令和 2 ・ 3年度常任委員会委員名簿
委員会名
総

務

担当理事
佐藤 友一

委員名
池田

勤務先

匠

ＴＥＬ

ＦＡＸ

設計チームNEXT-AKITA協同組合018-863-8431 018-863-8432

中川 義明 ＮＡＫＡ建築設計室

0186-42-1921 0186-59-4560

嶋崎 辰雄 響同設計協同組合

0187-54-3559 0187-54-3599

武田 公治 武田一級建築設計事務所

0183-73-9380 0183-73-9381

德𠩤

018-868-1411 018-868-5311

豊 德真建設㈱一級建築士事務所

宮堀 隆二 宮堀建築設計工房

018-835-7166 018-835-7166

京野 一博 ㈲京設計事務所

018-865-3892 018-865-3892

齊藤 省吾 長田建設㈱一級建築設計事務所 0184-22-0722 0184-23-1446
技

広

術

報

熊谷 俊一

長谷川尚造

（あきた杉）

（住コン）

佐藤 勝美

樋渡 正人 アスト構造設計

018-838-0327 018-838-0352

佐藤 幸雄 ㈱共立総合設計

018-865-3868 018-865-3869

櫻庭 星治 星建築積算設計室

018-893-5445 018-893-5446

西方 里見 設計チーム木協同組合

0185-54-6140 0185-54-2124

小柳 永興 ㈲小柳建築設備設計事務所

018-853-0770 018-853-0711

小南

018-823-4602 018-862-3717

淳 ㈱小南工務店建築設計事務所

塩谷 久樹 本荘電気工業㈱

018-823-7281 018-862-7081

佐藤 裕之 羽後設備㈱

018-863-0202 018-863-0205

池田 昌憲 ㈱償研

018-884-0966 018-825-0903

高橋 良平 Ｒ設計事務所

018-866-1144 018-866-1144

鈴木 信裕 エス・プロジェクト㈲

018-883-0155 018-883-0151

齊藤

018-869-7772 018-869-7773

実

㈱ｱﾙﾌｧﾌﾟﾗﾝｳｪｰﾌﾞ建築研究所

徳光 富久 ㈱トクミツ建築企画

018-824-1868 018-824-1898

大塚 和行 ㈱大塚設計

0185-58-2226 0185-58-3628

井村

018-863-1258 018-863-1972

博

㈱匠設計工房

吉田谷昭仁 ㈱甲設計事務所

018-866-2723 018-866-2724

平野内常吉 ㈲平野内建築設計事務所

018-864-0833 018-823-3611

堀井 圭亮 ㈱間建築設計事務所

018-874-7301 018-874-7302

小林 健太 ㈱三光企画設計

018-827-6880 018-827-6881

北嶋 洋一 irie㈱irie一級建築士事務所

018-839-1219 018-853-1719

委員会名
会

員

担当理事
小林 昌則

委員名

松橋 孝則

ＴＥＬ

ＦＡＸ

石田 起徳 秋田県建築設計事業協同組合

0186-57-8203 0186-57-8204

草薙

0187-62-4320 0187-62-0213

渡邉

賛助・協力

勤務先

渉 ㈱長岐建築設計事務所
啓宇 ㈱草階建築創作所

018-833-5555 018-832-3353

阿部 公雄 山二施設工業㈱

018-823-8146 018-824-2164

松澤 國彦 松澤電気工事㈱

018-845-3875 018-857-1128

林

018-845-1863 018-845-6930

明夫 ㈱林工務店

石山 清武 ㈱伊藤羽州建設

0186-42-1111 0186-42-5573

髙橋 良章 横手建設一級建築士事務所

0182-32-1697 0182-33-4821

古谷

018-863-3151 018-865-1213

順

東北電力㈱秋田支店

開發 邦彦 開發㈱

018-824-2233 018-864-6888

田口 清光 山二建設資材㈱

018-826-0331 018-826-0302

野口 久栄 ㈱東和

018-864-4561 018-864-4564

中村 鉄弥 秋田冷暖機器㈱

018-864-3047 018-864-6398

渡邉

018-883-0234 018-883-0288

隆 YKKAP㈱秋田支店

越後谷 博 アイプライ㈱

018-823-0511 018-863-8452

藤島眞砂子 藤島林産㈱

0186-62-0390 0186-62-0392

岡本 義貴 ㈱ＬＩＸＩＬ東北支社秋田支店

018-826-1805 018-826-1830

鍵井由起夫 ニチハ㈱盛岡営業所秋田オフィス 018-864-6330 018-864-6323
青

年

花田

順

堀井 圭亮 ㈱間建築設計事務所

018-874-7301 018-874-7302

半田

㈱草階建築創作所

018-833-5555 018-832-3353

工藤 博臣 ㈱工藤設計事務所

0184-23-3588 0184-23-3558

小林 健太 ㈱三光企画設計

018-827-6880 018-827-6881

畠山

018-863-0136 018-863-0129

悟

侑

㈱小畑設計事務所

佐々木 展 佐々木建築㈱

018-828-8095 018-874-8196

松田 拓郎 奔建築設計事務所

018-824-3276 018-824-3276

草薙

0187-62-4320 0187-62-0213

渉 ㈱長岐建築設計事務所

北嶋 洋一 irie㈱irie一級建築士事務所

018-839-1219 018-853-1719

佐藤

018-826-0331 018-826-0302

有 山二建設資材㈱

委員会名

担当理事
原田 啓咲

耐震診断
判定
委員会

指

導

村田 良太

委員名
小林

淳

勤務先

ＴＥＬ

ＦＡＸ

秋田県立大学

0184-27-2053 0184-27-2186

西田 哲也 秋田県立大学

0184-27-2053 0184-27-2186

菅野 秀人 秋田県立大学

0184-27-2053 0184-27-2186

原田 啓咲 ㈲原田構造設計室

018-864-7603 018-864-8530

三浦

伸

㈱草階建築創作所

018-833-5555 018-832-3353

篠木

肇

篠木建築・構造設計事務所

0182-36-2264 0182-33-3055

佐藤 一博 SATO建築構造設計

0185-58-2573 0185-58-2574

樋渡 正人 アスト構造設計

018-838-0327 018-838-0352

村田 良太 ㈲村田弘建築設計事務所

018-823-4345 018-823-4328

佐藤 友一 設計集団環協同組合

0185-55-0022 0185-55-0023

佐藤 勝美 ㈱プルーフあいアーキテクツ

018-869-9123 018-869-9124

清水川 隆 ㈲創建築設計事務所

0183-72-2653 0183-72-2760

花田

㈲花田設計事務所

018-823-2417 018-862-2012

小林 昌則 ㈱小畑設計事務所

018-863-0136 018-863-0129

順

