平成２３
平成２３年度秋田県木造建築
２３年度秋田県木造建築アドバイザー
年度秋田県木造建築アドバイザー名簿
アドバイザー名簿

No.
1

氏名
船木 元

勤務先
まるふく建設（有）

勤務先住所
男鹿市船川港女川字鵜ノ崎７－２４

2

高橋 範夫 山二建設資材株式会社 秋田市御所野湯本三丁目１－５

3

北嶋 清美 （有）大嶋建築設計事務所 横手市朝日が丘三丁目６番２号

4

石川 慶宣 鈴木工務店

業種

勤務先電話番号

勤務先ＦＡＸ番号

住宅施工・建築設計 ０１８５－２７－２６２０ ０１８５－２７－２７６６

建築設計

０１８－８２６－０３３３ ０１８－８２６－０３３４

建築設計

０１８２－３３－１４１２ ０１８２－３３－２７２９

男鹿市船川港船川字小沢田８２－１１

住宅施工・建築設計 ０１８５－２３－２４０４ ０１８５－２３－２４０４

5 佐藤 喜八郎 大仙市役所

大仙市大曲日の出町２丁目８番４号

その他（地方公務員） ０１８７－６６－４９０９ ０１８７－６３－４５０５

6

鈴木 卓也 鈴木工務店

男鹿市船川港船川字小沢田８２－１１

住宅施工・建築設計 ０１８５－２３－２４０４ ０１８５－２３－２４０４

7

伊藤 和男 （株）むつみワールド

秋田市八橋本町３－１８－３３

住宅施工

０１８－８６３－５０５０ ０１８－８６３－５３３３

8

河村 康夫 （株）三浦製材所

由利本荘市岩城内道川

建築設計

０１８４－７３－２４５６ ０１８４－７３－２４５７

9

後藤 德行 後藤德行建築設計事務所 山本郡八峰町峰浜畑谷字川端９５

建築設計

０１８５－７６－２８７２ ０１８５－７６－２８８０

建築設計

０１８５－７６－３８６３ ０１８５－７６－４５２０

10

土崎 涼

ユタカ建築

11

足利 悟

株式会社 日沼工務店 能代市落合字古悪土１５０

住宅施工

０１８５－５５－３２００ ０１８５－５５－３６１４

12

大高 勇

大高設計舎

能代市字鳥小屋２２－２５

建築設計

０１８５－５２－４６３３ ０１８５－５２－４６３４

13

熊谷 透

株式会社 汎建築設計事務所

秋田市保戸野すわ町１４－２３

建築設計

０１８－８６２－３４４９ ０１８－８６２－３２８９

14

大橋 稔樹

株式会社 汎建築設計事務所

秋田市保戸野すわ町１４－２３

建築設計

０１８－８６２－３４４９ ０１８－８６２－３２８９

15 大友 奈津美 (株)クリエイテブライフ

秋田市外旭川字三後田２６６－１

建築設計

０１８－８６８－５３５２ ０１８－８６８－５３４８

16

能代市字戸草沢２－８

建築設計

０１８５－５８－３２５９ ０１８５－８８－８４５６

横手市大森町八沢木字太田１７－３

住宅施工

０１８２－２６－３１００ ０１８２－２６－３０５８

17

若松 勝美 建築工房２nd
加藤 久

有限会社 菊池建築

山本郡八峰町峰浜水沢字カッチキ台２６－３

18

田口 芳憲 有限会社 田口建築

仙北市田沢湖生保内字石神１１８－５

住宅施工・建築設計 ０１８７－４３－２８０７ ０１８７－４３－３５１０

19

山内 智博 山建開発株式会社

秋田市横森五丁目２１番９号

住宅施工・建築設計 ０１８－８３５－７７９７ ０１８－８３５－７１７７

20

北嶋 洋一 北嶋洋一建築設計

秋田市仁井田新田二丁目１３－６

21 佐々木 喜公 丸甚建設株式会社

秋田市土崎港中央五丁目７－１１

22

橋口 芳樹 橋口建築設計事務所

由利本荘市大鍬町７３－２

23

門間 祐太 門間建設

潟上市飯田川飯塚字巣崎６２

24

村上 達

昭和木材（株）東北支店 大館市字松木境４－２

建築設計

０１８－８３９－１２１９ ０１８－８３９－１２１９

住宅施工・建築設計 ０１８－８４５－０５７６ ０１８－８４５－６０７４

建築設計

０１８４－２７－２５５０ ０１８４－２７－２５５０

住宅施工・建築設計 ０１８－８７７－３７２１ ０１８－８７７－３７２１

その他（営業）

０１８６－５０－６５５５ ０１８６－５０－６５５７

25

武石 孝二 有限会社 小笠原工務店 北秋田市東横町５－８

住宅施工・建築設計 ０１８６－６２－０２９３ ０１８６－６３－２３０５

26

武石 大智

住宅施工・建築設計 ０１８６－７８－２９１６

27

船木 亨

（有）武石工務店 タケイシ設計

北秋田市下杉字狐森６２－３

フナキ構造設計室

秋田市広面字椎子１３６－２

建築設計

０１８－８３４－７２８６ ０１８－８３４－７２８６

28

奥山 浩成 （株）長岐建築設計事務所 大仙市大曲上栄町１３－６０

建築設計

０１８７－６２－４３２０ ０１８７－６２－０２１３

29

又井 忠美 （株）建匠

大仙市川目字町東９１－３

建築設計

０１８７－６２－００６３ ０１８７－６３－６９０２

30

松田 悦朗 奔建築設計事務所

秋田市山王六丁目９－１０

建築設計

０１８－８２４－３２７６ ０１８－８２４－３２７６

横手市赤坂字後野３５－２

建築設計

０１８２－３５－６０５５ ０１８２－２３－７５７５

31

松井 仁

ひかり建築設計

－

32

中田 信明 NB 設計室

仙北郡美郷町金沢西根字上石町２１４－１

建築設計

０１８７－８３－２７２０ ０１８７－８３－２４５９

33

加藤 麻里 （株）小畑設計事務所

秋田市山王三丁目１－７東カンビル３Ｆ

建築設計

０１８－８６３－０１３６ ０１８－８６３－０１２９

34 佐々木 勝美 自営

南秋田郡五城目町小池字岡本家ノ下１７９－１

住宅施工

０１８－８５２－５１５０ ０１８－８５２－５１５０

35

大仙市戸蒔字松ノ木１１３－５

建築設計

０１８７－６３－８８８６ ０１８７－６３－８８７５

佐藤 欣裕 (有)もるくす建築社

36 池田 長一郎 －

秋田市豊岩小山字神田８６

37

秋田市南通築地８－１０

38

舘岡 恒人 株式会社 長谷駒組
佐藤 東

（有）加藤哲建築事務所 秋田市将軍野東一丁目２－５７

住宅施工・建築設計 ０１８－８２８－７４４４ ０１８－８２８－７４４４

建築設計

０１８－８３４－５４４５ ０１８－８３４－５４３７

住宅施工・建築設計 ０１８－８４５－７３７４ ０１８－８５７－０４５６

39

安部 樹春 （株）安部修一設計事務所 秋田市八橋本町３丁目１６番１４号

建築設計

０１８－８６４－７４５０ ０１８－８６４－７４５６

40

菅原 信雄

建築設計

０１８６－６６－２７３８ ０１８６－６６－２７３９

（有）菅原信雄一級建築士事務所

北秋田市小森字寺下７－２

No.
41

氏名

勤務先

村方 昭範 （株）タナックス

勤務先住所
鹿角郡小坂町小坂字五十刈５－３

42 安達 真由美 （有）アトリエ建築設計室 大館市根下戸町１０－８４
43

佐藤 裕子 －

秋田市濁川字後田３６－７（自宅）

44

伊藤 圭一 －

大仙市大曲川原町１０－１３

業種

勤務先電話番号

勤務先ＦＡＸ番号

建築設計

０１８６－２９－２３１１ ０１８６－２９－２２１７

建築設計

０１８６－４９－０３６６ ０１８６－４９－０６３５

その他

０１８－８６８－９０５５

－

その他（測量）

０９０－９７４０－００５８ ０１８７－７３－６１６６

45 五十嵐 竹志 （有）五十嵐工務店

秋田市茨島六丁目１９－１

住宅施工

０１８－８２３－６０５５ ０１８－８６４－０９８２

46

板橋 博文 中央土建株式会社

秋田市外旭川八柳一丁目１３－３１

建築設計

０１８－８６８－３３２２ ０１８－８６８－３３２４

47

藤田 達彦 －

南秋田郡井川町浜井川字家ノ東１３３－２１

住宅施工

０１８－８７４－２４２３ ０１８－８７４－２４２３

48

藤田 達光 －

南秋田郡井川町浜井川字家ノ東１３３－２１

住宅施工

０１８－８７４－２４２３ ０１８－８７４－２４２３

49

鎌田 忠雄 池田建設

大仙市刈和野字田中９５－１

住宅施工

０１８７－７５－１２５９ ０１８７－７５－２６５９

50

加藤 圭太 池田建設

大仙市刈和野字田中９５－１

住宅施工

０１８７－７５－１２５９ ０１８７－７５－２６５９

その他（建設業）

０１８－８６２－４３６３ ０１８－８６５－１５９３

51 佐々木 英昭 鹿島建設（株）

秋田市山王三丁目１－２３

52

菊地 慶一 興栄建設株式会社

大仙市大曲西根字西道地野５０２－１

53

松谷 仁雄 －

－

54

成田 研二 －

秋田市横森４－７－１８

55

浦島 祐亨 －

－

56

佐藤 清次 （株）草階建築創作所

秋田市千秋明徳町３番４３号

57 越中 たつ子 自然素材家づくりスタジオ 秋田市千秋中島町２０－１４
58

岩澤 秀一 小坂町役場建設課

59

平鹿地域振興局建設部
建築課建築指導班

60

佐藤 淳

川村 直貴 (有)もるくす建築社

鹿角郡小坂町小坂鉱山字尾樽部３７－２
横手市旭川町一丁目３－４１

その他（現場管理） ０１８７－６８－２２８８ ０１８７－６８－４４８８
－

－

－

その他

０１８－８３３－１０６７

－

－

－

－

建築設計

０１８－８３３－５５５５ ０１８－８３２－３３５３

その他

０１８－８３４－４６４７ ０１８－８３４－４６４７

その他（行政職）

０１８６－２９－３９１０ ０１８６－２９－５４８１

建築設計

０１８２－３２－６２０７ ０１８２－３２－０２４６

大仙市戸蒔字松ノ木１１３－５

住宅施工

０１８７－６３－８８８６ ０１８７－６３－８８７５

61

成田 徹

平和建設株式会社

大館市比内町扇田字新長岡８６

住宅施工

０１８６－５５－０７２９ ０１８６－５５－３２６４

62

草彅 明

クサナギ建設

潟上市天王字北野３２９－１２

住宅施工・建築設計 ０１８－８４７－０５０８ ０１８－８４７－０８１１

63

高橋 誠広 有限会社 堀江工務店 横手市杉沢字糠塚２０５－４

住宅施工

０１８２－３３－３３９２ ０１８２－３３－４７９１

64

松井 郁浩 有限会社 堀江工務店 横手市杉沢字糠塚２０５－４

住宅施工

０１８２－３３－３３９２ ０１８２－３３－４７９１

65

船木 信行 まるふく建設有限会社 男鹿市船川港女川字鵜ノ崎７－２４

66 下タ村 正樹 三又建設株式会社

横手市大沢字西野２５

住宅施工・建築設計 ０１８５－２７－２６２０ ０１８５－２７－２７６６

その他（建設業）

０１８２－３２－４７０６ ０１８２－３２－４７１９

