
第 5回全国ヘリテージマネージャーネットワーク協議会総会 

 
1. 日 時  平成28年10月21日（金）総会17：00～18：15 

                  情報交換会 18：30～20：00 
 
2. 場 所  別府市公会堂 大ホール 
 
3. 出席者（団体代表） 94名 
■地域ネットワーク   17名                     
 山本 栄一郎、今井 史朗（あいちヘリテージ協議会） 
 岩見 勝由（みえヘリテージの会） 
永松 尚、風月 匠幹廣（古材文化の会 伝統建築保存活用マネージャー会（ＫＯＭＯ）） 

 沢田 伸、津枝 勝見（ひょうごヘリテージ機構Ｈ２Ｏ） 
 米村 博昭（奈良ヘリテージ支援センター） 
 宮田 育典、林 茂樹（とくしま文化財マイスター連絡協議会） 
 山川 満清（熊本ヘリテージマネジャー会議） 
 塩見 寛、成島 章文、石田 充利（静岡県ヘリテージセンターＳＨＥＣ） 
 篠原 憲司（ふくいヘリテージ協議会） 
 武村 実、梶 ひろみ（ヘリマネいばらき協議会） 
 
■賛同団体     77名 
（建築士会代表者） 64名 
 高橋 康夫（群馬）、久富 清敏（千葉）、内田 美知留（神奈川）、渡辺 斉（新潟）、福田 勝好、 
所 一博、坂 忠男、柴田 行康（岐阜）、丸谷 文恵、池田 通則（富山）、小林 吉則、笠島 理、 
中西 良成（石川）、栗山 裕子、橋本 光生、伏木 道雄、中田 貴子、桂 浩子、山田 敬子、 
熊田 孝（京都）、阪田 晴宏、昇 勇、所 千夏（大阪）、才本 謙二（兵庫）、中西 重裕、 
鈴木 史郎（和歌山）、倉恒 俊一（鳥取）、品川 俊二（島根）、塩飽 繁樹、中村 陽二（岡山）、 
山口 邦良（広島）、原田 正彦（山口）、池田 裕美（香川）、花岡 直樹、大西 勝秀（愛媛）、武政 正樹、

入江 恵子（高知）、中島 孝行、花吉 朝陽（福岡）、清水 耕一郎、永石 洋幸（佐賀)、鉄川 進、 
指山 康二（長崎）、養父 信義、堤 寛、鈴木 義弘、三ヶ尻 勝、幸 孝文、山﨑 哲也、今橋 周作、 
秋吉 勇、幸 康史、野口 典良、穴井 輔嘉、是本 正昭、椛田 康男、村上 栄一、江藤 守、 
小川 稔浩、江藤 邦雄、橋本 洋一（大分）、佐藤 貴弘（宮崎）、田代 昌弘、栫井 銀二郎（鹿児島） 

（ＮＰＯ法人）    6名 
 東田 秀美（ＮＰＯ法人歴史的地域資産研究機構） 
北島 智美（ＮＰＯ法人日本民家再生協会） 

 中島 宏典、山本 玲子（歴史的建築物活用ネットワーク） 
 高久 忠明、関川 修司（北海道文化遺産活用活性化実行委員会） 
（個 人）      3名 
 後藤  治、大橋 竜太、山﨑 鯛介 
 
■オブザーバー    4名 
 篠田 義男、柴田真秀、下山道男、鰺坂徹（（公社）日本建築家協会） 
 
■全国ヘリテージマネージャーネットワーク協議会関係   
 運営委員長   後藤  治（東京・工学院大学教授） 
 運営副委員長  沢田  伸（兵庫・ひょうごヘリテージ機構Ｈ２Ｏ代表世話人） 
   〃     塩見  寛（静岡・静岡県ヘリテージセンターＳＨＥＣセンター長） 
 運営委員    武村  実（茨城・ヘリマネいばらき協議会代表） 
         山川 満清（熊本・熊本ヘリテージマネジャー会議代表） 
         風月匠幹廣（京都・ＫＯＭＯ） 
         中村 陽二（（一社）岡山県建築士会） 
         関川 修司（（一社））北海道建築士会） 



第 5 回全国ヘリテージマネージャーネットワーク協議会総会  
次  第 

 
1. 日 時 平成 28 年 10 月 21 日（金）17：00～20：00 

16：00～16：50（中央公会堂施設案内） 
17：00～18：10（総会）  
18：30～20：00（情報交換会） 

 
2. 場 所 別府市公会堂 大ホール 
  
3. プログラム  

司会 鈴木 義弘 
■開会挨拶 運営委員長 後藤 治（2 分） 
■報告事項 

(1) 人材育成の現状、活動ネットワーク、広域連携：各ブロック委員 
  ・HM 講習会、ネットワーク組織、協議会運営等の状況（30 分：6 5 分） 
   …HM 講習会の実施報告、活動ネットワーク組織の立上げ報告など 
 ・被災歴史的建造物の被災調査活動等の広域連携の動き（12 分：3 4 分） 

   …九州ブロック、近畿ブロック、東海北陸ブロック 
   

■協議事項 
(1) HM に関する他の研修、他県の講座の利用について：沢田（4 分）   
(2) 熊本地震への対応：後藤治 運営委員長（10 分） 
 ・日本建築学会との協定 …歴史的建築総目録ＤＢの運用 
 ・被災歴史的建造物の他県等からの対応のルールづくり 

 (3) 今後の活動計画：沢田伸 運営副委員長（12 分） 
    ・メーリングリストの積極的活用→ＨＰに掲載  
    ・イベント案内・報告 

   ・次回開催について：京都府建築士会 
           

＜移 動＞ 
 

情報交換会（1 時間半程度の懇親会）会場：ヒットパレードクラブ HITPARADECLUB 
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地域ネットワーク団体　14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Ｈ２Ｏ

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　邦義 大分士会

賛同団体　40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 松隈　仁吉 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 田中　恵輔 田中　豊 群馬士会

（一社）千葉県建築士会 会長 圓崎　直之
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 佐川　友宏 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 歴史的建造物委員会 池田　通則 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 ヘリテージ委員会 沢田　伸 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 森本　博美 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 松隈　仁吉 （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

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

沢田　伸

米村　博昭

中野　真弘

塩見　寛

（平成28年9月8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　荻野邦彦

副会長　中西　重裕

代表者名

中島　謹四郎

篠原　憲司

錦織　亮雄

芳山　憲祐

柴　和伸
鉄川　進
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