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事業委員長
笹村 欽也

㈱東畑建築事務所執行役員本社オフィス大阪副
代表

常議員事業幹事
秋田 智 ㈱安井建築設計事務所大阪事務所構造部主幹

541-0043 中央区高麗橋2-6-10 新高麗橋ﾋﾞﾙ

6202-0391

540-0034 中央区島町2-4-7

6943-1371

島野 幸弘 ㈱竹中工務店大阪本店設計部部長構造担当
541-0053 中央区本町4-1-13
㈱大林組大阪本店建築事業部構造設計第三部担
角田 耕一
530-8520 北区中之島3-6-32 ﾀﾞｲﾋﾞﾙ本館10階
当部長
支部監事
川野 寿彦 (一財)大阪科学技術センター理事
渡辺 律夫 ㈱大林組広島支店建築設計部構造設計担当部長

550-0004 西区靱本町1-8-4
730-0041 広島市中区小町1-25 ﾀｹﾀﾞ広島ﾋﾞﾙ

留任事業委員 (任期:平成３０年１２月３１日迄)
明石 直樹 川岸工業㈱大阪支店大阪工場品質管理課課長
583-0845 羽曳野市広瀬245番地
㈱大林組大阪本店建築事業部生産技術部計画第
阿字地正人
530-8520 北区中之島3-6-32 ﾀﾞｲﾋﾞﾙ本館
二課課長
池崎 正浩 鹿島建設㈱関西支店建築設計部専任部長
540-0001 中央区城見2-2-22 ﾏﾙｲﾄOBPﾋﾞﾙ
石井

勝

6456-7102
6443-5316
082-242-5032
0729-56-2261
6456-7117
6946-6583

530-0003 北区堂島2-1-16

6443-0538

大村 昌聡 清水建設㈱関西事業本部建築設計2部部長

541-8520 中央区本町3-5-7

6263-2829

川西

仁

㈱フジタ大阪支店構造設計部設計部長

6252-1201

541-0059 中央区博労町3-5-1 ｴﾌﾟｿﾝ大阪ﾋﾞﾙ3F

6120-6034

川野 寿彦 (一財)大阪科学技術センター理事

550-0004 西区靱本町1-8-4

6443-5316

神戸 睦史 ㈱ハウゼコ代表取締役社長

542-0081 中央区南船場2-10-28

4963-8266

岸

533-0032 東淀川区淡路3-6-31

6328-3900

530-8353 北区堂島1-6-20 ｱﾊﾞﾝｻﾞ10Ｆ

6342-0717

545-6026 阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのﾊﾙｶｽ26F

6625-3738

540-0026 中央区内本町2-4-7 大阪U2ﾋﾞﾙ5F

6966-7600

繁樹

清水 孝憲
高須 隆博
中野 美奈
西村 勝尚

エプソン販売㈱大阪支店関西営業部

近畿生コンクリート圧送協同組合事務局長
JFEスチール㈱大阪建材・プロジェクト営業部建材
技術室課長
㈱奥村組西日本支社建築設計部設備課長
(一財)日本建築総合試験所建築確認評定セン
ター建築確認評定部性能評定課課長代理
摂南大学理工学部建築学科教授

572-8508 寝屋川市池田中町17-8

072-839-9130

平井 浩之 大成建設㈱関西支店設計部長
日本板硝子ビルディングプロダクツ㈱大阪支店建
道原 一昌
築営業グループ課長代理
村上 陸太 ㈱竹中工務店大阪本店設計部構造部長
住友大阪セメント㈱セメント・コンクリート研究所環
安久 憲一
境ｺﾝｸﾘｰﾄ研究ｸﾞﾙｰﾌﾟｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ

542-0081 中央区南船場1-14-10

6265-4595

541-8559 中央区北浜4-5-33 住友ﾋﾞﾙ4階

6222-7534

541-0053 中央区本町4-1-13

6252-1201

551-0021 大正区南恩加島7-1-55

6556-2287

吉野 達矢 太陽工業㈱設計本部設計企画室課長

532-0012 大阪市淀川区木川東4-8-4

新任事業委員 (任期:平成３２年１２月３１日迄)
岩田 章吾 (有)岩田章吾建築設計事務所代表

530-0047 北区西天満4-9-15 第一神明ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ402

6313-3666

上田 博之 ㈱竹中工務店大阪本店設計部構造部門部長

541-0053 中央区本町4-1-13

6263-9700

大平 滋彦 ㈱竹中工務店大阪本店設計部設計第4部長

541-0053 中央区本町4-1-13

6252-1201

工藤 征志 ㈱東畑建築事務所設備設計室主任技師

541-0043 中央区高麗橋2-6-10 新高麗橋ﾋﾞﾙ

6202-0391

久保 恒治 ㈱能勢建築構造研究所執行役員第3設計室室長
京都市住宅供給公社総務部 京(みやこ)安心すま
河野 学
いセンター係員
佐竹 啓一 佐竹Ｓ＆Ｆオフィス代表

541-0048 中央区瓦町3-3-7
京都市中京区烏丸御池東南角 ｱｰﾊﾞﾈｯ
604-8186
ｸｽ御池ﾋﾞﾙ西館4F
544-0024 生野区生野西4-1-17

6229-5151

佐藤 栄一 (一社)日本建築材料協会事務局長

550-0002 西区江戸堀1-4-23 撞木橋ﾋﾞﾙ

6443-0345

中田 裕之 積水ハウス㈱大阪マンション事業部技術次長

531-0076 北区大淀中1-1-88梅田ｽｶｲﾋﾞﾙﾀﾜｰｲｰｽﾄ11F

6440-3580

橋寺 知子 関西大学環境都市工学部建築学科准教授
大阪市都市整備局公共建築部ファシリティマネジメ
船引 裕司
ント課長代理
増渕 昌利 増渕昌利建築安全研究所代表
㈱関電パワーテック火力･環境事業本部環境営業
峯 秀和
グループマネジャー
山浦 晋弘 ㈱安井建築設計事務所大阪事務所構造部長
㈱淺沼組技術研究所材料研究グループグループ
山﨑 順二
リーダー
山路 克昌 寝屋川コンクリート㈱工場長

564-8680 吹田市山手町3-3-35

6368-1121

530-8201 北区中之島1-3-20

6208-9390

吉澤 幹夫 福岡大学工学部建築学科教授

580-0021 松原市高見の里3-9-21
541-0051 中央区備後町3-6-2 KFｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ5F
540-0034 中央区島町2-4-7

075-744-1631
6717-0703

072-336-7735
050-7102-9344
6943-1371

569-0034 高槻市大塚町3-24-1

072-661-1635

572-0039 寝屋川市池田2-11-62

072-829-6261

814-0180 福岡市城南区七隈8-19-1

092-871-6631

備

考

