
【添付資料】

【東北支部】 （平成22年度末現在）

役  名 氏  名 現 勤 務 先 役  名 氏  名 現 勤 務 先

 支部長 徳長　政光 北海道建設部  支部長 飛田　善雄 東北学院大学工学部

 副支部長 峯田　一彦 (株)ドーコン  副支部長 赤沼　聖吾 鹿島建設(株)東北支店

田中　洋行 北海道大学大学院工学研究院 堀畑　正純 農林水産省東北農政局

 幹事長 川村　志麻 室蘭工業大学大学院工学研究科  幹事長 仙頭　紀明 日本大学工学部

 支部監事 澤向　　修 東亜建設工業(株)北海道支店  副幹事長 高橋　一雄 (株)テクノ長谷

折笠　　章 北海道土質試験協同組合  支部監事 斉藤　政好 (株)大林組東北支店

 評議員 廣長　周治 (株)大林組札幌支店 早坂　　功 (株)テクノ長谷

堀川　明広 鹿島建設(株)北海道支店  評議員 安倍  理夫 (株)復建技術コンサルタント

倉石　謙司 清水建設(株)北海道支店 伊藤　孝男 東北工業大学工学部

柳瀬ひろし (株)間組札幌支店 伊藤　賢一 (株)復建技術コンサルタント

村上　孝夫 西松建設(株)札幌支店 伊藤    驍 秋田工業高等専門学校名誉教授

和田　博恵 伊藤組土建(株) 島崎　昭彦 国土交通省東北地方整備局

松山　正幸 岩田地崎建設(株) 岩尾　　守 (株)間組東北支店

今野　勝信 荒井建設(株)札幌支店 上島　照幸 宮城大学食産学部

林　　啓二 (株)ドーコン 川嶋　直樹 国土交通省東北地方整備局

能登谷勇人 北電総合設計(株) 金山　洋一 (独)鉄道建設･運輸施設整備支援機構

大塚　夏彦 北日本港湾コンサルタント(株) 加藤　修平 秋田県建設交通部

池田　晃一 北海道土質コンサルタント(株) 鹿野　正人 山形県県土整備部

高橋　宣之 (株)ズコーシャ 川瀧　弘之 国土交通省東北地方整備局

薮　　正樹 北海道電力(株) 熊谷　浩二 八戸工業大学工学部

新宮　康弘 北海道旅客鉄道(株) 桑原　泰秀 清水建設(株)東北支店

平成22年度社団法人地盤工学会支部役員名簿

【北海道支部】

桑澤庄次郎 東日本高速道路(株)北海道支社 櫛引信一郎 エヌ･ティ･ティ･インフラネット(株)東北支店

岡田　成幸 北海道大学大学院工学研究院 古賀　　潔 岩手大学農学部

田中　洋行 北海道大学大学院工学研究院 佐々木俊吉 (社)秋田県林業コンサルタント

相馬　尅之 北海道大学大学院農学研究院 竹内　春繁 青森県県土整備部

木幡　行宏 室蘭工業大学大学院工学研究科 瀧内　義男 東日本旅客鉄道(株)東北工事事務所

山下　  聡 北見工業大学工学部社会環境工学科 田上　澄雄 国土交通省東北地方整備局

宗岡　寿美 帯広畜産大学地域環境学研究部門 津田　修一 国土交通省東北地方整備局

高橋　公浩 北海道開発局建設部 中西　　勉 東日本高速道路(株)東北支社

池田　憲二 北海道開発局建設部 橋本　　潔 宮城県土木部

桑島　隆一 北海道開発局港湾空港部 原　　利弘 福島県土木部

大澤　祐一 北海道開発局農業水産部 平井　節生 岩手県県土整備部

板橋　　薫 北海道開発局営繕部 松永　泰直 (株)不動テトラ東北支店

伊東　佳彦 (独)土木研究所寒地土木研究所 森本　　興 経済産業省関東東北鉱山保安監督部

徳長　政光 北海道建設部 山上　正敏 大成建設(株)東北支店

増田　浩泰 北海道建設部 横山　正信 鹿島建設(株)東北支店

中嶋　浩之 北海道農政部 横田　正寛 日本郵政(株)東北施設ｰｾﾝﾀｰ

安部　孝幸 札幌市建設局土木部 吉田　　望 東北学院大学工学部

若松　郁郎 札幌市建設局下水道河川部

高橋　　稔 札幌市都市局建築部

名越　次郎 (独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構
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【北陸支部】

役  名 氏  名 現 勤 務 先 役  名 氏  名 現 勤 務 先

 支部長 大川　秀雄 新潟大学  評議員 久保田耕司 (株)基礎地盤コンサルタント

 支部長補佐 川村　國夫 金沢工業大学 小池　幸男 国土交通省 北陸地方整備局

 副支部長 松本　樹典 金沢大学理工研究域 小林　武夫

門木　秀一 北陸電力(株) 小林　久男 (株)日さく

大塚　　悟 長岡技術科学大学 佐藤　直衛 (株)開発技術コンサルタント

 支部監事 伊藤　清春 中部地質(株) 柴田　　東 (株)興和

高取　博道 (株)福田組　 陣内龍太郎 応用地質㈱

 幹事長 豊田　浩史 長岡技術科学大学 杉本　光隆 長岡技術科学大学

 副幹事長 筒井　弘之 中部地質(株) 野崎　　保 (株)アーキジオ

桜井　幹郎 北陸基礎開発（株） 長谷川一成 新潟県

 評議員 大深　伸尚 アルスコンサルタンツ(株) 林    英輝 鹿島建設株式会社

大森　晃治 (株)地盤解析研究所 丸井　英明 新潟大学

岡田　　稔 ホクシン工業(株) 村尾　治祐 (株)村尾

尾蔵　　博 (株)ホクコク地水   村山　一啓 大成建設

北浦　　勝 金沢大学理工研究域 森井　俊広 新潟大学

熊谷　幸博 真柄建設(株) 山岸　俊男

常田　功二 石川県

寺崎　　勉 ナチュラルコンサルタント(株)

外崎　　明 金沢工業大学

冨山　昭宏 金沢工業大学

藤田　英司 石川県

宮島　昌克 金沢大学理工研究域

大熊　義史 国土交通省 北陸地方整備局

加藤　昭悦 富山県

木村　光夫 (独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構

小杉　敬一 富山県

酒井　康雄 前田建設工業(株)

佐渡　　正 舘下コンサルタンツ（株）

佐藤　　昇 三和ボーリング(株)

澁谷　達也 富山県

杉本　利英 国土交通省 北陸地方整備局

竹内　勝信 (株)アーキジオ

田知　清英 北電技術コンサルタント(株)

辰尻　俊明 国土交通省 北陸地方整備局

中井　　卓 日本海発電(株)

西本　俊晴 前田工繊(株)

松井　　守 ダイチ(株)

青山　清道

石井　靖雄 独立行政法人 土木研究所

岩田　英二 (社)北陸建設弘済会

岩波　　基 長岡工業高等専門学校

大谷　政敬 (株)キタック

奥村　雄二 (株)本間組　

尾上　篤生 長岡工業高等専門学校

片山　　昭 国土交通省 北陸地方整備局

蟹沢　　博 (株)植木組

金子　敏哉 (株)キタック

鴨井　幸彦 (株)興和

126



【関東支部】

役  名 氏  名 現 勤 務 先 役  名 氏  名 現 勤 務 先

 支 部 長 太田　秀樹 中央大学研究開発機構  評議員 石井　雄輔 (株)大林組

 副支部長 田矢　盛之 関東地質調査業協会 三反畑　勇 (株)間組

小椋　仁志 ジャパンパイル(株) 平山　光信 大成基礎設計(株)

赤木　寛一 早稲田大学 今村　遼平 アジア航測(株)

金尾　健司 国土交通省関東地方整備局 中村　裕昭 (株)地域環境研究所

東畑　郁生 東京大学 高橋　邦夫 基礎地盤コンサルタンツ(株)

 幹 事 長 菊池　喜昭 (独)港湾空港技術研究所 真島　正人 (株)設計室ソイル

 副幹事長 佐藤　謙司 応用地質(株) 伴　　夏男 茨城県地質調査業協会

高橋　章浩 東京工業大学 佐藤　　節 栃木県地質調査業協会

 支部監事 瀬古　一郎 中央開発(株) 辻　　健三 関東地質業協会千葉県支部

岸田　隆夫 東亜建設工業(株) 熱田　和敏 千葉県地質調査業協会

 評議員 柴田　英明 国士舘大学 岡崎　幸夫 埼玉県地質調査業協会

時松　孝次 東京工業大学 和田　陽一 神奈川県地質調査業協会

安原　一哉 茨城大学 金道　繁紀 (社)東京都地質調査業協会

西村　友良 足利工業大学

鵜飼　恵三 群馬大学

村上　幸利 山梨大学

畑中　宗憲 千葉工業大学

桑野　二郎 埼玉大学

谷　　和夫 横浜国立大学

正垣　孝晴 防衛大学校

垂水　尚志 (財)鉄道総合技術研究所

伊藤　　洋 (財)電力中央研究所

松尾 修 (財)先端建設技術センター松尾　　修 (財)先端建設技術センター

中里　裕臣 (独)農業・食品産業技術総合研究機構

北詰　昌樹 (独)港湾空港技術研究所

北山　　斉 国土交通省関東地方整備局港湾空港部

遠藤　淳一 国土交通省関東地方整備局営繕部

土屋　一郎 東日本高速道路(株)関東支社

佐藤　文昭 (独)都市再生機構東日本支社

林　　　淳 (独)鉄道・運輸機構東京支社

安藤　憲一 首都高速道路(株)東京建設局

進藤　　崇 茨城県土木部

池田　　猛 栃木県県土整備部

茂木　恭成 群馬県県土整備部

小池　一男 山梨県県土整備部

橋場　克司 千葉県県土整備部

池守　典行 神奈川県県土整備局

鈴木　昭利 東京都建設局

今井　茂樹 東京都水道局

高相　恒人 東京都下水道局

前田　　宏 東京都港湾局

天野　正徳 東京電力(株)

有賀　　茂 電源開発(株)

中根　宏行 東京ガス(株)

清水　　満 東日本旅客鉄道(株)

野焼　計史 東京地下鉄(株)

青木　雅路 (株)竹中工務店
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【中部支部】

役  名 氏  名 現 勤 務 先 役  名 氏  名 現 勤 務 先

 支部長 岩立　忠夫 国土交通省中部地方整備局  評議員 中野　正樹 名古屋大学大学院工学研究科

 副支部長 大東　憲二 大同大学工学部 吉川　開二 名古屋市上下水道局

坪田　邦治 中部土質試験協同組合

 幹事長 渡邊　和重 国土交通省中部地方整備局

 支部監事 能島　暢呂 岐阜大学工学部

小高　猛司 名城大学理工学部

 評議員 野田　　徹 国土交通省中部地方整備局企画部

春日井康夫 国土交通省中部地方整備局港湾空港部

村上　卓也 中部森林管理局名古屋分局

富岡　誠司 (独)水資源機構中部支社

萩田　雅也 (独)都市再生機構中部支社

近藤　隆之 愛知県建設部

松本　裕喜 愛知県農林水産部

金森　吉信 岐阜県県土整備部

伊藤　勝敏 岐阜県農政部

北川　貴志 三重県県土整備部

岩﨑　光雄 三重県農林水産商工部

森山　誠二 静岡県交通基盤部

内田　幸男 静岡県建設部農地局

入江　　靖 長野県建設部

秦　　久昭 長野県農政部

恵飛須　朗 名古屋港管理組合

野口　好夫 名古屋市緑政土木局

荒川　政司 名古屋市住宅都市局建築指導部

宮木　哲也 名古屋市住宅都市局営繕部

日比野 雅司 名古屋市上下水道局

三輪　友夫 名古屋市交通局

八木　　弘 中日本高速道路(株)

三宅　博幸 名古屋高速道路公社

堀尾　厚夫 中部電力(株)

花本　希樹 関西電力(株)東海支社

馬場　真吾 東海旅客鉄道(株)東海鉄道事業本部

杉崎　英司 東海旅客鉄道(株)建設工事部

高木　英樹 名古屋鉄道(株)

桑原　克仁 近畿日本鉄道(株)名古屋輸送統括部

奥田　　孝 NTTインフラネット(株)東海支店

伊藤　重和 中部地質調査業協会

上村　宏紀 (株)竹中工務店名古屋支店

柴田　　守 鹿島建設(株)名古屋支店

竹内　国雄 (株)三祐コンサルタンツ

熊谷　茂一 応用地質(株)中部支社

長谷川　淳 (株)ダイヤコンサルタント中部支社

成瀬　文宏 基礎地盤コンサルタンツ(株)中部支社

梅崎　健夫 信州大学工学部

金谷  嘉久

阿知波文夫

奥村  哲夫 愛知工業大学工学部

藍田　正和 中部電力(株)　

張　　　鋒 名古屋工業大学大学院工学研究科

前田　健一 名古屋工業大学大学院工学研究科
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【関西支部】 【中国支部】

役名 氏名 現職 役名 氏名 現職

 支部長 霜上　民生 (社)近畿建設協会  支部長 早川　和利 西日本高速道路(株)中国支社

 副支部長 常田　賢一 大阪大学大学院  副支部長 高垣　広徳 広島県土木局

玉田  尋三 兵庫県 兵動　正幸 山口大学大学院工学研究科

松田　好史 西日本旅客鉄道(株) 増本　　清 島根大学総合理工学部

 幹事長 澁谷　　啓 神戸大学大学院  幹事長 徳丸　昌敬 西日本高速道路(株)中国支社

 支部監事 中山　義昭 (株)大林組  支部監事 福成　孝三 復建調査設計(株)

荒木　繁幸 (株)ダイヤコンサルタント 長富　　理 五洋建設(株)中国支店

 評議員 泉 　 雄士 五洋建設(株)  評議員 清水　正喜 鳥取大学大学院工学研究科

江嵜　　徹 (独)都市再生機構 増本　　清 島根大学総合理工学部

江種　伸之 和歌山大学 西垣　　誠 岡山大学大学院環境学研究科

江村　　剛 関西国際空港(株) 竹下　祐二 岡山大学大学院環境学研究科

上出  　厚 (株)日建技術コンサルタント 土田　　孝 広島大学大学院工学研究院

古川　　衛 京都市 山本　春行 広島大学大学院国際協力研究科

楠葉　誠司 阪神電気鉄道(株) 島　　重章 広島工業大学工学部

國富　和眞 (株)鴻池組  兵動　正幸 山口大学大学院工学研究科

坂上　敏彦 川崎地質(株) 松田　　博 山口大学大学院工学研究科

椎本　隆美 (独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 中川　敬夫 農林水産省中国四国農政局

小倉　和巳 関西電力(株) 中村　良明 経済産業省中国四国産業保安監督部

田邊　朝雄 大阪市 髙田　昌行 国土交通省中国地方整備局

寺本　泰久 近畿日本鉄道(株) 尾藤　　勇 国土交通省中国地方整備局

中藤　智徳 国土交通省 内野井宗哉 国土交通省中国地方整備局

辻内　元博 大阪府　 古賀　俊行 鳥取県県土整備部

平川　良浩 京阪電気鉄道鉄道(株) 西野　賢治 島根県土木部

平川　恭章 (株)竹中工務店 大塚　俊介 岡山県土木部

福永　　勧 本州四国連絡高速道路(株) 高垣　広徳 広島県土木局

瀬川　典康 神戸市 山本　則夫 山口県土木建築部

峯　啓一郎 基礎地盤コンサルタンツ(株)　 上川　　洋 広島市道路交通局道路部

宮本　眞介 兵庫県 徳丸　昌敬 西日本高速道路(株)中国支社

上原　秀幹 NTTインフラネット(株) 西井　　学 西日本旅客鉄道(株)広島支社

岡　正治郎 大阪ガス(株) 檜山　典英 広島県建設工業協会長

岡田　浩樹 大成建設(株) 松蔭　茂男 中国電力(株)

金村　和生 中央復建コンサルタンツ(株) 住岡　宣博 中電技術コンサルタント(株)

喜多村　匡 (株)大林組

木山　正一 京都大学大学院

小嶋　　勉 (株)建設技術研究所

才村　幸生 住友金属工業(株)

庄司　恭介 (株)不動テトラ 

曽根　　浩 (株)間組

仲　　義史 阪神高速道路㈱

中田　英伸 (株)熊谷組

深田　隆弘 西日本旅客鉄道(株)

藤目　正敏 国土交通省

桝井 　 健 関西大学

松永　佳弘 西日本高速道路(株)関西支社

松田　浩之 奈良県

森野　善広 パシフィックコンサルタンツ(株)
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役  名 氏  名 現 勤 務 先 役  名 氏  名 現 勤 務 先

 支部長 矢田部龍一 愛媛大学大学院理工学研究科  支部長 岩﨑　憲彰 福岡市道路下水道局

 副支部長 別枝　　修 四国電力(株)  副支部長 大坪　政美 九州大学大学院農学研究院

石橋　良啓 国土交通省四国地方整備局 増永　修平 日本土木工業協会九州支部

岡田　　進 大成建設(株)四国支店 福田　久弥 福岡県地質調査業協会

 幹事長 岡村　未対 愛媛大学大学院理工学研究科  幹事長 中野　計雄 福岡市道路下水道局

 支部監事 岡田　章二 ニタコンサルタント(株)  副幹事長 清水　　亨 国土交通省九州地方整備局

有田　芳弘 応用地質(株)四国支社  支部監事 高田　　誠 中央開発(株)九州支社

 評議員 長谷川修一 香川大学工学部 永嶋　洋政 日本地研(株)

笹原　克夫 高知大学農学部  評議員 善　　功企 九州大学大学院工学研究院

渦岡　良介 徳島大学大学院ｿｼｵﾃｸﾉｻｲｴﾝｽ研究部 安福　規之 九州大学大学院工学研究院

森　伸一郎 愛媛大学大学院理工学研究科 大坪　政美 九州大学大学院農学研究院

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

土居　正信 香川工業高等専門学校 柴　　錦春 佐賀大学理工学部

小平田浩司 国土交通省四国地方整備局 棚橋　由彦 長崎大学大学院生産科学研究科

海野　修司 徳島県土木部 蒋　　宇静 長崎大学大工学部

高口　秀和 香川県土木部 大谷　　順 熊本大学大学院自然科学研究科

井上　　要 愛媛県土木部 尾原　祐三 熊本大学大学院自然科学研究科

石井　一生 高知県土木部 北村　良介 鹿児島大学大学院理工学研究科

殿垣内正人 西日本高速道路(株) 下川　悦郎 鹿児島大学農学部

満石　孝治 四国電力(株) 亀井　健史 宮崎大学工学部

須賀　幸一 (株)芙蓉コンサルタント 松藤　泰典 北九州市立大学国際環境工学部

斎藤　章彦 (株)四国総合研究所 佐藤　研一 福岡大学工学部

森　　直樹 (株)地研 烏野　　清 九州共立大学工学部

中木　一文 (株)基礎建設コンサルタント 周　　国伝 西日本工業大学工学部

【四国支部】 【九州支部】

志水勇起博 (株)エイト日本技術開発四国支社 村田　重之 崇城大学工学部

安藤　　進 鹿島建設(株)四国支店 佐野  博昭 大分工業高等専門学校

金子　秀雄 西松建設(株)四国支店 前野　祐二 鹿児島工業高等専門学校

岡本　　正 清水建設(株)四国支店 中嶋　章雅 国土交通省九州地方整備局

丸山　　豊 (株)奥村組四国支店 清水　　亨 国土交通省九州地方整備局

井上　雄次 (株)大林組四国支店 松原　　裕 国土交通省九州地方整備局

三谷　一彦 (株)高知県建設業協会 楠　　晴王 農林水産省九州農政局

川﨑　正彦 内閣府沖縄総合事務局

増田　博行 福岡県県土整備部

横枕　　篤 福岡県県土整備部

井山　　聡 佐賀県県土づくり本部

桑原　徹郎 長崎県土木部

梅崎健次郎 大分県土木建築部

戸塚　誠司 熊本県土木部

児玉　宏紀 宮崎県県土整備部

渡　　正昭 鹿児島県土木部

仲田　文昭 沖縄県土木建築部

岩﨑　憲彰 福岡市道路下水道局

新川　信夫 北九州市技術監理室

本間　清輔 西日本高速道路(株)九州支社

森　　昭一 西日本高速道路(株)九州支社

池田　  茂 (独)水資源機構筑後川局

梅田　清春 (独)都市再生機構九州支社

高橋　浩一 (独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構

津高　　守 九州旅客鉄道(株)施設部
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 評議員 渡口　　潔 福岡北九州高速道路公社

白水　清隆 西日本鉄道(株)鉄道事業部

溝辺　　哲 九州電力(株)

山本　隆宣 NTTインフラネット(株)九州支店

増永　修平 日本土木工業協会九州支部

馬場　義雄 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

山本　洋一 建設コンサルタンツ協会九州支部

福田　久弥 福岡県地質調査業協会

原　　　裕 佐賀県地質調査業協会

野々下和義 長崎県地質調査業協会

藤本　修司 大分県地質調査業協会

川元　久幸 熊本県地質調査業協会

坂東　昭男 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

田上　　裕 基礎地盤コンサルタンツ(株)九州支社

田中　　晃 応用地質(株)九州支社

高田　　誠 中央開発(株)九州支社

永嶋　洋政 日本地研(株)

【九州支部】
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