
第一宅建設計株式会社

会　社　案　内
Corporate guidance

一級建築士事務所登録 /知事（根）第 181 号

宅地建物取引業免許 /知事（根室 -12）第 19 号

建設業許可 /知事（般 -02）第 447 号

私達は環境の世紀と呼ばれる２１世紀を

将来を見据えた 「建築」 という技術 ・ 精神を持って

地域社会の質を高め、 人と自然の共生する

豊かな街づくりの形成を目指します

第一宅建設計㈱

ホームページ

第一宅建設計㈱

YouTube チャンネル



企 業 理 念

第一に、自社の存在意義を改めて問いなおすとともに、社会的使命感に燃えて事業活動を行い

国民と地域社会からの信頼や期待に高い水準で応えられる企業。

第二に、社員の創意や自主性が十分に発揮できる社風と理念が確立され、労使が共に育ちあい

高まりあいの意欲に燃え、活力に満ちた豊かな人間集団としての企業。

事 業 内 容

Corporate phlosophy

Business activity

■　住宅・マンション・公共建築物・牛舎等農業関連施設の企画・設計・監理

■　耐震調査・耐震診断関連業務

■　住宅地等造成の企画・設計・監理

■　公園・駐車場等の設計・監理

■　土地委託販売代理媒介

■　アパート・マンション管理委託仲介代理

■　建築物解体工事に係る設計・監理

■　特殊建築物定期検査報告業務

■　建築物の維持管理・改修・解体に係るアスベスト事前調査業務

■　既存住宅状況調査（インスペクション）業務

所属団体

Membership of professional institutions

一般社団法人 北海道建築士事務所協会

一般社団法人 日本建築構造技術者協会　(JSCA)

公益社団法人 日本建築積算協会

一般社団法人 北海道建築技術協会

一般社団法人 北海道建築士会

保険 ・保証等関係
Insurance and a guarantee

日事連・建築士事務所 賠償責任保険

公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 

宅地建物取引主任者賠償責任保険

全管協少額短期保険株式会社　損害保険代理店

中標津町 /開陽台～視界 330°（地球が丸く見える）

公益社団法人 北海道宅地建物取引業協会

公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会

一般社団法人 北海道不動産公正取引協議会

公益財団法人 東日本不動産流通機構加盟店

中標津町商工会

根室地方法人会

一般社団法人 北海道中小企業家同友会

　　　　　　 くしろ支部 南しれとこ地区会

有資格者在籍状況
Qualified person enrollment status

・一級建築士

・構造設計一級建築士

・二級建築士

・宅地建物取引士

・北海道震災建築物応急危険度判定士

・一般建築物石綿含有建材調査者

・賃貸不動産経営管理士

・土地活用プランナー

・既存住宅状況調査技術者

・１級板金技能士



（注）
※1：再委託構造担当

①耐震診断業務（56件）

構　造 業務開始日

規　模 業務終了日

RC造　2階

3,567㎡

S造　1階

1,307㎡

RC造　3階 平成21年8月

2,941㎡ 平成22年1月

RC造　2階

1,713㎡

RC造　2階

1,323㎡

RC造　2階

909㎡

RC造　1階

282㎡

S造　1階

722㎡

RC造　4階 平成21年8月

5,847㎡ 平成22年3月

S造　1階 平成22年7月

1,145㎡ 平成22年12月

RC造　4階

6,716㎡

S造　1階

1,073㎡

RC造　2階 平成23年3月

1,674㎡ 平成23年10月

RC造　2階 平成23年5月

1,690㎡ 平成23年10月

RC造　2階 平成23年11月

876㎡ 平成24年2月

RC造　1階 平成24年6月

2,132㎡ 平成24年11月

RC造　3階 平成24年6月

5,693㎡ 平成25年1月

RC造　3階

3,101㎡

RC造　3階

901㎡

S造　1階

1,000㎡

CB造　1階 平成24年8月

343㎡ 平成24年10月

木造　2階 平成24年10月

630㎡ 平成25年1月

木造　1階 平成25年5月

215㎡ 平成25年9月

RC造　2階

1,211㎡

RC造　1階

467㎡

S造　2階

1,849㎡

広陵中学校屋内運動場棟耐震診断

3 標津町役場庁舎耐震診断 標津町 下請

8 柏陵中学校屋内運動場棟耐震診断

5

6

7

柏陵中学校校舎棟②耐震診断

柏陵中学校校舎棟③耐震診断

柏陵中学校校舎棟④耐震診断

No 件　　名 建設地 備　考

1 広陵中学校校舎棟耐震診断

4 柏陵中学校校舎棟①耐震診断

下請

平成22年3月

平成21年8月

中標津町

平成21年12月

平成21年3月

元請

根室市

2

下請

9 成央小学校校舎棟耐震診断 根室市 下請

10 虹別酪農センター耐震診断 標茶町 下請

11

根室市

平成22年9月

平成23年3月

花咲小学校校舎棟耐震診断

12 花咲小学校屋内運動場棟耐震診断

15 旧町民保健センター耐震診断 別海町 下請

16 美幌町コミュニティセンター耐震診断 美幌町 下請

13 特別養護老人ホームはまなす園耐震診断 根室市 元請

14 上湧別農村環境改善センター耐震診断 湧別町 下請

21 中西別幼稚園耐震診断 別海町 元請

22 中標津カトリック幼稚園園舎耐震診断 中標津町 元請

17 士幌町役場庁舎及びｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ耐震診断 士幌町 下請

18 北見市立緑小学校校舎Ａ棟耐震診断

19 北見市立緑小学校校舎Ｂ棟耐震診断

平成25年2月

平成24年8月

下請北見市

20 北見市立緑小学校体育館棟耐震診断

23 別海町開南会館耐震精密診断 別海町 元請

24 美幌町トレーニングセンター耐震診断

26 美幌町スポーツセンター耐震診断

美幌町

平成25年7月

平成26年1月

下請25 美幌町トレーニングセンター（管理棟）耐震診断

※1

※1

※1

※1

※1

※1

※1

※1

※1

※1

※1

業 務 実 績
Operating track record

令和３年１１月３０日現在１．耐震診断・耐震改修設計等　業務実績表

１．耐震診断・耐震改修設計等

３．公共施設 設計・監理

５．住宅・公営住宅等設計監理

４．商業施設 設計・監理

６．住宅地造成工事等

７．特殊建築物定期検査報告業務

２．畜産施設 設計

８・９．その他業務のお知らせ



S造　3階

1,739㎡

S造　3階

472㎡

S造　1階

530㎡

S造　1階

155㎡

S造　1階

1,113㎡

WRC造　5階

1,431㎡

WRC造　5階

1,431㎡

RC造　3階 平成25年10月

1,375㎡ 平成26年2月

RC造　1階 平成26年6月

718㎡ 平成26年11月

WRC造　5階

1,707㎡

WRC造　4階

1,497㎡

WRC造　5階

2,179㎡

WRC造　5階

1,460㎡

WRC造　5階

2,179㎡

WRC造　5階

2,914㎡

WRC造　5階

2,923㎡

WRC造　4階

1,312㎡

RC造(SRC) 3階 平成27年4月

2,041㎡ 平成27年7月

S造　1階 平成27年6月

508㎡ 平成27年12月

RC造　3階

5,029㎡

S造　1階

679㎡

S造　2階

197㎡

S造　2階

186㎡

RC造　1階

535㎡

RC造　1階

654㎡

RC造　1階

448㎡

S造　1階

280㎡

RC造 1階 平成29年6月

555㎡ 平成30年1月

S造 1階 平成29年5月

570㎡ 平成29年9月

RC造 3階 平成30年5月

5,029㎡ 平成30年11月

湧別漁業協同組合事務所耐震診断 湧別町

46

43 青森県三沢宿舎耐震診断（桜町特借宿舎-1号棟）

青森県

平成26年11月

平成26年7月

岩見沢市立中央小学校校舎棟耐震診断

岩見沢市立中央小学校屋体棟耐震診断

根室農業会館 北海道農業公社Ａ棟耐震診断

50 日本郵政建物耐震診断業務（白糠郵便局）

日本郵政建物耐震診断業務（弟子屈郵便局） 弟子屈町

52 日本郵政建物耐震診断業務（阿寒郵便局） 阿寒町

33 根室幸町宿舎502棟耐震診断

根室市

平成25年10月

平成26年2月

元請

32 根室幸町宿舎501棟耐震診断

38 青森県三沢宿舎耐震診断（大町第1宿舎-3号棟）

浦河町荻伏中学校校舎玄関棟耐震診断

浦河町

浦河町

平成26年1月

平成25年8月
27 浦河町荻伏中学校校舎Ａ棟耐震診断

31
浦河町荻伏中学校屋内運動場棟耐震診断
（ダイヤモンドトラス構造）

平成26年1月

28 浦河町荻伏中学校校舎Ｂ棟耐震診断

下請

34 根室農業会館本館棟耐震診断 中標津町 元請

下請

平成25年8月

29 浦河町荻伏中学校校舎管理棟耐震診断

30

下請

37 青森県三沢宿舎耐震診断（大町第1宿舎-2号棟）

45 茶内保育所耐震診断 浜中町 下請

35 霧多布保育園耐震診断 浜中町 下請

36 青森県三沢宿舎耐震診断（大町第1宿舎-1号棟）

41 青森県三沢宿舎耐震診断（後久保特借宿舎-4号棟）

42 青森県三沢宿舎耐震診断（後久保特借宿舎-5号棟）

下請

44

39 青森県三沢宿舎耐震診断（後久保特借宿舎-2号棟）

40 青森県三沢宿舎耐震診断（後久保特借宿舎-3号棟）

47

48 平成28年9月

中標津町

下請

下請

平成27年6月

平成28年1月

岩見沢市

元請

平成29年1月

平成29年9月

平成29年1月

53 日本郵政建物耐震診断業務（追分郵便局） 追分町

51

白糠町

元請

56 美幌グランドホテル耐震診断業務 美幌町 下請

49 根室農業会館 北海道農業公社Ｂ棟耐震診断

54 別海町水道庁舎耐震診断業務 別海町

55 斜里町生涯アクティビティセンター耐震診断業務 斜里町 下請

※1

※1

※1

※1

※1

※1

※1

※1

※1

※1

（注）
※1：再委託構造担当



②耐震改修設計業務（16件）

構　造 業務開始日

規　模 業務終了日

S造　1階 平成22年11月

722㎡ 平成23年1月

S造　1階 平成22年10月

1,307㎡ 平成23年5月

S造　1階 平成23年7月

1,145㎡ 平成23年12月

RC造　2階 平成23年10月

1,690㎡ 平成24年3月

RC造　2階 平成24年2月

1,674㎡ 平成24年3月

木造　2階 平成25年3月

630㎡ 平成25年6月

S一部RC造 1階 平成25年7月

1,231㎡ 平成26年1月

RC造　3階 平成25年7月

5,693㎡ 平成26年1月

RC造　3階

3,101㎡

S造　1階

1,000㎡

S造　3階

1,739㎡

S造　3階

472㎡

S造　1階

530㎡

S造　1階

1,113㎡

S造　1階 平成29年5月

570㎡ 平成29年9月

RC造　3階 平成30年6月

2,941㎡ 平成31年3月

（注）

※1：再委託構造担当

③耐震改修工事監理業務（3件）

構　造 業務開始日

規　模 業務終了日

S造　1階 平成23年6月

1,307㎡ 平成23年10月

木造　2階 平成25年7月

630㎡ 平成25年9月

RC造　3階 令和元年8月

2,941㎡ 令和2年3月

（注）

※1：再委託構造担当

備　考

3 虹別酪農センター耐震改修設計 標茶町

標津町 下請

下請

1

浦河町

13 浦河町荻伏中学校校舎管理棟耐震改修設計

平成26年2月

平成25年9月

下請

15 斜里町生涯アクティビティセンター耐震改修設計 斜里町 下請

平成27年2月

平成26年7月

北見市

No 件　　名 建設地

下請

4 上湧別農村環境改善センター耐震改修設計 湧別町 下請

柏陵中学校屋内運動場棟耐震改修設計 根室市 下請

2 広陵中学校屋内運動場棟耐震改修設計 中標津町 元請

7 美幌町ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ大集会室棟耐震改修設計 美幌町 下請

8 士幌町役場庁舎及びｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ耐震改修設計 士幌町 下請

5 特別養護老人ホームはまなす園耐震改修設計 根室市 元請

6 中標津カトリック幼稚園園舎耐震改修設計 中標津町 元請

9 北見市立緑小学校校舎Ａ棟耐震改修設計

10 北見市立緑小学校体育館棟耐震改修設計

11 浦河町荻伏中学校校舎Ａ棟耐震改修設計

14
浦河町荻伏中学校屋内運動場棟耐震改修設計
（ダイヤモンドトラス構造）

3 標津町役場庁舎耐震改修工事監理

12 浦河町荻伏中学校校舎Ｂ棟耐震改修設計

No 件　　名

16 標津町役場庁舎耐震改修設計

建設地 備　考

1 広陵中学校屋内運動場棟耐震改修工事監理 中標津町 元請

標津町 下請

2 中標津カトリック幼稚園園舎耐震改修工事監理 中標津町 元請

※1

※1

※1

※1

※1

※1

※1

※1

※1

※1

・標津町役場庁舎耐震診断

・標津町役場庁舎耐震改修工事監理



３．公共施設 設計・監理　業務実績

・中標津泉保育園移転改築工事（Ｓ・Ｋ）

・中標津農業高等学校 体育館増改築工事（Ｓ・Ｋ）

・道立ゆめの森公園ビジターセンター防水改修工事（Ｋ）

・生涯アクティビティセンター増改築工事（斜里町）（Ｓ・Ｋ）

・中標津りんどう園新型特養（広域ユニット型）

　　　　　　　　施設整備建設工事（Ｓ・Ｋ）

・中標津農業高校園芸実習室増改築工事（Ｓ）

・中標津共生型拠点施設（Ｓ）

・中標津東小学校増改築工事（Ｓ・Ｋ） 

・中標津町運動公園休憩所新築工事（Ｓ）

・中標津第２ひかり幼稚園改築工事（Ｓ・Ｋ）

・リサイクルセンター建設工事（くるっと）（Ｓ）

・北海道中標津保健所庁舎改修工事（Ｓ）

・シルバースポーツセンター新築工事（Ｓ・Ｋ）

・中標津町営温泉プール改築工事（Ｓ）

・中標津りんどう園新築工事（Ｓ・Ｋ）

・中標津保健センター新築工事（Ｓ・Ｋ）

・中標津母子通園センター建設工事（Ｓ・Ｋ）

・中標津りんどう園増築工事（Ｓ・Ｋ）

・Ｆ産婦人科医院新築工事（Ｓ）

・Ｙ整形外科新築工事（Ｓ）

・当幌会館新築工事（Ｓ）

・西光寺新築工事（Ｓ・Ｋ）

・日本キリスト教団中標津伝道所新築工事（Ｓ・Ｋ）

Ｓ：設計・Ｋ：監理

２．畜産施設 設計業務実績 意匠・構造

構造 業務開始日

規模 業務終了日

S造 1階 平成28年05月

1,214㎡､1,363㎡ 平成29年03月

S造 1階 平成28年10月

1,649㎡ 平成29年06月

S造 1階 平成29年02月

4,167㎡ 平成30年02月

W造 1階 平成29年02月

2,992㎡ 平成30年02月

S造､W造 1階 平成29年02月

198㎡､72㎡ 平成29年09月

W造 1階 平成28年10月

1,738㎡ 平成29年03月

S造 1階 平成28年12月

2,250㎡ 平成29年06月

S造 1階 平成29年09月

3,583㎡ 平成30年05月

W造 1階 平成29年07月

1,932㎡ 平成30年03月

S造 1階 平成29年12月

1,392㎡ 平成30年12月

S造 1階 平成30年05月

3,995㎡ 平成30年09月

W造 1階 平成30年05月

762㎡ 平成30年07月

S造 1階 令和02年01月

3,821㎡ 令和02年04月

W造 1階 令和02年02月

1,174㎡ 令和02年04月

W造 1階 令和02年02月

2,152㎡ 令和02年04月

S造 1階 令和元年12月

252㎡ 令和02年02月

S造 1階 令和元年12月

956㎡ 令和02年02月

S造 1階 令和元年12月

1,645㎡ 令和02年02月

S造 1階 令和元年12月

668㎡ 令和02年02月

S造 1階 令和元年12月

1,021㎡ 令和02年02月

S造 1階 令和02年09月

194㎡ 令和02年10月

S造 1階 令和02年10月

1,898㎡ 令和03年02月

20 ふらの５地区　建築実施設計　乾草舎② 南富良野町
意匠
構造

21 音更町　堆肥舎新築工事 音更町
意匠
構造

22 北海道農業公社 畜産担い手事業　某牛舎新築工事 標津町
意匠
構造

17 ふらの５地区　建築実施設計　堆肥舎① 南富良野町
意匠
構造

18 ふらの５地区　建築実施設計　堆肥舎② 南富良野町
意匠
構造

19 ふらの５地区　建築実施設計　乾草舎① 南富良野町
意匠
構造

14 道東あさひ農協　クラスター事業 牛舎新築工事 別海町
意匠
構造

15 道東あさひ農協　クラスター事業 牛舎新築工事 別海町
意匠
構造

16 ふらの５地区　建築実施設計　導入舎 南富良野町
意匠
構造

11 道東あさひ農協　クラスター事業 牛舎新築工事 別海町
意匠
構造

12 株式会社日野ファーム牛舎新築工事 別海町
意匠
構造

13 道東あさひ農協　クラスター事業 牛舎新築工事 別海町
意匠
構造

8 道東あさひ農協　クラスター事業 牛舎新築工事 別海町
意匠
構造

9 道東あさひ農協　クラスター事業 牛舎新築工事 別海町
意匠
構造

10 道東あさひ農協　クラスター事業 牛舎新築工事 根室市
意匠
構造

5 道東あさひ農協　クラスター事業 事務所他新築工事 別海町
意匠
構造

6 道東あさひ農協 クラスター事業 牛舎新築工事 別海町
意匠
構造

7 計根別農協　クラスター事業　牛舎新築工事 中標津町
意匠
構造

2 北海道農業公社 畜産担い手事業　某牛舎新築工事 湧別町
意匠
構造

3 標茶農協　クラスター事業　牛舎新築工事 標茶町
意匠
構造

4 標茶農協　クラスター事業　牛舎新築工事 標茶町
意匠
構造

1 合同会社エトス 育成センター建設工事（2棟） 中標津町
意匠
構造

No. 件名 建設地 担当



・中標津町運動公園管理棟新築工事（Ｓ）

・中標津泉保育園移転改築工事（Ｓ・Ｋ）

・中標津農業高等学校 体育館増改築工事（Ｓ・Ｋ）



北ホテル
竣　　工 平成１９年４月２０日
工事期間 平成１８年１１月２０日～平成１９年４月１９日
延床面積 ８８５．９０㎡
施設構造 鉄骨造　地上７階建
施設概要

１階 フロント、ロビー、海鮮居酒屋創作寿し「蔵」(KURA)　収容人数６０名
２階 客室（２０１～２０７） シングル×４室 ツイン×２室
３階 客室（３０１～３０８） シングル×７室
４階 客室（４０１～４０８） シングル×７室
５階 客室（５０１～５０８） シングル×７室
６階 客室（６０１～６０７） シングル×５室 ＶＩＰ×１室
７階 ＰＨ（受水槽機械室）

全室 ユニットバス、トイレ（ｳｫｼｭﾚｯﾄ付）、冷蔵庫、冷暖房エアコン
電話、インターネット接続端子（ﾌﾚｯﾂ光）完備

客室数　３３室
収容人数３６人

４．商業施設 設計・監理　業務実績

・ダンススクール新築工事（根室市）（Ｓ・Ｋ）

・㈱大雪を囲む会 上富良野地区貯蔵施設 新築工事（Ｓ・Ｋ）

・CASVAL 事務所・自動車車庫新築工事（中標津町）（Ｓ・Ｋ）

・森田産業㈱ 自動車車庫新築工事（根室市）（Ｓ・Ｋ）

・釧路宇部プラント構造設計業務（中標津町）（Ｓ）

・みなみなプレイス就労支援施設新築工事 構造設計業務

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（標茶町）（Ｓ）

・スズキアリーナ中標津店自動車整備工場増築工事（Ｓ・Ｋ）

・ＪＡ計根別外壁改修工事設計監理（Ｓ・Ｋ）

・コマツレンタル道東プレハブ等新設工事（Ｓ・Ｋ）

・サケマスふ化場改修工事設計監理（Ｓ・Ｋ）

・根室食肉加工施設建設工事（Ｓ・Ｋ）

・プラムカントリークラブ練習場改築工事（Ｓ・Ｋ）

・Ａコープ西春別店新築工事（Ｓ・Ｋ）

・中標津保養所温泉旅館（Ｓ・Ｋ）

Ｓ：設計・Ｋ：監理

北ホテル（ビジネスホテル７階建）（Ｓ・Ｋ）

・浜中町農協　研修牧場従業員宿舎新築工事（Ｓ・Ｋ）

・㈱明治西春別工場受入室増築工事（Ｓ・Ｋ）

・株式会社明治 130t タンク構造設計（Ｋ）

・焼肉マール新築工事（Ｓ・Ｋ）

・大和殿新築工事（Ｓ・Ｋ）

・旅館　楠　新築工事（Ｓ・Ｋ）

・よしや楽器ログハウス新築工事（Ｓ・Ｋ）

・中標津町交通センター新築工事（Ｓ・Ｋ）

・中標津地方自動車整備事業協同組合事務所（Ｓ・Ｋ）

・計根別農業協同組合資材倉庫店舗・事務所（Ｓ・Ｋ）

・小針土建事務所新築工事（Ｓ・Ｋ）

・根室地区農業共済組合事務所増築工事（Ｓ・Ｋ）

・中標津経済センター新築工事（Ｓ・Ｋ）

・ウコウボール新築工事（Ｓ・Ｋ）



５．住宅・公営住宅等設計監理　業務実績

・増毛町 公営住宅新築工事（Ｋ）

・西興部 第 2団地公営住宅新築工事（Ｋ）

・町立別海病院医師住宅建設工事（Ｓ）

・根室市栄町 63 共 AP 外 1 棟 屋根外壁改修工事

　　　　　　　　　　　　（Ｓ・北海道発注工事）

・公営住宅計根別団地新築工事 C-1,C-2（Ｓ）

・中標津町公営住宅泉団地１～５号棟（Ｓ）

・地方職員共済組合住宅工事（Ｋ）

・アリスマンション新築工事（Ｓ・Ｋ）

・ルーラルマンション新築工事（Ｓ・Ｋ）

・外断熱ブロック造住宅各所（Ｓ・Ｋ）

６．住宅地造成工事・開発行為許可等　業務実績　

・グリーンヒルズ分譲地造成工事

・北海道酪農検定検査協会 根室事務所建設外構設計

・しまむら根室店新築工事外構設計（開発行為）

・中標津りんどう園新型特養（広域ユニット型）

　　　　　　　　　　　　施設整備建設造成工事

・フラワー団地第１～３期分譲地造成工事

・センターヒルズ分譲地造成工事

・ひだまりの丘分譲地造成工事

・竹田団地分譲地造成工事

・中標津東３３条ビル新築工事用地造成工事

・佐々木団地（その１～４）造成工事

・西光寺開発行為

・奥村団地造成工事

・旭のぞみ団地造成工事

・㈱秋山組資材置場等施設造成工事

・最能建設㈱資材置場等施設造成工事

・サンシャインヒルズ造成工事

・中標津町農業協同組合 A-COOP 中標津支店

　　　　　　　　　　　 建設用地造成工事

・(有 )古瀬左官工業所開発行為造成工事

・小室団地造成工事 

Ａ邸住宅新築工事 /外断熱補強コンクリートブロック造（Ｓ・Ｋ）

グリーンヒルズ 分譲地造成工事

フラワー団地　分譲地造成工事

Ｓ：設計・Ｋ：監理

※造成工事は全て開発行為許可申請業務を含みます。

ひだまりの丘 分譲地造成工事

しまむら根室店新築工事外構設計



７．特殊建築物定期検査報告業務

・文化会館

・学校等

・病院

・店舗

・ホテル

・旅館

・福祉施設

・特別養護老人ホーム

・集会施設  等

建築基準法第１２条第１項、第３項に基づく特殊建築物等の定期調査報告制度は不特定多数の人が利用

する一定規模以上の特殊建築物や、エレベーター、エスカレーター等の昇降機等について、構造の老朽化、

避難設備の不備、建築設備の操作不完全によって大きな災害が発生する恐れがないよう、定期的に専門の

技術者に点検・調査を行い特定行政庁に報告することが義務づけられています。

１０．産業廃棄物許認可　業務実績　

・道東クリーン廃棄物許可申請管理型２件安定型２件実績

・道東クリーン産業廃棄物許可申請管理型安定型申請

～ 調 査 項 目 ～

１．敷地の調査　　　：敷地の地盤沈下、敷地内排水等の現況および維持状況

２．一般構造の調査　：採光、換気等の設置状況

３．構造強度の調査　：基礎、土台、壁等の欠損、劣化等の現況調査

４．耐火構造等の調査：外壁、屋根、開口部、内装等の耐火、防火性能の確認、防火区画、防火設備

　　　　　　　　　　　（扉・シャッター等）の設置、維持管理、点検状況

５．避難施設等の調査：避難通路、階段、避難バルコニー、避難器具等の設置等の維持管理の状況、

　　　　　　　　　　　排煙設備、非常用照明装置、非常用昇降機の維持管理の状況

～ 実　績（一部抜粋）～

・中標津町総合文化会館

・中標津温水プール

・Ａコープ中標津店

・中標津りんどう園

・中標津町各所公共施設

・別海町各所公共施設

【調査エリア】道東エリア・道北エリア

８．建築物の維持管理・改修・解体に係るアスベスト事前調査業務

９．既存住宅状況調査（インスペクション）業務

石綿 （アスベスト） 関連規制が改正されました。

建築物の解体 ・改修工事等を行う際は、

資格者による事前調査の実施が義務付けられます。

【義務付け適用】 令和５(2023)年 10月 1日～

弊社では 「建築物石綿含有建材調査者」 による

事前調査が可能です。

解体 ・ 改修工事をご検討中の場合はお気軽に

お問い合わせください。 ご相談お待ちしております。

弊社では 「既存住宅状況調査技術者」 による中古住宅等のインスペクションが可能です。

中古住宅等の購入 ・ 売却をお考えのお客様からのご相談お待ちしております。



〒086-1075

北海道標津郡中標津町東 35条北 4丁目 3 番地

TEL：0153-73-3702 FAX：0153-73-3725

E-mail：dai1tks@rose.ocn.ne.jp

URL：http://www.dai1tks.com/

■　会　社　概　要　■

名　　称

設　　立

第一宅建設計株式会社

昭和５３年　５月

資 本 金 １，０００万円

代 表 者 代表取締役 青 山　新 吾

従 業 員 ８　名

所 在 地

ミルクロード

中標津町 /開陽台へ続く有名な直線道路（町道北１９号線）

表紙写真：中標津町 /格子状防風林

解説～中標津町、別海町、標津町、標茶町にまたがる格子状防風林は、スペースシャトルからも

　　　撮影されたように、そのスケールにおいても地球規模的な、北海道ならではの雄大なもの。

　　　幅 180m、総延長 648km の林帯は、防風効果だけではなく野生生物のすみかや移動の通路と

　　　しての機能も果たしている。開拓時代の植民地区画を示す歴史的意義も持つ。

一級建築士免許　　　　　　　登録　第 363690 号

北海道震災建築物応急危険度判定士

　　　　　　　　　　　　　　登録番号 第 005557 号

賃貸不動産経営管理士　　　　登録番号 (2)026284 号

既存住宅状況調査技術者　　　修了証明書番号 N2001-061


