
北海道地区

阿部 信行 　　
天崎 正博 （株）アトリエブンク　札幌支店　　
井野 智 北海道情報大学　　　
今泉 数則 岩倉建設（株）　　　
絵内 正道 北海道大学名誉教授
魚住昌広 北海道科学大学
牛田 健一 (株)構建設計事務所
小田 信一 （株）　竹中工務店　品質部　　
亀井 昭 (株)北海道日建設計
川岸 信夫 （株）　大林組　札幌支店　　
菊地 優 北海道大学　大学院工学研究院建築都市空間デザイン部門　　
桑原 隆司 北海学園大学　工学部建築学科　　
駒木根 洋一 コムプロ企画　　　
齋藤 豊 清水建設（株）　技術ソリューション本部　防災ソリューション部　　
佐藤 民佳 　　
千歩 修 北海道大学名誉教授
田中 淳一 北海道建設技術センター
田沼 吉伸 北海道科学大学　建築学科　　
苫米地 司 北海道科学大学　工学部建築学科　　
中村 仁司 　　
那須 豊治 岩田地崎建設（株）　技術部　　
野田 恒 　　
橋本 健一 北海道工業大学名誉教授　　　
羽山 広文 北海道大学名誉教授
平井 卓郎 北海道大学名誉教授
深澤 幸子 SAアーキテクツ深澤建築研究所
星野 政幸 北海道工業大学　建築学科　　
松田 眞人 （株）都市設計研究所　　　
向山 松秀 （株）石本建築事務所　札幌オフィス　　
山本 金光 アトリエ２０１０　　　
山本 明惠 恵和建築設計事務所　　　
横山 隆 （株）開発工営社　総合技術本部　　

32名
東北地区

赤井仁志 福島大学
砂金 隆夫 一般社団法人宮城県建築士会会長　　
石川 善美 東北工業大学名誉教授　
石田 壽一 東北大学大学院工学研究科都市・建築学専攻
井戸川 隆一 （株）東北三興設計事務所　　　
井上 範夫 東北大学災害科学国際研究所災害リスク研究部門最適減災技術研究分野名誉教授　　
植松 康 秋田工業高等専門学校校長　　
加藤 重信 （株）建築構造センター　東北事務所　　
北原啓司 弘前大学
小林 淳 秋田県立大学名誉教授　
櫻井 一弥 東北学院大学　工学部環境建設工学科　　
佐藤 幸吉 佐藤材木店
髙橋 清秋 有限会社髙橋建築設計事務所代表取締役　　
田中 礼治 東北工業大学工学部建築学科名誉教授　
月舘 敏栄 雪国文化研究室　　　
中居 浩二 都市・建築デザイン計画事務所　
橋本 典久 騒音問題総合研究所　　　
長谷川兼一 秋田県立大学
濱田 幸雄 日本大学　工学部建築学科　　
速水 清孝 日本大学　工学部建築学科　　
松本 真一 秋田県立大学
松本 純一郎 （株）松本純一郎設計事務所　　　
三橋 博三 東北大学名誉教授　　　
持田　灯 東北大学

司法支援建築会議会員名簿(2023年3月31日現在）

※ご所属には「元」がつく場合がございます



吉野 博 東北大学名誉教授
25名

関東地区

青木 繁 （有）青木繁研究室　　　
秋元孝之 芝浦工業大学
明智 克夫 榎本建築設計事務所　　　
安達 俊夫 日本大学　理工学部建築学科　　
飯島 信樹 飯島建築設計事務所　　　
飯田 恭一 工学院大学　建築学科吉田倬郎研究室　　
井口 洋佑 東京理科大学　工学部建築学科　　
池永 博威 千葉工業大学名誉教授
石井 雄輔 前大林組　　　
石川 廣三 　　
石川孝重 日本女子大学　名誉教授
石福 昭 （社）建築設備綜合協会　　　
和泉信之 千葉大学
居谷 献弥 （独）都市再生機構　東京都市支社　　
板谷 光男 総建コンサルタント一級建築士事務所　　　
市川 憲良 東京都立大学名誉教授
一瀬 賢一 （株）大林組　技術本部技術研究所　　
伊藤 邦明 伊藤邦明都市建築研究所　　　
稲垣 道子 （株）フェリックス　　　
稲留 康一 （株）奥村組技術研究所　環境研究グループ　　
井上 勝夫 日本大学　名誉教授
井上 和政 （株）竹中工務店技術研究所　建設材料部門構造材料Ｇ　　
今本 啓一 東京理科大学　工学部建築学科　　
上垣内　伸一 (有)ウエガイト建築設計事務所
上杉 啓 　　
宇於崎 勝也 日本大学　理工学部建築学科　　
宇田川 光弘 工学院大学　名誉教授　　
内山 勝麗 （株）都市・地盤研究所　　　
大井 清嗣 （株）建築支援　　　
大岡龍三 東京大学
大杉 文哉 （株）久米エンジニアリングシステム　　　
大塚　雅之 関東学院大学
大濵　嘉彦 日本大学名誉教授／韓国江原大学校　　
大原一興 横浜国立大学
大森 文彦 大森法律事務所　　　
岡田 恒男 （財）日本建築防災協会　　　
岡田 成和 （株）岡田建築計画事務所　　　
岡本 暢夫 鹿島建設（株）建築設計本部　アルモ設計　多摩美術大学非常勤講師　　
奥山 信一 東京工業大学　環境・社会理工学院　建築学系　　
小野里 憲一 工学院大学　建築学部建築学科　　
小野 泰 ものつくり大学
小幡 学 （株）久米設計　　　
甲斐 芳郎 高知工科大学　システム工学群　　
柿﨑 正義 （株）スマート建築研究所　　　
加倉井 正昭 パイルフォーラム（株）　　　
笠原 勲 （株）音・環境研究所　　　
加瀬 善弥 丸一鋼管（株）　　　
片岡 省三 　　
加藤 健三 渋谷区　都市整備部　　
加藤 信介 東京大学名誉教授 　　
鎌田 元康 　　
亀井 尚志 (株)三菱地所設計　都市開発マネジメント部
唐沢 智之 鉄建建設（株）　建設技術総合センター 研究開発センター 材料グループ　　
苅谷 邦彦 （株）山下設計　東京本社　　
川口 健一 東京大学　生産技術研究所　　
川崎 修一 （株）川崎建築計画事務所
川邊 一洋 （有）川辺技術士事務所　　　
河村 壮一 芝浦工業大学　ＳＩＴ総合研究所　　
河原塚 透 大成建設（株）　技術センター建築技術研究所　環境研究室　音環境チーム　　



神田 順 A-FORUM　　　
岸 明 岸エンジニアリング　　　
橘高 義典 首都大学東京　都市環境学部建築都市コース　　
木村 翔 日本大学　理工学部建築学科　　
木村 建一 国際人間環境研究所　　　
楠山 登喜雄 （株）フタバコンサルタンツ　　　
国松 直 （国）産業技術総合研究所　創エネルギー研究部門　　
倉田成人 筑波技術大学
倉渕隆 東京理科大学
栗岡 均 日本消防検定協会　虎ノ門事務所　　
黒岩 秀介 大成建設（株）　技術センター 都市基盤技術研究部　　
黒木 正郎 日本郵政（株）　不動産部門施設部　　
桑原 文夫 パイルフォーラム（株）　　　
神代 泰道 （株）大林組　技術研究所生産技術研究部　　
古賀 一八
輿石 直幸 早稲田大学　理工学術院 創造理工学部建築学科／創造理工学研究科建築学専攻　　
小島 孝豊 （株）ＩＫ都市・建築企画研究所　　　
小瀬　博之 東洋大学総合情報学部
後藤 伸一 一級建築士事務所　ゴウ総合計画（株）　　　
小林 恭一 危険物保安技術協会　　　
小林 理市 　　
小林 勝已 （株）フジタ　オープンイノベーション推進部　　
小林 克弘 首都大学東京　大学院都市環境科学研究科建築学域　　
小柳 光生 （株）大林組　東京本店建築事業部　工事第四部　　
近藤 照夫 ものつくり大学　　　
近藤典夫 日本大学
斎藤 孝彦 斎藤孝彦建築設計事務所　　　
齋藤 秀人 　　
坂上 恭助 明治大学　理工学部建築学科　　
坂本 功 東京大学名誉教授
坂本 慎一 東京大学生産技術研究所
佐久間 哲哉 東京大学　大学院新領域創成科学研究科社会文化環境学専攻　　
佐倉 勇 （株）アルモ設計　　　
桜井 忠 （有）桜井建築設計事務所　　　
桜本 文敏 鹿島建設（株）　技術研究所　　
笹川 和郎
佐々木 雄二 佐々木雄二設計室　　　
佐藤 博臣 　　
實松 俊明 鹿島建設（株）　技術研究所建築構造グループ地盤基礎チーム　　
澤田 正樹 日本ERI（株）　
塩原 達郎 （株）梓設計　主宰　　
志岐 祐二 （株）アーツコンサルタント　　　
重村 力 神戸大学名誉教授　
陣内 浩 東京工芸大学　工学部建築学科　　
杉田 稔 　　
杉原 正治 （株）竹中工務店　大阪本店　監理室　　
杉山 義孝 一般財団法人　日本建築設備・昇降機センター　　　
鈴木　秀三 職業能力開発総合大学校名誉教授
鈴木雅之 千葉大学
須田 健一 （有）都市未来建築コンサルタントネットワーク　　　
春原 匡利 （財）東京都防災・建築まちづくりセンター　　　
瀬尾 和大 　　
関　洋之 （株）梓設計
関沢 勝一 日本大学　大学院理工学研究科建築学専攻　　　
世良 耕作 世良建築構造コンサルタント　　　
仙田 満 （株）環境デザイン研究所　　　
十代田 知三 芝浦工業大学名誉教授　　　
高橋 勝 （株）横山建築構造設計事務所　　　
竹市 尚広 （株）竹中工務店　設計本部　　
田中 淳夫 田中淳夫研究室／宇都宮大学名誉教授　　　
田中 享二 東京工業大学名誉教授　　　
田辺 新一 早稲田大学　創造理工学部建築学科　　



谷 研一 　　
谷垣 正治
田村 明弘 横浜国立大学　都市イノベーション研究院　　
田村 和夫 建築都市耐震研究所　代表　　
茶谷 文雄 　　
塚田 市朗 （一財）日本建築センター　常務理事　　
津川 恒久 　　
角田　誠 東京都立大学
鶴田 裕 　　
徳永 恵治 （株）徳永ビル　　　
冨田 隆太 日本大学　理工学部建築学科　　
中井 検裕 東京工業大学　大学院社会理工学研究科　　
中澤 真司 鉄建建設（株）　
中島 康孝 ＮＰＯ法人 建築環境・設備技術情報センター（ＡＥＩ）　　　
中城 康彦 明海大学　不動産学部　　
永田 明寛 首都大学東京　都市環境学部建築学科　　
夏目 勝也 夏目設計事務所　　　
難波 蓮太郎 工学院大学名誉教授・難波建築研究室　　　
並木 哲 大成建設（株）　大成建設（株）　建築本部　技術部建築技術室　　
西川 孝夫 首都大学東京　　　
西田 朗 清水建設（株）　技術研究所　建設基盤技術センター　　
西村 直也 芝浦工業大学　工学部
沼上 清 東急建設(株)　建築事業本部
野澤　　康 工学院大学
野原 文男 （株）日建設計総合研究所　　　
萩原一郎 東京理科大学
橋本 康則 （株）大林組　設計本部　　
橋本 真一 （株）エムズラボ
畑中 宗憲 千葉工業大学　建築都市環境学科　　
羽入敏樹 日本大学短期大学

早川 眞 早川建築環境研究室　　　
早川 光敬 　　
林 静雄 東京工業大学　　　
早野 裕次郎 （株）山下設計　設計本部　　
春田 浩司 （一社）公共建築協会　　　
半貫 敏夫 日本大学　理工学部建築学科　　
樋口 善信 樋口善信建築計画事務所　代表　　
平石 久廣 明治大学　理工学部建築学科　　
平野 吉信 広島大学　　　
平松 友孝 （株）音・環境研究所　　　
平山 善吉 日本文理大学　　　
広田直行 日本大学
福井 潔 ADF代表　
藤井 衛 東海大学　工学部建築学科　　
藤野 栄一 職業能力開発総合大学校
梅干野 晁 放送大学　　　
眞方山 美穂 国土技術政策総合研究所
牧村 功 　　
益子 拡 （株）ユニバァサル設計　東京本部　構造部　　
桝田 佳寛 　　
間瀬 惇平 間瀬・建築技術コンサルタント事務所　　　
松崎 育弘 東京理科大学名誉教授　　　
真鍋 恒博 東京理科大学名誉教授
三栖 邦博 （株）日建設計　　　
緑川 光正 北海道大学名誉教授
峰政 克義 　　
三橋 博巳 　　
宮坂 公啓 （有）宮坂建築事務所　　　
宮崎 光生 （株）ダイナミックデザイン　　　
宮澤 健二 工学院大学　　　
宮原 宏 ミヤハラコンサルティングエンジニアーズ　　　
宗方 淳 千葉大学大学院工学研究科



村上 周三 一般財団法人住宅・建築SDGs推進センター　　
本橋 健司 建築研究振興協会
護 雅典 （株）竹中工務店　東京本店　技術部　　
森岡 徹 (株)特研メカトロニクス
森脇 登美夫 （株）特殊構工法計画研究所　技術部　　
八木 幸二 東京工業大学名誉教授　　
安岡 正人 東京大学名誉教授
柳瀬 高仁 柳瀬構造計画株式会社
山崎 隆造 山﨑隆造アトリエ一級建築士事務所　　　
山下 信夫 郡リース（株）　　　
山田あすか 東京電機大学
山田 人司 一般財団法人　日本建築総合試験所　製品認証センター　　
山田 雅一 日本大学　理工学部建築学科　　
山本 康友 東京都立大学　客員教授
山本 康弘 　　
山本 明 千葉工業大学名誉教授　
湯浅 昇 日本大学　生産工学部
横田 暉生 横田外装研究室　　　
横田 治彦 （株）大崎総合研究所　　　
横山 裕 東京工業大学　大学院理工学研究科建築学専攻　　
吉田 競人 名古屋女子大学
吉田 倬郎 工学院大学　建築学部建築学科　　
吉田 敏明 (株)三菱地所設計　コンストラクションマネジメント室
依田 和久 鹿島建設（株）　技術研究所　建築生産グループ　　
和田 章 東京工業大学名誉教授　　　
和田 環 鹿島建設(株)　技術研究所
渡辺 秀夫 （株）音・環境研究所　　　

以上210名
北陸地区

浅野 良晴 信州大学　工学部建築学科　　
井上 圭一 福井大学
岩瀬 昭雄 新潟大学名誉教授　
榎本 憲正 長野工業高等専門学校　環境都市工学科　　
川上 英男 福井大学　工学部　　
高畠 秀雄 金沢工業大学　工学部建築学科　　
高山 誠 　　
田村 良一 新潟工科大学
土田 義郎 金沢工業大学 建築学部
富樫　豊 NPO地域における知識の結い
中込 忠男 信州大学名誉教授　
中谷 岳史 信州大学
永野 紳一郎 金沢工業大学　建築学部建築学科　　
桃井 良尚 福井大学
村田 晶 金沢大学
山岸 邦彰 金沢工業大学
山下 恭弘 　　
吉田 重雄 （株）吉田建築事務所　　　

以上18名
東海地区

市之瀬 敏勝 名古屋工業大学　大学院工学研究科社会工学専攻　　
岡部 功 昭和設計　　　
小野 徹郎 名古屋工業大学名誉教授　　　
奥宮正哉 名古屋大学
加藤 幸治 元愛知江南短期大学　
久野 覚 名古屋大学　大学院環境学研究科都市環境学専攻　　
竹村 喜次 （株）竹村設計　　　
辻本 誠 名古屋大学名誉教授
中原 信生 名古屋大学名誉教授　
橋田 浩 中部大学　工学部 建築学科　　
福和 伸夫 名古屋大学　減災連携研究センター　　
細野 透 細野透編集事務所　　　
水野 親善 一級建築士事務所ぐっどうぃる設計



三宅 晶信 （株）三宅設計　　　
宿里 勝信 名城大学　理工学部建築学科　　
山田 和夫 愛知工業大学　工学部建築学科　　
山本 俊彦 大同大学　工学部建築学科　　
吉田 希睦 （株）吉田工務店　　　

以上18名
近畿地区

青山 幸夫 （株）青山建築積算事務所　　　
池澤 広和 （株）日建設計　設備設計部門エネルギー計画室　　
井上 容子 放送大学奈良学習センター　
岩崎 好規 （財）地域地盤環境研究所　　　
岩清水隆　 竹中工務店大阪支店
上谷 宏二 京都大学名誉教授　　　
小椋大輔 京都大学
勝丸 文彦 耐震企画設計　　　
北山 悟 （株）宝塚設計　　　
小坂 郁夫 京都工芸繊維大学名誉教授　　
相良 和伸 四国職業能力開発大学校　　
佐藤 仁人 京都府立大学名誉教授　　
佐藤 真奈美 大阪工業大学　工学部建築学科　　
白谷 美知博 K＆Cパートナーズ　　　
鈴木 克彦 京都橘大学工学部建築デザイン学科
諏訪 靖二 諏訪技術士事務所　　　
高幣 喜文 タカヘイ建築技術研究所　所長　　
田邊 太一 大手前大学　メディア・芸術学部　　
玉水 新吾 1級建築士事務所　「ドクター住まい」　　　
辻 文三 （一財）日本建築総合試験所　　　
坪田 收 （株）坪田設計　　NPO法人欠陥建築・欠陥住宅を正す会関西　 
戸川 勝紀 大津市　総務部契約検査課
豊田　政弘 関西大学
中岡 時春 財務省近畿財務局管財部　国有財産調整官（審理）　　
西 邦弘 （株）キンキ総合設計　　　
古阪 秀三 立命館大学　OIC総合研究機構　グローバルMOT研究センター　　
鉾井 修一 　　
松村 耕四郎 （株）日本確認検査センター　　　
松本 敏郎 （株）松本建築音響設計　　　
三谷 勲 神戸大学名誉教授　　　
南 勝喜 ＮＡＭ設計研究所　　　
宮内 靖昌 大阪工業大学　工学部建築学科　　
三山 剛史 帝塚山大学　現代生活学部　　
森迫 清貴 京都工芸繊維大学　大学院工芸科学研究科造形工学部門　　
八尾 真太郎 関西大学名誉教授
八木 貞樹 （株）大林組
山中 俊夫 大阪大学　大学院工学研究科地球総合工学専攻　　
與謝野 久 　　
吉田 治典 京都大学名誉教授　　
吉見 吉昭 　　

以上40名
中国地区

荒木 秀夫
大久保 孝昭 広島大学　大学院工学研究科社会環境システム専攻　　
木俣 信行 持続可能社会研究会　　　
金田一清香 広島大学
近藤 一夫 広島大学　大学院工学研究科社会環境システム　　
崔 軍 近畿大学　工学部建築学科　　　
崎野 良比呂 近畿大学　工学部建築学科　　
貞末 和史 広島工業大学　工学部建築工学科　　
佐藤 立美 広島工業大学　工学部建築工学科　　
嶋津 孝之 広島大学名誉教授　　　
清水 斉 広島工業大学　工学部建築工学科　　
菅野 俊介 広島大学名誉教授　　　
高松 隆夫 広島工業大学　工学部建築工学科　　



田川 浩 広島大学
田中貴宏 広島大学
田中 利幸 岡山理科大学　工学部建築学科　　
十倉 毅 　　
中島 晃司 　　
中村 尚弘 広島大学　大学院工学研究科建築学専攻　　
西名 大作 広島大学　大学院工学研究院建築学専攻　　
藤井 大地 近畿大学　工学部建築学科　　
藤谷 義信 広島国際大学　工学部建築学科　　
松尾 彰 広島大学　大学院工学研究科社会環境システム専攻　　
松本 慎也 近畿大学　工学部建築学科　　
三浦弘之 広島大学
村川 三郎 広島大学　大学院工学研究科　　
森 拓郎 広島大学
山本 春行 広島大学　大学院国際協力研究科　　

以上28名
四国地区

石村 光由 （株）石村設計事務所　代表取締役　　
大谷 英人 NPO法人高知まちづくり支援ネットワーク　　　
松島 学 香川大学　工学部安全システム建設工学科　　

以上3名
九州地区

稲田 達夫 山佐木材（株）　　　
大井 尚行 九州大学大学院　芸術工学研究院
尾崎 明仁 九州大学　大学院人間環境学研究院都市・建築学部門　　
小野　尋子 琉球大学
川井 敬二 熊本大学大学院先端科学研究部
河野 泰治 久留米工業大学名誉教授　　　
河村 博之 九州産業大学名誉教授
北原 昭男 熊本県立大学　環境共生学部居住環境学科　　
黒木 荘一郎 北九州市立大学名誉教授　
小山 智幸 九州大学　大学院人間環境学研究院都市・建築学部門　　
小山田 英弘 北九州市立大学　国際環境工学部　建築デザイン学科　　
佐藤 嘉昭 （株）ゼロテクノ　
崎野 健治 　　
住吉大輔 九州大学
多賀 直恒 　　
津田 惠吾 北九州市立大学名誉教授　
中川 誠之 中川誠之建築設計事務所　　　
平居 孝之 日本文理大学　工学部建築学科　　
藤本 一壽 九州大学　大学院人間環境学研究院都市・建築学部門　　
松井 愛人 　　
山田 義智 琉球大学　工学部環境建設工学科　　
渡邊 俊行 　　

以上22名
全国　合計396名


	全国

