
【添付資料】

【東北支部】 （平成30年度末現在）

役  名 氏  名 現 勤 務 先 役  名 氏  名 現 勤 務 先

 支部長 天野　俊哉 北海道建設部  支部長 松﨑　　薫 東日本高速道路(株)東北支社

 副支部長 石川　達也 北海道大学大学院公共政策学連携研究部  副支部長 風間　基樹 東北大学大学院工学研究科

藪　　正樹 北海道電力(株) 和國　信之 (株)大林組東北支店

 幹事長 西村　　聡 北海道大学大学院工学研究院  幹事長 阿部　　誠 東日本高速道路(株)東北支社

 副幹事長 工藤　正彦 北海道電力(株)  副幹事長 山川　優樹 東北大学大学院工学研究科

 支部監事 市橋　俊夫 大成建設(株)札幌支店  支部監事 高橋　一雄 (株)テクノ長谷

林　　宏親 土木研究所寒地土木研究所 長谷川　浩 (株)ダイワ技術サービス

 評議員 芳賀　康博 (株)大林組札幌支店  評議員 斎藤　　勝 (株)ダイヤコンサルタント東北支社

村木　俊介 鹿島建設(株)北海道支店 福士　祐治 青森県県土整備部

森田　恵弘 清水建設(株)北海道支店 菅生　　浩
エヌ・ティ・ティ・インフラネット(株)
東北事業部 ソリューション事業担当

柳瀬ひろし (株)安藤・間札幌支店 杉本　信吾 経済産業省関東東北産業保安監督部

伊藤謙一郎 西松建設(株)札幌支店 今井　淳一 (株)大林組東北支店

中村　暁彦 伊藤組土建(株) 井良沢道也 岩手大学農学部共生環境課程

八木　一善 岩田地崎建設(株) 岩崎　孝道 清水建設(株)東北支店

塩見　　武 荒井建設(株) 木村　　誠
パシフィックコンサルタンツ(株)東北支
社

林　　啓二 (株)ドーコン 角湯　克典 山形県県土整備部

吉田　考一 北電総合設計(株) 杉　　明彦 福島県土木部

加地　隆之 北日本港湾コンサルタント(株) 京谷　孝史 東北大学大学院工学研究科

工藤　康雅 北海道土質コンサルタント(株) 熊谷　浩二 八戸工業大学名誉教授

吉本　裕二 太平洋総合コンサルタント(株) 熊谷　茂一 東北ボーリング(株)

川村　　力 北海道旅客鉄道(株) 小松　順一 奥山ボーリング(株)

田中　潤一 東日本高速道路(株)北海道支社 櫻井　雅之 宮城県土木部

廣瀬　　亘 北海道立総合研究機構 月津　　肇 (株)安藤・間

渡部　要一 北海道大学大学院工学研究院 品川　　敬 鹿島建設(株)東北支店

井上　　京 北海道大学大学院農学研究院 小川　智弘 秋田県建設部

木幡　行宏 室蘭工業大学大学院工学研究科 髙居　和弘 農林水産省東北農政局

山下　　聡 北見工業大学工学部 高村　裕平 国土交通省東北地方整備局

宗岡　寿美 帯広畜産大学環境農学研究部門 瀧内　義男
東日本旅客鉄道(株)東北工事事務所三陸
復興工事区

小野　　丘 北海学園大学工学部社会環境工学科 千葉　則行
東北工業大学工学部都市マネジメント学
科

川端伸一郎 北海道科学大学工学部都市環境学科 仲井　勇夫 基礎地盤コンサルタンツ(株)東北支社

大串　弘哉 北海道開発局建設部 酒井　浩二 国土交通省東北地方整備局

桑島　正樹 北海道開発局建設部 八重樫弘明 岩手県県土整備部

平澤　充成 北海道開発局港湾空港部 関本　昌弘 国土交通省東北地方整備局

草薙　　忍 北海道開発局農業水産部 小嶋　順一 日本郵政(株)

森廣　和幸 北海道開発局営繕部 早坂　　功 (株)テクノ長谷

倉橋　稔幸 土木研究所寒地土木研究所 原田　益雄 応用地質(株)

佐藤　匡之 北海道建設部 星　　克俊 (株)不動テトラ東北支店

木村　伸幸 北海道農政部 寺崎　祐司 大成建設(株)東北支店

伊藤　隆道 札幌市建設局土木部 阿部　　悟 国土交通省東北地方整備局

大島　佳之 札幌市都市局建築部 西尾　　崇 国土交通省東北地方整備局

坪田　　靖 札幌市下水道河川局

山本　武史 (独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構

平成30年度公益社団法人地盤工学会支部役員名簿

【北海道支部】



【北陸支部】

役  名 氏  名 現 勤 務 先 役  名 氏  名 現 勤 務 先

 支部長 大塚　  悟 長岡技術科学大学大学院  評議員 清原　宏二 開発技建(株)

 副支部長 松本　樹典 金沢大学理工研究域 佐藤　壽則 (株)日さく

杉本　利英 (株)ニュージェック富山事務所 菅原　　禎 (株)本間組　

金子　敏哉 (株)キタック 杉本　光隆 長岡技術科学大学大学院

 幹事長 小林  俊一 金沢大学理工研究域 土本　浩二 (株)ダイヤコンサルタント

 副幹事長 森影　篤史 (株)日本海コンサルタント 鶴巻　達也 (株)加賀田組

畠　  俊郎 富山県立大学 豊田　浩史 長岡技術科学大学大学院

斉藤　浩之 (株)興和 長野　　正 (株)福田組

 支部監事 竹内　勝信 (株)アーキジオ 西村　  晋 本間技建(株)

安田　幸弘 中央開発(株) 林    英輝 鹿島建設(株)

 評議員 磯部　康司 金沢市 日吉　　智 応用地質(株)

上田  信二 真柄建設(株) 保坂　吉則 新潟大学

斉藤　  茂 中部地質(株) 丸井　英明 新潟大学

澤山　雅則 国土交通省北陸地方整備局 丸山　正記 (株)興和

重松  宏明 石川工業高等専門学校 村尾　治祐 (株)村尾技建

高原　利幸 金沢大学理工研究域 村山　一啓 大成建設(株)

竹俣　隆一 石川県 森井　俊広 新潟大学

寺崎　  勉 ナチュラルコンサルタント(株) 山岸　俊男 「掘るまいか」新潟上映委員会

外崎　  明 金沢工業大学 吉永　宙司 国土交通省 北陸地方整備局

中村　兼司 (株)東洋設計 渡部　長務 エヌシーイ(株)

西川　  透 石川県 渡辺　　学 国土交通省 北陸地方整備局

野尻　博美 有限会社ソイル・ラボ

伴野　哲也 清水建設(株)

松田　幸一 中日本ハイウエイエンジニア名古屋(株)

宮島　昌克 金沢大学理工研究域

宮田　隆志 (株)ホクコク地水

望月　俊明 中日本高速道路(株)

安達　正彦 安達建設(株)

池田　大介 国土交通省 北陸地方整備局

市森　友明 (株)新日本コンサルタント

岩田　英二 竹沢建設(株)

岡部　竜一 (株)岡部

小笠原　功 北陸電力(株)

桜井　幹郎 北陸基礎開発(株)

佐藤　  昇 三和ボーリング(株)

澁谷　達也 富山県農業用ダム安全性評価委員会

高辻　陽一 前田建設工業(株)

竹内　　悟 国土交通省 北陸地方整備局

西本　俊晴 北陸建設技術士事務所

原　　隆史 富山大学

村尾　英彦 (株)村尾地研

村田　和彦 富山県

和田　正一 富山県道路公社

青山　清道 ＮＰＯ法人にいがたＮＧＯネットワーク

井口　　剛 (株)植木組

市村　浩二 (一社)北陸地域づくり協会

大谷　政敬 (株)キタック

荻原　寿彦 新潟県

鴨井　幸彦 (株)村尾技建



【関東支部】

役  名 氏  名 現 勤 務 先 役  名 氏  名 現 勤 務 先

 支部長 安田　　進 東京電機大学  評議員 大石　敬司 東京地下鉄(株)

 副支部長 若林　伸幸 国土交通省関東地方整備局 甲村　雄一 (株)竹中工務店

坂上　敏彦 (一社)関東地質調査業協会 松田　　隆 (株)大林組

長尾　俊昌 大成建設(株) 浦野　和彦 (株)安藤・間

北誥  昌樹 東京工業大学 佐藤　  毅 (株)アサノ大成基礎エンジニアリング

 顧問 石原　研而 中央大学研究開発機構 千葉　達朗 アジア航測(株)

太田　秀樹 中央大学研究開発機構 安藤　欽一 中央開発(株)

國生　剛治 中央大学 諏訪　朝夫 基礎地盤コンサルタンツ(株)

龍岡　文夫 東京理科大学 高田　  徹 (株)設計室ソイル

 支部監事 北本　幸義 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 眞野  英之 清水建設(株)

高橋　章浩 東京工業大学 笹倉  　剛 鹿島建設(株)

 幹事長 峯岸  邦夫 日本大学 林　健太郎 五洋建設(株)

 副幹事長 石川　敬祐 東京電機大学 原田  健二 (株)不動テトラ

福原　　誠 中央開発(株) 田中　洋輔 東亜建設工業(株)

 評議員 竹村　次朗 東京工業大学 小椋　仁志 (一社)基礎構造研究会

斎藤　広隆 東京農工大学 永野　通夫 (一社)栃木県建築士会

関　  崇夫 前橋工科大学 森田　邦昭 茨城県地質調査業協会

後藤  　聡 山梨大学 喜内　敏夫 (一社)栃木県地質調査業協会

石井　建樹 木更津工業高等専門学校 若月　洋朗 関東地質調査業協会千葉県支部

鈴木比呂子 千葉工業大学 多田　勝則 千葉県地質調査業協会

杉山　太宏 東海大学 越智　勝行 埼玉県地質調査業協会

神田　政幸 (公財)鉄道総合技術研究所 和田　陽一 神奈川県地質調査業協会

岡田　哲実 (一財)電力中央研究所 網代　 稔 (一社)東京都地質調査業協会

田頭　秀和
(国研)農業・食品産業技術総合研究機構
農村工学研究部門

森川　嘉之 (国研)海上・港湾・航空技術研究所 

石橋　洋信 国土交通省関東地方整備局港湾空港部

清水　侯二 国土交通省関東地方整備局営繕部

萩ノ谷克範 (独)都市再生機構

竹下　昭博
(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構東
京支社

伊藤　敦史 茨城県土木部

江連　隆信 栃木県県土整備部

中島　　聡 群馬県県土整備部

垣下　禎裕 山梨県県土整備部

河南　正幸 千葉県県土整備部

加藤　直宣 東京都建設局

狩野　裕二 東京都水道局

猪八重　勇 東京都下水道局

原　   浩 東京都港湾局

松本　政文 (株)総合地盤研究所

関口　吉男 ショーボンド建設(株)

白井　和洋 東日本高速道路(株)関東支社

大塚　敬三 首都高速道路(株)

佐藤　俊哉 電源開発(株)

小林　実央 東京ガス(株)

滝沢　　聡 東日本旅客鉄道(株)



【中部支部】

役  名 氏  名 現 勤 務 先 役  名 氏  名 現 勤 務 先

 支部長 野田　利弘 名古屋大学減災連携研究センター  評議員 小髙　猛司 名城大学理工学部

 副支部長 田中耕太郎 大成建設(株)名古屋支店 能島　暢呂 岐阜大学工学部

前田　健一 名古屋工業大学大学院工学研究科 山田　  誠 国土交通省中部地方整備局港湾空港部

 幹事長 中井健太郎 名古屋大学大学院工学研究科 渡辺　修治 中日本高速道路(株)名古屋支社

 支部監事 神谷　浩二 岐阜大学工学部社会基盤工学科 中西　　晃 基礎地盤コンサルタンツ(株)中部支社

東野　隆之 国土交通省中部地方整備局港湾空港部 山田正太郎 名古屋大学大学院工学研究科

 評議員 岩田　美幸 国土交通省中部地方整備局企画部 服部　　稔 (株)ニュージェック中部支店愛知事務所

田中　知足 国土交通省中部地方整備局港湾空港部

開藤　直樹 中部森林管理局治山課

青井　保男 (独)水資源機構中部支社

柳沢　明徳 (独)都市再生機構中部支社

河野　修平 愛知県建設部

澤田　清光 愛知県農林水産部

宗宮　裕雄 岐阜県県土整備部

西村　和宏 岐阜県農政部

渡辺　克己 三重県県土整備部

藤本　隆治 三重県農林水産部

平野　忠幸 静岡県交通基盤部

櫻井　正陽 静岡県交通基盤部農地局農地計画課

長谷川朋弘 長野県建設部

田中　庫夫 長野県農政部

大野　孝宏 名古屋港管理組合

服部　幸也 名古屋市緑政土木局

山口　啓一 名古屋市住宅都市局建築指導部

小野　好文 名古屋市住宅都市局営繕部

愛知　雅夫 名古屋市上下水道局

加藤　友秋 名古屋市交通局

村田　　啓 中日本高速道路(株)名古屋支社

遠藤　一雄 名古屋高速道路公社

河村　精一 中部電力(株)

勝田　栄作 関西電力(株)東海支社

舟橋　秀麿 東海旅客鉄道(株)東海鉄道事業本部

不破　崇博 東海旅客鉄道(株)建設工事部

山縣　正明 名古屋鉄道(株)

伊藤　重和 中部地質調査業協会

大西　直宏 (株)竹中工務店名古屋支店

山田　　徹 鹿島建設(株)名古屋支店

竹内　国雄 (株)三祐コンサルタンツ

和田　昌樹 応用地質(株)中部支社

中平　啓二 (株)ダイヤコンサルタント中部支社

梅崎　健夫 信州大学工学部

阿知波文夫 中央開発(株)中部支店

奥村  哲夫 愛知工業大学工学部

大東　憲二 大同大学工学部

吉村　優治 岐阜工業高等専門学校



【関西支部】 【中国支部】

役名 氏名 現職 役名 氏名 現職

 支部長 南荘　　淳 (一財)阪神高速道路技術センター  支部長 谷山　勝彦 広島市道路交通局

 副支部長 伊藤　　譲 摂南大学  副支部長 山田　恭平 中国電力(株) 電源事業本部

木村　博規 西松建設（株）関西支店 竹下　祐二 岡山大学大学院環境生命科学研究科

藪内　　弘 大阪市港湾局 西村　　強 鳥取大学大学院工学研究科

 幹事長 伊藤譲(代理)摂南大学  幹事長 嶋司　博文 広島市道路交通局道路部

 支部監事 桶川　宏司 (株)鴻池組  支部監事 小田　秀樹 復建調査設計(株)

中山　義久 (協)関西地盤環境研究センター 大下　哲則 五洋建設(株)中国支店

 評議員 稲葉　　徹 五洋建設㈱  評議員 西村　　強 鳥取大学大学院工学研究科

片山　政和 (株)日建設計シビル 増本　　清 島根大学大学院総合理工学研究科

金村　和生 中央復建コンサルタンツ(株) 西垣　　誠 岡山大学大学院環境生命科学研究科

久保　哲也 前田工繊株式会社　 竹下　祐二 岡山大学大学院環境生命科学研究科

成瀬　文宏 基礎地盤コンサルタンツ(株) 土田　　孝 広島大学大学院工学研究科

庄　　健介 阪急電鉄(株) 山本　春行 広島大学大学院国際協力研究科

相馬　　昇 国土交通省近畿地方整備局 中田　幸男 山口大学大学院創成科学研究科

富田　隆志 三井住友建設(株) 鈴木　素之 山口大学大学院創成科学研究科

西　　靖彦 京都市 宮森　俊光 農林水産省中国四国農政局

肥後　陽介 京都大学大学院 石井　伸治 経済産業省中国四国産業保安監督部

福居　雅也 (株)奥村組 冨樫　篤英 国土交通省中国地方整備局企画部

藤原　照幸 (一財)地域地盤環境研究センター 鈴木　　徹 国土交通省中国地方整備局港湾空港部

山口　和範 応用地質（株） 板橋　　薫 国土交通省中国地方整備局営繕部

山田　　卓 大阪市立大学 山内　政己 鳥取県県土整備部

牛田　智樹 大阪ガス 真田　晃宏 島根県土木部

大城　泰久 神戸市 建設局 樋之津和宏 岡山県土木部

小林　泰三 立命館大学 三上　幸三 広島県土木建築局

澁谷　　啓 神戸大学大学院 森若　峰存 山口県土木建築部

田中　克実 (株)不動テトラ 林　　恭生 岡山市都市整備局

田山　　聡 西日本高速道路(株) 横町　厚司 広島市道路交通局道路部

西岡　　勉 阪神高速道路(株) 三瀬　博敬
西日本高速道路(株)中国支社 建設・改築
事業部

福塚健次郎 (株)アーステック東洋 今井　卓也 西日本旅客鉄道(株)広島支社

藤井　昌隆 西日本旅客鉄道(株) 檜山　典英 広島県建設工業協会

藤吉　秀彰 パシフィックコンサルタンツ（株） 山田　恭平 中国電力(株)電源事業本部

丸毛　篤也 大阪府 末國　光彦 中電技術コンサルタント(株) 

宮本　順司 東洋建設(株)

村上　岳彦 関西電力（株）

山口　　充 (株)鴻池組

山見　晴三 清水建設(株)



役  名 氏  名 現 勤 務 先 役  名 氏  名 現 勤 務 先

 支部長 大野　裕記 四国電力(株)  支部長 見坂　茂範 福岡県県土整備部

 副支部長 原　　　忠 高知大学教育研究部自然科学系理工学部門 副支部長 安福　規之 九州大学大学院工学研究院

山中　　稔 香川大学創造工学部創造工学科 河野　健吾 日本建設業連合会九州支部

竹内　　孝 （株）大林組四国支店 小畠　淳二 宮崎県地質調査業協会

 幹事長 中廣　政之 四国電力(株)  幹事長 宮丸　正和 福岡県県土整備部

 支部監事 満石　孝治 (株)四電技術コンサルタント  副幹事長 石藏　良平 九州大学大学院工学研究院

木下　尚樹 愛媛大学大学院理工学研究科  支部監事 吉野　敏成 九州旅客鉄道(株)

 評議員 岡村　未対 愛媛大学大学院理工学研究科 陣内龍太郎 応用地質(株)九州支社

蒋　　景彩 徳島大学環境防災研究センター  評議員 安福　規之 九州大学大学院工学研究院

岡林宏二郎 高知工業高等専門学校 三谷　泰浩 九州大学大学院工学研究院

山中　　稔 香川大学工学部 ハザリカヘマンタ 九州大学大学院工学研究院

小林　範之 愛媛大学農学部  陳　  光斉 九州大学大学院工学研究院

小竹　　望 香川高等専門学校 永瀬　英生 九州工業大学大学院工学研究院

吉村  　洋 阿南工業高等専門学校 廣岡　明彦 九州工業大学大学院工学研究院

荒瀬　美和 国土交通省四国地方整備局 柴　　錦春 佐賀大学大学院工学系研究科

権藤　宗高 国土交通省四国地方整備局 日野　剛徳 佐賀大学低平地沿岸海域研究センター

瀬尾　　守 徳島県土木部 蒋　　宇静 長崎大学大学院工学研究科

葛西　　剛 香川県土木部 大嶺　　聖 長崎大学大学院工学研究科

杉本　　寧 愛媛県土木部 大谷　　順 熊本大学大学院端科学研究部

村田　重雄 高知県土木部 佐藤　研一 福岡大学工学部

上田　卓司 西日本高速道路(株) 村上　　哲 福岡大学工学部

立川　貴重 四国電力(株) 林　　泰弘 九州産業大学建築都市工学部

須賀　幸一 (株)芙蓉コンサルタント 周　　国伝 西日本工業大学工学部

大内　泰志 (株)四国総合研究所 田中　孝典 大分工業高等専門学校

古野　隆久 (株)ファルコン 藤巻　浩之 国土交通省九州地方整備局

大西　　鋼 (株)地研 神谷　昌文 国土交通省九州地方整備局

辻　　和秀 (株)エイト日本技術開発四国支社 井原　和彦 農林水産省九州農政局

中屋　　亮 大成建設(株)四国支店 小口　　浩 内閣府沖縄総合事務局

田中　顕二 西松建設(株)四国支店 見坂　茂範 福岡県県土整備部

清水康次郎 清水建設(株)四国支店 宮丸　正和 福岡県県土整備部

菅　　信晴 (株)奥村組四国支店 田尻　英樹 福岡県県土整備部

吉田　英信 (株)大林組四国支店 山﨑日出男 佐賀県県土整備部

吉村　文次 四国建設業協会連合会 岩見　洋一 長崎県土木部

阿部　洋祐 大分県土木建築部

宮部　静夫 熊本県土木部

瀬戸長秀美 宮崎県県土整備部

渡邊　　茂 鹿児島県土木部

上原　国定 沖縄県土木建築部

三角　正文 福岡市道路下水道局

石松　毅彦 北九州市技術監理局

廣畑　浩司 西日本高速道路(株)九州支社

前　　浩久 西日本高速道路(株)九州支社

元永　　秀 (独)水資源機構筑後川局

久保　　明 (独)都市再生機構九州支社

綿貫　正明 (独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構

【四国支部】 【九州支部】



役  名 氏  名 現 勤 務 先

 評議員 吉野　敏成 九州旅客鉄道(株)

山中　義之 福岡北九州高速道路公社

近藤　真哉 西日本鉄道(株)

園田利美津 九州電力(株)

日高　一敏 NTTインフラネット(株)

河野　健吾 日本建設業連合会九州支部

黒岩　宏次 日本道路建設業協会九州支部

下石　　誠 福岡県港湾建設協会

福島　宏治 建設コンサルタンツ協会九州支部

花村　　修 福岡県地質調査業協会

原　　　裕 佐賀県地質調査業協会

桐原　　敏 長崎県地質調査業協会

梶谷　俊介 大分県地質調査業協会

工藤　　伸 熊本県地質調査業協会

小畠　淳二 宮崎県地質調査業協会

宇都　忠良 鹿児島県地質調査業協会

新藤　正幸 沖縄県地質調査業協会

白井　康夫 基礎地盤コンサルタンツ(株)九州支社

陣内龍太郎 応用地質(株)九州支社

高田　　誠 中央開発(株)九州支社

【九州支部】


