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一般社団法人 日本建築材料協会 

 

 昭和 25 年 10 月 8 日に関西建材会として再発足致しました当協会も、今年で 70 周年を迎える運びと

なりました。この間激しく変化する日本の社会経済構造と、繰り返す景気浮沈に直面しながらも、幾多

の苦難を乗り越えて順調に発展してきました。 

 本会は｢建築材料の調査･研究･情報収集などを通して、その品質並びに技術の向上を図り、ひいては

日本の建築産業の進歩発展に寄与し、社会公共の利益に貢献する｣ことを目的として設立されましたが

当協会の使命は、ますますその重要性を増しており目的達成のために従来以上の努力する必要があると

考えております。 

 これら求められているところを再確認し、会員相互の絆を一層強め一丸となって建築材料の普及啓発

や社会公共の利益に貢献すべく 70周年という節目を機に協会ロゴマークを募集します。 

 

募集内容 協会ロゴデザイン 

デザインテーマ 「建築材料のプラットフォーム」 

    ※将来にわたって利用する予定のため、「70周年」に関連するデザインにはしないでください。 

ロゴ公募理由 英文名を表記することが増えたため、既存のロゴマークより一新したい。グローバルを

見据えたデザインを期待している。 

応募資格 特になし 

応募作品点数 1名／1グループにつき最大 3点まで 

  賞   最優秀賞(1点) １０万円  優秀賞(2点) ３万円 

締 切 日 ２０２０年３月３１日（火）消印有効 

レイアウト     現在のロゴデザインを参考に下記のもの必ず入れて下さい。配置はロゴを含め自由です。 

協 会 名 一般社団法人 日本建築材料協会 

英 文 名 JAPAN BUILDING MATERIALS ASSOCIATION  

審査方法 (一社)日本建築材料協会 理事会で審査を行います。 

     採用については本人に直接通知いたします。 

結果発表 ２０２０年１０月８日以降ホームページで発表します。 

諸権利 採用されたデザインの著作権および知的財産権は主催者に属します。２次使用を含め使用に際

して加工・補正等を行なう場合があります。応募作品が第三者の著作権その他の知的財産権を

侵害しているとして紛争が生じた場合その作品の応募者は一切の費用を負担し、応募者自身が

処理・解決するものとします｡この場合、該当作品は対象から除外します。 

その他 未発表でオリジナルなものに限ります。応募作品の返却は致しません。 

応募方法 Ａ４用紙 縦(210mm×297 mm)、平面のみでカラー(特色使用不可)の提出とします。 

     白黒印刷にも耐えうるデザインとし、グラデーションやぼかしは使用しないでください。 

     郵送もしくは電子メール(電子メールでの作品データは JPEG形式のみ) 

     ※最優秀作品は、作品データ提出とモノクロ版の作成をお願い致します。 

     別紙でデザインコンセプト、プロフィール、どこでロゴマーク募集を知ったか、 

        氏名、年齢、住所、電話番号、メールアドレスお願い致します。 

 

主催者（提出・問合せ先） (一社)日本建築材料協会 

        〒550-0002 大阪市西区江戸堀 1-4-23 撞木橋ビル 4階 

         TEL 06-6443-0345 FAX 06-6443-0348  6443-0345 

         E-mail award@kenzai.or.jp  HP http://www.kenzai.or.jp/



現在のロゴデザイン 

 

 

 

 

 

(一社)日本建築材料協会  理事 

協 会 役 職 氏    名 会   社   名 役    職 

名誉会長 藤井  實 エスケー化研㈱ 代表取締役会長 

名誉会長 立野 純三 ㈱ユニオン 代表取締役社長 

会長 松本  將 マツ六㈱ 代表取締役社長 

副会長 兼 技術部長 河本 善博 ㈱淀川製鋼所 上席執行役員  

副会長 兼 国内事業部 森村 泰明 森村金属㈱ 代表取締役社長 

専務理事 山中 豊茂 ㈱山中製作所 代表取締役社長 

常務理事 佐藤 榮一 (一社)日本建築材料協会 常務理事 

総務部長 森上  恒 ㈱ウォータイト 代表取締役 

総務部 梅原 彰二 淀鋼商事㈱ 代表取締役社長 

総務部 北村 克己 日新工業㈱ 執行役員大阪支店長 

総務部 中村 裕一 ㈱ハイロジック 代表取締役社長 

財務部長 安田 昌弘 東亜コルク㈱ 代表取締役 

財務副部長 毛利 征一郎 ㈱大久 取締役会長 

国内事業部長 安田  誠 安田㈱ 代表取締役社長 

国内事業部 増田 伸行 ㈱タイコー軽金属 代表取締役社長 

海外事業部長 佐渡島 康平 ㈱佐渡島 代表取締役社長 

海外事業部 佐野 省治 ㈱光 取締役副会長 

海外事業部 廣瀬 太一 ヒロセホールディングス㈱ 代表取締役会長兼社長 

技術部 深江 隆司 アスワン㈱ 取締役社長 

技術部 熊本 辰視 ㈱オクジュー 取締役社長 

広報宣伝部長 市山 太一郎 日幸産業㈱ 代表取締役 

広報宣伝副部長 神戸 睦史 ㈱ハウゼコ 代表取締役社長 

広報宣伝部 日下部 悟 コニシ㈱ 取締役専務執行役員 

広報宣伝部 谷本 隆広 関包スチール㈱ 代表取締役会長兼CEO 

広報宣伝部 田中 一裕 エスケー化研㈱  

会勢部長 永原 穣 王建工業㈱ 代表取締役社長 

会勢部 吉成 典子 ㈱シンコー 代表取締役社長 

会勢部 夏原 健二 日本パワーファスニング㈱ 取締役 営業本部長 

会員交流部長 藤井 義朋 ガムスター㈱ 代表取締役 

会員交流部 恩庄 康之 オーケーレックス㈱ 代表取締役社長 

会員交流部 越井 潤 越井木材工業㈱ 代表取締役社長 

会員交流部 貞利 幸孝 大島応用㈱ 代表取締役 

関東支部長 野口 茂一 ㈱ノグチHD 代表取締役 

中部支部長 久保田 剛弘 エスケー化研㈱ 名古屋支店 支店長 

中国支部長 西國 和美 ㈱淀川製鋼所 広島統括営業所長 

四国支部長 中野 泉志 ㈱淀川製鋼所 高松統括営業所長 

九州支部長 越智 通広 越智産業㈱ 代表取締役社長 

 

JAPAN BUILDING MATERIALS ASSOCIATION 

一般社団法人 

日本建築材料協会 



建築産業の進歩発展を促し、社会公共の利益増進に寄与することを目的とする

一般社団法人 日本建築材料協会

「人手不足」「技術者不足」「後継者不足」「廃業」
「施工品質・スキルの低下」「技能伝承」
「基準できていない」「紙・Excelに頼る業務多い」

【社会や業界の課題・対策等の主なキーワード】

人・生産性 建材・業界 社会・環境

「働き方改革」「生産性向上」「労働環境改善」

「異業種連携」「産学連携」「官民ボーダレス化」
「事業承継」「人材育成」「技能伝承」
「ペーパーレス」「ICT」「データ共有」「AI」「IoT」

「材料高騰」「人件費高騰」「知ってもらえない」
「品質高い建材を使ってもらえない」「物流課題」
「新築着工戸数減少」「空き家問題」「個別最適」

「新しい建築材料・工法の開発」「調査研究」
「デザイン」「革新的な建材」「施工省力化」
「一元化」「コスト削減」「事務作業軽減」「発信」
「サステナビリティ」「i-Construction」「見える化」

「SDGｓ」「CO2排出削減」「脱炭素化」「省エネ」
「超高齢化社会」「労働生産人口減少」
「インフラメンテナンス」「災害対応」「インバウンド」

「地球環境配慮」「1億総活躍社会」「観光立国」
「地方創生」「ユニバーサルデザイン」
「東京2020」「IR」「2025年大阪・関西万博」
「Society5.0」「スマートシティ」「次世代住宅」

業界の発展

改革

イノベーション働き方改革

ダイバーシティ

成長

創造協同

◇施工省力化
◇品質基準の規格化
◇業務集約、IT活用

◇共同カタログ配送
◇商品データの一元管理
◇アライアンス

◇国際・海外連携
◇展示会・広報

◇新商品開発
◇新サービス
◇新技術・新素材


