
2019年3月23日 

日本建築学会 代議員 

（敬称略） 

任 期 第２０期代議員 第１９期代議員 

支 部 新 任 留 任 

第１区 

北海道 

定員4名 

福島  明（北海道科学大学教授）

菅沼 秀樹（（株）アトリエブンク代表取締役社長）

＜次点＞ 

河合 有人（（株）竹中工務店北海道支店設計部部長）＊

大條 雅昭（北海道建設部まちづくり局都市計画課新幹

線基盤支援担当課長）

田沼 吉伸（北海道科学大学教授）

第２区 

東北 

定員4名 

岩田  司（東北大学教授） 

浦部 智義（日本大学教授） 

＜次点＞ 

奥 丈朗（東日本旅客鉄道（株）東北工事事務所建築担当課長）＊ 

有川 智（東北工業大学教授） 

速水 清孝（日本大学教授） 

第３区 

関東 

定員68名 

横山  裕（東京工業大学教授）

畠山 卓也（大成建設（株）設計本部設計企画部長）

佐藤 康弘（大成建設（株）技術センター先進技術開

発部部長）

杉山 俊一（（株）日建設計設計部門理事グループマネ

ージャー設計部長）

掛川 秀史（清水建設（株）技術研究所副所長）

小豆畑達哉（国立研究開発法人建築研究所国際地震工

学センター上席研究員）

佐藤 由美（国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課営

繕計画調整官）

大佛 俊泰（東京工業大学教授）

山本 雅史（（株）竹中工務店技術研究所地震工学部長）

大日方淳夫（（株）竹中工務店東京本店設計部部長）

榊間 隆之（清水建設（株）設計本部副本部長）

眞方山美穂（国立研究開発法人建築研究所建築生産グ

ループ上席研究員）

辻  泰一（鹿島建設（株）建築設計本部構造設計統

括グループ統括グループリーダー）

藤森 健史（（株）大林組技術研究所地盤技術研究部上

級主席技師）

峯村 敦雄（鹿島建設（株）技術研究所建築環境グル

ープ担当部長）

佐竹  浩（（株）大林組設計本部プロジェクト設計第

一部部長）

杉山 俊彦（東日本旅客鉄道（株）建設工事部次長）

宮下 真一（東急建設（株）執行役員建築事業本部技

術統括部長）

有賀  隆（早稲田大学教授）

佐々木康人（（株）フジタ技術センター建築第二研究部長）

後藤 春彦（早稲田大学教授）

柴田 昭彦（（株）梓設計常務執行役員監理部門代表）

早瀬 幸彦（（株）久米設計設計本部建築設計部副部長）

古橋 剛（日本大学教授）

高口 洋人（早稲田大学教授）

川口  晋（（株）NTT ファシリティーズソリューシ

ョン本部データセンター部部長）

村江 行忠（戸田建設（株）価値創造推進室技術開発センタ

ー環境創造ユニットマネージャー）

今村 雅樹（日本大学教授）

五十嵐規矩夫（東京工業大学教授）

井深  誠（大成建設（株）設計本部建築設計第一部長）

内田 青蔵（神奈川大学教授）

奥山 信一（東京工業大学教授）

神作 和生（清水建設（株）設計本部副本部長）

北野 幸樹（日本大学教授）

輿石 直幸（早稲田大学教授）

小林 直明（日本大学教授）

小室  努（大成建設（株）技術センター技術企画部部長）

小山 信（国土交通省国土技術政策総合研究所建築研

究部建築品質研究官）

齋藤  仁（（株）ＮＴＴファシリティーズグリーン IT
ビルビジネス本部長）

佐々木 聡（（株）フジタ技術センター生産研究部長建築

本部建築エンジニアリング推進部部長）

佐藤  維（（株）石本建築事務所取締役業務企画部門

統括兼経営企画担当）

佐原  守（（株）大林組技術研究所地盤技術研究部上

級主席技師）

塩手 博道（（株）山下設計技術設計部門構造設計部部長）

篠田 秀樹（鹿島建設（株）建築設計本部本部次長）

嶋   徹（戸田建設（株）本社建築工事統轄部建築工

事技術部長）

末兼 徹也（国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課建築

技術調整室長）

高橋 元美（鹿島建設（株）技術研究所主席研究員）

近宮 健一（（株）日本設計常務執行役員）

鍋田 充政（東急建設（株）建築本部建築設計部長）

成瀬 友宏（国立研究開発法人建築研究所防火研究グル

ープ上席研究員）

橋本 修（日本大学教授）

秦 一平（日本大学教授）

平野  譲（（株）熊谷組本社設計本部長）

前田 寿朗（早稲田大学教授）

水野 吉樹（（株）竹中工務店東京本店設計部設計第５部長）

元結正次郎（東京工業大学教授）

矢口 哲也（早稲田大学教授）

柳橋 邦生（（株）竹中工務店技術研究所副所長）

山口  拓（東日本旅客鉄道（株）大宮支社設備部部長）

山崎 隆盛（（株）日建設計執行役員設計部門代表）



 
 

鳴海 雅人（（株）佐藤総合計画取締役設計デザイン担

当アーキテクトサークル代表） 
藤井 由理（早稲田大学准教授） 
近藤 誠一（（株）熊谷組技術本部技術研究所主幹研究員） 
居駒 知樹（日本大学教授） 
坂井 映二（（株）総合資格講習システム開発 1 部部長） 
星  和磨（日本大学短期大学部准教授） 
＜次点＞ 

境  茂樹（（株）安藤・間技術本部技術研究所建築研

究第一部長）＊ 

山﨑 誠子（日本大学短期大学部准教授） 
山中 昌之（（株）大林組設計本部副本部長） 

第４区 

東海 

定員8名 

小松 義典（名古屋工業大学准教授） 
寺西 浩司（名城大学教授） 
伊藤 俊一（名古屋市住宅都市局建築指導部建築審査

課課長） 
三橋 啓史（大成建設（株）名古屋支店設計部設計部長） 
＜次点＞ 

吉田 賢吾（（株）ジェイテクト環境部部長）＊ 

加藤 伯彦（中部電力（株）名古屋支店法人営業部産業エネル

ギー第２グループグループ長（部長）） 
建部 謙治（愛知工業大学教授） 
寺西 敦敏（（株）安井建築設計事務所名古屋事務所設

計部名古屋事務所副所長設計部長） 
護  雅史（名古屋大学特任教授） 

 

第５区 

北陸 

定員4名 

山岸 邦彰（金沢工業大学教授） 

秋月 有紀（富山大学教授） 

＜次点＞ 

生瀬 吉美（富山クリエイティブ専門学校教員）＊ 

高村 秀紀（信州大学教授） 

田村 良一（新潟工科大学教授） 

 

 

第６区 

近畿 

定員18名 

島野 幸弘（（株）竹中工務店大阪本店設計部部長構造担当） 

松原 茂樹（大阪大学准教授） 

牧  紀男（京都大学防災研究所教授） 

角田 耕一（（株）大林組大阪本店建築事業部構造設計第三部

担当部長） 

竹林 英樹（神戸大学准教授） 

平田 晃久（京都大学准教授） 

高野  靖（京都大学教授） 

阪田 弘一（京都工芸繊維大学教授） 

福原 和則（大阪工業大学教授） 

＜次点＞ 

岸  繁樹（近畿生コンクリート圧送協同組合事務局長）＊ 

秋田  智（（株）安井建築設計事務所大阪事務所構造部主幹） 

川辺 秀憲（大阪大学准教授） 

木下  光（関西大学教授） 

倉田 真宏（京都大学准教授） 

笹村 欽也（（株）東畑建築事務所執行役員本社オフィス大阪副代表） 

竹脇  出（京都大学教授） 

遠山 裕史（（株）奥村組西日本支社建築設計部構造１課長） 

宮内 靖昌（大阪工業大学教授） 

向井 洋一（神戸大学准教授） 

 

第７区 

中国 

定員4名 

清水  斉（広島工業大学教授） 

中村 尚弘（広島大学教授） 

＜次点＞ 

平山 文則（岡山理科大学教授）＊ 

川上 善嗣（広島工業大学准教授） 

角倉 英明（広島大学准教授） 

 

 

第８区 

四国 

定員2名 

本田  壽（本田寿建築設計事務所代表者） 

＜次点＞ 

安野 嘉人（愛媛県警察本部総務室会計課課長補佐）＊ 

新居 照和（新居建築研究所主宰） 

 
 

第９区 

九州 

定員8名 

佐藤 利昭（九州大学准教授） 

花井 伸明（九州産業大学教授） 

川井 敬二（熊本大学准教授） 

源城かほり（長崎大学准教授） 

＜次点＞ 

柴田 晃宏（鹿児島大学准教授）＊ 

柴田  桂（福岡市住宅都市局住宅部住宅計画課長）＊ 

城戸 將江（北九州市立大学准教授） 

田中  圭（大分大学准教授） 

中村  章（独立行政法人都市再生機構九州支社都市再生業務

部業務推進課長） 

松尾真太朗（九州大学准教授） 

 

          ＊ 選挙規則第１７条により代議員補欠者となります。 

        第２０期代議員は得票順に掲載しています。 

 

    任期 

    第１９期代議員：2018年3月19日～選任の2年後に実施される代議員選挙終了のときまで 

    第２０期代議員：2019年3月23日～選任の2年後に実施される代議員選挙終了のときまで 

 


