2022 年度

東北支部委員会等構成
2022.05.20 時点

支部執行部

新規

2021 年度と同じ

支部長
進藤 勝人（青森）
副支部長 福士 譲（青森） 西方 里見（秋田） 六本木 久志（岩手）
早坂 陽（宮城） 小松 正和（山形） 齋藤 史博（福島）
幹事長
鈴木 大助（宮城）
副幹事長 菊池 佳晴（宮城） 藤田 渉（宮城）
出井 弘介（宮城）
（1.社会貢献室担当）

（2.組織管理室担当）

（3.会員サービス室担当）

・支部運営（総会、支部役員会、予算執行） ・支部事務局運営（財務、総務）
・支部組織改革の検討 ・行政、他団体への対応と連携
・本部、他支部、支部地域会及び支部協力会への対応と連携
・メディアへの対応
・三団体サミット ・国際交流対応 他

監事

茂木 聡 （秋田）

江田

紳輔（宮城）

１．社会貢献室
ａ．事業委員会

委員長／櫻井 一弥（宮城）
副委員長／佐藤 充（宮城）
委員 青森／花田 猛
秋田／石塚 悟
岩手／伊藤 和則
宮城／櫻井 一弥 佐藤 充 山形／安達 和之 福島／中山 武徳
・JIA 東北建築学生賞の企画と運営
・建築学生テクニカルセミナーの企画と運営
・JIA 東北学生卒業設計コンクールの企画と運営 ・支部地域会のバックアップ
・全国環境行動会議への対応

ｂ．災害対策・復興支援委員会
委員長／阿部 直人（福島）
副委員長／松本 純一郎（宮城）
委員 青森／木村 精郎 秋田／小林 晴樹 岩手／中村 孝幸
山形／渋谷 達郎 福島／髙橋 岳志
・災害危機管理に向けて、本部、各支部、支部地域会、支部協力会への対応と連携
・全国災害対策会議 ・東日本大震災から 10 年企画と運営
ｃ．建築相談委員会

委員長／樋口 芳文（宮城）
副委員長／藤田 渉（宮城）
委員 青森／渡辺 孝太郎 秋田／池田 匠
岩手／佐川 秀雄
山形／岡田 宗一
福島／菊地 進
・建築相談
・東日本大震災被災建築物相談
・全国建築相談会議への対応
・行政、他団体、弁護士会等への講師派遣等への対応

ｄ．住宅委員会

委員長／木曽 善元（秋田）
副委員長／前原 尚貴（福島）
委員 青森／佐藤 竜司
岩手／鎌田 善仁
宮城／石森 史寛・池田 浩二
山形／本木 大介
・他支部住宅部会との連携
・東北住宅大賞の企画と運営 ・東北建築大賞の企画と運営

ｅ．保存再生・まちづくり委員会
委員長／安田 直民（宮城） 副委員長／氏家 清一（宮城）
委員 青森／高谷 健司 秋田／土田 鐘子 岩手／木村 清且
宮城／齊藤 彰
山形／齋藤 優晴 福島／三坂 恭一
・東日本大震災から 10 年企画と運営
・文化財建造物等の保存再生及びまちづくり支援
・文化財ドクター派遣事業のフォローアップと支援、
・文化財修復塾の運営、現地講習の設営、文化財修復塾修了者のフォローアップ
・空き家・空き地リノベーションコンペの開催支援
ｆ．JIA 東北建築家大会山形 2022（支部大会）実行委員会
委員長／安達 和之（山形） 副委員長／小松 正和（山形）
委員 青森／福士 譲
秋田／加納 大輔 岩手／中村 孝幸
宮城／早坂 陽
山形／井上 貴詞 福島／齋藤 史博
・支部大会の企画運営

2．組織管理室
ａ．総務委員会

委員長／鈴木 大助（宮城）
副委員長／吉田 和人（宮城）
委員 青森／蟻塚 学
秋田／渡邉 浩昭
岩手／工藤 悦身
山形／井上 貴詞
福島／中山 武徳
・総会、支部役員会の運営
・支部事務局の運営 ・支部大会の運営支援
・「財務，会計」の運用と処理 ・「規定，規約，規則」及び「各運用基準」の検証

ｂ．フェローシップ委員会
委員長／佐久間 宏一（福島）
副委員長／齋藤 健太郎（宮城）
委員 青森／稲見 公介
秋田／佐藤 勝美 岩手／中居 真一
宮城／星野 明
山形／塩見 庸
・「建築のあり方」をテーマに講演会・建築展を行うための開催支援
・会員の増強、管理および会員の質の向上 ・東日本大震災から 10 年（建築展など）
・会員の交流およびネットワークづくり
・フレッシュマンセミナー、リフレッシュセミナー等への対応

３．会員サービス室
ａ．業務環境改善委員会
委員長／東山 圭（宮城）
副委員長／大平 宏行（宮城）
委員 青森／葛西 瑞樹
秋田／加藤 一成 岩手／猿渡浩孝
山形／矢野 英裕
福島／田中 直樹
・設計業務環境改善（設計者選定方法，業務報酬，他）
・プロポーザル等のプロデュース委託活動 ・事務局移転準備対応 ・民間業務拡大
ｂ．広報・渉外委員会
委員長／髙橋 岳志（福島） 副委員長／江田 紳輔（宮城）
委員 青森／堀内 将人
秋田／花田 順
岩手／近谷 宅美
宮城／髙橋 哲朗
山形／布施 剛臣
・「外部」及び「会員」の情報取材と情報発信・東日本大震災から 10 年バックアップ
・支部活動報告書の作成
・ホームページの運営と処理
・支部事業および公益的事業の活動報告
ｃ．ＣＰＤ・建築家資格制度委員会
委員長／吉田 和人（宮城） 副委員長／清 利幸（福島）
委員 青森／葛西 瑞都
秋田／茂木 聡
岩手／堀
宮城／大和田 靖典
山形／小松 正和
・プロバイダ及びプログラムの増強
・CPD 単位取得における会員手続きのサポート
・建築家資格制度対応（登録・更新の促進、申請受付業務の充足）
・認定評議会対応・実務訓練対応
◆ 選挙管理委員会

委員長
委員

青森／松浦 良博
宮城／佐々木文彦
※選挙時召集 委員長互選
● 東北建築学生賞

審査員 審査員長／
審査員 青森／荒内 要
宮城／出井 弘介

地域会長

秋田／戸嶋 真紀子 岩手／菅原 紀昭
山形／田中 晃 福島／矢吹 大

秋田／加納 大輔
山形／矢野 英裕

青森／福士 譲
秋田／西方 里見
宮城／早坂 陽
山形／小松 正和
・各県行政対応 ・各県他団体との連携

地域会事務局

透

青森／蟻塚 学
宮城／吉田 和人

岩手／佐々木 則章
福島／邉見 啓明

岩手／六本木 久志
福島／齋藤 史博

秋田／渡邉 浩昭・加納 大輔
岩手／中村 孝幸
山形／井上 貴詞
福島／中山 武徳・前原 尚貴

※ 本部の委員会構成に準じ対応する。
本部委員
CPD 評議会：大友 彰（宮城）．業務委員会：中村 孝幸
財務委員会：小松 正和（青森）
．総務委員会：早坂 陽（宮城）
．
懲戒審査委員会：針生 承一（宮城）．建築家資格制度実務委員：清 利幸（福島）
．
JIA 建築相談会議：藤田 渉（宮城）
．JIA まちづくり会議：蟻塚 学（青森）
JIA 保存再生会議：三瓶 一壽（福島）
．土田 鐘子（秋田）
．
UIA 国際ﾏﾆﾌｪｽﾄ･ﾘﾚｰ特別委員：手島 浩之（宮城）
．JIA 環境会議：菊池 佳晴（宮城）
．
JIA 保存再生会議 WG・文化財修復塾 氏家 清一（宮城）
．
JIA 全国学生卒業設計ｺﾝｸｰﾙ：佐藤 充（宮城）
．JIA 国際委員会：永野ますみ（宮城）
JIA 災害対策全国会議：阿部直人（福島）
・手島浩之（宮城）
・松本純一郎（宮城）
小規模建築会議設置準備ＷＧ：本木大介（山形）
．ｵﾝﾗｲﾝ/ﾘﾓｰﾄ特別委員会：髙橋岳志（福島）
知財ＷＧ：江田 紳輔（宮城）．ｶｰﾎﾞﾝﾆｭｰﾄﾗﾙ（CN）特別委員会：西方里見（秋田）

フェロー会員

松本 純一郎（宮城）．清水 公夫（福島）
．小川 惇（岩手）
．
水戸部 裕行（山形）
．渡邉 宏（宮城）
．辺見 美津男（福島）．鈴木 弘二（宮城）

名誉会員

針生 承一（宮城）

協力会

代表役員 （ 全
般 ）
トーソー(株)東北ブロック／佐藤 浩
副代表役員（社会貢献室）
ホシザキ東北(株)／井上 和宏
副代表役員（組織管理・会員サービス室） リリカラ(株)東北支店／三浦 淳
役 員
（社会貢献室）
ヤマキ工業(株)東北営業所／松本 義弘
役 員
（社会貢献室）
山二建設資材(株)／早川 克己
役 員
（社会貢献室）
(株)遠藤照明／粕谷 祐貴
役 員
（組織管理・会員サービス室） ナブコシステム(株)／及川 弘行
役 員
（組織管理・会員サービス室） 田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ(株)仙台営業所／但木 英子
役 員
（組織管理・会員サービス室） (株)Ｄ.Ｃ.Ｔアイ／鈴木 龍

