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委員会一覧

委員会一覧 
＜指導委員会＞

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法人ツーバイフォーデザ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
指導委員長 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
副委員長 染谷　			等 染谷建築設計事務所 野田市木野崎	896-1 04-7138-1804 04-7138-1804
委　　員 葉山　洋 (株 ) あるて設計 千葉市中央区新千葉	2-5-14 043-216-2432 043-216-2433
委　　員 海老原　智子 Ｔ．Ｏ．Ｍ建築設計室 柏市増尾	2-20-1 04-7169-8100 04-7169-8100
委　　員 森　真理恵 森真理恵設計室 木更津市東太田	3-9-29 0438-53-8850 0438-53-8815

＜建築相談調査委員会＞
役職名 氏名 事務所名 所在地 電話 ＦＡＸ
委員長 井桁　正昭 （有）日昭設計 長生郡長生村一松	373 0475-32-3701 0475-32-0909
副委員長 伊島　一欽 (有 ) 伊島建築一級建築士事務所 木更津市吾妻	1-3-27 0438-22-5743 0438-22-5750
委　　員 加藤　一政 秋山木材産業（株）二級建築士事務所 習志野市東習志野	6-12-3 047-493-1133 047-474-3321
委　　員 田中　幸男 (有 ) 田中住プランニング 八千代市吉橋	1833-1 047-455-8761 047-455-8762
委　　員 加藤　義道 （株）カトウ建築事務所 千葉市中央区栄町	36-10 043-201-1277 043-201-1280

＜既存住宅・空家ＷＧ＞
役職名 氏名 事務所名 所在地 電話 ＦＡＸ
ＷＧ長 内田　久雄 （株）内田設計事務所 山武市姫島	522-1 0475-82-3160 0475-82-3194
ＷＧ副長 古里　正 （有）古里設計	一級建築士事務所 柏市豊四季	678-63 04-7170-5666 04-7170-5662
委　　員 清水　隆行 アフリスペック一級建築士事務所 千葉市中央区末広	3-18-1 043-371-0066 043-332-7869
委　　員 染谷　孝幸 （有）ソメヤメタル建築設計所 松戸市緑ケ丘	1-85-1 047-365-8886 047-365-8808
委　　員 内山　隆司 （株）蔵元工房	一級建築士事務所 成田市並木町	167-37-101 0476-85-8280 0476-85-8266
委　　員 鈴木　兼次 （有）設計同人あこーる 市川市新井	3-9-6　 047-396-1179 047-395-9480

＜倫理委員会＞
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法人ツーバイフォーデザ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
倫理委員長 泉川　安雄 泉川建築事務所 我孫子市天王台	3-1-9 04-7182-7000 04-7182-6170
副委員長 田中　修一 （株）田中建築設計事務所 千葉市稲毛区稲毛東	3-16-13 043-246-4611 043-246-5698
委　　員 福眞　節歳 福眞建築設計事務所 船橋市習志野台	4-45-18 047-404-2271 047-468-5879
委　　員 加藤　仁 加藤建設（株）	一級建築士事務所 南房総市沓見	12-1 0470-46-3953 0470-46-3123

＜規程審議委員会＞
役職名 氏名 事務所名 所在地 電話 ＦＡＸ

業務執行理事 金子　康男 （有）金子企画設計事務所 木更津市本郷	2-5-3 0438-41-1882 0438-41-1875
規程審議委員長 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
副委員長 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
委　　員 岩瀬　満 （株）アーキトレイン 千葉市中央区新田町	33-1 043-245-3366 043-246-3946
委　　員 宮崎　輝紘 （有）東葛	一級建築士事務所 松戸市六高台	8-191-1 047-385-1266 047-385-9994
委　　員 佐竹　康裕 土佐工業（株）一級建築士事務所 船橋市三咲	4-11-6 047-449-7305 047-449-7306
委　　員 久永　誠 キリン住宅（株）一級建築士事務所 習志野市実籾	2-41-30 047-473-6661 047-473-6665

＜近未来施策研究特別委員会＞
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
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 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
委　　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
委　　員 福田　幸則 福田企画設計 松戸市五香	7-23-1 047-386-9264 047-389-1341
委　　員 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
委　　員 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

＜耐震診断業務委員会＞
役職名 氏名 事務所名 所在地 電話 ＦＡＸ

運営委員長 小林　裕 広設計 八千代市ゆりのき台	6-13-8 047-409-9667 047-409-9668
運営委員 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
審査委員 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
審査委員 井上　雅司 井上構造設計	一級建築士事務所 船橋市高野台	4-4-53 047-448-5910 047-448-5910
審査委員 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
審査委員 藤原　満 Ｍ設計 習志野市津田沼	6-1-3-504 047-452-8082 047-453-2420

＜景観まちづくり委員会＞
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
委員長 出堀　義夫 出堀建築設計室 船橋市高根台	1-8-3 047-497-8967 047-497-8968
副委員長 山下　			勲 独楽・設計工房 富里市十倉	793-5 0476-94-1153 0476-94-2516
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 岡田　和明 東和設計 柏市千代田	3-1-10 04-7167-7109 04-7167-7109
委　　員 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
委　　員 高嶋　章男 ＡＴＥＬＩＥＲ　ＰＡＺＺＯ 香取郡東庄町東今泉	317 0478-86-2634 0478-79-6243


