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建築と社会

2017.08

会告

平成29年度

下記のとおり各委員会委員を委嘱しました。

日本建築協会委員

◎委員長 ○副委員長 ▲小委員会委員長 △幹事 ☆顧問 ＊29年度新委員

■編集委員会（82名）

（所属名は略称 順不同・敬称略）

宮﨑ひろ志／関西大学

＊ 阪口 浩平／きんでん

正和／摂南大学

正和／日建設計

会誌「建築と社会」の企画・編集

森山

◎ 勝山 太郎／日建設計

山本 雅洋／大林組

○ 戸川

勝之／安井建築設計事務所

●特集小委員会
計画分科会

寺西 興一／大阪府登録文化財所有者の会 事務局長

桜井

飯田

匡／大阪大学大学院

鈴木 克彦／京都工芸繊維大学大学院
△ 田中 直人／島根大学大学院
松田奈緒子／大阪産業大学
三宅 次郎／阪神電気鉄道
守井

辰／日建設計

吉村 英祐／大阪工業大学
〈建築計画系〉
神戸

槌田

△ 東

琢／鴻池組

嘉也／大林組

＊ 桑原 悠樹／竹中工務店
下坂 浩和／日建設計
△ 中辻 浩介／ジェイアール西日本コンサルタンツ
東

拓郎／東畑建築事務所

樋口

展寛／鴻池組

和男／竹中工務店

大阪府住まいづくり教育普及協議会

田﨑 祐生／武庫川女子大学

施工材料分科会
木谷 在憲／鹿島建設

〈計画系〉

＊ 島田

矢倉 鉄也／大阪市立都島工業高等学校

豊／ジェイアール西日本コンサルタンツ

豊田 充広／髙松建設
▲ 中尾

勝悦／中尾綜合建築設計事務所

■史料研究会（9名）
◎ 山形 政昭／大阪芸術大学
安達 英俊／安達英俊建築研究所
石田潤一郎／京都工芸繊維大学大学院

髙橋 秀一／大和ハウス工業

夏井 重行／元・冨士ネオ工業

植松 清志／植松建築事務所

藤丸 啓一／清水建設

沼田 典久／久米設計

桐浴 邦夫／京都建築専門学校

山口 紀宏／大林組

樋上 新治／ラシンプラニング

酒井 一光／大阪歴史博物館

宮本 克己／鹿島建設

橋寺 知子／関西大学

＊ 山﨑 順二／淺沼組
吉田 正友／大阪工業大学
法令分科会

雅章／安井建築設計事務所

脇田 隆史／東畑建築事務所

磯林 雅之／京都市都市計画局
黒川 正樹／神戸市住宅都市局
河野

森

和田 康由／大阪市立都島工業高等学校
☆ 坂本勝比古／神戸芸術工科大学名誉教授

（仮）現場見学WG
未定

■次世代委員会（28名）
創立100周年を目標とした10年委員会

学／京都市住宅供給公社

△ 小林 智成／兵庫県県土整備部

■出版委員会（11名）

を発展的に解消し、次の100年に向け

＊ 武田 知士／堺市建築都市局

建築に関する図書の企画・編集・刊

た事業を企画及び実施。10年委員会

作品作風小委員会

行、ならびに講座の企画・実施

の一部事業を引き継ぐ。

◎ 西

◎ 中村 文紀／東畑建築事務所

東井 嘉信／大林組
居内

章夫／徳岡設計

松岡 英緯／大建設計

池上

明／エーアイアーキテクトスタジオ

三谷 帯介／鹿島建設

稲垣 和江／イナガキケンチクケンキュウショ

上原

博康／清水建設
正行／U建築工房

（仮）次世代WG

塩島 輝昭／きんでん

＊ 影林 督諭／安井建築設計事務所

昇

＊ 國本 暁彦／竹中工務店

勇／昇設計室

米山 剛史／UR設計

＊ 太田 栄治／髙松建設

菅原 敏晃／竹中工務店

＊ 黒川 祐樹／日建設計

渡部

▲ 加嶋 章博／摂南大学

玉水 新吾／ドクター住まい

＊ 駒井 陽次／Style Agency/PARK Lab.

仲本 尚志／atelier UNI-SUPPORT

＊ 中村 祐記／大林組

剛／安井建築設計事務所

〈インテリア・住宅〉
＊ 赤川貴世友／安井建築設計事務所
今井 充彦／日建スペースデザイン
＊ 岩田 圭司／UR都市機構
川合 隆之／積水ハウス

菊池 浩輔／安井建築設計事務所
倉渕奈千子／田中啓文総合建築研究所

＊ 西尾

徹／きんでん

澤田 純一／兵庫県県土整備部

藤山

髙木 秀晃／昭和設計

堀野 和人／スマイリズム

鞆野 淳司／竹中工務店

宏／造景空間研究所

＊ 山浦 晋弘／安井建築設計事務所

＊ 平野 尉仁／東畑建築事務所
＊ 吉永 規夫／Oﬃce for Environment Architecture
（仮）U-35WG
伊藤 昭裕／佐藤総合計画

＊ 河西 孝平／大林組

西田 佳代／日建設計

△ 黒栁

芳谷 晴彦／清水建設

■教育委員会（16名）

＊ 鬼頭 朋宏／大成建設

塚口 洋之／塚口洋之設計事務所

平野 尉仁／東畑建築事務所

建築教育についての調査・研究・講

＊ 小林 敬政／大建設計

ペリー史子／大阪産業大学

増田 敬彦／増田敬彦一級建築士事務所

習会の企画・実施ならびに工高生デ

＊ 小原 信哉／山下設計

亮／竹中工務店

構造分科会

広告企画小委員会

興津 俊宏／竹中工務店

ザインコンクールなどの企画および

駒井 陽次／Style Agency/PARK Lab.

小川 雄介／竹中工務店

実施

小山

昭／東畑建築事務所

◎ 山形 政昭／大阪芸術大学

＊ 関村 光代／昭和設計

岸本 光平／竹中工務店

金築

雄／清水建設

講習会小委員会

＊ 髙畑貴良志／日建設計

司馬 勢也／ZEN建築構造事務所

野山 将男／大林組

阿字地正人／大林組

藤田 昌宏／安井建築設計事務所

柏木 隆男／松村組

△ 伊藤 栄治／安井建築設計事務所
岡田

健／日建設計

瀧野 敦夫／奈良女子大学
角田 耕一／大林組
＊ 前沢 皓生／北條建築構造研究所

▲ 前田

衛／日建設計

山辻 直樹／大成建設

宮久保秀樹／鴻池組
向井

洋一／神戸大学大学院

設備分科会
有尾清二郎／竹中工務店
＊ 木谷 晃之／コイズミ照明
北野 勝也／きんでん
佐々木章二／総合設備コンサルタント
寺井 千佳／安井建築設計事務所
夏井 重行／元・富士ネオ工業
△ 橋本 直樹／日建設計コンストラクション・マネジメント
桝井 貴廣／総合設備コンサルタント

下田 康晴／東畑建築事務所

勝野 哲博／戸田建設
門野

陽／鴻池組

川井 祐基／鹿島建設
■事業委員会（18名）

北野

見学・講演・説明・展示・懇親会な

松田

どの企画及び実施

下山 尚毅／淺沼組

◎ 中尾 勝悦／中尾綜合建築設計事務所
情報見学小委員会
大平 卓磨／竹中工務店
＊ 大森 雅人／清水建設
奥村 朋孝／鴻池組

祥児／清水建設
繁／竹中工務店

工高生教育小委員会
岡田 依子／大阪市立工芸高等学校
門脇 裕之／大阪市立都島工業高等学校

＊ 辻本 知夏／安井建築設計事務所
出来 佑也／昭和設計
長島

薫／東畑建築事務所

＊ 平岡 翔太／大建設計
廣富

純／佐藤総合計画

△ 三谷 帯介／鹿島建設
＊ 箕浦 浩樹／大林組
宮武 慎一／安井建築設計事務所
森下 大右／昭和設計
＊ 吉田 悠佑／大林組
若江 直生／日建設計

白川 陽子／今宮工科高等学校
▲ 谷口 幸雄／日建設計コンストラクション・マネジメント

小平 弥史／昭和設計

中村 眞二／東畑建築事務所

小林 正和／大林組

永島 敏郎／安井建築設計事務所

全164名

