
役　職

氏　名

職　域

ＣＰＤ単位 登録準備中

　　屋根及び外壁の長寿命化工
事

　　建設工事中H30年2月現在

　　設計者　㈱斉藤譲一設計事務所

　　 設計者　㈱武田建築設計事務所

　　H30年12月竣工予定

顔写真を掲載

行政

　　構造規模　RC造5階建55戸

(一社）北海道建築士会青年委員会(一社）北海道建築士会青年委員会(一社）北海道建築士会青年委員会(一社）北海道建築士会青年委員会

〒085-8505　釧路市黒金町7-5

℡　0154-31-4567　fax　0154-24-0582

E-mail  youhei2670@yahoo.co.jp

工事現場の人間が行政の道へ迷い込
んでしまいました。
施工管理との違和感を背負いながら頑
張ってます。
行政の立場で少しでも釧路発展の役に
たちたいと思っております。今年で４2歳。
いい加減青年委員長を後輩に譲りたい
です。20代30代の士会委員がんば
れ！！

　　建設規模　RC造5階建50戸

○鳥取南団地B棟公営住宅建設工事

　　H28年度工事

　自己ＰＲシート　自己ＰＲシート　自己ＰＲシート　自己ＰＲシート 釧路支部釧路支部釧路支部釧路支部
青年委員長

清水　洋平

 ○美原団地M11長寿命化型改善工事

　　工事場所　釧路市美原
勤務先

釧路市役所都市整備部建築
課

　　○公共建築の日

　　　釧路こども遊学館

　　　折り紙建築で参加

　　建設地　釧路市鳥取南

　　構造規模　RC造5階建50戸

○川北団地A棟実施設計業務委託

　　　釧路こども遊学館

　　公営住宅中層耐火構造5階建て

　　H29年竣工

         建築士会釧路支部　前田　繁

　　　　　折り紙建築で参加

　　○公共建築の日

　　建設地　釧路市川北
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勤務先 株式会社 ｅホーム

〒087-0024　根室市宝林4丁目201番地
TEL 0153-27-1251  FAX 0153-27-1553
mail:hidetaka1222@hotmail.co.jp

青年委員長

顔写真を掲載

 根室支部青年委員長を任されました海老
名です。行政や企業と連携して「地域社
会に貢献できる活動」を目標に建築士と
して新しい活動に取り組みたいと思いま
す。

(社）北海道建築士会青年委員会

　自己ＰＲシート 根室支部

設計・施工

登録準備中

海老名　秀貴

建築士会の活動：保育所修繕

お仕事：住宅の設計・施工
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顔写真を掲載

仕事でもプライベートでも常に相⼿
の気持ちを考え、⾏動することを
モットーに⽇々勉強中です。
建築⼠会では⼈との出会いを⼤切に
し、他都市との交流を通じていろい
ろな経験、情報、知識を吸収し、こ
れから建築⼠としてより⼀層お客様
に頼られる存在になれるように頑張
ります！

(一社）北海道建築士会青年委員会

　自己ＰＲシート 斜里支部

営業・設計・監理

登録準備中

勤務先 株式会社 丸七⾼橋組

斜⾥⽀部⻘年部⻑

鈴⽊ 隆明

〒099-4115  斜⾥郡斜⾥町光陽町16-8
TEL 0152-23-2441
FAX0152-23-3052

http://www.rainierhomes.jp/
e-mail：suzuki@takahashi-gumi.co.jp

Your Home Sweet Home

輸⼊住宅の設計・デザイン・施⼯にも⼒を⼊れています
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〒080-0027　帯広市西17条南5丁目72番地6

TEL　0155-33-3528　FAX　0155-333-3694

URL ：http://saito-kensetsu.com

E-mail：info@saito-kensetsu.com 

職　域

ＣＰＤ単位

建築士としての想い
職能を通じ地域社会の発展と社会福祉向上のために常に
技術の研鑽と会員相互の連携を大切にする。
個人としての想い
40年来、地元地域に根ざし、人と人とのつながりを大切にし、
信頼と実績を積み重ねてきました。長きにわたり皆様から
高い評価と、ご愛顧をいただいております。
一級建築士の自らが、 皆さまの視点に立ってご要望を設計し,
施工管理の両面で反映いたします。
一つ一つの出会いを大切にし、一棟一棟丹精込めた
建物つくりを心がけ、 皆さまと一緒になって
建物つくりのお手伝いをさせていただきます。

(一社）北海道建築士会青年委員会

　自己ＰＲシート 十勝支部

設計・管理

     27単位

齊藤輝治

勤務先 有限会社齊藤建設

支部青年委員長

顔写真を掲載

Ｔ邸 
Ｈ邸 

Ｓ邸 Ｔ邸 

分譲物件 

Ｋ邸 
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(一社）北海道建築士会青年委員会(一社）北海道建築士会青年委員会(一社）北海道建築士会青年委員会(一社）北海道建築士会青年委員会

　　　　自己自己自己自己ＰＲＰＲＰＲＰＲシートシートシートシート 中標津支部中標津支部中標津支部中標津支部

行政

登録準備中

村山　賢司

勤務先

中標津町役場

建設水道部都市住宅課建築指導係

〒086-1197

北海道標津郡中標津町丸山2丁目22番地

TEL　0153-73-3111　FAX　0153-73-5333

青年委員長

顔写真を掲載

行政に所属し早６年。これまでの経験を活かし、未

来の建築士を育成しなければ明日は無い。初老を

迎えたがまだまだ活躍せねばならないとは、１０年前

には想像もしていなかったのはここだけの話…
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〒090-0052
北見市北進町７丁目１５－７

青年部会長

顔写真を掲載

地元企業の建築士として、施工メインではあり
ますが、一般住宅等の設計・施工をしていま
す。建築士会では、他都市との交流や研修な
どもあるので、参加して、いろいろな知識や情
報を吸収し日常の業務に生かしていきたいと
思います。

(一社）北海道建築士会青年委員会

　自己ＰＲシート 北見支部

現場施工管理

登録準備中

和田　雄次

勤務先 (株)和田建設

仕事では、主に住宅の設計・施工管理・大工作業
と新築・増改築・リホーム・リノベーション等 基本
的には、自分・当社社長も含め、自社の大工のみ
で、作業し、測量・解体工事・土工事、建て方・内
外部仕上げ工事とお客さんとの長い付き合いを、
第一に考え、日々社員一同、仕事をしております。

土工事・鉄筋・型枠等も自社施工です。自

分の設計・お客さんとの打ち合わせ通り、

施工してく為、自分の目できちんと確かめ、

ほとんどが、現場に常駐しています。（見
てるうちに作業もしてしまいます・・・）
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顔写真を掲載

網走支部理事・青年部部長を任されてます。

私たち建築士会の活動で次世代を担う建築士が

ひとりでも増えてくれるように活動しています。

(一社）北海道建築士会青年委員会
(一社）北海道建築士会青年委員会(一社）北海道建築士会青年委員会
(一社）北海道建築士会青年委員会

　自己ＰＲシート
　自己ＰＲシート　自己ＰＲシート
　自己ＰＲシート 網走支部

網走支部網走支部
網走支部

行政

登録準備中

遠藤　崇哲

勤務先 網走市役所

〒093-8555

網走市南６条東４丁目

ＴＥＬ：0152-44-6111

ＦＡＸ：0152-43-5404

青年部長

つくしヶ丘4丁目市営住宅

オホーツク流氷まつり

雪像作り

建物をつくろう！

（建築模型づくり）

第42回全道大会（後志大会）

平成29年度は建築士会のPR、地

域振興、将来を担う子供たちに建築

の楽しさを知ってもらおうと、雪像

作りや親子で花台作り、ビールパー

ティ、建築模型づくりを実施しまし

た。

また、全道大会等に参加し、他支

部の方々のお話を聞くことができて

楽しかったです。

近年は青年部会員が減少しており、

建築士取得に向けた取り組みが検討

課題です。

仕 事

建築士会活動

青年部の活動について

破砕・リサイクル施設
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顔写真を掲載

　町の上下水道関係に係る仕事をしていま

す。

　建築物本体もそうですが、水道・下水道も

生活していく上で建物から切っても切り離せ

ないものになっています。前までの自分は建

物の外観や内観などの目に見える部分しか見

えていませんでしたが、今の仕事になったこ

とで設備関係などの見えない部分についても

よく考えるようになりました。

　建築士会の活動はいろいろなまちの風景や

現状を見たり聞いたりし、さまざまな人と交

流ができるので自分の知らないことを学ぶこ

とが多く、楽しく活動しています。

　この楽しいことをいろんな人に知ってもら

い、建築に興味を持つ人が増えるように活動

していきたいと思います。

(社）北海道建築士会青年委員会

(社）北海道建築士会青年委員会(社）北海道建築士会青年委員会

(社）北海道建築士会青年委員会

　自己ＰＲシート　自己ＰＲシート　自己ＰＲシート　自己ＰＲシート 紋別支部紋別支部紋別支部紋別支部

行政

登録準備中

佐々木　誠

勤務先 雄武町役場

〒098-1792

紋別郡雄武町字雄武700番地

ＴＥＬ：0158-84-2121

ＦＡＸ：0158-84-2844

青年委員長

今までの仕事

まちの公営住宅や公共施設全般

の建設や営繕業務管理やまちで木

造建築物の推進を行っていたのでそ

の施設例報告などを行っていました。

これからの仕事

まちの上下水道関係全般になるので、

浄水場や下水処理場に関することはも

ちろん、一般の建物の給排水に係るこ

とも多いので、町民の生活第一にがん

ばっていきます。

平成２２年竣工

宮の森公園休憩施設（写真①）

休憩ホール内部（写真②）

平成２３年竣工

雄武町健康ふれあいセンター（写真③）

ゲートボールコート（写真④）

平成２４年竣工

沢木住民センター「つどーれ」（写真⑤）

大会議室（写真⑥）

① ②

③ ④

⑤ ⑥

携わってきた建築物

・建物に係わる給排水設備の審査

・配水管及び排水管工事の管理業務

・町内の漏水・異常水量調査 などなど

主な仕事内容


