
2011年4月現在

所属支部 No. 氏名 所属

1 石塚 雅明 (株)石塚計画デザイン事務所　　

2 大柳　佳紀 北海道立総合研究機構

3 岡田 貴裕 恵庭市

4 小篠 隆生 北海道大学

5 越澤 　明 北海道大学

6 今野 亨 (株)ドーコン

7 鈴木 栄基 岩見沢市

8 鈴木 等 (株)北海道日建設計　　

9 瀬戸口 剛 北海道大学

10 高木 宣恵

11 眞島　二郎 北海道大学名誉教授

12 松岡 佳秀 北海道庁

13 南 慎一 北海道立総合研究機構

14 矢島 建 （株）プランニングワークショップ

15 山内 一男 特定非営利活動法人はこだて街なかプロジェクト

16 吉田　宏 北海道日建設計

17 阿部 仁史 阿部仁史アトリエ　代表取締役　

18 風見 正三 宮城大学事業構想学部事業計画学科教授

19 北原 啓司 弘前大学大学院地域社会研究科

20 小林 敬一 東北芸術工科大学

21 田中　礼治 東北工業大学工学部建築学科

22 土方 吉雄 日本大学工学部建築学科

23 増田　聡 東北大学大学院経済学研究科地域計画研究室　教授

24 三宅 諭 岩手大学　農学部農林環境科学科地域マネジメント学講座　

25 饗庭　伸 首都大学東京都市環境学研究科都市システム科学専攻准教授

26 芦原 太郎 (有)芦原太郎建築事務所代表取締役

27 阿部　俊彦 LLC 住まい・まちづくりデザインワークス代表

28 池田　正基

29 衣袋　洋一 芝浦工業大学システム工学部環境システム学科

30 市川　均 アーキネットデザイン／早稲田大学都市・地域研究所

31 稲葉　良夫 （株）ナヴィ住宅都市設計工房

32 上野　武 千葉大学キャンパス整備企画室　教授

33 宇於崎 勝也 日本大学理工学部建築学科　都市計画研究室　

34 宇杉 和夫 日本大学理工学部建築学科

35 卯月 盛夫 早稲田大学社会科学部教授

36 遠藤　新 工学院大学工学部建築都市デザイン学科　准教授

37 大橋 南海子 (株)まちづくり工房　　

38 岡田　昭人 合同会社住まい・まちづくりデザインワークス　代表

39 小倉 善明 (株)日建設計　顧問　

40 片山 和俊 DIK設計室

41 加藤　仁美 東海大学工学部建築学科

42 兼松　紘一郎 （株）兼松設計

43 川岸 梅和 日本大学　生産工学部建築工学科川岸研究室　

44 川嶋 雅章 明治大学　理工学部建築学科　

45 北野 幸樹 日本大学　生産工学部建築工学科　准教授

46 楠山　登喜雄 （株）フタバエンジニアリング

47 窪田　亜矢 東京大学　准教授

48 倉田 直道 工学院大学　工学部建築都市デザイン学科

49 後藤　治 工学院大学工学部建築都市デザイン学科

50 後藤 春彦 早稲田大学　理工学部建築学科　

51 小西　真樹 横浜市まちづくり調整局建築道路課

52 小林 敏樹 慶応義塾大学SFC研究所　上席所員

53 小林　正美 明治大学理工学部教授

54 小松　喜一郎 H+K建築設計事務所

55 小谷部 育子 日本女子大学　家政学部住居学科

まちづくり支援建築会議会員

北海道
16名

関東
70名

東北
8名



所属支部 No. 氏名 所属

56 斎藤　義 （株）環境デザイン研究所

57 済藤　哲仁 株式会社　現代計画研究所　取締役

58 桜井　慎一 日本大学理工学部海洋建築工学科

59 佐藤 滋 早稲田大学　理工学部建築学科（都市設計・計画研究室）

60 佐野 幸夫 （有）中間法人　まち・文化研究開発実践機構

61 三溝　裕之 日本工営（株）首都圏事業部

62 嶋村　泰輝 一級建築士事務所アトリエBau

63 志村 秀明 芝浦工業大学　工学部

64 首藤　亮一 (財)国土技術研究センター研究第一部　上席主任研究員

65 鈴木　雅之 千葉大学工学部デザイン工学科

66 仙田 満 （株）環境デザイン研究所　　

67 高谷　時彦 ㈱設計計画高谷時彦事務所, 東北公益文科大学大学院

68 竹植　匡 清水建設（株）開発計画本部地域開発部

69 竹内 壽一 (株)竹内建築総合研究所　　

70 田代 久美 香港大学

71 栃倉 肇 （株）大広　ソリューション統括局プロジェクト推進室

72 富松 太基 （株）日本設計　情報・技術センター

73 中島　明子 和洋女子大学

74 中林　一樹 明治大学政治経済学研究科

75 南條　洋雄 （株）南條設計室

76 西村 幸夫 東京大学大学院工学系研究科　都市工学専攻都市工学科　

77 根上 彰生 日本大学　理工学部建築学科　

78 野澤 康 工学院大学　工学部建築都市デザイン学科

79 橋本　真一 （財）建設物価調査会　総合研究所

80 長谷川　洋 国土交通省国土技術政策総合研究所

81 春田　浩司 （社）公共建築協会

82 人見 修 大成建設（株）設計本部環境グループ　設計本部環境デザイングループ　

83 益尾　孝祐 （株）アルセッド建築研究所

84 松原 忠策 （有）松原建築Ｄ・Ｉ研究所　　

85 真野　洋介 東京工業大学 准教授

86 三井所 清典 (株)アルセッド建築研究所

87 三橋 博巳 日本大学　理工学部建築学科　

88 村上 美奈子 (株)計画工房

89 柳沢　厚 （株）C-まち計画室

90 柳澤　伸也 やなぎさわ建築設計室一級建築士事務所　代表

91 山本　俊哉 明治大学理工学部建築学科教授

92 横内　憲久 日本大学理工学部海洋建築工学科

93 吉川 仁 (株)防災アンド都市づくり計画室　　

94 藁谷 功 （株）山下設計本社第３設計本部

95 浅野 聡 三重大学工学部建築学科准教授

96 大貝 彰 豊橋技術科学大学　建設工学系　

97 大影　佳史 名城大学理工学部環境創造学科准教授

98 岡本　光生 (株)快適空間研究所　代表取締役

99 小松　尚 名古屋大学　准教授

100 瀬口 哲夫 名古屋市立大学大学院　芸術工学研究科

101 福和　伸夫 名古屋大学

102 松浦　健治郎 三重大学工学部建築学科

103 宮崎　幸恵 東海学園大学人間健康学部教授

104 野嶋 慎二 福井大学　工学部建築建設工学科　

105 水野　一郎 金沢工業大学

106 山中 知彦 新潟県立大学

東海
9名

関東
70名

北陸
3名



所属支部 No. 氏名 所属

107 上野　邦一 奈良女子大学名誉教授

108 江川 直樹 関西大学工学部建築学科　建築環境デザイン研究室　

109 太田　隆信 太田隆信スタジオ

110 大西 一嘉 神戸大学　工学部建設学科大西研究室　

111 金澤 成保 大阪産業大学　都市環境学科　

112 川北　健雄 神戸芸術工科大学環境・建築デザイン学科

113 神吉 紀世子 京都大学大学院　工学研究科都市環境工学専攻　

114 小浦　久子　 大阪大学大学院工学研究科地球総合工学専攻

115 小林 郁雄 まちづくり(株)コー・プラン　　

116 佐々木 厚司 京都工芸繊維大学　工芸学部造形工学科　

117 末包 伸吾 神戸大学工学部建設学科　　

118 鈴木 克彦 京都工芸繊維大学大学院

119 田路　貴浩 明治大学理工学部

120 中山 徹 奈良女子大学　生活環境学部人間環境学科　

121 藤田 忍 大阪市立大学大学院生活科学研究科　居住環境学講座　　

122 古阪 秀三 京都大学　工学研究科建築学専攻　

123 南　勝喜 NAM設計研究所

124 三輪 康一 神戸大学大学院工学研究科建築学専攻

125 森本　信明 近畿大学理工学部

126 安田 丑作 神戸市都市整備公社

127 鵤　心治 山口大学工学部感性デザイン工学科

128 上田 恭嗣 ノートルダム清心女子大学　人間生活学部人間生活学科　

129 熊谷　昌彦 国立米子工業高等専門学校

130 熊澤 貴之 岡山県立大学　デザイン学部工芸工業デザイン学科　

131 熊野 稔 徳山工業高等専門学校　環境建設専攻科　

132 新谷　雅之 (株)新谷建築設計事務所　代表取締役

133 千代 章一郎 広島大学大学院工学研究科社会環境システム専攻　建築計画学大講座建築意匠学研究室　

134 塚本　俊明 広島大学地域連携センター　教授・副センター長

135 宮本 茂 （社）中国地方総合研究センター　地域計画研究部　

136 山下 和也 （株）地域計画工房

137 山田 孝延 岡山県立大学　デザイン学部工芸工業デザイン学科　

138 大谷 英人 高知工科大学工学部社会システム工学科　社会システム工学科　

139 前田 博 (株)シンク建築設計事務所　　

140 溝渕 博彦 高知県教育委員会文化財課

141 山本 長水 山本長水建築設計事務所

142 安里　直美 地域の風景デザイン室／（社）沖縄建設弘済会技術環境研究所

143 池田 孝之 琉球大学　工学部環境建設工学科　

144 岡田 知子 西日本工業大学　工学部建築学科　

145 加藤 浩司 有明工業高等専門学校　建築学科　

146 木方　十根 鹿児島大学工学部建築学科居住環境構成学講座

147 後藤 隆太郎 佐賀大学　理工学部都市工学科　

148 坂井 猛 九州大学　新キャンパス計画推進室　

149 清水 耕一郎 (株)アルセッド建築研究所　　

150 趙　世晨 九州大学大学院人間環境学研究院

151 出口　敦 九州大学大学院人間環境学研究院都市・建築学部門

合計151名

中国
11名

四国
4名

九州
10名

近畿
20名


