自己ＰＲシート

北見支部
役 職 委員長
氏 名 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

顔写真を掲載

職 域 行政
ＣＰＤ単位

みなさんのあんまり好きじゃない？！建築基準法

登録準備中

■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、11年が経ちました。
趣味は、「焼肉のまち 北見」の市民性なのか、屋
外、屋内、お店、自宅を問わず、1年中炭火焼肉
を楽しんでいます。その他にも、週末に家族や友達
とわいわいキャンプに行くことです！
また、最近ではカーリングのロコ・ソラーレで北見市
の知名度が上がりました！みなさん、是非、カーリン
グと焼肉を体験しに北見市にいらして下さい。
■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。本部青年委員は、3期目になります。
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
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日高支部

日高のキャッチフレーズ

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。

役 職 本部青年委員
氏 名 亀田 誠
産業建設部
建設課
都市計画・建築Ｇ

勤務先

新冠町 「レ・コード」と「音楽」
新ひだか町 いきいき

〒056-8650
日高郡新ひだか町静内御幸町3丁目2番50号
℡0146-49-0338(直通) fax0146-43-3900
e-mail kameda.makoto@town.shinhidaka.lg.jp
URL http://www.shinhidaka-hokkaido.jp/

「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

すこやか 誰もが主役になれるまち

顔写真を掲載

職 域 行政
ＣＰＤ単位

浦河町 丘と海の”まきば”浦河町

登録準備中

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

総合町民センター
はまなす

建築のお仕事体験

日高の牧場風景

【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を務めさせていただいて
います。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。

全国大会
北海道大会

(一社）北海道建築士会青年委員会
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札幌支部
役 職

副委員長兼道央ブロック長

氏 名

吉田 徹

勤務先

有限会社吉田住建

〒001-0924
札幌市北区新川4条5丁目4-17
TEL：011-762-9493 FAX：011-765-5439
携帯：090-5221-1507
Email：yosi0001@wind.ocn.ne.jp

顔写真を掲載

職 域
ＣＰＤ単位

意匠設計・現場管理
登録準備中

私の普段の業務は、木造を中心とした建
築に係る仕事をしております。日ごろから個
人のお客さんと接することが多く、建築という
仕事は建物を使用する人々の生活そのも
のを受け止める大きな要素だと日々実感し
ております。
そのような人々の生活に密接に関与する
建築士という仕事を行う上たくさんの知識
や経験を求められます。
建築士会という団体は、個人単位の入
会組織ということもあり、様々な職種や立
場の方が在籍しております。活動を通して
業務に役立つ情報やのスキルアップを行う
事でき、個々の能力アップをすることできま
す。
これからも、建築士会の活動を大切に
し、広めていきたいと考えております。

(一社）北海道建築士会青年委員会

自己ＰＲシート
携わった建物

苫小牧支部
用途：給食センター
場所：由仁町

用途：保育園
場所：苫小牧市

役 職 道南ブロック長
氏 名 岡嶋 昭宏
勤務先 菱中建設 株式会社
〒053-0023
苫小牧市錦町２丁目６－２２
℡ 0144-32-2181 fax0144-34-4308
E.mail okajima@hisinaka.jp

用途：中学校
場所：苫小牧市

用途：自動車販売店
場所：苫小牧市

職 域 現場管理
ＣＰＤ単位

士

会

活

動

苫小牧支部

苫工卒業設計コンクール審査

登録準備中

苫小牧を中心に施工を行なう建設
会社で現場管理者として勤務をして
おります。
建築士会活動を通じ色々な方々と
出会い、違う分野の情報や意見交換
が得られ、とても有意義な場となって
おります。
これからも各会議、大会等に参加
し、自分自身のスキルアップを計り、次
世代を担う会員の増強及び青年委
員の活性化に努めたいと思います、よ
ろしくお願い致します。

(一社）北海道建築士会青年委員会
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北空知支部
沼田町の公共建築物

役 職 地区理事、道北ブロック長

沼田小学校
H24竣工
RC造一部S造
2階建て
延4,146㎡

安心センター
H29竣工
RC造一部木造
1階建て
延1,894㎡

体育館を校
舎棟と一体
とした平面
計画。オー
プン教室を
採用。外断
熱、北向き
の大型天
窓、雪冷房
などで環境
負荷軽減を
図った。

診療所・安心
センター・デ
イサービスセ
ンターの複合
施設。外断熱
採用。屋根を
2重の木造と
しヒートブ
リッジを防
止。卵型の平
面形状として
いる。

氏 名 宮沢 勝
勤務先 沼田町役場
〒078-2202
雨竜郡沼田町南１条３丁目６番５３号
TEL 0164-35-2116
FAX 0164-35-2393

顔写真を掲載

職 域 行政
ＣＰＤ単位

夜高あんどん祭り
「燃えるふるさと」沼田町を代表する祭。
毎年8月第4金曜・土曜開催
北海道三大あんどん祭の一つで北海道唯一の喧嘩あ
んどん。各団体が6月から作成開始し祭の2日間で盛
大に壊します。
夏の夜空を焦がす熱いお祭りです。
大迫力の喧嘩あんどんをぜひ一度間近でご覧くださ
い。

登録準備中

沼田町役場で建築行政全般を担
当しています。安心して快適に使って
もらえる建築を心がけています。
また、建築士会の活動を通じて、自
己研鑽し、多くの方のお役に立ちたい
と考えています。
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網走支部
役 職 副部長
氏 名 石川 俊樹
勤務先 株式会社石川建設
〒093-0042
北海道網走市潮見2丁目6番7号
TEL:0152-43-0030 FAX:0152-43-0505
E-mail:toshiki.ishikawa0215@gmail.com

顔写真を掲載

職 域 設計・現場管理

Villa4 Tentozan Village

ＣＰＤ単位

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。

登録準備中

株式会社石川建設の代表取締役を務めており
ます。住宅から商業施設等、建築に日々向き合っ
ています。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。

KIKI Shiretoko.

House K

(一社）北海道建築士会青年委員会
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小樽支部

本年度から二年間、一般社団法人北海道建築士会 青年委員長を任命されました 近藤真人（こんどう まさと）と申します。昭和51
年１２月１８日生まれの４5歳です。仕事は高校卒業後、27年勤めている会社で、小樽市にあります「西條産業株式会社」にて営業職
として25年勤務しております。僕の仕事はおもに地場ゼネコンからの各種専門工事受注や資材販売の仕事です。社歴は今年で７０年と
なり当初は木材の販売からはじまり、仮設プレハブ製造販売、総合建設業と多岐にわたります。構造用集成材（FLT社）構造用パネル
（スイスクロノ）直輸入を始め全道への商流も行い、ツーバイフォーパネル工場も充実させ、さらには大断面集成材工法（サミット工
法）の特約店として道内ゼネコンからの受注もあります。本年度は【木構造事業室】を設立いたしました。「小樽に西條アリ」と思っ
ていただけるようなリーディングカンパニーをめざしております。

役 職 本部青年委員（連合出向）
氏 名 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
仮設プレハブ 「北海道ハウス」と「Σシグマハウス」
FAX 0134-34-1465
ツーバイフォーパネル工場 と ＦＬＴ社構造用集成材（直輸入） E-mail
m_kondou@saijyosangyo.co.jp

顔写真を掲載

職 域 建設資材営業

小樽

雪あかりの路

（小樽支部協賛参加）

ＣＰＤ単位

登録準備中

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27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。

木造ハイブリット枠組工法

施工
(一社）北海道建築士会青年委員会
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富良野支部
役 職 副支部長
氏 名 浅田 康詞
勤務先 株式会社 サンエービルド工業
〒076-0023
北海道富良野市栄町１９番２号
TEL:0167-22-3145 FAX:0167-23-6046
E-mail:sane-@furano.ne.jp
URL:http://www.sane-build.jp

マルシェ花植作業
顔写真を掲載

職 域 経営
ＣＰＤ単位

パートナー研修会

社屋外観

登録準備中

大工さんと工作体験

富良野で公共事業の受注施工及び注文住宅
の設計施工を行っておりますサンエービルド工業を
経営しております。注文住宅ではデザイン・性能・
素材まで、自身を持ってお勧めできる家づくりをモッ
トーに日々精進しております！
建築士として、これからの未来を担う子供たちへ
向けて建築の楽しさや魅力を『へその町ふらの』から
発信していきたいと思います。
今後とも富良野支部メンバー共々よろしくお願い
します。

別荘内観

住宅外観

(一社）北海道建築士会青年委員会
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釧路支部
役

職

⻘年委員⻑

⽒

名

加藤

勤務先

HKA

寛基

令和4年に独⽴をした⼩さな事務所です。
素材探求をしながらより良いモノづくりのため
⽇々探求しています。

顔写真を掲載

職

域

ＣＰＤ単位

意匠設計事務所に勤務しておりましたが、令和4年に

こうした経験を通じて得たもの、感じたものを後輩や

独⽴をして、⼩さな事務所にて設計活動をしておりま

若⼿、⻘年委員のメンバーと共有、意⾒交換を⾏い、

す。

新しい気づきを得ていきたいと考えております。

⼀⼈でできることには限りがありますので、よりよい
ものづくりのため、効率化を図りながら⽇々奮闘して

意匠設計・積算・現場監理等
単位

⾃分で⾒聞きし、体験したことが本当に
⾃分の糧になると考えています。⻘年委
員会の活動を通じて成⻑していきたいで
す。

います。普段は⺠間の設計・監理業務を⾏い、計画の
段階から竣⼯、引き渡しまで携わります。

よろしくお願いいたします。

普段⼊⼿している情報の中で、⾃分で気になった建築
や展⽰等を積極的に体感しに⾏くようにしています。

(一社）北海道建築士会青年委員会

