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委員会一覧

委員会一覧 
＜総務委員会＞

役職名 氏名 事務所名 所在地 電話 ＦＡＸ
業務執行理事 山田　淳一 一級建築士事務所　Ｊ設計 木更津市畑沢南	3-1-17 0438-36-7160 0438-36-7168
総務委員長 白井　一裕 白井興業	一級建築士事務所 千葉市中央区松波	2-4-13 043-251-6141 043-254-1676
副委員長 榊原　裕繁 サカキ建築設計事務所 館山市湊	342-1 0470-23-8161 0470-23-8162
委　　員 武田　孝義 （株）水野設計 千葉市中央区椿森	1-25-1 043-255-1408 043-255-1409
委　　員 矢﨑　勝彦 矢﨑勝彦一級建築士事務所 習志野市袖ケ浦	4-15-7 047-451-1800 047-454-3711
委　　員 泉水　良友 泉屋建築設計事務所 成田市北須賀	494 0476-27-0715 0476-27-0716
委　　員 川口　幸男 飯島建築設計事務所 旭市ニ	436-2 東総復興ビル 3F 0479-62-2130 0479-63-5670
委　　員 飯嶋　茂信 （株）Ｔ＆Ｃ建築研究所 匝瑳市吉田	4337 0479-72-0627 050-3588-4386

＜事業委員会＞
役職名 氏名 事務所名 所在地 電話 ＦＡＸ

業務執行理事 宍倉　義昭 （株）シュウ設計 習志野市実籾	2-12-50 047-475-5035 047-475-5080
事業委員長 福田　幸則 福田企画設計 松戸市五香	7-23-1 047-386-9264 047-389-1341
副委員長 北村　学 プランニング	オフィス	エム 松戸市日暮	1-5-9 047-702-3383 047-702-3383
委　　員 諸佐　博 諸佐建築設計事務所 香取市三ノ分目	286-3 0478-82-0523 0478-83-3068
委　　員 栗本　克巳 栗本建築設計監理事務所 匝瑳市八日市場イ	956 0479-72-0872 0479-73-2849
委　　員 鈴木　尚広 （有）鈴尚フリーダム設計室 館山市川名	685 0470-27-4664 0470-27-4672

＜デザインＷＧ＞
役職名 氏名 事務所名 所在地 電話 ＦＡＸ
WG長 田端　友康 田端建築デザイン事務所 船橋市前原西	2-4-9 047-472-3027 047-407-3690
副WG長 高嶋　章男 ＡＴＥＬＩＥＲ　ＰＡＺＺＯ 香取郡東庄町東今泉	317 0478-86-2634 0478-79-6243
委　　員 井桁　正昭 （有）日昭設計 長生郡長生村一松	373 0475-32-3701 0475-32-0909

＜法定講習ＷＧ＞
役職名 氏名 事務所名 所在地 電話 ＦＡＸ

講習監理員 井桁　正昭 （有）日昭設計 長生郡長生村一松	373 0475-32-3701 0475-32-0909
講習監理員 大木　建雄 (株 ) 東宏設計事務所 千葉市中央区新千葉	2-1-8 043-241-0228 043-241-0229

＜技術委員会＞
役職名 氏名 事務所名 所在地 電話 ＦＡＸ

業務執行理事 小林　裕 広設計 八千代市ゆりのき台	6-13-8 047-409-9667 047-409-9668
技術委員長 大木　建雄 (株 ) 東宏設計事務所 千葉市中央区新千葉	2-1-8 043-241-0228 043-241-0229
副委員長 東　博之 アトール建築研究所 船橋市湊町	2-13-11-301 047-419-7399 047-413-7879
委　　員 西原　忠 （有）西原建築設計事務所 千葉市稲毛区黒砂	1-2-15 043-246-2626 043-246-2672
委　　員 髙梨　修 （株）榎本建築設計事務所 千葉市中央区長洲	2-8-5 043-227-9345 043-225-4178
委　　員 杉山　裕一 （有）エス ･ディ ･エス 柏市大津ケ丘	3-53-4-504 04-7191-6537 04-7191-6541
委　　員 坂田　暁 （株）グリーンランド	一級建築士事務所 千葉市花見川区幕張本郷	1-3-5 043-272-0050 043-212-0087
委　　員 藤原　満 Ｍ設計 習志野市津田沼	6-1-3-504 047-452-8082 047-453-2420

＜耐震診断構造ＷＧ＞
役職名 氏名 事務所名 所在地 電話 ＦＡＸ
WG長 西澤　博文 （株）西澤設計事務所 船橋市前原西	1-23-6 047-473-5866 047-475-7900
副WG長 杉山　裕一 （有）エス ･ディ ･エス 柏市大津ケ丘	3-53-4-504 04-7191-6537 04-7191-6541
委　　員 藤原　　満 Ｍ設計 習志野市津田沼	6-1-3-504 047-452-8082 047-453-2420

＜広報委員会＞
役職名 氏名 事務所名 所在地 電話 ＦＡＸ

業務執行理事 須田　正美 NPO法人ﾂｰﾊﾞｲﾌｫｰﾃﾞｻﾞｲﾝ一級建築士事務所 千葉市緑区おゆみ野	4-40-5 043-292-1777 043-292-1785
広報委員長 田端　友康 田端建築デザイン事務所 船橋市前原西	2-4-9 047-472-3027 047-407-3690
副委員長 小野　真路 (株 ) 小野設計社一級建築士事務所 四街道市四街道	1551-7 043-309-7698
委　　員 石黒　俊行 イシグロ設計 習志野市秋津	1-4-3-404 047-453-3736 047-453-3736
委　　員 海宝　弘和 （有）海宝建築設計事務所 八街市八街ほ	235 043-443-1123 043-443-1123
委　　員 橋本　修一 橋本建築設計事務所 香取市佐原イ	706 0478-54-0333 0478-52-9490

アドバイザー 青山　貴仁 （有）青山建築設計 松戸市小根本	84-5 047-363-3578 047-363-3579

＜財務委員会＞
役職名 氏名 事務所名 所在地 電話 ＦＡＸ

業務執行理事 山田　淳一 一級建築士事務所　Ｊ設計 木更津市畑沢南	3-1-17 0438-36-7160 0438-36-7168
財務委員長 佐久間　勝洋 サクマエンジニアリング	一級建築士事務所 南房総市大井	2407-1 0470-46-8222 0470-46-8101
副委員長 山口　晶史 （株）吉田設計 いすみ市岬町長者	436 0470-87-5321 0470-87-7131
委　　員 丹　友彦 （一財）千葉県まちづくり公社	一級建築士事務所 千葉市中央区富士見	2-3-1 043-227-4139 043-222-9188
委　　員 畔上　廣司 畔上建築設計事務所 野田市岩名	2-57-14 04-7127-2000 04-7127-1306
委　　員 中村　良広 千葉測量企画	一級建築士事務所 八千代市大和田新田	348 047-483-6233 047-485-3944

アドバイザー 吉野　寛 (株 ) 杏建築設計	一級建築士事務所 市原市旭五所	3-3 0436-40-7021 0436-40-7022


