
2023年5月1日 

  日本建築学会 代議員 
 （敬称略） 

任 期 第２４期代議員 第２３期代議員  

支 部 新 任 留 任  

第１区 
北海道 
定員4名 

遠藤謙一良（（株）遠藤建築アトリエ代表取締役） 
菊地  優（北海道大学教授） 
 

深瀬 孝之（北海道科学大学教授 ） 
堀尾  浩（堀尾浩建築設計事務所代表） 
 

 

第２区 
東北 
定員4名 

小野田泰明（東北大学教授） 
長谷川兼一（秋田県立大学教授） 
 

五十嵐太郎（東北大学教授） 
薛  松濤（東北工業大学教授） 
 

 

第３区 
関東 
定員70名 

有賀  隆（早稲田大学教授） 
五十嵐規矩夫（東京工業大学教授） 
石田 航星（早稲田大学准教授） 
伊藤  泰（（株）大林組設計本部設計品質管理部長） 
井上  諭（東急建設（株）技術研究所長） 
岡本 憲文（大成建設（株）設計本部建築設計第五部長） 
小澤 成昭（東日本旅客鉄道（株）建設工事部ユニット

リーダー） 
香月 泰樹（戸田建設（株）技術研究所技術開発企画部

部長） 
勝又  済（国土交通省国土技術政策総合研究所都市研

究部都市計画研究室長） 
木内  望（国土交通省国土技術政策総合研究所住宅研

究部長） 
北嶋 圭二（日本大学教授） 
久保田敬亮（（株）日建設計設計部門ダイレクター） 
久保田孝幸（（株）大林組技術本部技術研究所副所長） 
黒岩 秀介（大成建設（株）技術センター都市基盤技術

研究部部長） 
近藤 誠一（（株）熊谷組技術本部専門主幹） 
佐々木直幸（鹿島建設（株）建築設計本部統括グループ

リーダー） 
佐藤 信治（日本大学准教授） 
佐藤 慎也（日本大学教授） 
澤本 佳和（鹿島建設（株）技術研究所主席研究員） 
塩田 博之（（株）フジタ建築本部建築統括部建築技術

部主席コンサルタント） 
鈴木 重則（（株）竹中工務店東京本店設計部長） 
竹林 正彦（（株）日本設計執行役員フェロー） 
谷口 直英（（株）佐藤総合計画執行役員東京第 2 オフ

ィスディレクター） 
田村 修次（東京工業大学教授） 
中川健太郎（清水建設（株）設計本部構造設計部 2 部

部長） 
中谷 礼仁（早稲田大学教授） 
長野  豊（（株）石本建築事務所業務企画部門統括部

長） 
濱田 純次（（株）竹中工務店技術研究所建設基盤技術

研究部主席研究員） 
福喜多 輝（清水建設（株）技術研究所安全安心技術セ

ンターセンター長） 
藤井 由理（早稲田大学教授） 

青木 浩幸（（株）熊谷組建築事業本部建築技術統括部

建築構造技術部部長 ） 
新居  努（（株）大林組設計本部副本部長） 
大黒 雅之（大成建設（株）技術センター先進技術開発

部部長） 
太田 義弘（（株）竹中工務店技術研究所建設基盤技術

研究部主席研究員） 
大野 芳俊（東急建設（株）建築事業本部設計統括部建

築設計部長） 
大和田 亨（鹿島建設（株）建築設計本部建築設計統轄

グループ統括グループリーダー） 
鍵  直樹（東京工業大学教授） 
片山 耕治（国立研究開発法人建築研究所国際協力審議

役・研究戦略推進室長） 
教誓  勉（大成建設（株）設計本部建築設計第四部

長） 
河野  進（東京工業大学教授） 
古賀 貴士（鹿島建設（株）技術研究所主席研究員） 
後藤 和弘（（株）NTT ファシリティーズ首都圏事業本

部都市・建築設計部構造設計部門担当部

長） 
小林 恵吾（早稲田大学准教授） 
新間 英一（清水建設（株）設計本部副本部長） 
鈴木 雅之（千葉大学教授） 
高橋 孝二（日本大学准教授） 
高橋  創（（株）久米設計設計本部副本部長） 
田所辰之助（日本大学教授） 
永井 香織（日本大学教授） 
中田 善久（日本大学教授） 
野澤剛二郎（清水建設（株）技術研究所副所長） 
羽入 敏樹（日本大学短期大学部教授） 
浜田 耕史（（株）大林組技術研究所生産技術研究部部

長） 
藤井 晴行（東京工業大学教授） 
丸山 信博（東日本旅客鉄道（株）構造技術センター次

長） 
三木 保弘（国土交通省国土技術政策総合研究所住宅研

究部建築環境新技術研究官） 
美島 康人（（株）竹中工務店東京本店設計部総括部

長） 
峰廣 大輔（（株）日建設計設計部門ダイレクター ） 
宮本 佳明（早稲田大学教授） 

 



藤本 利昭（日本大学教授） 
山北 孝治（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） 
山田 雅一（日本大学教授） 
山本  准（（株）NTT ファシリティーズ東日本事業本

部都市・建築設計部部長） 
横山  裕（東京工業大学教授） 

安田 拓矢（（株）安井建築設計事務所東京事務所構造

部長） 
山田  剛（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） 
山田 裕之（（株）フジタ建築本部設計統括部構造設計

第三部部長） 
山田宮土理（早稲田大学准教授） 
吉中  進（早稲田大学教授） 
渡邉 一隆（（株）松田平田設計取締役総合設計室長） 

第４区 
東海 
定員8名 

荒木 慶一（名古屋大学教授） 
嶋田 将吾（清水建設（株）名古屋支店建築設計部部長） 
高橋 広人（名城大学准教授） 
水谷 晃啓（豊橋技術科学大学准教授） 

浅野 三男（（株）竹中工務店名古屋支店工事監理部長） 
小野寺一成（三重短期大学教授） 
北川 啓介（名古屋工業大学教授） 
山口 啓一（名古屋市財政局契約監理監） 

 

第５区 
北陸 
定員4名 

黒野 弘靖（新潟大学准教授） 
中谷 岳史（信州大学助教） 
 

市川 秀和（福井工業大学教授） 
土肥 義一（富山県建築士事務所協会専務理事） 
 

 

第６区 
近畿 
定員18名 

大住 和正（（株）大林組本社設計本部構造設計部部長） 
落合 知帆（京都大学准教授） 
木多  道宏（大阪大学教授） 
聲高 裕治（京都大学教授） 
鈴木 直幹（（株）竹中工務店大阪本店設計部構造第1

部長） 
鈴木 広隆（神戸大学教授） 
張  景耀（京都大学准教授） 
満田 衛資（京都工芸繊維大学教授） 
若本 和仁（大阪大学准教授） 

伊藤 栄治（（株）安井建築設計事務所構造主幹） 
伊庭千恵美（京都大学准教授） 
大崎  純（京都大学教授） 
志摩 好宣（（株）鴻池組設計本部建築設計第１部構造

設計グループ課長） 
谷  昌典（京都大学准教授） 
山中 俊夫（大阪大学教授） 
山邊友一郎（神戸大学准教授） 
吉岡 聡司（フリーランス） 
吉田  聡（（株）日建設計エンジニアリング部門構造

設計グループダイレクター） 

 

第７区 
中国 
定員4名 

岸本 貴博（広島工業大学講師） 
寺本 篤史（広島大学准教授） 

河田 智成（広島工業大学教授） 
森  拓郎（広島大学准教授） 

 

第８区 
四国 
定員2名 

宮本 慎宏（香川大学准教授） 益井 博史（高知県土木部建築課専門員）  

第９区 
九州 
定員8名 

大西 康伸（熊本大学教授） 
姜  優子（九州産業大学准教授） 
陶山 裕樹（北九州市立大学准教授） 
鷹野  敦（鹿児島大学准教授） 

柴田  建（大分大学准教授） 
塚越 雅幸（福岡大学准教授） 
鶴崎 直樹（九州大学准教授） 
宮原真美子（佐賀大学准教授） 

 

    任期 

    第２３期代議員：2022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 

    第２４期代議員：2023年3月20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 


