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選挙管理 号2002-41

年 月 日2002 11 20

社団法人日本建築学会 代議員
（敬称略、五十音順）

任期 第 期代議員： 年 月 日～ 年 月 日 第 期代議員： 年 月 日～ 年 月 日3 2002 4 1 2004 3 31 2 2001 4 1 2003 3 31

支部 新 任 （所 属） 留 任 （所 属）

大垣 直明（北海道工業大学教授） 秋山 孝（アトリエブンク代表取締役）第 区1

谷 吉雄（北海学園大学教授） 伊藤 寛（道都大学教授）北海道

吉野 利幸 眞島 二郎（北海道大学教授）定員 名6 （北海道立北方建築総合研究所生産技術部主任研究員）

阿部 良洋（東北工業大学教授） 遠藤 延安（仙台市都市整備局都市計画課長）第 区2

飯淵 康一（東北大学教授） 小川 淳二（秋田県立大学教授）東北

狩野 勝重（日本大学教授） 出村 克宣（日本大学教授）定員 名8

鈴木 利夫 寺本 英治（国土交通省官庁営繕部建築課長）（東日本旅客鉄道東北工事事務所建築担当課長）

（竹中工務店東京本店設計部構造部担当ﾏﾈｼﾞｬｰ部長） （東急建設生産技術本部建築設計部副本部長兼建築設計部長）第 区3 石黒 三男 石井 泰輔

（総務省郵政事業庁総括専門官）関東 石丸 辰治（日本大学教授） 石川 良一

磯貝 光章（熊谷組技術研究所副所長） 板本 守正（日本大学教授）定員 名50

小倉 善明 今井 一郎（梓設計代表取締役社長）（日建設計技術顧問都市建築研究所所長）

加倉井正昭（竹中工務店技術研究所副所長） 大島 正（間組九州支店副支店長）

狩野 俊夫（東急建設執行役員都市開発本部副本部長） 大山 尚男（清水建設設計本部副本部長）

木村 智 奥田 修一（国土交通省大臣官房官庁営繕部営繕計画課長）（総務省郵政事業庁施設情報部建築課統括専門官）

斎藤 信春（国土交通省関東地方整備局営繕部長） 可児 才介（大成建設設計本部副本部長）

）清水 五郎（日本大学教授） 河村 壮一（大成建設技術ｾﾝﾀｰ副ｾﾝﾀｰ長、建築技術研究所長

鈴木 哲夫（大林組技術研究所副所長） 斎藤 公男（日本大学教授）

曽田五月也（早稲田大学教授） 鈴木 康夫（フジタ建築本部副本部長）

（ ﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ取締役都市・建築設計本部長）瀧口 克己（東京工業大学教授） 高藤 真澄 NTT

寺岡 勝（フジタ技術センター副所長） 田辺 新一（早稲田大学教授）

中山 實（鹿島建設技術研究所先端技術研究部長） 茶谷 文雄（大林組技術研究所建築基礎研究室長）

名村 英紀 坪田 張二（鹿島建設技術研究所主席研究員）（佐藤工業建築総本部副総本部長）

八馬 周三（大林組東京本社設計本部設計部長） 戸田 敬里（新宿区都市計画部長）

蜂須賀達志 西谷 章（早稲田大学教授）（ ﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ都市・建築設計本部副本部長建築ﾃﾞｻﾞｲﾝNTT

久林 正晴（竹中工務店東京本店設計部長）部総括設計部長）

林 幸雄 堀 祐吉（教育施設研究所設計本部副本部長）（鹿島建設建築設計エンジニアリング本部次長）

平倉 章二 緑川 光正（独立行政法人建築研究所国際基準研究調整官）（久米設計取締役専務執行役員設計本部長）

福島 暁男（日本大学教授） 最上 公彦（竹中工務店取締役技術研究所長）

坊垣 和明（独立行政法人建築研究所研究総括監） 守谷 一彦（日総建代表取締役専務経営本部長）

町井 充 山本 敏夫（鹿島建設建築設計ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ本部副本部長）（大成建設設計本部統括グループリーダー）

矢代 嘉郎（清水建設技術研究所副所長） 若色 峰郎（日本大学教授）

山下 雅己（戸田建設建築工事統轄部建築工務部長） 渡辺 仁史（早稲田大学教授）

山本 浩二（東日本旅客鉄道建設工事部担当課長）
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支 部 新 任 （所 属） 留 任 （所 属）

朝日 高明（久米設計名古屋支社長） 川地 正数（大成建設名古屋支店設計部長）第 区4

片木 篤（名古屋大学教授） 小浜 芳朗（三重大学教授）東海

加藤 史郎（豊橋技術科学大学教授） 佐藤 圭二（中部大学教授）定員 名12

（中部電力土木建築部原子力土建グループ部長）河合 修（愛知県建設部技監） 鈴木 孝夫

橋村 一彦（竹中工務店名古屋支店設計部副部長） 松久 哲雄（日総建名古屋事務所所長）

水野 耕嗣（岐阜工業高等専門学校教授） 守 明子（名古屋工業大学教授）

池嵜 助成（富山国際職藝学院教授） 浦 憲親（金沢工業大学教授）第 区5

白井 秀和（福井大学教授） 桜井 康宏（福井大学教授）北陸

堀江 興（新潟工科大学教授） 土本 俊和（信州大学助教授）定員 名6

足立 裕司（神戸大学教授） 杉山 茂一（大阪市立大学教授）第 区6

内田 直樹（神戸大学教授） 角 彰（竹中工務店大阪本店設計部構造担当副部長）近畿

河井 宏允（京都大学防災研究所教授） 竹脇 出（京都大学助教授）定員 名18

近藤 一雄（東畑建築事務所構造部長） 福本 早苗（大林組本店建築設計部設計課長）*1

（日本建築総合試験所構造部長兼構造物試験室長）田中 仁史（京都大学防災研究所教授） 益尾 潔

馬場 研介（大阪大学助教授） 三谷 勲（神戸大学教授）

原 克巳（日建設計大阪構造設計室長） 三谷 幸司（大林組本店統括部長）

森高 英夫 山岸 常人（京都大学助教授）（安井建築設計事務所大阪事務所構造部副部長）

若林 康弘（奥村組建築設計第１部構造課長） 吉村 英祐（大阪大学助教授）

上城 和成（フジタ広島支店副支店長） 松尾 彰（広島大学教授）第 区7

高松 隆夫（広島工業大学教授） 宮崎 祐助（広島工業大学教授）中国

山田 孝延（岡山県立大学教授） 無漏田芳信（福山大学教授）定員 名6

伊藤 憲介（高知県建設技術公社参事） 安藤 雅人（愛媛県松山地方局土木事務所専門員）第 区8

大谷 英人（高知工科大学教授） 波多 等（香川県建築士会専務理事）四国

定員 名4

大鶴 徹（大分大学教授） 岡部 猛（熊本大学助教授）第 区9

小倉 暢之（琉球大学助教授） 塩屋 晋一（鹿児島大学助教授）九州

小山 智幸（九州大学助教授） 末廣 香織（ アーキテクツ代表取締役）定員 名10 NKS

西山 徳明（九州芸術工科大学助教授） 津田 恵吾（北九州市立大学教授）

濱保 文雄（日本文理大学教授） 出口 敦（九州大学助教授）

外山義君死亡により繰上当選（任期 年 月 日～ 年 月 日）*1 :2002 11 20 2004 3 31


