
２０２０年度関東甲信越組織一覧

総務委員会 委員長 鈴木　弘樹 副支部長 渡邉　太海 2 理事枠 デザイン部会 部会長 関東甲信越支部
広報委員会 委員長 市村　宏文 副支部長 中澤　克秀 4 神奈川 都市デザイン部会 部会長

会長 建築相談委員会 委員長 小島　孝豊 副支部長 南　知之 3 自由枠 住宅部会 部会長

保存問題委員会 委員長 窪寺　弘行 幹事長 上垣内　伸一 2 自由枠 メンテナンス部会 部会長 顧問　：弁護士　竹川　忠芳

苦情対応委員会 委員長 板橋　弘和 副幹事長 相坂　研介 5 自由枠 住宅再生部会 部会長
支部建築家資格制度実務委員会 委員長 米田　雅夫 副幹事長 小林　光義 2 自由枠 情報開発部会 部会長 事務局長 大西　摩弥

都市・まちづくり委員会 委員長 近藤　崇 常任幹事 中村　雅子 3 杉並 建築交流部会 部会長 中山　梢

建築・まちづくり委員会 委員長 連　健夫 常任幹事 田口　知子 3 自由枠 再生部会 部会長

災害対策委員会 委員長 風戸 宏孝 常任幹事 小林　研二郎 1 自由枠 ミケランジェロ会 部会長

環境委員会 委員長 宮崎　淳 常任幹事 鈴木　弘樹 2 城東 金曜の会 部会長

アーバントリップ実行委員会 委員長 佐藤 文人 常任幹事 河野　剛陽 1 自由枠 学芸祭部会 部会長

建築セミナー実行委員会 委員長 小堀 哲夫

JIAトーク実行委員会 委員長 椎名　英三 幹事 星野　治 6 千葉 幹事 黒木　実 5 世田谷

学生デザイン実行委員会 委員長 松村　哲志 幹事 代田　正司 3 埼玉 幹事 太田　安則 1 千代田

大学院修士設計展実行委員会 委員長 日野　雅司 幹事 篠根 玲子 1 茨城 幹事 徳川　宜子 3 中央

交流委員会 委員長 相野谷 誠志 幹事 上原　和彦 2 群馬 幹事 塚田　和徳 3 城南 Ａ
幹事 網野　隆明 4 山梨 幹事 信原 利行 1 城北

幹事 西澤　広智 4 長野 幹事 宮田　多津夫 1 港

幹事 阿部 義昭 1 新潟 幹事 小林　眞人 2 目黒

幹事 大沼　健 2 中野 幹事 市村　宏文 6 自由枠 B
幹事 高田　典夫 2 三多摩

幹事 川手　謙介 2 新宿 監査 室伏 次郎 1

幹事 三上　紀子 4 文京 監査 赤羽　吉人 4

幹事 菅原　賢二 6 渋谷 相談役 上浪　寛 5

C

神奈川地域会 代表 小泉　雅生 新宿地域会 代表 広谷　純弘

千葉地域会 代表 榎本　雅夫 城東地域会 代表 小川　成洋

埼玉地域会 会長 村田　行庸 文京地域会 代表 手嶋　保

茨城地域会 会長 根本　洋一朗 渋谷地域会 代表 南條　洋雄

栃木地域会 代表 阿久津　新平 世田谷地域会 代表 柿崎　豊治 D
群馬地域会 代表 上原　和彦 千代田地域会 代表 大橋　智子

山梨地域会 会長 奥村　一利 中央地域会 代表 小田　惠介

長野地域会 代表 新井　優 城南地域会 代表 木村　利雄

新潟地域会 会長 平原　茂 城北地域会 代表 鈴木　和貴

中野地域会 代表 白江　龍三 港地域会 代表 宮田　多津夫

三多摩地域会 代表 高田　典夫 目黒地域会 代表 木村　丈夫 E
杉並地域会 代表 石井　祐樹

F

Ｇ

2020.06.26現在

建築ピボット/総合資格 本社/学校法人 中央工学校/総合資格 東京第
一本部/建築資料研究社･日建学院/ユニオンシステム

三建設備工業/三晃空調/新菱冷熱工業/東洋熱工業/西原衛生工業所
/日比谷総合設備/LIXIL/川重冷熱工業/川本製作所/空研工業 東京支
店/新晃工業 東京支社/ダイキン工業 東京支店/タニコー/TOTO/特許
機器 東京支店/中西製作所/日本ビー・エー・シー/ピーエス工業/フジ
マック/三菱電機住環境システムズ/アズビル/ジョンソンコントロールズ/
荏原製作所/ヤンマーエネルギーシステム/ヒラカワ/日立グローバルラ
イフソリューションズ/SFA Japan/ダイソン

関電工/九電工/きんでん 東京本社/中電工/トーエネック 東京本部/四
電工 東京本部/ユアテック 東京本部/大光電機/ニッタン/GSユアサ/能
美防災/ホーチキ/パナソニック ライフソリューションズ社/YAMAGIWA/山
田照明/三菱電機照明/パナソニック防災システムズ

イケガミ/三越伊勢丹プロパティ・デザイン/リフォジュール/みんみん村/
共同カイテック/イトーキ/オカムラ/クマヒラ/コクヨ/天童木工 東京支店/
プラス/三進金属工業/ヒガノ/旭ファイバーグラス/川島織物セルコン/小
松ウオール工業/サンゲツ/スミノエ/立川ブラインド工業/東リ/トーソー/
トミタ/リリカラ/タキロンマテックス/東京工営/山王 東日本営業本部 東
京営業所/ウッドワン 住宅システム営業部 東京分室/SHY/ワイス・ワイ
ス/サカイ/髙島屋スペースクリエイツ/コセンティーノ・ジャパン

会　員

正会員

大川　宗治

宮崎　淳 〒150-0001東京都渋谷区神宮前2-3-18JIA館
ＴＥＬ：03-3408-8291　Fax03-3408-8294

久保田　恵子

観音　克平

大橋　智子

亀井　天元

支部総会

支部長
慶野　正司

部会長会議

地域サミット

委員長会議

正　会　員

旭化成建材/豊田商店/ノザワ/ニチハ/関東宇部コンクリート工業/フッ
コー/カネカ/不二窯業/東京ブリック社/ニットー/TNコーポレーション/ダ
イワセラミックス/日鉄鋼板/菊川工業/太陽工業 東京本社/MAX KENZO
東京事務所/高圧ガス工業/日本製鉄/日鉄ステンレス/小松物産 東京
支店/オイレスECO/三協立山/寺岡オート・ドアシステム/東京萬/ナブコ
システム/日本ドアーチェック製造/不二サッシ/文化シヤッター/美和ロッ
ク/ユニオン 東京支店/YKK AP/リョービ/横浜ビル建材/三基ルーバ/染
野製作所/フルテック/LIXIL LHT-J エンジニアリング営業部/横引シャッ
ター

大洋基礎/東北ポール/日本コンクリート工業/日本ヒューム/前田製管/
丸五基礎工業/三谷セキサン 東京支店/東洋テクノ/三信通商/トーヨー
アサノ/フジモリ産業/鹿島技研 関東営業所/ジャスト/横森製作所/ロブ
テックスファスニングシステム

公益社団法人　日本建築家協会
常任幹事会 The　Japan　Ｉnstitute　of　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｓ

ダイフレックス/高山工業/田島ルーフィング/日新工業/化研マテリアル/
双和化学産業/大日化成 東京支店/住ベシート防水/エフワンエヌ 東京
支店/エスケー化研/関西ペイント販売/日本化成/山本窯業化工

山本　想太郎

米田　雅夫

奥澤　健一

岸崎　孝弘

天神　良久

専門会員 シニア会員 ジュニア会員 学生会員 法人協力会員 個人協力会員

本 部

法人協力会員

会長 六鹿 正治

副会長 鈴木 弘二

森 暢郎

井上 久実

役員


