
関東甲信越建築士会ブロック会 規程 
（昭和36年 6月 22日制定） （昭和 39年 5月 18日改正） （昭和 40年 5月 14日改正）（昭和49年 9月 25日改正） 

（平成 10年 5月 7日改正） （平成 17年 4月 28日改正）（平成24年 4月 20日改正）（平成24年 9月 27日改正） 

（平成 25年 4月 26日改正） （平成 26年 4月 18日改正） 

 

（名 称） 
第  1  条   この会は、関東甲信越建築士会ブロック会（以下「本会」と言う。）と称する。 
 
（組織及び目的） 
第  2  条   本会は、次の建築士会（以下「各士会」という。）をもって組織し、各士会の業務 

向上と共通事項の調整並びに各士会への連絡等を行なうことをその目的とする。 
         一般社団法人 茨城県建築士会  ・  一般社団法人 栃木県建築士会   
         一般社団法人 群馬建築士会   ・  一般社団法人 埼玉建築士会    
         一般社団法人 千葉県建築士会  ・  一般社団法人 東京建築士会    
         一般社団法人 神奈川県建築士会 ・  一般社団法人 山梨県建築士会   
         一般社団法人 長野県建築士会  ・  一般社団法人 新潟県建築士会 
                                  
（事 業） 
第  3  条   本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。 

（１）連合会の役員調整及び推薦。 
（２）連合会の各委員会等への委員の推薦と、建築展など催しへの協力。 
（３）各士会の運営改善に関する研究。 
（４）建築士の活動助成に関する施策。 
（５）青年建築士協議会、女性建築士協議会等への活動助成に関する施策。 
（６）環境並びにまちなみ保存に関する研究。 
（７）都市再開発及び都市計画に関する研究並びに建策。 
（８）建築基準法等関係条例の改廃等に関する研究。 
（９）建築士の福祉制度その他共通事項の調査研究。 
（10）その他、この会の目的を達成するために必要な事業。 

 
（役員の設置） 
第  4  条   本会に次の役員をおく。 
         会  長  1 名 
         副 会 長  2 名 
         常務理事  1 名 
         理  事  32 名以内 
         監  事  2 名 
 
（役員の選出及び任期） 
第  5  条   理事は各士会会員の中から選出（各士会より 3 名以内）し、会長及び副会長並び 

に監事のうちの 1 名は、理事の互選により選出する。 
２ 常務理事並びに監事のうちの 1 名は、事務局を受託する士会から選出し、当該士 
会の理事の数は 5 名以内とする。 



      ３ 会長及び副会長並びに監事のうちの 1 名の任期は 1 年とし、輪番制とする。 
     ４ 理事の任期は 2 年とする。ただし、再任を妨げないものとする。 

      ５ 役員は、任期満了後も後任者が決定するまでその職務を行なう。 
      ６ 役員に欠員が生じたときは、理事会の議を経てこれを補充することができる。 
       ただし、補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。 
 
（役員の職務権限） 
第  6  条   会長は、本会を代表し、本会の運営を掌る。 
      ２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代理する。 
      ３ 常務理事は、会長の指揮を受け会務を掌理する。 
      ４ 理事は、理事会の構成員として、本会の運営に当る。 
      ５ 監事は、会務及び会計を監査する。 
 
（顧問、相談役） 
第  7  条   この会に顧問及び相談役を置くことができる。 

２ 顧問及び相談役は、理事会に諮って会長が推薦する。 
３ 顧問及び相談役は、会長の諮問に応じ、各種の会議に出席して意見を述べること 
ができる。 

４ 顧問及び相談役の任期は、これを推薦した会長の任期に従う。 
 
（会議の種類及び招集） 
第  8  条   会議は、理事会及び会長会とする。 

２ 理事会は、第 4 条の役員により構成し、その 3 分の 2 以上の出席（委任状も含む） 
をもって成立する。 

３ 予算（補正を除く）及び決算を議決する理事会は、毎会計年度の終了した日から 
2 ヵ月以内に、会長が召集し開催する。議長には会長が就任する。 

４ 前号の他、会長は次に掲げる場合に理事会を招集し開催する。 
（１）会長が必要と認めたとき 
（２）理事の 2 分の 1 以上から召集請求があったとき 
（３）監事から第 6 条第 5 号の規定に基づいて請求があったとき 

５ 会長会は、会長が必要に応じて召集し開催する。 
 

（理事会の議決事項） 
第  ９  条   理事会は、次の事項を議決する。 

（１）規程の変更 
（２）次年度の事業計画及び予算の承認 
（３）前年度の事業報告及び収支決算の承認 
（４）この会の解散及び処分 
（５）その他、本会の運営上の重要事項 

 
（議決権及び裁決） 
第  10 条   理事会の議決権は、各役員 1 個の議決権を有する。裁決は過半数をもって 

決し、可否同数の場合は、議長が決するものとする 
なお、監事は理事会に出席して意見を述べることはできるが、議決に加わる 



ことはできない。 
（文書による裁決） 
第  11 条   会長が特に緊急を要すると認めたときは、理事会を開催することなく、文書 

による裁決をすることができる。ただし、当該裁決は、役員総数の 4 分の 3 以上 
の賛成をもって、その効力を有するものとする。 

２ 文書で裁決を得る場合は、前もって事項別の説明を付すことにより、賛否を 
採るものとする。 

 
（会長会の業務） 
第  12 条   会長会は、次の業務を掌るものとする。 

（１）理事会に付議すべき事項に関すること 
（２）連合会及び各士会間の調整に関すること 
（３）その他、本会に関すること 

 
（経費の支弁） 
第  13 条   本会の経費は、連合会の交付金、各士会会員の負担金その他の収入をもって 

支弁する。 
２ 会員負担金は、半額を平均割、半額を 4 月 1 日現在の各士会会員数割によるもの 
とし、毎年予算で定める。 

 
（会計年度） 
第  14 条   本会の会計年度は、毎年 4 月 1 日をもって始まり、翌年 3 月 31 日をもって終わる。 
 
（帳簿の種類） 
第  15 条   本会には、次の帳簿を備え付けなければならない。 

（１）理事会の議事録及び会務処理簿 
（２）会計簿 

 
（協議会等の設置） 
第  16 条   本会には、理事会の議を経て、青年建築士協議会及び女性建築士協議会を設ける 

ことができる。 
２ 青年建築士協議会及び女性建築士協議会の運営に関する規約は、各協議会で定め、 
理事会の承認を得るものとする。 

 
（事務局の設置） 
第  17 条   本会の事務局は、東京建築士会内におく。ただし、第 8 条第 3 項の理事会開催に 

際しては、あらかじめ会長の所属する士会事務局と、本会の事務局とで協議する。 
２ 事務局に関する事は別に定める。 

 
（雑則） 
第  18 条  この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長会に諮り別に定める。 

また、この規程の改廃、及び改正については、理事会が定める。 
 
（付則）  この規程は平成 26 年 4 月 18 日から施行する。 



 

令和３年度関東甲信越建築士会ブロック会役員名簿 
県  名 会 長 副会長 理 事 常務理事 監 事 

山  梨 

令和３年 
雨宮 健一 長田 正彦 土谷 芳仁    は新理事 

神 奈 川 

令和４年 
 上原 伸一 雨森 隆子  長瀬 光市 

栃  木 

令和５年 
  

柴田 道夫 

齋藤 弘江 

片嶋 常隆 

  

埼  玉 

令和６年 
  

江口 満志 

佐藤 彰宏 

丸岡 庸一郎 

  

茨  城 

令和７年 
  

柴  和伸 

武村  実 

川又 晴彦 

  

長  野 

令和８年 
  

荻原  白 

依田 高彬 

岩原  忍 

  

新  潟 

平成３０年 
  

田中 隆司 

相田 幸一 

高橋 達平 

  

千  葉 

令和元年 
  

竹江 文章 

久富 清敏 

蒲生 良隆 

  

群  馬 

令和２年 
  

田仲  豊  

髙橋 康夫 

城田 幸子 

 

 
 

東  京   

古谷 誠章 

可児 才介 

黒木 正郎 

鴛海 浩康 定行 まり子 

令和３年度 青年建築士協議会役員名簿  

県名・大会担当年 青年協会長 同 副会長 同 理 事 同 相談役 同 監 事 

茨  城 

令和２・３年 
 櫻井  充 藤田 康広  

（会長推薦副会

長） 

長  野 

令和４年 
 清水 麗嘉 高柳 克章  

（会長推薦副会

長） 

新  潟 

令和５年 
  

飯野 大輔 

平山 貴士 
   は新理事 

千  葉 

令和６年 
  

塚本 遼平 

笠井 重治 
  

東  京 

令和７年 
  

関   聡 

中村  駿 
（連合青年出向：細田 義裕） 

群  馬 

令和８年 
  

三代 一佳 

川端 修幸 
田村 貴大 

元・２年度 

会長担当県 

山  梨 

平成２８年 
長坂  治  高相 正樹 小林 弘幸 当年度会長県 

神 奈 川 

平成２９年 
 田中 良明 永田 朋大 3年度副会長・５年度会長予定県 

栃  木 

平成３０年 
  

柴田 洋輔 
安藤 崇之 

 

４年度会長予定県 

埼  玉 

令和元年 
  

島田 義信 

坂居 亮太郎  
 

※令和２・３年度連合会青年委員会  ブロック推薦委員：細田 義裕（東京）、委員長推薦：加藤雄介（東京） 



関東甲信越建築士会ブロック会青年建築士協議会規約 
      

         （昭和 57 年総会において一部変更決定） （昭和 59 年９月理事会において一部変更決定） 

＜総則＞ 

 第１条 名称 

      この協議会は、関東甲信越建築士会ブロック会青年建築士協議会という。 

 第２条 目的 

      この協議会は、関東甲信越建築士会ブロック会（以下本会という）の目的にそって、青年建築士に 

      共通の問題を協議・調整し、会員相互の連絡を計り、若い力を集結し、進展する社会に対応する魅 

      力ある建築士会の発展に貢献することを目的とする。 

 第３条 会員 

      この協議会は、次の建築士会青年部会等をもって構成する。 

       （一社）茨城県建築士会   （一社）栃木県建築士会  （一社）群馬建築士会 

       （一社）埼玉建築士会    （一社）千葉県建築士会  （一社）東京建築士会 

       （一社）神奈川県建築士会  （一社）山梨県建築士会  （一社）長野県建築士会 

       （一社）新潟県建築士会 

 第４条 事業 

      この協議会は、第２条の目的を達成するため必要な各種の事業を行なう。 

＜役員＞                       

 第５条 役員 

      この協議会に次の役員を置く。 

        青年協議会会長 １名、  青年協議会副会長２名、 

        青年協議会理事１５名、  青年協議会監事 ２名  

 第６条 役員の選出及び任期 

      １．役員の選出は、各士会青年部会等によりそれぞれ２名の推薦によるものとする。 

      ２．会長及び副会長は、役員の互選により決定する。 

      ３．役員の任期は１年とし、再任を妨げない。 

 第７条 役員の職務 

      １．会長は、この協議会を運営する。 

      ２．副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。 

      ３．理事は、理事会を構成し、この協議会の運営につき議決権を有する。 

      ４．監事は、会務及び会計を監査する。 

 第８条 相談役・顧問 

      １．この協議会に、相談役・顧問を置くことができる。 

      ２．相談役・顧問は、理事会にはかって会長が推薦する。 

      ３．相談役・顧問は、会長の諮問に応じ、且つ各種の会議に随意に出席して、意見を 

        述べることができる。 

      ４．相談役・顧問の任期は、これを推薦した会長の任期にしたがう。 

＜役員会＞ 

 第９条 理事会 

      理事会は、定例会議（年２回）並びに臨時会議とする。 

      臨時会議は、必要に応じ青年協議会会長が召集する。 

 第 10 条 事務局 

      この協議会の事務局は、本会の事務局内に置く。 

＜資産及び会計＞ 

 第 11 条 経理 

      この協議会の経費は、本会の交付金、各士会の分担金、その他をもって支弁する。 

 第 12 条 会計年度 

      この協議会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年の３月 31 日に終わる。 

      その年度の決算は、本会に報告しなければならない。 

＜雑則＞ 

 第 13 条 規約の改訂 

      本規約の改訂は、理事会において、理事の過半数以上の同意を得て決定し、本会の承認 

      を受けなければならない。 

＜付則＞ 

 第 14 条 条施 

      本規約は、昭和 51 年 10 月 28 日本会の承認を得、昭和 52 年４月１日より施行する。 



 

関東甲信越建築士会ブロック会 令和３年度事業報告 

 

１． 会長会（3回） 

（１）令和 3年 7月 14日   オンライン開催 

   ①令和 2年度事業報告及び収支計算書の報告について      （参加者 9名、来賓 2名） 

    ②令和 3年度事業計画（案）及び収支予算書（案）について 

     

（２）令和 3年 10月 25日   オンライン開催           （参加者 10名、来賓 2名） 

   ①連合会役員改正規定の変更 

   ②令和 4・5年度連合会役員改選に際しての会長候補者のブロック推薦について 

③令和 3年関ブロ青年協茨城大会の開催報告と、今年度の青年協活動方針について 

           

（３）令和 4年 2月 14日   オンライン開催           （参加者 10名、来賓 2名） 

   ①令和 4・5年度連合会役員改選に際してのブロック推薦について 

   ②令和 5年関ブロ青年協新潟大会について 

   ③次回開催について 

④建築士の日一斉活動と、建築士会の災害対策について、他 

   

２．理事会（2回） 

（１）令和 3年 7月 14日   オンライン開催           （参加者 27名、来賓 2名） 

  ①令和 2年度事業報告及び収支計算書承認の件 

   ②令和 3年度事業計画（案）及び収支予算書（案）承認の件 

   ③令和 3年度新役員承認の件 

 

 （２）令和 4年 2月 14日   オンライン開催           （参加者 29名、来賓 2名） 

   ①令和 3年度事業報告及び収支計算書見込案について 

 ②令和 4年度青年協議会長野大会について、他 

 

３．青年建築士協議会大会（1回）                    （参加登録者：500名） 

令和 3年 6月 19日  主会場：ウエストヒルズホテル（茨城県水戸市） 

大会テーマ「UN→DO と建築」 

 第一分科会最優秀発表 

 『未来へつなぐ建築の種蒔き運動』～今、私達にできることから～ 長野県：安藤美果氏 

本年の広島大会での実践活動報告発表者は、各ブロック１推薦ではなく、予選会を開催し２者に

よる発表となった。関ブロからは、長野県、神奈川県、東京都、山梨県が予選会に参加した。 

 

４．青年建築士協議会理事会（6回）  

（１）令和 3年 6月 18日  （オンライン開催）               （出席者 21名） 

    ①青年協茨城大会の詳細確認  ②役員改選、今後の活動、大会開催方針について他 

  

（２）令和 3年 6月 26日  （オンライン開催）               （出席者 17名）  

  ①今後の活動、令和 4年度長野大会について他 

 

（３）令和 3年 9月 21日  （オンライン開催）               （出席者 17名）  

  ①令和 4年度長野大会について他 

 

（４）令和 3年 10月 19日  （オンライン開催）               （出席者 22名） 

    ①令和 4年度長野大会について ②全国大会広島大会セッションについて他 

 



 

 

（５）令和 4年 2月 2日  （オンライン開催）               （出席者 18名） 

     ①令和 4年度長野大会について ②全国青年委員長会議について 

    ③次期連合会青年委員会委員の改選について他 

 

（６）令和 4年 3月 15日  （オンライン開催）               （出席者 16名） 

     ①次年度役員について他 

  

  ★全国青年委員長会議（1回・日本建築士会連合会主催  

 会場：東京ビックサイト会議室＋オンライン配信） 

（１）平成 4年 3月 13日 テーマ「今しか出来ない・今だからこそ出来る」 

 

  ★全国大会広島大会青年セッション（地域実践活動発表） 

（１）令和 3年 11月 20日  オンライン配信 （東京会場：浜松町コンベンションホール＋配信） 

   各ブロック推薦の全国 12都府県によるオンライン予選会を勝ち抜いた長野県、神奈川県の発表 

最優秀発表：『未来へつなぐ建築の種蒔き運動』          長野県：安藤美果氏 

優秀賞：『第 1回フォトロゲ関内地区』～フォトロゲ大会開催まで～ 神奈川県：永田朋大氏 

 

５．女性建築士協議会理事会（１回） 

（１）令和 4年 1月 14日  オンライン開催                （出席者 17名）                           

①各県活動報告  ②全国大会及び、全建女（福岡大会、東京大会）等連合会の活動について 

③次期役員改選、及び連合会女性委員の改選について 

 

★全国女性委員長（部会長）会議会（1回 日本建築士会連合会主催・例年は全建女と同日開催） 

 （１）令和 3年 7月 17日 オンライン開催    

 

★全国女性建築士連絡協議会（1回 日本建築士会連合会主催） 

 （１）令和 3年 9月 25日 主会場：アクロス福岡＋オンライン配信 

    テーマ「未来へつなぐ居住環境つくり」 

 

６．事務局長・職員合同会議（１回） 

（１）令和 4年 2月 10日  オンライン開催    

①建築士試験業務について 

  ②各都県免許登録受付、審査等について他 

     

７．事務局長臨時会議（0回）    

                                                        

８.その他職員関係会議（1回）建築士会連合会主催。オンライン開催） 

 （１）令和 3年 7 月 30 日  建築士登録機関等連絡協議会関ブロ職員説明会 

（２）令和 4 年 1 月 25 日  全国職員会議（関東甲信越ブロック版） 

      

９．慶弔 

 （１）国及び国土交通大臣等表彰を受けられた本会関係者（敬称略） 

     なし 

 

（２）令和３年度中に亡くなられた本会役員関係の方々（敬称略・五十音順） 

職  名 氏 名 年齢 

山梨県建築士会名誉会長（元会長） 土谷 芳英 88歳 

   



 

 

10. 監査会（1 回） 

（１）令和 4 年 4 月 15 日 会場：ブリーズベイホテル（横浜市）（長瀬監事・定行監事） 

   

11．令和 3年度 優良建築物表彰者 （推薦 3士会）   

推薦士会 対 象 作 品 名 受 賞 者 名 

埼玉県 中庭にアートのある工場 アスク建築設計室    佐藤 彰宏 氏 

新潟県 路地の空に開く家 プラウム建築設計事務所 坂井 良二 氏 

千葉県 
鈴甲子ショールーム・ 

作業場改装工事 
（株）がもう設計事務所 蒲生 良隆 氏 

 

 

12．まちづくり関係会議（0回） 

   開催なし 

   ★全国まちづくり委員長会議（1回 主催：日本建築士会連合会）オンライン会議 

（１）令和 4年 2月 19日  

 

 

14.令和４・５年度連合会役員改選に伴うブロック推薦者について 

  下記の通り、日本建築士会連合会に各候補者の推薦を行った。 

 

 役 職 名   氏  名    所 属 等 

会  長 近角 真一 氏 日本建築士会連合会 会長（現職） 

理事・副会長 古谷 誠章 氏 東京建築士会 会長 

理  事 

柴   和伸 氏 茨城県建築士会 会長 

柴田 道夫 氏 栃木県建築士会 会長 

雨宮 健一 氏 山梨県建築士会 会長 

田中 隆司 氏 新潟建築士会 会長 

監  事 推薦者なし  

 



士　 会　 名 会  長  名 〒 電　 話 ＦＡＸ

（公社）日本建築士会連合会 近角　眞一 108-0014 東京都港区芝5-26-20 建築会館 03(3456)2061 03(3456)2067

（一社）北海道建築士会 高野　壽世 060-0042 札幌市中央区大通西5-11 大五ﾋﾞﾙ 011(251)6076 011(222)0924

（一社）青森県建築士会 飯田　善之 030-0803 青森市安方2-9-13　 青森県建設会館 017(773)2878 017(723)7105

（一社）岩手県建築士会 勝部　民男 020-0887 盛岡市上ノ橋町1-50　 岩繊ﾋﾞﾙ 019(654)5777 019(654)5777

（一社）宮城県建築士会 砂金　隆夫 983-0862 仙台市宮城野区二十人町301ー3
宮城県建設業
国民健康保険組合会館5F

022(298)8037 022(298)8038

（一社）秋田県建築士会 淡路　孝次 010-0001 秋田市中通二丁目3-8
秋田アトリオンビル5Ｆ
（一財）秋田県建築住宅センター内

018(827)3718 018(827)3873

（一社）山形県建築士会 伊藤　　彰 990-0825 山形市城北町1-12-26 山形建築会館3階　　　　　　 023(643)4568 023(643)4562

（公社）福島県建築士会 蛭田　修二 960-8043 福島市中町4-20 みんゆうﾋﾞﾙ 024(523)1532 024(523)4644

（一社）茨城県建築士会 柴　　和伸 310-0852 水戸市笠原町978-30 建築会館 029(305)0329 029(305)0330

（一社）栃木県建築士会 柴田　道夫 321-0933 宇都宮市簗瀬町1958-1 栃木県建設産業会館 028(639)3150 028(639)3160

（一社）群 馬 建築士会 田仲　　豊 371-0846 前橋市元総社町2-5-3 群馬建設会館 027(252)2434 027(252)2565

（一社）埼 玉 建築士会 江口　満志 336-0031 さいたま市南区鹿手袋4-1-7 埼玉建産連会館 048(861)8221 048(864)8706

（一社）千葉県建築士会 竹江　文章 260-0013 千葉市中央区中央4-8-5 建築会館 043(202)2100 043(202)2101

（一社）東 京 建築士会 古谷　誠章 103－0006 東京都中央区日本橋富沢町11番1号 富沢町111ビル5階 03‐3527‐3100 03‐3527‐3101

（一社）神奈川県建築士会 上原　伸一 231-0011 横浜市中区太田町2-22 神奈川県建設会館 045(201)1284 045(201)0784

（一社）山梨県建築士会 雨宮　健一 400-0031 甲府市丸ノ内1-14-19  山梨県建設業協同組合会館1Ｆ 055(233)5414 055(233)5415

（公社）長野県建築士会 荻原　　白 380-0872 長野市南長野宮東426-1 長野県建築士会館 026(235)0561 026(232)2588

（公社）新潟県建築士会 田中　隆司 950-0965 新潟市中央区新光町15-2　 新潟県公社総合ビル３F 025(378)5666 025(285)2911

（公社）静岡県建築士会 飯尾　清三 420-0033 静岡市葵区昭和町9番5号 第2大石ビル7階 054(254)9381 054(273)0478

（公社）愛 知 建築士会 柳澤　講次 460-0008 名古屋市中区栄2-10-19 名古屋商工会議所ビル 052(201)2201 052(201)3601

（公社）岐阜県建築士会 横井    守 500-8384 岐阜市薮田南5-14-12 岐阜県シンクタンク庁舎4階 058(215)9361 058(215)9367

（一社）三重県建築士会 伊藤　公智 514-0003 津市桜橋2-177-2　 三重県建設産業会館 059(226)0109 059(225)4281

（公社）富山県建築士会 近江　吉郎 930-0094 富山市安住町7-1 富山県建築設計会館2Ｆ 076(482)4446 076(482)4448

（一社）石川県建築士会 照田　繁隆 921-8036 金沢市弥生2-1-23 石川県建設総合ｾﾝﾀｰ 076(244)2241 076(243)4821

（一社）福井県建築士会 横山　義博 910-0854 福井市御幸3-10-15 福井県建設会館 0776(24)8781 0776(24)9570

（公社）滋賀県建築士会 山本　勝義 520-0801 大津市におの浜1-1-18　 滋賀県建設会館 077(522)1615 077(523)1602

（一社）京都府建築士会 髙田　光雄 604-0944 京都市中京区押小路通柳馬場東入橘町641 京都建設会館別館 075(211)2857 075(255)6077

（公社）大阪府建築士会 岡本　森廣 540-0012 大阪市中央区谷町3-1-17 高田屋大手前ビル５階 06(6947)1961 06(6943)7103

（公社）兵庫県建築士会 宮宅　勇二 650-0011 神戸市中央区下山手通4-6-11 ｴｸｾﾙ山手2階 078(327)0885 078(327)0887

（一社）奈良県建築士会 米村　博昭 630-8115 奈良市大宮町2-5-7 奈良県建築士会館 0742(30)3111 0742(33)4333

（一社）和歌山県建築士会 池内　茂雄 640-8045 和歌山市ト半町38 和歌山県建築士会館 073(423)2562 073(433)2772

（一社）鳥取県建築士会 松山　　久 680-0873 鳥取県鳥取市的場2-86-1 タウンアローズ86 0857-32-8777 0857-32-8776

（一社）島根県建築士会 足立　正智 690-0886 松江市母衣町175番地8 建築会館1階 0852(24)2620 0852(24)3780

（一社）岡山県建築士会 塩飽　繁樹 700-0824 岡山市北区内山下1-3-19 建築会館 086(223)6671 086(221)2185

（公社）広島県建築士会 井本　健一 730-0052 広島市中区千田町3-7-47 広島県情報ﾌﾟﾗｻﾞ 082(244)6830 082(244)3840

（一社）山口県建築士会 藏本　和夫 753-0072 山口市大手町3-8 山口県建築士会館 083(922)5114 083(922)5122

（公社）徳島県建築士会 坂口　敏司 770-0931 徳島市富田浜2-10 徳島県建設ｾﾝﾀｰ 088(653)7570 088(624)1710

（一社）香川県建築士会 遠藤　孝司 760-0018 高松市天神前6-34 村瀬ﾋﾞﾙ 087(833)5377 087(833)5394

（公社）愛媛県建築士会 赤根　良忠 790-0002 松山市二番町四丁目1-5 愛媛県建築士会館 089(945)6100 089(948)0061

（公社）高知県建築士会 依光　成元 780-0870 高知市本町４丁目２－１５ 高知県建設会館 088(822)0255 088(822)0612

（公社）福岡県建築士会 鮎川　　透 812-0013 福岡市博多区博多駅東3-14-18 福岡建設会館 092(441)1867 092(481)2355

（一社）佐賀県建築士会 犬塚　敏治 840-0041 佐賀市城内2-2-37　 佐賀県建設会館 0952(26)2198 0952(26)2248

（一社）長崎県建築士会 鉄川　　進 850-0036 長崎市五島町5-34 ﾄｰｶﾝﾏﾝｼｮﾝ713号室 095(828)0753 095(827)7007

（公社）熊本県建築士会 伊東　龍一 862-0954 熊本市中央区神水1-3-7　 熊本県建築士会館 096(383)3200 096(383)1543

（公社）大分県建築士会 井上　正文 870-0045 大分市城崎町1-3-31 富士火災大分ビル3階 097(532)6607 097(532)6635

（一社）宮崎県建築士会 松竹　昭彦 880-0802 宮崎市別府町2-12 宮崎建友会館 0985(27)3425 0985(27)3698

（公社）鹿児島県建築士会 西薗　幸弘 892-0838 鹿児島市新屋敷町16-301　 県公社ﾋﾞﾙ326 099(222)2005 099(226)2019

（公社）沖縄県建築士会 金城　　傑 901-2101 浦添市西原1-4-26   沖縄建築会館 098(879)7727 098(870)1710

所　　　　　在　　　　　地

都道府県建築士会・会長名・事務局所在地・連絡先
















