orion.ocn.ne.jp

顔写真を掲載

設計・現場管理・営業

登録準備中

　寺内組は地域に根ざした工務店です。
戸建て住宅をメインに仕事をしておりま
す。
　私の仕事は「夢を叶えるお手伝いをす
る」ことです。”安全で楽しく暮らせる住ま
い”を目指して、建築士としての歩みを一
歩一歩進めています。

(社）北海道建築士会青年委員会

馬とのんびり暮らす家 家族が集まるくつろぎの家 

ナチュラルインテリアの家 キャットウォークのある家 

カフェスペースのある家 



役　職

氏　名

職　域

ＣＰＤ単位

　自己ＰＲシート 富良野支部

現場管理

登録準備中

佐藤　猛

勤務先 株式会社　マルササトウ建設

富良野市布部市街地
株式会社　マルササトウ建設
TEL　     ０１６７－２３－２９０４
E-MAIL　kkmalusa@cameo.plala.or.jp

青年部長

顔写真を掲載

会社は少数精鋭で、機動力を活かした
サービスを心掛けており、きめ細かな対応を
もって、安心して長く住める建物を提供して
います。
建築士会では長らく役職受けていますので
そろそろ、青年部長を引き継ぎたいです。

(一社）北海道建築士会青年委員会

建築士の日ビールパーティー

建設業、市民の方も参加していただき

開催しております。

会員企業の作品パネルも展示しました。
歴史的建築物調査事業 協力
市内の歴史的に価値のある建物の調査に
協力、事業協賛しました。地域の建物について
市民のみなさんに再認識していただきました。

施工作品



役　職

氏　名

職　域

ＣＰＤ単位

(一社）北海道建築士会青年委員会

　自己ＰＲシート 留萌支部

現場管理

登録準備中

日野　善光

勤務先 ハラダ工業株式会社

〒077-0007
留萌市栄町2丁目7番31号
TEL　0164-42-2525
FAX　0164-42-0550
HP　http://www.haradakk.com/
https://www.facebook.com/haradakk/

青年部長

顔写真を掲載

日本海沿いの吹雪でちょいと有名な
留萌で主に公共事業の現場管理業
務に携わっています。

困難な現場ほどやる気が出ます。。
まだまだ納得の仕事は出来ていませ
んが日々勉強をモットーに向上心を
もって仕事に挑んでいます。

仕事同様に建築士会の活動にも積
極的に参加して、スキルアップと沢山
の方と交流しつながりを持っていけれ
ばいいと思います。

■配水場改築工事(2016) 

【お仕事】 

■某民間住宅(2017） 

□留萌市街(ﾊﾗﾀﾞ工業砕石場より) 



＜担当物件の軌跡＞ 役　職

　    病　院　新　築 氏　名

　〒078-8330

　旭川市宮下通22丁目左10号

　TEL 0166-31-5115　FAX 0166-33-8592

　E-Mail y.andou@to-sei.co.jp

　　  病　院　改　修

職　域

ＣＰＤ単位

道北ﾌﾞﾛｯｸ
協議会
(ｶﾝﾃﾞｨﾊｳｽ)

　　　　　　　　　  防災ｲﾍﾞﾝﾄ

　自己ＰＲシート 旭川支部

現場管理

登録準備中

安藤　佳紀

勤務先 東成建設　株式会社

青年委員長

顔写真を掲載

(一社）北海道建築士会青年委員会

５年に１度の   

海外旅行のため

に仕事してます。 



役　職

氏　名

職　域

ＣＰＤ単位

E-mail  makotoiida01@gmail.com

CADオペレーター(見習い)

登録準備中

今年、転職をして仕事内容が変わり、プレカットの
CADオペレーター(見習い)になりました。木造建築
の経験が無いので、1からのスタートです。社会人1
年目の気持ちで頑張ります！趣味の紹介が大きく
なっておりますが士会活動も頑張ります！

(社）北海道建築士会青年委員会

顔写真を掲載

　自己ＰＲシート 士別支部

支部青年部長

飯田　誠

〒095-0401　士別市朝日町字中央4021番地

TEL　0165-28-2316　　FAX　0165-28-2318

勤務先 東邦木材工業㈱

【お仕事】 
☆プレカットのCADオペレーター(見習い）になり
ました。下記のブロック協議会で見学に行った、 
朝日町の会社に就職しました。 
1から頑張ります！ 

【士会活動】 
☆ブロック協議会 
 士別にて、歴史的
建築物（古い建
物？）を見学しまし
た。寒い日でしたが、
地元の方が管理し
ている旧個人病院
を見せて頂きました。 
 

【趣味】 
☆石窯ピザ 
時間を見つけては、
石釜でいろんな物
を焼いています。 
去年もピザ、ハン
バーグ、イモ、パン
など焼きました。 
今年も、たくさん
焼くぞー(^○^) 



役　職

氏　名

職　域

ＣＰＤ単位

(一社）北海道建築士会青年委員会

　自己ＰＲシート 上富良野支部

現場管理

    １２ 単位

黄田　信行

信頼と安心

有限会社　黄田建設

勤務先 有限会社　黄田建設

青年部長

顔写真を掲載

「へその街、富良野」の隣の隣の町、
上富良野町で一般住宅新築・改修
や公共事業等の現場管理を主に
行っております。
建築士会を通じて人との繋がり、自
身のスキルアップなど建築士会の活動
を次世代にアピールし興味を持っても
らえるように努めたいと思います。

Tel　0167-45-2567

Fax　0167-45-9687

植栽事業 「建築士の日」 ビールパーティー イルミネーション設置事業 

観光客の街中への導入路となって
いる町内道々の両側歩道の植樹帯
へ、親会、青年部員を含め６００本
の花を植え込みます。 

「建築士の日」にはビールパーティー

を開催し、毎年多くの町民の方に来

ていただき建築士との親睦を深めて

います。 

つまみの枝豆は青年部で茹でていま

す。 

毎年、駅や飲食店街に近い広場に
「冬のイルミネーション」を設置し、冬
の夜の街を鮮やかに照らします。 



役　職

氏　名

職　域

ＣＰＤ単位

(社）北海道建築士会青年委員会

　自己ＰＲシート 名寄支部

経営・意匠設計

    194 単位

髙橋　直樹

勤務先 株式会社高橋組

〒096-0013
北海道名寄市西３条南８丁目８－１
TEL：01654-2-2347　FAX:01654-3-1521
E-Mail:tk@biz.nifty.jp
URL:http://takahashi.nayoro.biz/

青年委員長

顔写真を掲載

　常に向上心を忘れずに知識と経験を積み、プロと
しての発想と提案でお客様の夢を実現させていくお
手伝いができればと考えています。
 　ご家族の生活習慣、夢、想い、悩みまで共有す
ることで家の設計に取り組んでいます。我々と一緒
に未来の家族を想像し住宅を設計しませんか？
 　技術に関すること、住宅ローンに関すること、その
他建築に関することなんでもお気軽にご相談下さ
い。

　建築士会活動については、自己の研鑽はもちろ
んの事、責任世代として現在の子供たちへ地域特
性を生かしたまちづくりや地域貢献を通じより良い
環境を引き継げるよう取り組む所存です。



お仕事紹介 役　職

氏　名

　　　　　　当社の完成写真も撮影していますが使えない写真も量産中

・住宅に関する現場管理を行っています。新築、増築、改築問わず木造に関する仕事をしています。

地域紹介 地元、宗谷、稚内の風景写真を通じ、観光や移住など地域が少しでも賑わうように活動。 職　域

ＣＰＤ単位

〒０９７－０００２
稚内市潮見1丁目９番１５号
TEL０１６２－３３－４９５６
FAX０１６２－３２－７４２８

青年部長

顔写真を掲載

地域の活性化により建設業は元より他業種の発展へと結びつけたい。趣味のカメラで日々、勝手に観光推進。

日本の最北端より建築士として業務
し、地域社会の発展を望み、また、働
く人々の精神的豊かさを希求した企
業活動を推進しながら日々努力して
おります。
建築士として、これからの子供達へと
建築の楽しさや魅力を伝えていけるよ
う、また地域の皆様には建築の重要
性を理解していただけるように、支部
会員の協力のもと、今後も活動してい
きたいと思います。
地域の良さをみなさんに知って貰える
ように写真を通して、稚内の魅力を伝
える活動もしています。

よろしくお願いします。

(一社）北海道建築士会青年委員会

　自己ＰＲシート 宗谷支部

現場管理

登録準備中

三国　竜

勤務先 石塚建設興業株式会社


