
登録番号 氏   名 ﾌﾘｶﾞﾅ 建築士区分 勤　　　務　　　先 郵便番号 勤務先(又は自宅)の住所 ＴＥＬ 地域・会員外区分

４０名

２６－０１ 小林　凡子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾐｺ 一級建築士 (株)エムシーエー建築設計 014-0068 大仙市大曲飯田町１-８ 0187-62-5480 仙北

２６－０２ 岡田　茂義 ｵｶﾀﾞ ｼｹﾞﾖｼ 一級建築士 (株)シーモワオカダデザイン 019-1404 仙北郡美郷町六郷字小安門８４ 0187-84-2365 仙北

２６－０３ 小林　秀康 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾔｽ 一級建築士 (有)ヒデヨシ 014-0045 大仙市大曲若葉町２-２１ 0187-63-3485 会員外

２６－０４ 鈴木　有扶子 ｽｽﾞｷ ﾕｳｺ 一級建築士 (株)長岐建築設計事務所 014-0062 大仙市大曲上栄町１３-６０ 0187-62-4320 仙北

２６－０５ 石沢　菊栄 ｲｼｻﾞﾜ ｷｸｴｲ 二級建築士 (有)久米一級建築設計事務所 013-0035 横手市平和町６-３ 0182-32-1347 横手

２６－０６ 伊藤　浩 ｲﾄｳ ﾋﾛｼ 一級建築士 伊藤建設工業(株) 013-0021 横手市大町５-１９ 0182-32-3960 横手

２６－０７ 安藤　敬 ｱﾝﾄﾞｳ  ﾀｶｼ 一級建築士 (有)ミツイ設計 013-0035 横手市平和町12-13 0182-33-1011 横手

２６－０８ 千葉　和廣 ﾁﾊﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 一級建築士 (有)千葉建築 019-0701 横手市増田町増田字伊勢堂南６-４ 0182-45-2325 横手

２６－０９ 高荒　宏一 ﾀｶｱﾗ ｺｳｲﾁ 二級建築士 三又建設(株) 013-0041 横手市大沢字西野２５ 0182-32-4706 横手

２６－１０ 鈴石　博実 ｽｽﾞｲｼ ﾋﾛﾐ 一級建築士 (株)鈴石設計 013-0033 横手市旭川３丁目３-４３  アトランタ３０１ 0182-32-3187 横手

２６－１１ 佐々木　務 ｻｻｷ ﾂﾄﾑ 一級建築士 創和建設（株） 013-0036 横手市駅前町13番8号 0182-32-2680 横手

２６－１２ 根田　克利 ｺﾝﾀﾞ ｶﾂﾄｼ 二級建築士 (有)久米一級建築設計事務所 013-0035 横手市平和町６-３ 0182-32-1347 横手

２６－１３ 黒田　稔 ｸﾛﾀﾞ ﾐﾉﾙ 一級建築士 (有)黒田工務店 019-0701 横手市増田町増田字田町２９-１ 0182-45-2479 横手

２６－１４ 北嶋　清美 ｷﾀｼﾞﾏ ｷﾖﾐ 二級建築士 (有)大嶋建築設計事務所 013-0055 横手市朝日が丘三丁目６-２ 0182-33-1412 横手

２６－１５ 大類　誠 ｵｵﾙｲ ﾏｺﾄ 二級建築士 大類工務店 019-0711 横手市増田町荻袋字尖岩４０-１ 0182-45-9509 横手

２６－１６ 奥　圭司 ｵｸ ｹｲｼﾞ 一級建築士 (株)近建築設計事務所 019-0503 横手市十文字町西原１-８ 0182-42-1388 横手

２６－１７ 大日向　崇 ｵｵﾋﾅﾀ ﾀｶｼ 二級建築士 (有)ミツイ設計 013-0032 横手市清川町１３-１６ 0182-33-1011 横手

２６－１８ 武田　康貴 ﾀｹﾀﾞ ｺｳｷ - (有)久米一級建築設計事務所 013-0035 横手市平和町６-３ 0182-32-1347 会員外

２６－１９ 田畑　治夫 ﾀﾊﾀ ﾊﾙｵ 一級建築士 秋田市 011-0901 (自宅)秋田市寺内油田 秋田中央

２６－２０ 小田島　浩幸 ｵﾀﾞｼﾏ ﾋﾛﾕｷ 二級建築士 三又建設(株) 013-0041 横手市大沢字西野２５ 0182-32-4706 横手

２６－２１ 原田　博信 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛﾉﾌﾞ 一級建築士 アネックス・ホーム 010-0502 男鹿市船川港比詰字大沢田２１２-３ 0185-24-2133 秋田中央

２６－２２ 半田　志保子 ﾊﾝﾀﾞ ｼｵｺ 一級建築士 (株)半田工務店 013-0043 横手市安田字堰端９-１ 0182-33-0300 横手

２６－２３ 佐藤　信悟 ｻﾄｳ ｼﾝｺﾞ 一級建築士 佐藤信悟一級建築設計事務所 014-0021 大仙市福田町８-８６-２ 0187-63-3386 仙北

２６－２４ 鳥潟　宏一 ﾄﾘｶﾞﾀ ｺｳｲﾁ 一級建築士 アトリエ１０５ 017-0804 大館市柄沢字狐台５４-８７ 0186-43-5065 大館･北秋田

２６－２５ 佐藤　清次 ｻﾄｳ ｾｲｼﾞ 二級建築士 (株)佐藤建設 012-1121 雄勝郡羽後町大久保字柏原９６-９ 0183-62-0131 湯沢雄勝

２６－２６ 菅原　暢 ｽｶﾞﾜﾗ ﾄｵﾙ 二級建築士 (名)後藤工務店 019-0507 横手市十文字町上鍋倉字上掵５-１０ 0182-42-1041 横手

２６－２７ 山崎　恭経 ﾔﾏｻﾞｷ ﾔｽﾉﾘ 二級建築士 (株)小田島工務店 019-1234 仙北郡美郷町飯詰字北中島４６-５ 0187-82-1314 会員外

２６－２８ 石川　成 ｲｼｶﾜ ｼﾞｮｳ 一級建築士 (有)石川建築 017-0046 大館市清水一丁目５－４ 0186-42-2065 大館･北秋田

２６－２９ 八柳　博利 ﾔﾂﾔﾅｷﾞ ﾋﾛﾄｼ 二級建築士 (有)城西産業 018-1734 南秋田郡五城目町大川大川字西屋布３１-２ 018-875-3030 秋田中央

２６－３０ 石橋　卓也 ｲｼﾊﾞｼ ﾀｸﾔ 一級建築士 秋田県 018-0402 (自宅)にかほ市平沢 由利

２６－３１ 松田　悦朗 ﾏﾂﾀﾞ ｴﾂﾛｳ 一級建築士 奔建築設計事務所 010-0951 秋田市山王６-９-１０ 山王杉山マンション１０１ 018-824-3276 秋田中央

２６－３２ 髙橋　宏司 ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞ 一級建築士 横手市 013-0025 (自宅)横手市寿町 横手

２６－３３ 田仲　祐介 ﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ 建築士外 文化財管理業務に従事 011-0936 (自宅)秋田市将軍野 会員外

２６－３４ 村上　恒男 ﾑﾗｶﾐ ﾂﾈｵ 一級建築士 伊藤建設工業(株) 013-0021 横手市大町５-１９ 0182-32-3960 横手

２６－３５ 中田　信明 ﾅｶﾀ ﾉﾌﾞｱｷ 一級建築士 NＢ設計室 019-1235 仙北郡美郷町金沢西根字上石町２１４-１ 0187-83-2720 仙北

２６－３６ 松塚　智宏 ﾏﾂﾂﾞｶ ﾄﾓﾋﾛ 一級建築士 やまと建築事務所 014-0025 大仙市大曲大町２－２４ 0187-73-5955 仙北

２６－３７ 戸嶋　真紀子 ﾄｼﾏ ﾏｷｺ 一級建築士 戸嶋真紀子建築設計室 014-0061 大仙市大曲栄町７-１６ メゾンドピュアＢ 090-5235-9588 仙北

２６－３８ 周防　敦子 ｽｵｳ ｱﾂｺ 二級建築士 (有)周防工務店 015-0504 由利本荘市鳥海町上川内字平根１１６-２ 0184-57-2407 由利

２６－３９ 石木田　まり子 ｲｼｷﾀﾞ ﾏﾘｺ 二級建築士 018-5201 (自宅)鹿角市花輪字下中島１０４ 0186-23-3517 鹿角

２６－４０ 髙橋　知由 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾖｼ 二級建築士 (株)大和組 013-0035 横手市平和町１０-３０ 0182-32-3434 会員外

２５名

３０－０２ 斉藤 祐一 　ｻｲﾄｳ ﾕｳｲﾁ 二級建築士 　 (株)恒谷汲川建築設計事務所 017-0878    大館市川口字洞バミ45-94 0186-43-1675 大館･北秋田

３０－０３ 松橋 雅子 　ﾏﾂﾊｼ ﾏｻｺ 一級建築士 　 Ｍ'ｓ設計室 018-3323    北秋田市米代町5-28 0186-62-3883 大館･北秋田

３０－０４ 谷川原 郁子 　ﾔｶﾞﾜﾗ ｲｸｺ 一級建築士  　やがわら設計室 017-0867    大館市中神明町16-7 0186-43-9240 大館･北秋田

３０－０５ 坂本 寿克 　ｻｶﾓﾄ ﾄｼｶﾂ 一級建築士 　 坂本寿克建築研究所 017-0868    大館市南神明町15-8 0186-59-6321 大館･北秋田

３０－０６ 熊谷 昌剛 　ｸﾏｶﾞｲ ﾏｻﾀｶ 一級建築士    大館市役所　建設部　都市計画課 017-0804    大館市柄沢字狐台54-20 大館･北秋田

３０－０７ 安達 真由美 　ｱﾀﾞﾁ ﾏﾕﾐ 一級建築士    ㈲アトリエ建築設計室 017-0012    大館市釈迦内字山道上36-7 0186-49-0366 大館･北秋田

３０－０８ 斉藤 留美子 　ｻｲﾄｳ ﾙﾐｺ 一級建築士    設計事務所アマランス 017-0046    大館市清水五丁目5-16-A 0186-43-4688 大館･北秋田

３０－０９ 田村 博子 　ﾀﾑﾗ ﾋﾛｺ 一級建築士    大館市建設部　まちづくり課 017-0046    大館市清水五丁目6-20-305 0186-49-1520 大館･北秋田

３０－１０ 長谷部 徹 　ﾊｾﾍﾞ ﾄｵﾙ 一級建築士    ㈲ハセベホーム 018-5744    大館市比内町八木橋字八木橋33 0186-55-2497 大館･北秋田

３０－１１ 信濃屋 豊久 　ｼﾅﾉﾔ ﾄﾖﾋｻ 一級建築士    (株)恒谷汲川建築設計事務所 017-0863    大館市根下戸町10-42 大館･北秋田

３０－１２ 三浦　司 　ﾐｳﾗ ﾂｶｻ 一級建築士    ＭＩＵＲＡ設計室 017-0871    大館市片山字天神95-10 0186-59-6664 大館･北秋田

３０－１３ 柳沢 富美男 　ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾌﾐｵ 一級建築士    十和田建築設計事務所 018-5334    鹿角市十和田毛馬内字高田51-6 0186-30-3500 鹿角

３０－１４ 泉山　琢 　ｲｽﾞﾐﾔﾏ ﾀｸ 一級建築士    小坂町　建設課 017-0202 　 小坂町小坂鉱山字渡ノ羽1-47アムールド1-B 会員外

３０－１５ 安田 隼人 　ﾔｽﾀ ﾊﾔﾄ -    小坂町教育委員会事務局 017-0201    小坂町小坂字砂森7-1 0186-29-2069 会員外

３０－１６ 亀沢　修 　ｶﾒｻﾞﾜ ｵｻﾑ -    小坂町　町史編さん室 017-0204    小坂町荒谷字万谷58-9 0186-29-5457 会員外

３０－１７ 岩澤 秀一 　ｲﾜｻﾜ ｼｭｳｲﾁ 一級建築士    小坂町教育委員会 017-0201    小坂町小坂字砂森7-1 0186-29-2069 会員外

３０－１８ 大高　勇 　ｵｵﾀｶ ﾀｹｼ 一級建築士    大髙設計舎 016-0864    能代市鳥小屋22-25 0185-52-4633 能代山本

３０－１９ 後藤 徳行 　ｺﾞﾄｳ ﾉﾘﾕｷ 一級建築士 018-2512    山本郡八峰町峰浜畑谷字川端95 0185-76-2872 能代山本

３０－２０ 佐々木 勝美 　ｻｻｷ ｶﾂﾐ 二級建築士    自営 018-1746    南秋田群五城目町小池字岡本家ノ下179-1 0188-52-5150 秋田中央

３０－２１ 岩村 優幸 　ｲﾜﾑﾗ ﾏｻﾕｷ 二級建築士    ㈲岩村建匠 019-0514    横手市十文字町睦合字真木80-3 0182-44-5301 横手

３０－２２ 佐々木 俊和 　ｻｻｷ ﾄｼｶｽﾞ 一級建築士    浮蘭亭頼人構造設計一級建築士事務所 019-0701    横手市増田町増田字上町42-1 0182-45-3388 横手

３０－２３ 荒川 良祐 　ｱﾗｶﾜ ﾘｮｳｽｹ 二級建築士    ㈱嶋崎建築設計事務所 014-0347    仙北市角館町小勝田中川原139-6 0187-54-3549 仙北

３０－２４ 清水川　隆 　ｼﾐｽﾞｶﾜ ﾀｶｼ 一級建築士    ㈲創建築設計事務所 012-0855    湯沢市愛宕町2-5-18 0183-72-2653 湯沢雄勝

３０－２５ 清水川 道子 　ｼﾐｽﾞｶﾜ ﾐﾁｺ 二級建築士    ㈲創建築設計事務所 012-0855    湯沢市愛宕町2-5-18 0183-72-2653 湯沢雄勝

３０－２６ 井上　誠 　ｲﾉｳｴ　ﾏｺﾄ 一級建築士    秋田工業高等専門学校 011-8511    秋田市飯島文京町1-1 018-847-6076 秋田中央

秋田県ヘリテージマネージャー登録者一覧

　　　　　　　登録機関 ： 一般社団法人 秋田県建築士会    平成２７年４月１日登録者　（平成２６年度養成講座受講者）

　　　　　　　登録機関 ： 一般社団法人 秋田県建築士会    平成３１年１月１０日登録者　（平成３０年度養成講座受講者）



３３名

Ｒ０３－０１ 　淡路　孝次  アワジ　タカツギ 一級建築士 一級建築士事務所　㈱クリエイテブライフ 010-0802 秋田市外旭川字三後田２６６－２ 018-868-5352 秋田中央

Ｒ０３－０２ 　池田　健  イケダ　タケ シ 一級建築士 ㈱小野建築研究所 010-0923 秋田市旭北錦町３－１４ 018-888-4551 会員外

Ｒ０３－０３ 　板垣　卓志  イタガキ　タカシ 二級建築士 むつみ建設㈱ 010-0201 潟上市天王字北野２５６ 018-878-5050 会員外

Ｒ０３－０４ 　円角  恭平  エンガク　キョウヘイ 建築士外 池田建設㈱ 102-1174 東京都千代田区九段南２－４－１６ 03-3263-2900 会員外

Ｒ０３－０５ 　大滝　恵里子  オオタキ　エリコ 一級建築士 由利本荘市役所 015-8501 由利本荘市  秋田中央

Ｒ０３－０６ 　小原　正明  オバラ　マサアキ 一級建築士 地方独立行政法人　市立秋田総合病院 010-0933 秋田市川元松丘町４－３０ 018-823-4171 秋田中央

Ｒ０３－０７ 　加藤　薫  カトウ　カオル - 桂造園土木㈱ 010-0942 秋田市川尻大川町４－４０ 018-862-1920 会員外

Ｒ０３－０８ 　加納　大輔  カノウ　ダイスケ 一級建築士 加納大輔建築アトリエ 012-0033 湯沢市清水町１－１－２５－１０１ 0183-55-8708 湯沢雄勝

Ｒ０３－０９ 　木川　伸一  キカワ　シンイチ 一級建築士 ㈱キカワ建築事務所 011-0946 秋田市土崎港中央四丁目２－３７ 018-845-1342 秋田中央

Ｒ０３－１０ 　木曽　善元  キソ　ヨシユキ 一級建築士 木曽善元建築工房 012-0055 湯沢市山田字福島尻 ６３－１ 0183-72-1790 会員外

Ｒ０３－１２ 　佐々木　徹  ササキ　トオル 一級建築士 むつみ建設㈱ 010-0201 潟上市天王字北野２５６ 018-878-5050 秋田中央

Ｒ０３－１３ 　佐々木　展  ササキ　ノブ 一級建築士 佐々木建築㈱ 010-1638 秋田市新屋表町１０－１４－２Ｆ 018-828-8095 秋田中央

Ｒ０３－１４ 　佐々木　亮  ササキ　リョウ 一級建築士 秋田市総合振興公社住宅センター 010-0951 秋田市新藤田 018-831-3126 秋田中央

Ｒ０３－１５ 　佐藤　杏奈  サトウ　アンナ 二級建築士 ㈱近建築設計事務所 019-0503 横手市十文字町西原一番町８ 0182-42-1388 橫手

Ｒ０３－１６ 　嶋崎　辰雄  シマザキ　タツオ 一級建築士 ㈱嶋崎建築設計事務所 014-0347 仙北市角館町小勝田中川原１３９－６ 0187-54-3549 仙北

Ｒ０３－１７ 　高橋　和枝  タカハシ　カズエ 二級建築士 長澤工務店㈱ 019-1604 大仙市太田町駒場字高倉１１４ 0187-88-2083 仙北

Ｒ０３－１８ 　高橋　 省一  タカハシ　ショウイチ 一級建築士 ㈱高橋建築設計事務所 010-0051 秋田市下北手松崎字碇り３１－９ 018-835-7844 秋田中央

Ｒ０３－２０ 　武石　大智  タケイシ　ダイチ 一級建築士 ㈲武石工務店 タケイシ設計 018-4221 北秋田市下杉字狐森６２－３ 0186-78-2916 大館北秋田

Ｒ０３－２１ 　田中　圭紅  タナカ　ケイコ 二級建築士 秋田市役所　文化振興課 010-8560 秋田市山王１丁目１－１ 018-863-2222 会員外

Ｒ０３－２２ 　田仲　雅美  タナカ　マサミ 一級建築士 東北産業㈱ 010-0102 潟上市天王字江川２７－１ 018-878-2151 秋田中央

Ｒ０３－２３ 　鶴谷　忍  ツルヤ　シノブ 二級建築士 個人事業主 019-1232 仙北郡美郷町天神堂 　 仙北

Ｒ０３－２４ 　照井　郁人  テルイ　イクト 一級建築士 照井郁人建築設計事務所 019-1108 横手市山内字土渕字茂竹８－５ 0182-53-2650 横手

Ｒ０３－２５ 　徳光　慎太郎  トクミツ　シンタロウ 二級建築士 ㈱トクミツ建築企画 010-0973 秋田市八橋本町六丁目１１－１４ 018-824-1868 秋田中央

Ｒ０３－２７ 　芳賀　洋介  ハガ　ヨウスケ - 自営 　 　 　 会員外

Ｒ０３－２８ 　原田　裕  ハラタ　ヒロシ 一級建築士 秋田市役所　建築指導課 010-8560 秋田市山王一丁目１－１ 　 秋田中央

Ｒ０３－２９ 　平野内　常吉  ヒラノウチ　ツネヨシ 一級建築士 ㈲平野内建築設計事務所 010-0921 秋田市大町二丁目５－３８ 018-864-0833 秋田中央

Ｒ０３－３０ 　尾留川　啓二  ビルカワ　ケイジ 一級建築士 ㈱建築企画 010-0911 秋田市山王五丁目８－１５ 018-866-3387 秋田中央

Ｒ０３－３１ 　堀井　圭亮  ホリイ　ケイスケ 一級建築士 ㈱間建築設計事務所 010-0877 秋田市千秋矢留町５－１－１０２ 018-874-7301 秋田中央

Ｒ０３－３２ 　松田　拓郎  マツダ　タクロウ - 奔建築設計事務所 010-0951
秋田市山王６－９－１０　山王杉山マンション１０１
号

018-824-3276 会員外

Ｒ０３－３３ 　三浦　亨子  ミウラ　コウコ 一級建築士 アトリエ　Kei 010-0917 秋田市泉中央二丁目３－１８－７０２ 018-863-0359 秋田中央

Ｒ０３－３４ 　武藤　純彦  ムトウ　ヨシヒコ 一級建築士 一級建築士事務所　北国生活研究所 018-3505 大館市早口字弥五郎沢８－１１ 090-1207-6919 大館北秋田

Ｒ０３－３５ 　平元　美沙緒  ヒラモト　ミサオ - 秋田ファシリテーション事務所 010-0914 秋田市保戸野千代田町 018-807-4658 会員外

【内　訳】 一級建築士 ６３名、二級建築士２５名、建築士外９名　　　合計９７名

鹿角：２名、大館・北秋田：１５名、能代山本：２名、秋田中央：２１名、由利：２名、仙北：１１名、横手：２２名、雄勝：４名、会員外：１８名 

　　　　　　　登録機関 ： 一般社団法人 秋田県建築士会    令和３年１月２０日登録者　（令和３年度養成講座受講者）


