
第５号議案

No. 氏　名 所　　　属 推薦支部／立候補

1 磯部　公一 北海道大学大学院工学研究院 北海道

2 江川　拓也 （国研）土木研究所寒地土木研究所寒地地盤チーム 北海道

3 川尻　峻三 九州工業大学大学院　工学研究院 北海道

4 左近　利秋 （株）ドーコン環境事業本部地質部 北海道

5 本多　俊司 （株）北海工営社 北海道

6 山口　 晶 東北学院大学工学部環境建設工学科 東北

7 風間　基樹 東北大学大学院工学研究科土木工学専攻 東北

8 江本　 満 応用地質（株）流域・砂防事業部 東北

9 伊藤　悟郎 東北電力（株）発電・販売カンパニー　土木建築部 東北

10 澤野　幸輝 （株）ネクスコ・エンジニアリング東北秋田事業所 東北

11 高橋  浩之 （株）興和　調査部 北陸

12 尾蔵　丈房 （株）ホクコク地水 北陸

13 津嶋　剣星 （株）アーキジオ 北陸

14 秋本　哲平 五洋建設（株）技術研究所　土木技術開発部 関東

15 飯沼　孝一 （株）オオバ　東京支店　国土保全防災部　防災マネジメント課 関東

16 今井　誉人 小野田ケミコ（株）　東京支店　技術設計部 関東

17 遠藤　　修 東急建設（株）　技術研究所 関東

18 金田　一広 千葉工業大学 関東

19 北島　　明 （株）フジタ　技術センター土木研究部 関東

20 桐山　貴俊 清水建設（株）　技術研究所　建設基盤技術センター地盤・基礎グループ 関東

21 崔　　　瑛 横浜国立大学大学院　都市イノベーション研究院 関東

22 蔡　　　飛 群馬大学大学院 理工学府 環境創生部門 関東

23 佐藤喜一郎 応用地質（株）流域・砂防事業部 関東

24 佐渡耕一郎 （一社）関東地質調査業協会 関東

25 重村　　智 日本大学理工学部土木工学科 関東

26 信田　　智 国土交通省　水管理・国土保全局 河川環境課 関東

27 ＳＲＥＮＧ ＳＯＫＫＨＥＡＮＧ 日本工営（株）　中央研究所　試験・実験センター 関東

28 高岡　雄二 三井住友建設（株）　建築本部　建築技術部　土質地下グループ 関東

29 高野　大樹 国立研究開発法人　海上・港湾・航空技術研究所　港湾空港技術研究所 関東

30 田島　昭男 国際航業（株）　環境保全部解析・水文グループ 関東

31 橘　　久生 興亜開発（株） 技術本部 関東

32 田中　　淳 基礎地盤コンサルタンツ（株）　技術本部 技術推進部 関東

33 谷本　俊輔 国立研究開発法人土木研究所 地質・地盤研究グループ 土質・振動チーム 関東

34 土井　達也 公益財団法人鉄道総合技術研究所　鉄道地震工学研究センター　地震動力学 関東

35 永谷　英基 鹿島建設（株）　技術研究所 関東

36 西　　喜士 川崎市港湾局港湾経営部経営企画課 関東

37 橋本　和佳 中央開発（株）　東京支社 関東
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38 橋本　則之 （株）不動テトラ　経営企画部 関東

39 濱田　泰治 川崎地質（株）　関東支社 関東

40 濱本昌一郎 東京大学大学院　農学研究院 関東

41 林　　佑治 前田建設工業（株）　土木事業本部　土木設計部 関東

42 坂東　　聡 （株）ダイヤコンサルタント　地圏環境事業部 地盤解析部 関東

43 平岡　伸隆
（独）労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所　建設安全研究グループ・新技術
安全研究グループ

関東

44 弘中　淳市 三井化学産資（株）　技術部商品研究グループ 関東

45 船原　英樹 大成建設（株）技術センター 社会基盤技術研究部 関東

46 松本　江基 （株）安藤・間　建設本部土木技術統括部技術第二部 関東

47 吉直　卓也 宇都宮大学地域デザイン科学部 技術部 関東

48 水野　和憲 岐阜工業高等専門学校環境都市工学科 中部

49 武藤　裕久 矢作建設工業（株）エンジニアリングセンター 中部

50 河村　精一 基礎地盤コンサルタンツ（株）中部支社 中部

51 藤井　幸泰 名城大学理工学部社会基盤デザイン工学科 中部

52 松田　達也 豊橋技術科学大学建築・都市システム学系　都市・地域マネジメント学分野 中部

53 野田　利弘 名古屋大学大学院工学研究科土木工学専攻 中部

54 飛田　哲男 関西大学環境都市工学部 関西

55 井上　一哉 神戸大学大学院農学研究科 関西

56 長屋　淳一 （株）地域地盤環境研究所 関西

57 長谷川憲孝 神戸市港湾局 関西

58 鳥居　宣之 神戸市立工業高等専門学校都市工学科 関西

59 肥後　陽介 京都大学大学院工学研究科都市社会工学専攻 関西

60 田山　　聡 西日本高速道路㈱技術本部 関西

61 後藤　　宇 （株）鴻池組　本社土木事業総轄本部　技術本部　土木技術部 関西

62 野ツ俣克彦 西松建設（株）西日本支社　土木部　土木課 関西

63 川﨑　哲人 （株） 竹中土木　大阪本店　総括営業部 関西

64 鏡原　聖史 （株）ダイヤコンサルタント関西支社　地質・防災部 関西

65 加藤　卓彦 （株）日建設計シビル 関西

66 伊野　同 五洋建設（株）中国支店 土木営業部 中国

67 西山　哲 岡山大学学術研究院 環境生命科学研究科学域 中国

68 中田　幸男 山口大学大学院 創成科学研究科 中国

69 志比　利秀 島根大学大学院 自然科学研究科 中国

70 小野　祐輔 鳥取大学大学院 工学研究科 中国

71 向谷  光彦 香川高等専門学校　建設環境工学科 四国

72 神田　幸正 （株）エフ設計コンサルタント 技術部 四国

73 中根　久幸 （株）地研　取締役技術事業部 四国

74 浅田　浩章 （株）五省コンサルタント  技術本部 九州

75 笠間　清伸 九州大学大学院 工学研究院 社会基盤部門 九州

76 池見　洋明 日本文理大学 工学部 建築学科 九州

77 白井　康夫 基礎地盤コンサルタンツ（株） 九州

78 甲木　善徳 日本地研（株）統括技術部長 九州

79 杉本　知史 長崎大学大学院 工学研究科 九州

80 福林　良典 宮崎大学 工学部 社会環境システム工学科 九州



【参　考】

令和３年９月２７日（月）
理事会において、各支部の第８期代議員支部推薦候補者数ならびに
支部推薦以外の立候補者に対する改選数を決定

１０月４日（月） 第1回選挙管理委員会（書面会議）

１０月８日（金） 意見締切

１０月１５日（金） 九州工業大学大学院　工学研究院

「地盤工学会誌」11月号 第9期代議員の選挙公示

　 　１２月１０日（金） 推薦者・立候補者の締切

１２月１７日（金） 理事会（書面会議）に推薦者・立候補者名を報告

「地盤工学会誌」２月号 第9期代議員選挙（実施）

令和４年２月２８日（月） 投票締切

「地盤工学会誌」５月号 第9期代議員当選人決定の掲載

令和４年６月１４日（火） 第64回通常総会において第9期代議員を選任

「地盤工学会誌」８月号 第9期代議員選任報告を公告

２．代議員の役割等

　　（２）会長・副会長の選挙候補者を選出し、ついで当選人を定める。

　　（３）本部支部連絡協議会に出席して、学会運営に関する意見を述べる。

　　（４）会長からの諮問があれば、これについて意見を述べることができる。

１．第9期代議員の選考に係わるスケジュール

　代議員は、本会運営上の最高意思決定機関である総会に出席し、会員の総意を反映する重要

な役割を担うとともに、会長・副会長の選挙候補者ならびに当選人の選任権を有している。

　代議員の定数・任期・主な役割は以下のとおり。

　１．代議員の定数：概ね正会員（個人または法人）の中より100人から1人の割合

　２．代議員の任期：選挙後に開催される総会で選任を受けた総会の翌日から翌々年の総会まで

　３．代議員の主な役割：

　　（１）総会の構成員として、会員を代表し、総会における案件を審議および議決する。


