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本部青年委員長

顔写真を掲載

建築士会は、建築士が各々の持っている知識や
技術を共有できる場となり、建築士としてスキルアッ
プできる。仲間を作り、社会の為に貢献する。自ら
が建築士としての誇りを持ち、人格を磨く場となる。

(一社）北海道建築士会青年委員会

　自己ＰＲシート 函館支部

経営・営業

登録準備中

朝倉　友和

勤務先 東興アイテック株式会社

携帯080-6073-9087
Email t-asakura@tokoai.com
【本社】　北海道函館市西桔梗町862番地5
　　　　　　電話　0138-49-8571
【東北営業所】宮城県仙台市
【苫小牧営業所】苫小牧市柏木町
【札幌出張所】札幌市豊平区
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〒004-0073
札幌市厚別区厚別北3条5丁目12-3
tel 011-807-8141
e-mail　kobayashi@pixel-works.info
URL http://www.pixel-works.info/

本部青年委員

■グラフィックの仕事
建築業にとって、コンピューターグラフィックの世界は
とても相性が良いと言えます。ＰＣの高速化に伴
い、少ないコストで現実に近い完成予想図を手軽
に簡単に用意出来る時代になりました。シミュレー
ションによる設計支援も充実し、今や建築とグラ
フィックは切っても切れない関係にあります。
私は主に広告用のパースや、設計支援シミュレー
ション、写真合成等を生業としております。
より高い品質を求め、建築とグラフィックの架け橋を
目指しています。
.
.
■建築士会の活動
建築士会の活動は、私にとって「自分は建築士で
ある」ということを認識する場であり、地域社会とつ
ながる窓口でもあります。活動を通して得たものは
沢山ありすぎてうまく言えません。だから皆の頑張っ
ている姿を残したいと思いました。単純な“記録”と
してではなく、その瞬間を残して仲間や建築士会に
興味を持っている方々に伝えていきたいと思いま
す。

(社）北海道建築士会青年委員会

　自己ＰＲシート 札幌支部

意匠設計

登録準備中

小林　祐司

勤務先 ピクセルワークス
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阿部建設㈱施工物件　ニセコタウンハウス　カサラ　内装工事

職　域

　　　　　　　　　小樽　雪あかりの路　（小樽支部協賛参加） ＣＰＤ単位

顔写真を掲載

職場は小樽市内をメインとし、道
内で戸建から一般建築から資材
販売・工事請負・仮設ハウスの販
売リース等行う会社です。僕は小
樽市内の建設会社の下請工事
がメインです。　入社して２０年営
業一筋が、建築士の資格を取得
してしまったため（笑）今ここにおり
ます。　建築士会活動では、まだ
まだですが色んな方々と出会い一
緒に学んで建築業界に少しでも
貢献出来ればと思っております。

(一社）北海道建築士会青年委員会

　自己ＰＲシート 小樽支部

建設資材営業

登録準備中

近藤　真人

勤務先 西條産業株式会社

〒047-0006　小樽市有幌町2-16
TEL　0134-25-2013
FAX   0134-34-1465
E-mail
m_kondou@saijyosangyo.co.jp

本部青年委員　副委員長
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URL/www.youtei.co.jp
Email/masanobu@youtei.co.jp

支部理事・道央ブロック長

地域性を生かした家づくりが信条。最近は地域材
のヨウテイカラマツの建材化を進めており、素材を生
かした家づくりも心がけます。ウォルトディズニーの言
葉に『現状維持では後退するばかりである』とありま
すが、この建築の世界でも共通することと考え、常
に前へ向くこと、日々変化することを信念にしてま
す。が、たまには振り向け、と言われます。笑

(社）北海道建築士会青年委員会

　自己ＰＲシート 後志支部

意匠設計・現場管理・積算

登録準備中

瀬尾　正宣

勤務先

建築士会の活動

作品集

株式会社　羊蹄工業
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(一社）北海道建築士会青年委員会

経済部建設課
住宅建築・維持Ｇ

　自己ＰＲシート 日高支部

行政

登録準備中

亀田　誠

勤務先

〒056-8650
日高郡新ひだか町静内御幸町3丁目2番50号
℡0146-43-2111　fax0146-43-3900
e-mail　kensetu@shinhidaka.hokkai.jp
URL　http://www.shinhidaka-hokkaido.jp/

青年委員長

顔写真を掲載

【私の仕事】
恵庭市生まれ、旧北海道工業大学（現：北海道
科学大学）建築工学科卒業後、旧三石町役場
（現：新ひだか町役場）に採用。
業務内容は建築行政全般。主な業務として、建
築物の設計・監理・監督・積算、確認申請等行
政指導、住居表示、国費申請等、民間住宅補
助業務、都市計画、開発行為など。

【建築士会活動】
建築士会の活動は平成14年入会から。平成30
年度より支部青年委員長及び道南ﾌﾞﾛｯｸ長を務
めさせていただきます。これまで、つどい・全道大会
等各地参加させていただきました。これからも引き
続き参加してまいります。

絵画コンクール

全国大会

京都大会

総合町民センター

はまなす

日高の牧場風景

日高町 いきいきと働き、学び、安心と笑顔で暮らせるまち

平取町 一人ひとりがまちづくりの主役です。輝くびらとり未来につなごう。

新冠町 「レ・コード」と「音楽」 「競走馬」のまち 新冠町 笑顔あふれるレ・コードなまち にいかっぷ

新ひだか町いきいき すこやか 誰もが主役になれるまち

浦河町 丘と海の”まきば”浦河町 心豊かで活力と夢にあふれるまち 浦河町

様似町 アポイの樹風（こかぜ）呼ぶまち ２１世紀の鼓動 町民と歩む新しいまちづくり

えりも町 ”海と大地のふるさと”えりも町 心豊かで安心・安全な暮らしを創る。新まちづくりデザイン

日高各町のキャッチフレーズ
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勤務先 (有)　大館板金製作所

〒077-0007
留萌市栄町１丁目１番３号
TEL0164-42-1132
FAX0164-42-1121

道北ブロック長

顔写真を掲載

留萌で板金業をしております。
以前まで地場ゼネコンで働いていましたが現在は
板金工見習いとして、修行中です。
主に工事の積算や打ち合わせ、仕事の細部の修
め
を考えるのが仕事です。
（もちろん現場もでています。）
建築士の知識が現在の仕事にも非常に役にたって
おります。
建築士会の活動に積極的に参加し士会の仲間に
助けてもらいながら楽しくやっていきたいと思います。

(社）北海道建築士会青年委員会

　自己ＰＲシート 留萌支部

現場管理・施工

登録準備中

大平　健二

うちの会社の職人さんです。屋根施工中（弓道場）地元の公園の東屋の屋根の葺き替えを行いました。

留萌支部青年部長日野さんの現場の屋根・壁を施工しました。 神居岩ｸﾞﾘｰﾝｽﾎﾟｰﾂ公園の屋根・外壁を施工
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　自己ＰＲシート 北見支部

行政

登録準備中

佐々木　強志

勤務先
北見市役所都市建設部
建設指導課

〒090-8501
北見市北2条東1丁目11番地
TEL：0157-25-1154
FAX：0157-25-1207
Ｅ-mail：tsuyoshi.sasaki@city.kitami.lg.jp

道東ブロック長

顔写真を掲載

■仕事や趣味など・・・
大学卒業後、北見市役所に入庁して公営住宅や
公共建築物の設計・工事監理に11年携わり、その
後、現在の建設指導課で確認申請を担当するよ
うになり、7年が経ちました。
趣味は、週末に家族や友達とわいわいキャンプに行
くことです！いずれは、冬キャンプに挑戦したいです
が、まだ、5～10月までしか経験していません・・・。

■建築士会の活動は・・・
北見市役所に入庁してすぐ建築士会に入会しまし
た。昨年まで、道東ブロックの副ブロック長を2年間
務めていましたが、今年から本部青年委員と道東
ブロック長をやることになりました。
建築士会の活動を通して、将来の建築士になる
子供たちに建築の楽しさや面白さを伝えていきたい
と思います。また、いろいろな人との交流を深め、仲
間づくりもしていきたいです。

(一社）北海道建築士会青年委員会

北見支部で行っている現場見学会

の様子です。一番左の写真は、ＣＬ

Ｔ工法によるセミナーハウスを見学

したときです。

昨年の５月に行われた北見市が開
催している「こどものつどい」という
イベントに協力してブースを出して
いる様子です。
昨年は、割りばしを使った工作で子
供たちに楽しんでもらいました。

一昨年の５月に行われた北見市が
開催している「こどものつどい」とい
うイベントに協力してブースを出して
いる様子です。
この年は、折り紙建築で子供たちに
楽しんでもらいました。



役　職

氏　名

職　域

ＣＰＤ単位

　自己ＰＲシート 旭川支部

行政

登録準備中

石塚　規行

勤務先
旭川市役所建築部建築指導
課

〒070-0875
旭川市6条通10丁目旭川市役所第3庁舎3階
Email：n_ishizuka@city.asahikawa.lg.jp

本部青年委員

顔写真を掲載

現在は、市役所建築指導課にて主に確認申請の
構造審査を担当しております。建築士として常に
学ぶ姿勢を持つように心がけています。

(一社）北海道建築士会青年委員会

2017年2月
ALTI MALLにて
防災イベント

2016年
旭川支部ボーリング大会

青年委員メンバーとして参加し

最下位から3位以内という結果

2016年
北の食べマルシェにて

折り紙建築

2016年
・建築基準法講習会

・建築士定期講習会

の講師として

2018年
旭川支部新年交礼会

司会として奮闘

2017年9月
北総研にて

防災イベント

2016年
旭川支部ビールパーティ

では縁日を担当

仕事は、確認申請の審査が主業務なので、

講習会の講師なども未熟ながら務めさせていただいています。

建築士会の活動では、各種イベントでこともたちとふれあっています。

仕事の紹介

建築士会での活動の紹介
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(一社）北海道建築士会青年委員会

　自己ＰＲシート 網走支部

意匠設計・現場管理

登録準備中

石川　俊樹

勤務先 株式会社石川建設

青年委員

〒093-0042
網走市潮見2丁目6番7号
ＴＥＬ：0152-43-0030
ＦＡＸ：0152-43-0505

顔写真を掲載

住宅や商業建築等、建築を設計すること、そして
それらを監理することが主な仕事です。建築は人
間が使うものであり人間が主体となりますが、周辺
環境や自然環境、あらゆるコンテクストを通じて建
築を造る概念がとても重要だと考えています。そう
いった概念から造られている建築はとても感動しま
すし、魅力を感じます。建築という仕事をしていると
いう自負と責任感を持ちながら、少しでも豊かな社
会が生まれ、新しい環境や風景が生まれるといい
なと思いながら、これからも建築と向き合っていきた
いと考えています。

建築士会網走支部では、「建物をつくろう！」子供たちと平
屋住宅の模型づくりを開催しました。子供たちの真剣さや色
使いなどとても充実した内容でした。

建築士会網走支部青年部会として1月には流氷まつり雪像作りへ参加しました。
社会貢献や建築士会のＰＲ、青年部交流など毎年続けることで、街づくりにも
貢献しています。その他、折り紙建築、現場見学会や各種大会への参加、建築
士会ビールパーティなど定期的に活動をしています。

普段の仕事：左は美容室。右は住宅。
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末吉建築設計事務所あ

勤務先 末吉建築設計事務所

〒041-0841
函館市日吉町４丁目24番23号
TEL　0138-76-8795
FAX  0138-76-8795
E-mail sueyoshisekkei@ncv.jp

本部青年委員

顔写真を掲載

【経歴・仕事】
私は、２回の転職、独立、そしてサラリーマン、公務
員とこれまでの経験を活かし、今まで出会った方に
感謝しつつ現在経営者としてどのように事業を展
開していくか、日々模索しながら楽しく仕事をしてい
ます。　業務としては、ご依頼があれば住宅から事
務所、店舗に至るまで、木造・Ｓ・ＲＣ造等幅広く
設計対応しております。まだ、独立したての為多くの
実績はありませんが「本当にクライアントのためにな
る設計」を目指し、日々精進しています。

【趣味等】
　趣味はサッカー、魚釣りです。サッカーは毎年引退
を考えていますが、まだ今年も社会人サッカー現役
です。走るのは苦しみ、打ち上げを楽しみながら活
動しています。　魚釣りは、私の住む函館は海に面
していて、魚種も豊富です。特に業務が煮詰まった
時など、海の景色を見て波の音を聞くだけで、気分
がリセットでき自然は最高と感じる瞬間です。

(一社）北海道建築士会青年委員会

　自己ＰＲシート 函館支部

意匠設計

登録準備中

末吉　勇介

前職：㈱佐藤公郎建築設計事務所 担当物件

【学校】
前職：㈱佐藤公郎建築設計事務所 担当物件

【学校】

前職：㈱佐藤公郎建築設計事務所 担当物件

【集合住宅】

【住宅】 【住宅】

【サッカーチーム】 【函館の海】
【建築士会 青年サミット】


