
 

 

札幌建青会 会員名簿(年齢順) 

令和５年１月末現在 

№ 役職・氏名 会社名・役職・住所 会社 TEL/FAX  

１ 
委員 
石川 一行  

 

㈱石川組 代表取締役社長 
江別市上江別西町47-9 

011-381-9292 
FAX  382-4325 

 

２ 
副会長 
中田 将博 

 

道興建設㈱ 代表取締役社長 
札幌市南区川沿17条2丁目2番8号 

011-573-2322 
FAX 573-2331 

 

３ 
委員 
里 圭介 

 

大栄建設㈱ 代表取締役 
札幌市北区新琴似8条6丁目1-6 

011-762-5368 
FAX  764-5609 

 

４ 
会長 
砂田 英俊 

 

北土建設㈱ 代表取締役社長 
札幌市中央区南10条西14丁目 

011-561-2221 
FAX 561-2024 

 

５ 
副会長 
坂  昭弘 

 

勇建設㈱ 代表取締役社長 
札幌市中央区北6条西14丁目４ 

011-221-0171 
FAX 221-0199 

 

６ 
委員 
大庭 浩介 

 

㈱大庭組 取締役企画調整部長 
札幌市中央区南７条西15丁目２-21 

011-561-2971 
FAX 561-2960 

 

７ 
事務局 
伊藤 雅輝 

 

新昌建設㈱ 代表取締役 
石狩郡当別町弥生51 

0133-23-2069 
FAX  22-2552 

 

８ 
委員長 
中山 千太朗 

 

中山建設㈱ 代表取締役 
千歳市豊里2丁目14－3 

0123-23-5111 
FAX  23-2781 

 

９ 
委員 
鈴木 寛之 

 

㈱鈴木東建 常務取締役 
札幌市西区発寒9条10丁目2番10号 

011-669-8100 
FAX 669-6363 

 

１０ 
委員 
宮永 隆典 

 

宮永建設㈱ 常務取締役 
石狩郡当別町栄町819番地 

0133-23-4567 
FAX  23-1118 

 

１１ 
委員 
岩田 幸治 

 

岩田地崎建設㈱ 取締役副社長 
札幌市中央区北二条東17丁目2番地 

011-221-2201 
FAX  222-7682 

 

１２ 
委員 
渡辺 慶人 

 

秋津道路㈱ 代表取締役社長 
札幌市豊平区中の島1条東2丁目2-4 
中の島クロスビル２F 

011-831-7258 
FAX  831-7259 

 

１３ 
委員長 
岸本 竜司 

 

岸本産業㈱ 常務取締役 
石狩市浜益区柏木87番地 

0133-79-3233 
FAX  79-3237 

 

１４ 
委員 
藤井 勢也 

 

㈱藤井工務店 取締役副社長 
札幌市北区新琴似7条17丁目4番3号 

011－768－2223 
FAX  768－6665 

 

 
 

■ホームページアドレス http://www.sapporo-kenseikai.jp/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
札幌建青会 特別会員名簿 

令和５年１月末現在 

№ 氏名 会社名 住所 会社 TEL  

1 坂  敏弘 勇建設㈱ 札幌市中央区北 6 西 14－4 011-221-0171  

2 川口 雄常 杉原建設㈱  札幌市東区苗穂町 10 丁目 2－1 011-731-0191  

3 河村 佳男 河村工業㈱    

4 山崎 清司 山崎建設工業㈱    

5 佃  由広 新昌建設㈱ 石狩郡当別町弥生 51 0133-23-2069  

6 宮永 雅己 宮永建設㈱ 石狩郡当別町栄町819 0133-23-4567  

7 玉川  豊 ㈱玉川組 恵庭市相生町231 0123-33-1133  

8 野村 幹夫 恵庭建設㈱ 恵庭市泉町26 0123-32-3261  

9 武田  司 武田建設工業㈱ 江別市工栄町3番地 011-382-2022  

10 高橋 英明 札幌土建工業㈱ 札幌市豊平区豊平1条1-2-25 011-811-5231  

11 岩田 圭剛 岩田地崎建設㈱ 札幌市中央区北2東17-2 011-221-2221  

12 竹田 邦治 ㈱丸竹竹田組 札幌市東区本町2条5-7-10 011-781-4343  

13 草野 貴友 草野作工㈱ 江別市上江別西町16 011-382-2135  

14 岸本 真一 岸本産業㈱ 石狩市浜益区柏木87 0133-79-3233  

15 中田 隆博 道路工業㈱ 札幌市中央区南8西15-2-1 011-561-2251  

16 堀  有紀 豊松吉工業㈱   札幌市南区澄川2条1丁目4番11号 011-812-6605  

17 大庭 将宣 ㈱大庭組  札幌市中央区南7条西15丁目2番21号 011-561-2971  

18 岸本 教範 岸本産業㈱  石狩市浜益区柏木87番地 0133-79-3233  

19 中井 靖 中井聖建設㈱  札幌市白石区南郷通3丁目北1-1 011-861-6241  

20 藤井 公人 ㈱藤井工務店  
札幌市北区新琴似 7 条 17 丁目 4 番 3 号オー

クヴィレッジ WAO A 棟 
011-768-2223  

21 山田 健一郎 ㈱山田組 札幌市中央区大通西14丁目 011-261-3521  

22 玉川 裕一 ㈱玉川組 恵庭市相生町4丁目6番30号 0123-33-1133  

23 川口 大介 杉原建設（株） 札幌市東区苗穂町10丁目2番1号 011-731-0191  

 
 


