
北海道コンクリート診断士会 - 正会員名簿 

役職 氏名 所属会社 住所 電話番号 

令和 4 年 4 月 27 日現在 

 相澤 一郎 株式会社北海道農業建設コンサルタント 札幌市中央区北 5条西 6 丁目 1番地 23 号 011-231-8833

JCD 枠 浅利 修一 共和コンクリート工業株式会社 技術研

究所

恵庭市戸磯 385 番地 36 号 0123-34-3366

 東 努 ハラダ工業株式会社 留萌市栄町 2丁目 7番地 31 号 0164-42-2525

 阿部 忍 宮坂建設工業株式会社 帯広市西 4条南 8 丁目 12 号 0155-23-9151

 阿部 安美 株式会社岩野建設 上川郡新得町 3条南 1 丁目 0156-64-5428

 天野 誠 日本データーサービス株式会社 札幌市東区北 16 条東 19 丁目 1番地 14 号 011-780-1117

 石井 剛 株式会社旭ダンケ 生産部Ｐｃa 推進室 旭川市東鷹栖東 3条 4 丁目 2163 番地 0166-57-2097

 石川 浩希 北日本港湾コンサルタント株式会社 札幌市中央区南 2条東 2 丁目 8番地 1 011-863-9111

 石塚 浩章 株式会社上田商会 登別市川上町 297 番地 0143-85-5174

 市田 寛 有限会社アースプラン 帯広市東 4条南 14 丁目 19 番地 0155-25-5558

 伊藤 隆 道東コンクリート株式会社 足寄郡足寄町北 4条 1 丁目 15番地 2号 0156-25-3113

 伊藤 正己 伊藤工業株式会社 旭川市春光台 1条 7丁目 2 番地 3 号 0166-51-2987

監査役 糸賀 大介 株式会社糸賀建築コンサルタント事務所 札幌市厚別区厚別北5条 4丁目4番地 3号 011-896-4660

 井上 誠司 北王コンサルタント株式会社 帯広市西 7条北 1 丁目 11 番地 0155-26-3775

 上野 順也 株式会社シン技術コンサル 札幌市白石区栄通 2丁目 8 番地 30号 011-859-2606

 上野 哲也 株式会社イノベックス 札幌市東区北 36 条東 27 丁目 3番地 22 号 011-789-3939

技術顧問 上原 泰正 北日本港湾コンサルタント株式会社 札幌市中央区南 2条東 2 丁目 8番地 1 

大都ビル 2階

011-281-9111

 江崎 宏 北海道土木設計株式会社 橋梁保全部 札幌市中央区北 2条西 1 丁目 1番地 

マルイト札幌ビル８Ｆ

011-231-6329

事務局長 大内 義仁 

 大塩 進一 株式会社 伊丸特殊工事 札幌市白石区川北 2312 番地 24 号 011-872-6766

 太田 匠 鹿島建設株式会社 

北海道支店

札幌市中央区北 2条西 4 丁目 1番地 3号 

札幌三井ＪＰビル 10F

011-231-7497

 大舘 哲也 株式会社北建コンサルタント 留萌市住之江町１丁目 52 番地 0164-43-0952

 大野 光隆 株式会社ケイジー技研 札幌市中央区南 3条西 13 丁目 320 番地 011-261-5001

JCD 枠 長内 秀孝 共和コンクリート工業株式会社 北海道

営業部

札幌市北区北 8条西 3 丁目 28番地 

札幌エルプラザ

011-736-0192

 小原 得誘 西江建設株式会社 帯広市西 4条北 2 丁目 20 番地 0155-25-9105

 笠井 宏剛 釧石工業株式会社 釧路市昭和中央 1丁目 36 番地 30 号 0154-51-2347

幹事 片山 貴大 大北土建工業株式会社 富良野市本町 8番１号 0167-23-1111

 加藤 茂樹 加藤建設株式会社 中川郡幕別町忠類白銀町 200 番地 01558-8-2011

 金谷 哲也 北海道土質試験協同組合 札幌市白石区北郷 1条 8 丁目 3番 1 号 011-873-9895

 上島 泰行 株式会社山田組 札幌市中央区大通西 14 丁目 011-261-3521

 苅部 秀次 ドーピー建設工業株式会社 札幌市中央区北 1条西 6 丁目 2番地 

損保ジャパン日本興亜札幌ビル 7F

011-221-1545

 川合 正一 株式会社クワザワ 札幌市白石区中央 2条 7 丁目 1番地 1号 011-864-1122

幹事 川崎 高幹 阿部建設株式会社 小樽市緑 1丁目 5番 1 号 0134-23-6221

 川村 晃輝 株式会社 イーエス総合研究所 後志支

店

虻田郡倶知安町北 4 条東 10 丁目 8 番地 3

号

0136-55-8112

 川村 禎昭 太平洋建設工業株式会社 釧路市末広町 6丁目 1 番地 0154-31-2051

 神田 貴尚 一般財団法人 北海道道路管理技術セ

ンター

札幌市中央区北４条西７丁目 1 番地 5 号 

NCO札幌ホワイトビル 8 階

011-213-1867

 菅野 三夫 株式会社上田商会 千歳工場 千歳市上長都 1130 番地 12 号 0123-27-2220

 北原 繁志 一般社団法人寒地港湾技術研究センタ

ー

札幌市北区北 11 条西 2 丁目 2番地 17 号 

セントラル札幌北ビル 5 階

011-747-1688

 木村 拓子 株式会社 創建社 札幌市中央区南 1条西 10 丁目 3 番地 011-271-2271

 木村 博史 日本データーサービス株式会社 札幌市東区北 16 条東 19 丁目 1番 14 号 011-780-1111

 久保 元樹 日東建設株式会社 札幌支店 札幌市白石区北郷 3条 4 丁目 9番地 8号 011-874-6200

JCD 枠 久保 元 日東建設株式会社 紋別郡雄武町字雄武 1344 番地 5 号 0158-84-2715

 桑島 隆一 （財）港湾空港総合技術センター 北海道

支部

札幌市北区北 11 条西 2 丁目 2番地 17 号 

ｾﾝﾄﾗﾙ札幌北ﾋﾞﾙ 6F

011-206-1271

 小池 博之 株式会社 ニューアクシス 旭川市東鷹栖東 3条 4 丁目 2163 番地 0166-57-5665

 後藤 勝己 宇部三菱セメント株式会社 北海道支店 札幌市中央区北 5条西 6 丁目 2番地 2号 

札幌センタービル 9 階

011-231-7143

 小林 利文 
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役職 氏名 所属会社 住所 電話番号 
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 小室 秋雄 東日設計コンサルタン株式会社 札幌営

業所

札幌市中央区北 2条東 9 丁目 11-2 

セザールガーデン札幌４０９号

011-213-1853

 坂本 浩二 共和コンクリート工業株式会社 札幌市北区北 8条西 3 丁目 28番地 

札幌エルプラザ 11 階

011-736-0204

 佐々木 孝喜 高嶋コンクリート工業株式会社 河西郡芽室町芽室北 1線 18 番地 0155-62-3970

 佐々木 誠司 株式会社コンティア 札幌市厚別区厚別北 4条 4 丁目 9 番地 18 090-8275-2236

 佐々木 義勝 みぞぐち事業株式会社 函館市西桔梗町 589 番地 44 号 0138-48-0810

 佐藤 利男 合同会社賛吉 帯広市八千代町東 1線 181 番地 0155-60-2267

 佐藤 敏仁 函館上田コンクリート株式会社 茅部郡森町字砂原西 4丁目 242 番地 01374-8-3321

 宍戸 稔 札幌シビルデザイン株式会社 札幌市西区二十四軒 1条 4 丁目 2 番 35 

アリコンビル 3Ｆ

011-699-6288

 東雲 宏和 大野アサノコンクリート株式会社 北斗市村山 154 番地 1 号 0138-77-1411

 社本 泉 北海アサノロックラー株式会社 士別市南町東 4区 473 番地 34 0165-22-4431

 進藤 康裕 株式会社岩崎 札幌市中央区北 4条東 2 丁目 1番 011-252-2000

 菅 智彰 株式会社ホッコン 旭川工場 旭川市東鷹栖 1線 17 号 2034 番地 0166-57-3001

幹事 菅 睦三 株式会社フロンティア技研 札幌市中央区北 3条西 3 丁目 1番 25 

NREG 北三条ビル

011-200-5560

 鈴木 明則 函館市本通 1丁目 2番 2 号 0138-31-5706

幹事 

R3 相殺 

髙倉 英文 新太平洋建設株式会社 札幌市中央区南 1条東 1 丁目 2番地 1号 

太平洋興発ビル 5 階

011-200-6000

幹事 高桑 史郎 株式会社フジ土木設計 旭川市東 3条 6 丁目 4 番地 10号 0166-25-2333

 高澤 昌憲 オリエンタル白石株式会社 北海道営業

所

札幌市中央区北 1条東 1 丁目 2番 5 号 

明治安田生命札幌北 1条東ビル

011-241-5625

 髙堂 匠美 髙堂建設株式会社 帯広市東 1条南 17 丁目 2番地 0155-23-1578

 高橋 博 

 田中 重美 植村建設株式会社 赤平市東文京町 1丁目１番地 0125-32-3141

 田辺 治樹 株式会社東翔 札幌市東区北 19 条東 22 丁目 1番 15 号 011-786-5391

 谷口 勝 株式会社上田商会 千歳市上長都 1130 番地 12 号 0123-27-2220

副会長 田畑 雅幸 

 千葉 和宏 萩原建設工業株式会社 帯広市東 7条南 8 丁目 2 番地 0155-24-3030

 對馬 薫 株式会社上田商会 川上工場 登別市川上町 297 番地 0143-85-5174

 椿 直樹 株式会社北海道水工コンサルタンツ 札幌市中央区北 3条西 2 丁目１番地 

カミヤマビル８F

011-233-2655

 照井 弘安 有限会社ウエル構造設計 札幌市東区北 43 条東 15 丁目 3番地 16 号

パレロワイヤル 2-201

011-741-3232

 得地 幹男 

 中川 誠 髙堂建設株式会社 帯広市東 1条南 17 丁目 2番地 0155-23-1578

JCD 枠 中野 泰宏 日東建設株式会社 札幌支店 札幌市白石区北郷 3条 4 丁目 9番地 8号 011-874-6200

 中原 敏晃 佐呂間開発工業株式会社 常呂郡佐呂間町西富 108 号 01587-2-3201

 中村 大 みぞぐち事業株式会社 函館市西桔梗町 589 番地 44 号 0138-48-0810

 中谷 忠司 日本データーサービス株式会社 札幌市東区北 16 条東 19 丁目 1番 14 号 011-780-1111

 並松 知己 株式会社高木組 函館市東雲町 19 番地 13 号 0138-22-1195

 根本 任宏 一般社団法人 寒地港湾技術研究セン

ター

札幌市北区北 11 条西 2 丁目 2番地 17 号 

セントラル札幌北ビル５階

011-747-1688

 初田 雄介 北土建設株式会社 札幌市中央区南 10 条西 14 丁目 011-561-2221

 八町 裕浩 共和コンクリート工業株式会社 札幌市北区北 8条西 3 丁目 28番地 

札幌エルプラザ 11F

011-700-5051

 平山 正幸 大北土建工業株式会社 富良野市本町 8番地 1 号 0167-22-8881

 福重 幸一 北海羽田コンクリート株式会社 斜里郡斜里町新光町 12 番地 0152-23-3707

 藤井 聡 栗林建設株式会社 帯広市西 10条南 4 丁目 12 番地 0155-22-1166

 藤川 健人 株式会社東亜・ソロ・リフォーム 札幌市白石区米里 3条 1 丁目 5-8 011-873-1511

 船谷 智浩 ショーボンド建設株式会社 札幌市白石区東札幌4条 2丁目1番地 6号 011-822-8045

 保坂 憲太 北海道生コンクリート工業組合 

コンクリート技術センター道南試験所

北斗市清水川 142 番地 29 号 0138-86-5812

 間口 和博 Ｍ＆Ｋ建築コンサルタント 札幌市北区新琴似10条 12丁目9番地 1号 011-768-2166

 松嶋 茂 北海道三祐株式会社 札幌市北区屯田 6条 8 丁目 9 番地 12 号 011-773-5121

 宮城 直志 山一ピーエスコンクリート株式会社 札幌市西区発寒 10 条 11 丁目 2番地 14 号 011-666-4066
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 宮部 秀一 株式会社菅原組 札幌支店 札幌市北区北 7条西 2 丁目 6 番地 37 号 

山京ビル 818 号

011-736-3845

 森川 晃宏 大成ロテック株式会社 北海道支社 札幌市中央区南 1条西 1 丁目 4番地 

大成札幌ビル

011-223-2121

 森田 厚志 株式会社ホクスイ設計コンサル 札幌市北区北 6条西 9 丁目 2 番地 011-737-5330

 盛本 秀喜 株式会社エル技術コンサルタント 札幌市中央区北 5条西 12 丁目 2 番地 

ベルックス北 5 ビル A 館 6 階

011-261-0931

 森本 弘昭 五洋建設株式会社 札幌支店 札幌市中央区北 5条西 2 丁目 5番地 

JR タワーオフィスプラザﾞさっぽろ 10F

011-281-5413

幹事 森谷 猛 株式会社 コンティア 札幌市厚別区厚別北 4条 4 丁目 9-18 011-398-6930

 森山 奉史 大北土建工業 株式会社 富良野市学田 3区 0167-23-6314

 安井 明 三ッ輪ベンタス株式会社 釧路工場 釧路市星が浦南 2丁目 4 番 9 号 0154-51-2511

 安田 郁夫 北光興業株式会社 札幌支店 札幌市北区北 6条西 6 丁目偕楽園 208 011-737-7611

 山﨑 俊一 株式会社協和コンサルタント 旭川市神楽 6条 1 丁目 4 番地 12 号 0166-60-1188

 山白 道敏 渡辺建設工業株式会社 根室市花園町 5丁目 10 番地 0153-23-5291

 大和 亮介 株式会社新広商事 函館市東山町 201 番地 4 号 0138-33-6727

 山本 和史 アプリオン株式会社 旭川市緑が丘東 1条 3 丁目 1番 6 号 

旭川リサーチセンター

050-5532-0971

 山本 英樹 坂井コンクリート工業株式会社 北見市川沿町 124 番地 4 号 0157-24-2802

 吉田 直人 月館測量設計株式会社 函館市宮前町 20 番 6 号 0138-41-4431

 若杉 雄一 若杉商会株式会社 札幌市北区西茨戸 5条 1 丁目 15 番地 011-214-1616

 若林 樹仁也 宮永建設株式会社 石狩郡当別町栄町 819 番地 0133-23-4567

 脇田 啓介 株式会社ケイジー技研 札幌市中央区南 3条西 13 丁目 320 番地 011-261-5001

 「全 110 会員 50 音順 

」 


