
令和元年度 支部長名簿 

支部名 支部長 支部名 支部長 

新 川  石山 敏雄 中新川  杉本 隆一 

上新川  山下 重利 富 山  鈴木 保二 

婦 負  江本  優 射 水      高原 昌弥 

高 岡      林  芳宏 氷 見      向山 武俊 

砺 波  水木  功    

 

 

令和元年度委員会委員名簿 

◆事業委員会               

 広報委員会 

 (正) 大角  亮(高) (副) 武田 和正(中) (副) 福村 仁志(富)  

  

委      員 

山下 重利(上) 稲垣由希子(富) 小見美由紀(富) 中根慶治郎(富) 

井上  理(婦)    

 

□研修委員会 

(正) 川合 光行(氷) (副) 阪口  憲一(富) (副) 伏木里英子(砺)   (副) 可部谷利昭(砺) 

 

委      員 

大川 信和(新) 小坂 幸博(新) 小泉 美江子(富) 井波  隆(婦) 

水野 行偉(射) 小竹 健治(高) 土倉 範行(砺)  

 

□まちづくり委員会 

(正) 竹林 正宏(射) 
(副) 今村 彰宏(富) 

(副) 徳田 義弘(高) 

(副) 中本  尚(富)   (副) 西野 晴仁(富) 

(副) 加藤 明博(砺)    

 

委      員 

街中まちづくり部会 

部会長：徳田 義弘(高） 

(副)  山中 路代(高) (副) 中井 美幸(高) (副) 巻渕  忍(高) 

酒井 武志(中)  荒井好一郎(富) 中本  尚(富) 

内山 昭一(富)   片境 清久(射) 川合 光行(氷) 

防災まちづくり部会 

部会長：西野 晴仁(富) 

(副) 鈴木 保二(富) (副) 山本 幹史(富)  

杉本 隆一(中) 山下 重利(上) 中村  満(婦) 

歴史まちづくり部会 

部会長：今村 彰宏(富) 

(副) 小森  忠(新) (副) 高原 昌弥(射) (副) 秋山 豊彦(高) 

田嶋由美子(新) 飯野 美代子(富) 池田 通則(富) 

稲垣由希子(富) 大釜  恵(富) 吉田 芳人(婦) 

河合 誠三(砺)   

木のまちづくり部会 

部会長：加藤 明博(砺) 

(副) 安田 信夫(婦) (副) 長島  修(砺)  

山下 輝雄(新) 池田 通則(富) 柴田 裕弘(高) 

藤井 一彦(砺)   



◆技術向上･交流委員会 

□青年委員会 

(正) 山﨑 寛生(新) (副)  岩瀧  卓(婦)   (副) 青野 茂和(高) (副) 塩谷 和広(砺) 

 

委   員 

伊田 直樹(新) 岡  大輔(新) 當田 健二(中) 奥井 良樹(上) 

岡崎 光晴(富) 徳舛 一博(富) 前田 哲宏(富) 室谷 外幸(富) 

小澤 高夫(婦) 高畑  純(高) 小林 弘二(氷) 長島  修(砺) 

野村 和則(砺)    

 

□女性委員会 

(正) 林  千晶(高) (副) 上野美祐紀(砺) (副) 大門 益子(砺)  

 

委      員 

萩原麻希子(新) 池本 真里(富) 大釜  恵(富) 富樫久美子(富) 

水牧 貴子(富) 稲田 真理(射) 宮原 優子(高) 吉野 由美(高) 

 

□交流委員会 

(正) 山本 幹史(富) (副) 上梅澤保博(新) (副) 木村 正人(富)   (副) 斉藤 弘志(砺) 

 

委      員 

大倉 将史(新) 當田 健二(中) 庄司 雅紀(上) 藤井 文雄(婦) 

伊勢 幸夫(射) 小竹 健治(高) 柴田 裕弘(高) 今城真由美(高) 

 

 

◆その他の委員会 

□ＣＰＤプログラム評議会（専攻建築士審査評議会を兼ねる）  

(正)  長島  修(砺) (外部) 福井 真澄(教)   

 

東 
小坂 幸博(新)  山本  裕(新) 大釜  恵(富) 岡崎 光晴(富) 

木村 正人(富) 根塚三起生(富)   

西 
西村  隆(射) 今城真由美(高) 明元 茂喜(高) 本多 一文(氷) 

諏訪   淳(砺)     

 

□選挙管理委員会 

(正) 竹林 正宏(射)    

 

委      員 

 石山 敏雄(新) 鈴木 保二(富)  高原 昌弥(射)  水木  功(砺) 

 

□70周年記念事業検討委員会 

(正) 金山 泰夫(富) (副) 山口 孝芳(高)  

 

委      員 

 岩瀧 卓(婦) 
 

大角  亮(高) 林  千晶(高) 土倉 範行(砺) 

 

 


