
2006年3月24日現在 

社団法人日本建築学会 代議員 
 （敬称略） 

任期 第７期代議員：2006年4月1日～2008年3月31日 第６期代議員：2005年4月1日～2007年3月31日 
支部 新 任 留 任 

第１区 
北海道 
定員6名 
 

藤島  喬（（有）TAU設計工房代表取締役） 
中岡 正憲（北海道建設部建築整備室室長） 
武田  寛（北海道工業大学教授） 
（次点） 
向山 松秀（㈱石本建築事務所札幌支所支所長） 

石山 祐二（北海道大学名誉教授） 
那須 豊冶（岩田建設技術開発室室長） 
奈良 謙伸（奈良建築環境設計室取締役） 

第２区 
東北 
定員８名 

若井 正一（日本大学教授） 
小山  剛（東日本旅客鉄道㈱仙台支社設備部工事課副

課長） 
山田 大彦（東北大学教授） 
月舘 敏栄（八戸工業大学教授） 
（次点） 
山田 寛次（秋田県立大学教授） 

植松  康（東北大学教授） 
佐藤 彰芳（国土交通省東北地方整備局建政部住宅調整官）

細田 洋子（仙台都市総合研究機構企画調査部部長） 
三浦 金作（日本大学教授） 

第３区 
関東 
定員50名 

細澤  治（大成建設㈱設計本部統括グループリーダ

ー・プリンシパルエンジニア） 
藤堂 正喜（戸田建設㈱技術研究所構造グループ主管）

吉本 健一（㈱フジタ建築本部設計センター副所長） 
山﨑 庸行（清水建設㈱技術研究所副所長） 
田辺 新一（早稲田大学教授） 
石井 映二（大成建設㈱技術センター建築技術研究所部長）

仁科雄太郎（東急建設㈱技術本部構造設計部長） 
西谷  章（早稲田大学教授） 
渡辺 一郎（㈱日総建常務取締役企画開発設計第一部長） 
塩原 達郎（㈱梓設計常務取締役） 
佐藤 孝一（㈱熊谷組技術研究所建設材料研究グループ

部長） 
横内 憲久（日本大学教授） 
松井  勇（日本大学教授） 
白川 裕信（㈱竹中工務店東京本店設計部部長） 
尾崎  勝（鹿島建設㈱建築設計本部副本部長） 
白井 伸明（日本大学教授） 
汐川  孝（㈱大林組技術研究所副所長） 
鈴木 紀雄（鹿島建設㈱技術研究所研究管理グループグ

ループ長） 
村上 信直（㈱竹中工務店技術研究所副所長） 
横田 昌幸（㈱エヌ・ティ・ティ ファシリティーズ建

築事業本部副本部長） 
大迫 勝彦（東日本旅客鉄道㈱建設工事部構造技術セン

ター課長） 
羽山 眞一（国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課建築

技術調整官） 
大澤 元毅（（独）建築研究所環境研究グループ長（併

任）防火研究グループ長） 
五十嵐健二（㈱大林組東京本社設計本部設計部長）

稲田 達夫（㈱三菱地所設計技術情報部長） 
（次点） 
平野 吉信（国土交通省国土技術政策総合研究所建築研究部長） 
林  静雄（東京工業大学教授） 
加藤 信介（東京大学生産技術研究所教授） 

安達 和男（日本設計常務執行役員第一建築設計群長）

榎本 英雄（東急建設執行役員） 
鬼沢 浩志（国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課保全

指導室長） 
嘉納 成男（早稲田大学教授） 
苅谷 邦彦（山下設計東京本社第1設計本部執行役員本部長） 
川村 政史（日本大学教授） 
河野 晴彦（大成建設設計本部統括グループリーダー）

小林 英之（国土交通省国土技術政策総合研究所住宅情

報システム研究官） 
齋藤喜一郎（大林組東京本社設計本部企画部長兼設計技術部長）

白井 正幸（戸田建設千葉支店支店長） 
田中 隆吉（竹中工務店東京本店設計部設計部長） 
塚田  茂（熊谷組建築事業本部建築部長） 
時松 孝次（東京工業大学教授） 
西山  功（国土交通省国土技術政策総合研究所住宅研究部長）

根上 彰生（日本大学教授） 
早川  眞（日本大学教授） 
日置  滋（清水建設設計本部副本部長） 
深尾  仁（大成建設技術センター建築技術研究所部長） 
深田 良雄（鹿島建設建築設計本部技師長） 
丸岡 正夫（竹中工務店技術研究所建設技術開発部マネージ

ャー） 
山田登志郎（鹿島建設技術研究所所次長） 
横須賀誠一（フジタ建築本部建築統括部主席コンサルタント） 
米川 清水（NTTファシリティーズ取締役） 
若松 邦夫（大林組技術研究所地盤震動研究室長） 
渡辺 仁史（早稲田大学教授） 



 
 
 
 

（敬称略） 

任期 第７期代議員：2006年4月1日～2008年3月31日 第６期代議員：2005年4月1日～2007年3月31日 

支部 新 任 留 任 

第４区 
東海 
定員12名 

小田 義彦（㈱伊藤建築設計事務所取締役名古屋事務所長） 
山北 康雄（愛知県建設部理事） 
高橋 和生（清水建設㈱名古屋支店設計部設計長） 
松本  博（豊橋技術科学大学教授） 
奥宮 正哉（名古屋大学助教授） 
谷本 道子（名古屋女子大学教授） 
（次点） 
光田  恵（大同工業大学助教授） 

飯嶋俊比古（飯島建築事務所代表取締役） 
井澤 知旦（都市研究所スペーシア代表取締役） 
岡田 成幸（名古屋工業大学教授） 
加藤 征宏（愛知産業大学教授） 
注連野泰栄（大成建設名古屋支店建築部部長） 
杉本 靖夫（中部電力土木建築部建築グループ専門課長） 

第５区 
北陸 
定員6名 

白山  徹（富山県土木部営繕課主幹） 
竺  覚暁（金沢工業大学教授） 
松下  聡（福井大学教授） 
（次点） 
後藤 正美（金沢工業大学助教授） 

赤林 伸一（新潟大学教授） 
浅野 良晴（信州大学教授） 
浦  憲親（金沢工業大学教授） 

第６区 
近畿 
定員18名 

鉾井 修一（京都大学教授） 
緑川  功（㈱日建設計構造設計室技術長） 
西村 勝尚（㈱大林組本店建築設計部部長） 
髙田 光雄（京都大学教授） 
築谷 朋也（㈱安井建築設計事務所大阪事務所構造部主幹） 
横田 隆司（大阪大学教授） 
長尾 直治（神戸大学教授） 
大谷 恭弘（神戸大学助教授） 
岩前  篤（近畿大学助教授） 
（次点） 
谷口与史也（大阪市立大学助教授） 
平家 直美（京都市都市計画局都市企画部都市総務課担当課長） 

狩野 忠正（大阪芸術大学教授） 
塩崎 賢明（神戸大学教授） 
長瀬  正（竹中工務店大阪本店設計部構造担当副部長） 
林  康裕（京都大学教授） 
森迫 清貴（京都工芸繊維大学教授） 
門内 輝行（京都大学教授） 
山田 宗彦（大林組本店設計品質管理部副主事） 
山中 俊夫（大阪大学助教授） 
渡辺 義仁（奥村組関西支社建築設計部構造課課長） 

第７区 
中国 
定員6名 

大久保孝昭（広島大学教授） 
藤谷 義信（広島国際大学教授） 
中島 功義（㈱フジタ広島支店設計部次長） 
（次点） 
野添 久視（広島工業大学教授） 

菅原 辰幸（広島工業大学教授） 
冨永 晃司（広島大学教授） 
山田 孝延（岡山県立大学教授） 

第８区 
四国 
定員4名 

山本 長水（山本長水建築設計事務所所長） 
林  茂樹（林建築事務所代表） 
（次点） 
益井 博史（高知県土木部建築指導課主任） 

橘   亮（愛媛県土木部道路都市局建築住宅課営繕室

主任） 
波多  等（香川県建築士会副会長） 
 

第９区 
九州 
定員10名 

有馬 隆文（九州大学助教授） 
森下 陽一（琉球大学助教授） 
栗山 茂樹（清水建設㈱九州支店設計部長） 
小路 芳晴（福岡県企画調整課企画主幹） 
真鍋 正規（大分大学助教授） 
（次点） 
伴丈 正志（長崎総合科学大学助教授） 

赤司 泰義（九州大学助教授） 
石田 壽一（九州大学教授） 
伊東 龍一（熊本大学助教授） 
廣瀬 正人（フォレストハウス代表） 
本間 俊雄（鹿児島大学助教授） 

 
 

 
 


