
2012年3月16日

日本建築学会 代議員

（敬称略）

任期 第１３期代議員：2012年4月～2014年3月 第１２期代議員：2011年4月～2013年3月

支部 新 任 留 任

第１区

北海道

定員5名

千歩 修（北海道大学教授）

加藤 誠（㈱アトリエブンク常務取締役）

＜次点＞

大柳 佳紀（地方独立行政法人北海道立総合研究機構本部連携

推進部主幹）＊

岡田 成幸（北海道大学教授）

菅野 彰一（㈱北海道日建設計代表取締役社長）

星野 政幸（北海道工業大学教授）

第２区

東北

定員7名

千葉 正裕（日本大学教授）

前田 匡樹（東北大学教授）

笹澤 正善（東日本旅客鉄道㈱仙台支社設備部工事課担当課長

（建築））

＜次点＞

渡邉 浩文（東北工業大学教授）＊

相沢 清志（仙台市交通局東西線建設本部建設部長）

浅里 和茂（日本大学教授）

五十嵐太郎（東北大学教授）

月永 洋一（八戸工業大学教授）

第３区

関東

定員58名

野呂 一幸（大成建設㈱常務設計本部長）

亀井 忠夫（㈱日建設計執行役員設計部門代表）

三浦 寿幸（戸田建設㈱技術研究所建築環境チーム主管1級）

小林 裕（大成建設㈱技術センター技術企画部部長）

佐藤 俊明（清水建設㈱技術研究所副所長）

田名網雅人（鹿島建設㈱建築設計本部本部次長）

内山 晴夫（㈱久米設計構造設計部副統括部長）

東野 雅彦（㈱竹中工務店技術研究所建設技術研究部長）

江森 修（㈱松田平田設計常務取締役プロジェクト推進室長）

石田 雅利（鹿島建設㈱技術研究所建築解析グループグループ長）

桑原 裕彰（㈱竹中工務店東京本店設計部部長設計第3部門マ

ネージャー）

北川 勝（㈱安井建築設計事務所工事管理部長）

山田 茂（㈱フジタ設計エンジニアリングセンターエグゼク

ティブコンサルタント）

石橋 久義（㈱熊谷組技術研究所副所長）

浜原 正行（日本大学教授）

長沼 一洋（㈱大林組技術研究所環境技術研究部部長）

中田 善久（日本大学教授）

内田 俊介（東急建設㈱建築総本部設計本部建築設計部長）

山本 朋生（㈱大林組本社設計本部建築設計部長）

嘉納 成男（早稲田大学教授）

曽田五月也（早稲田大学教授）

渡辺 仁史（早稲田大学教授）

松原 和彦（㈱NTTファシリティーズ建築事業本部副本部長）

長谷川直司（（独）建築研究所材料、建築生産研究グループ長）

阿部 亮（東日本旅客鉄道㈱総合企画本部投資計画部次長）

萩原 一郎（（独）建築研究所防火研究グループ上席研究員）

川島 晃（日本大学教授）

元結正次郎（東京工業大学教授）

大佛 俊泰（東京工業大学教授）

稲井田洋二（㈱熊谷組首都圏支店建築部技術グループ部長）

丑場 英温（清水建設㈱設計・プロポーザル統括設計本部副本

部長）

臼井 賢（㈱ＮＴＴファシリティーズ営業本部副本部長）

奥山 信一（東京工業大学教授）

忍 裕司（㈱竹中工務店技術研究所副所長）

笠井 和彦（東京工業大学教授）

河合 直人（工学院大学教授）

菊池 正彦（㈱大林組本社設計本部構造設計部長）

後藤 春彦（早稲田大学教授）

芝山 哲也（大成建設㈱ソリューション営業本部理事本部長）

寺井 靖人（戸田建設㈱建築工事統轄部建築工事技術部部長）

時野谷浩良（㈱大林組技術本部技術研究所構造技術研究部主任

技師）

永池 雅人（㈱梓設計常務執行役員設計室副室長）

長島 一郎（大成建設㈱技術センター部長・防災研究室長）

西谷 章（早稲田大学教授）

沼上 清（東急建設㈱執行役員技術研究所長）

萩原 剛（㈱竹中工務店設計部部長設計第２部門マネージャー）

長谷見雄二（早稲田大学教授）

広田 直行（日本大学教授）

福元 敏之（鹿島建設㈱技術研究所建築構造グループグループ長）

古橋 剛（日本大学教授）

前田 祥三（鹿島建設㈱建築設計本部本部次長）

丸 隆宏（㈱フジタ建設本部技術部主席コンサルタント）

山田眞左和（東日本旅客鉄道㈱建設工事部次長）

山本 隆（㈱日総建執行役員・構造設計部長）



仲江 肇（国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課木材利用推

進室長）

川口 健一（東京大学生産技術研究所教授）

島﨑 和司（神奈川大学教授）

宮本 文人（東京工業大学教授）

＜次点＞

平手小太郎（東京大学教授）＊

第４区

東海

定員10名

大貝 彰（豊橋技術科学大学教授）

石原 宏（名古屋市住宅都市局住宅部住宅整備課長）

城戸 康近（城戸武男建築事務所代表取締役）

森 保宏（名古屋大学教授）

＜次点＞

山羽 基（中部大学教授）＊

石垣 秀圭（東邦ガス㈱技術部建築・土木技術グループマネジ

ャー）

石田 富男（㈱都市研究所スペーシア代表取締役）

小川 浩信（㈱伊藤建築設計事務所理事構造総括）

神谷 清仁（愛知工業大学教授）

麓 和善（名古屋工業大学教授）

武藤 厚（名城大学教授）

第５区

北陸

定員5名

竹林 正宏（富山県庁土木部営繕課課長）

白井 秀和（福井大学教授）

＜次点＞

市川 秀和（福井工業大学准教授）＊

加藤 大介（新潟大学教授）

後藤 正美（金沢工業大学教授）

土本 俊和（信州大学教授）

第６区

近畿

定員17名

甲谷 寿史（大阪大学准教授）

竹脇 出（京都大学教授）

白沢 吉衛（㈱日建設計構造設計部門構造設計部主管）

田辺 太一（㈱鴻池組大阪本店建築設計部部長）

鈴木 克彦（京都工芸繊維大学教授）

田路 貴浩（京都大学准教授）

小林 陽一（㈱安井建築設計事務所設備部部長）

黒田 龍二（神戸大学教授）

＜次点＞

新谷 昭夫（大阪市立住まいのミュージアム副館長）＊

阿部 浩和（大阪大学教授）

遠藤 秀平（神戸大学教授）

金子 佳生（京都大学教授）

川瀬 博（京都大学防災研究所教授）

岸本 一蔵（近畿大学教授）

服部 晃三（㈱奥村組西日本支社建築設計部構造２課長）

藤井 正則（㈱大林組大阪本店建築事業部構造設計部課長）

藤谷 秀雄（神戸大学教授）

村上 陸太（㈱竹中工務店大阪本店設計部構造担当副部長）

第７区

中国

定員5名

田中 貴宏（広島大学准教授）

藤田 正則（山口大学教授）

＜次点＞

中島 功義（㈱フジタ広島支店設計部部長）＊

寺岡 勝（呉工業高等専門学校教授）

藤井 大地（近畿大学教授）

松尾 彰（広島大学教授）

第８区

四国

定員3名

富田 眞二（㈲富田建築設計室室長）

＜次点＞

木村 政文（四国大学講師）＊

賀村 智（㈱建築工学研究所代表取締役）

高橋 繁二（㈲ビス計画代表取締役）

第９区

九州

定員9名

蜷川 利彦（九州大学教授）

高山 峯夫（福岡大学教授）

大谷 俊浩（大分大学准教授）

小島 昌一（佐賀大学准教授）

＜次点＞

渡嘉敷 健（琉球大学准教授）＊

髙須 芳史（㈱竹中工務店九州支店北九州営業所長）＊

位寄 和久（熊本大学教授）

上瀧今佐美（福岡市住宅都市局総務部企画・耐震推進課長）

中原 浩之（九州大学准教授）

二宮 秀與（鹿児島大学教授）

山田由香里（長崎総合科学大学准教授）

＊選挙規則第21条により代議員補欠者となります。


