平成30年度

平成30年度

日本建築協会役員会務分掌

日本建築協会評議員名簿

平成30年 6 月21日現在・順不同・敬称略

議 長：赤松 千州

役付役員

平成30年 6 月 1 日現在・順不同・敬称略

会 長

設楽 貞樹 ㈱安井建築設計事務所

副会長

米井

副会長

田中日出男 ㈱きんでん

副会長

天野 直樹 ㈱竹中工務店 編集担当

副会長

川口

技術

寛 ㈱東畑建築事務所 会長職務代行 総務・財務担当

晋 ㈱大林組

副会長 ＊田坂 隆之 大阪ガス㈱

総合
11

事業担当
研修担当

蔦田 守弘 ㈱鴻池組
池田 耕二 清水建設㈱

栗原 信英 栗原工業㈱

近藤

徹 不二熱学工業㈱

佐野 吉彦 ㈱安井建築設計事務所

光用

薫 戸田建設㈱

立野 純三 ㈱ユニオン

寺田

◎○山形 政昭 大阪芸術大学

靖 （一社）大阪建設業協会

篠原 佳則 ㈱安井建築設計事務所

（財務） 3 名

中井

奥村太加典 ㈱奥村組

進 日建設計コンストラクション・マネジメント㈱

（事業） 6 名
児玉

謙 ㈱日建設計

松崎 公一 鹿島建設㈱

酒井 祥三 西松建設㈱

佐藤 榮一 （一社）日本建築材料協会

中嶋

杉本

伸 ㈱安藤・間

毛利 俊彦 三井住友建設㈱

林

田中顕三郎 田中建設㈱

伸昭 戸田建設㈱

藤井謙太郎 藤井建設㈱

㈱中道組

眞一 コーナン建設㈱

北村 康一 ㈱きんでん

嘉納 秀一 三宝電機㈱

森

博明 三和電気土木工事㈱

嶋田 雅景 ㈱クリハラント

武寿 ㈱精研

若林 尚史 若林設備工業㈱

3

＊金子 達哉 ㈱三冷社
森村 泰明 森村金属㈱

浩 （公財）建築技術教育普及センター （研修） 6 名

深江 隆司 アスワン㈱

2
村重 保則 現代設計㈱

2
6

功 ㈱熊谷組

＊◎○中村 文紀 ㈱東畑建築事務所

船越 淳久 関西電力㈱

浅野 博光 ㈱奥村組

川上 宏伸 ㈱大林組

空調 ＊辻

東海支部

城口 俊雄 ㈱大阪城口研究所

博康 清水建設㈱

4

＊渡津 弘己 ㈱鴻池組

中国支部 ＊尾野本 悟 広島工業大学

◎○中尾 勝悦 中尾綜合建築設計事務所

（編集・出版） 8 名

電気

建材

髙松 隆夫 広島工業大学

竹中 統一 ㈱竹中工務店

＊寺内

原

大林 剛郎 ㈱大林組

今西 邦夫 ㈱今西組

薮内 昭男 ㈱淺沼組

中道 正伸

（総務） 5 名

＊ 中野 健生 東リ㈱

赤松 千州 ㈱東畑建築事務所

1

会勢担当

理事 ◎印は常任理事 ○印は委員長

◎○西

副議長：嘉納 秀一

京都支部
3

福田 泰造 福田泰造建築事務所

加藤 武範 ㈱メックステクノ東海

河田 克博 名古屋工業大学

土井 敬三 ㈱竹中工務店

佐伯

松元 親司 ㈱東畑建築事務所

博 ひろ建築企画

髙田 光雄 京都美術工芸大学
菅澤

伊熊 昌治 伊熊昌治建築設計事務所

茂 環境文化保存計画菅澤1級建築士事務所
32名 ＊は新任

冨永 昌雄 八千代電設工業㈱

◎ 吉村 英祐 大阪工業大学

長瀬 博一 ㈲長瀬建築研究所

◎○勝山 太郎 ㈱日建設計

金井 隆夫 大成建設㈱

平成30年度

梶山 卓二 ㈱昭和設計

日本建築協会支部長（順不同・敬称略）

（会勢）10名
淺沼 健一 ㈱淺沼組

永原

告野 満彦 野里電気工業㈱

本多 友常 本多環境・建築設計事務所

常務理事

監事

顧問

森本

三木

勉

穣 王建工業㈱

役付役員含む理事合計45名

徹 ㈱安井建築設計事務所

前田 隆司 ㈱前田商会

塩野 孝行 （独）都市再生機構
＊印は新任

10

中 国

髙松 隆夫 広島工業大学

東 海

篠原 佳則 ㈱安井建築設計事務所

京 都

長瀬 博一 ㈲長瀬建築研究所

