
地域ネットワーク団体　19団体
団　　　体　　　名 担当委員会名 担当者名 連絡先

あいちヘリテージ協議会（AHC）
あいちヘリテージマネジャー
養成講座実行委員会

山本　栄一郎 愛知士会

みえヘリテージの会 文化庁事業特別委員会 岩見　勝由 三重士会
ＫＯＭＯ
（古材文化の会伝統建築保存活用ﾏﾈｼﾞｬｰ会）

風月　匠幹廣

ひょうごヘリテージ機構Ｈ
２
Ｏ 沢田　伸

奈良ヘリテージ支援センター
奈良県建築士会
住まい・まちづくり委員会

米村　博昭

とくしま文化財マイスター連絡協議会 中野　真弘
熊本ヘリテージマネジャー会議 山川 満清 まちづくり委員会 芳井　和彦 熊本士会

静岡県ヘリテージセンターＳＨＥＣ
山﨑　勝弘
木村　精治
倉田　裕司

静岡士会

岡山ヘリテージマネージャー機構 景観整備・ヘリテージマネージャー委員会 皆木　國義 岡山士会
大分ヘリテージマネージャーネットワーク 調査研究委員会 穴井　輔嘉 大分士会
ふくいヘリテージ協議会（ＦＨＣ） 事務局 尾野　和之 福井士会
ヘリマネいばらき協議会 武村　実 茨城士会
長崎ヘリテージマネージャー連絡協議会 まちづくり委員会 鉄川　進 長崎士会
広島県ヘリテージ協議会 山口　邦良

あきたヘリテージマネージャー協議会
高荒　宏一
植田　　一

秋田士会

かながわヘリテージマネージャー協会 池田　誠之

とやまヘリテージ協議会
丸谷　文恵
池田　通則
秋山　豊彦

ヘリテージ学団　あっちこうち
公文　大輔
武政　正樹

群馬建築士会ヘリテージマネージャー協議会 まちづくり委員会 高橋　康夫
賛同団体　42団体

団　　　体　　　名 担当委員会名 担当者名
(一社)北海道建築士会 会長 髙野　壽世 ヘリテージマネージャー特別委員会 関川　修司 北海道士会
(一社)青森県建築士会 会長 川島　芳彦 まちづくり委員会 筧　正明 青森士会
(一社)宮城県建築士会 会長 砂金　隆夫 まちづくり委員会 大竹　雅之 宮城士会
(公社)福島県建築士会 会長 蛭田　修二 岸波　　徹 福島士会
(一社)茨城県建築士会 会長 柴　和伸 まちづくり委員会 梶　ひろみ 茨城士会
(一社)栃木県建築士会 会長 青木　格次 ヘリテージマネージャー委員会 大須賀　信人 栃木士会
（一社）群馬建築士会 会長 田仲　　　豊 まちづくり委員会 高橋　康夫 群馬士会
（一社）埼玉建築士会 会長 江口　満志 ヘリテージマネージャー小委員会 江森　輝雄 埼玉士会

（一社）千葉県建築士会 会長 竹江　　文章
文化遺産を活かした
地域活性化事業推進検討会

渡辺　昌文 千葉士会

（一社）神奈川県建築士会 会長 金子　修司 景観整備機構委員会 内田　美知留 神奈川士会
（一社）新潟県建築士会 会長 川ノ口信一 まちづくり委員会 渡辺　斉 新潟士会
（公社）静岡県建築士会 会長 佐藤　博行 景観整備機構・まちづくり委員会 塩見　寛 静岡士会
（公社）愛知建築士会 会長 廣瀬　高保 山本　栄一郎 愛知士会
（公社）岐阜県建築士会 会長 藤井　孝一 まちづくり委員会 福田　勝好 岐阜士会
（公社）富山県建築士会 会長 中野　健司 富山士会
（一社）石川県建築士会 会長 照田　繁隆 まちづくり委員会 小林　吉則 石川士会
（一社）福井県建築士会 会長 歌門　敬二 事業委員会 前田　裕之 福井士会
（一社）京都府建築士会 会長 衛藤　照夫 ヘリテージマネージャー委員会 熊田　孝 京都士会
（公社）大阪府建築士会 会長 岡本　森廣 社会貢献委員会ヘリテージ部会 立間　司 大阪士会
（公社）兵庫県建築士会 会長 高橋　伸明 まちづくり委員会 田村　嘉朗 兵庫士会
（一社）和歌山県建築士会 中西　重裕 和歌山士会
（一社）鳥取県建築士会 会長 松山　　久 まちづくり委員会 田中　国彦 鳥取士会
（一社）島根県建築士会 会長 足立　正智 まちづくり委員会 田中　昌子 島根士会
（一社）岡山県建築士会 会長 洗井　健一 景観整備・ヘリテージマネージャー委員会 皆木　國義 岡山士会
（公社）広島県建築士会 会長 元廣　清志 ヘリテージ委員会 松岡　友夫 広島士会
（一社）山口県建築士会 会長 松田　悦治 山本　秀孝 山口士会
（一社）香川県建築士会 会長 遠藤　孝司 池田　裕美 香川士会
（公社）愛媛県建築士会 会長 寺尾　保仁 大西　勝秀 愛媛士会
（公社）高知県建築士会 会長 依光　成元 事務局 村山　雄一 高知士会
（公社）福岡県建築士会 会長 石本　元彦 まちづくり委員会 中島　孝行 福岡士会
（一社）佐賀県建築士会 会長 中野　昭則 まちづくり地域貢献活動委員会 清水　耕一郎 佐賀士会
（一社）長崎県建築士会 会長 富田　耕司 歴史的風致維持委員会 鉄川　進 長崎士会
（公社）大分県建築士会 会長 井上　正文 調査研究委員会 鈴木　義弘 大分士会
(一社)宮崎県建築士会 会長 松竹　昭彦 ヘリテージ委員会 佐藤　貴弘 宮崎士会
（公社）鹿児島県建築士会 会長 守真　和弘 鶴丸城等史跡建造物調査委員会 田代　昌弘 鹿児島士会
（公社）日本建築士会連合会 会長 三井所　清典
ＮＰＯ法人歴史的地域資産研究機構 角　幸博
ＮＰＯ法人日本民家再生協会 事務局 渡邊　泉
福島県歴史的建造物保全活用促進協議会 会長 蛭田　修二 （公社）福島県建築士会内 岸波　　徹
歴史的建築物活用ネットワーク 代表 安藤　邦廣 山本　玲子
北海道文化遺産活用活性化実行委員会 代表 角　幸博 高久　忠明
（公社）日本建築家協会 会長 六鹿　正治 ＪＩＡ保存再生会議 篠田　義男
賛同する個人
後藤　治（東京士会会員、工学院大学教授）、大橋　竜太(東京家政学院大学教授)、山﨑　鯛介(東京工業大学准教授)
上野　勝久(文化庁文化財部参事官）

桐浴　邦夫

才本　謙二

米村　博昭

中野　真弘

塩見　寛

（平成29年11月30日現在）                          全国ヘリテージマネジャーネットワーク協議会　会員名簿

代表者名

望月　昭

岩見　勝由

代表理事　角　幸博
代表理事　公文大

副会長　中西　重裕

代表者名

中島　謹四郎

篠原　憲司

後藤　孝一

芳山　憲祐

柴　和伸
鉄川　進
錦織　亮雄

鈴石　博実

池田　誠之

丸谷　文恵

田仲　豊


	会員名簿

