
（注）この表の始期は、その年の6月1日に始まり、終期は、翌年の5月31日としている。
ただし、平成23年度の終期は、平成24年の総会まで、
平成24年度以降は、総会を始期及び終期としている。

年度 所属会社名

区分

日本工営（株）

（株）建設技術研究所

パシフィックコンサルタンツ（株）

（株）オリエンタルコンサルタンツ

（株）建設技術研究所

パシフィックコンサルタンツ（株）

日本工営（株）

建設コンサルタンツ協会

藤本
貴也

建設コンサルタンツ協会

建設コンサルタンツ協会

建設コンサルタンツ協会

（株）建設技術研究所

日本工営（株）

パシフィックコンサルタンツ（株）

三井共同建設コンサルタント（株）

セントラルコンサルタント（株）

（株）長大

（株）ニュージェック

中村　哲己

廣瀬　典昭 西谷　正司 高野　登

渡邉　浩 重永　智之

藤本　貴也

前川　秀和 木谷　信之 酒井　利夫

草野　光年

草野　光年 梅原　守

村田  和夫

長谷川　伸一

平　成 令和

高野　登

大島　一哉 村田　和夫

長谷川  伸一

2元27 2824 29

野崎　秀則

常務理事

26

副会長兼
専務理事

30

副会長

高野　登

25

専務理事

23

廣畑　彰一

馬場　直俊 木原　一行

会　長

理　事

永冶　泰司

松本　正毅 森本　浩 吉津　洋一

（注）この表の始期は、その年の6月1日に始まり、終期は、翌年の5月31日としている。
ただし、平成23年度の終期は、平成24年の総会まで、
平成24年度以降は、総会を始期及び終期としている。

年度 所属会社名

区分

（株）福山コンサルタント

(株）四電技術コンサルタント

（株）片平新日本技研
（旧（株）片平エンジニアリング）

日本交通技術（株）

開発技建（株）

（株）ドーコン

（株）復建エンジニヤリング

西日本技術開発（株）

玉野総合コンサルタント（株）

（株）オリエンタルコンサルタンツ

復建調査設計（株）

（株）復建技術コンサルタント

中央復建コンサルタンツ（株）

第一復建（株）

八千代エンジニヤリング（株）

大日本コンサルタント（株）

中日本建設コンサルタント（株）

高久　晃

上田 直和

遠藤　敏雄 菅原　稔郎

永野　光三 兼塚　卓也

植田　薫

花岡　憲男

堀　　充裕 安藤文人

村島　正康

田部井　伸夫

野崎  秀則

福成　孝三 小田　秀樹

中村　正人 保﨑　康夫

野嶋　弘孝

寺本　邦一

平野　道夫 佐藤　謙二

令和

2523 2

別枝　修 奈良　敬 末澤　等

24 26 2827 3029 元

福島　宏治

武山正人

平　成

安藤　文人 川村栄一郎

2．役員等の変遷 

（1）役員
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（注）この表の始期は、その年の6月1日に始まり、終期は、翌年の5月31日としている。
ただし、平成23年度の終期は、平成24年の総会まで、
平成24年度以降は、総会を始期及び終期としている。

年度 所属会社名

区分
（公財）河川財団
（旧（財）河川環境管理財団

（一財）国土技術研究センター

（一財）みなと総合研究財団
（旧（財）港湾空間高度化環境研究センター）

（一財）日本建設情報総合センター

中央大学

桐蔭横浜大学

（一社）日本建築家協会

東京都市大学
（旧武蔵工業大学）

東京工業大学

（一社）淡水生物研究所

ジャーナリスト

（一財）建設業情報管理センター

（一社）国際建設技術協会

（一社）関西経済同友会

筑波大学

（一財）国際臨海開発研究センター

（一社）共同通信社

横浜国立大学

角田　光男

藤野　陽三

松井　邦彦 糸川　昌志

山川朝生

上村　多恵子

石田　東生

岡田　光彦

國生　剛治

小島武司

中村　良夫

森下　郁子

森野美徳

中村　英夫

筒井信也

大村　哲夫 鬼頭　平三 山縣　宣彦

2元

門松　　武

平　成 令和

池淵　周一

谷口　博昭 甲村　謙友

2523 3026 2924 27 28

理　　事

（注）この表の始期は、その年の6月1日に始まり、終期は、翌年の5月31日としている。
ただし、平成23年度の終期は、平成24年の総会まで、
平成24年度以降は、総会を始期及び終期としている。年度 所属会社名

区分

日本大学

名古屋大学

（一財）ITSサービス高度化機構

関西大学

（株）オオバ

（株）日本港湾コンサルタント

（株）日水コン

中央開発（株）

国際航業（株）

日本交通技術（株）

監　　事

大場明憲 大場　明憲

輪湖　建雄 大村　哲夫

野村　喜一

瀬古　一郎

土方　聡

柿沼民夫

29 30 元 2

理　事

木下　誠也

辻本　哲郎

金井　道夫

白石　真澄

平　成 令和

23 24 25 26 27 28
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年度 所属会社名

支部

（株）ドーコン

（株）復建技術コンサルタント

（株）建設技術研究所

パシフィックコンサルタンツ（株）

日本工営（株）

（株）オリエンタルコンサルタンツ

開発技建（株）

玉野総合コンサルタント(株）

中日本建設コンサルタント(株）

永野
光三

中央復建コンサルタンツ（株）

（株）ニュージェック

復建調査設計（株）

奈良
敬

（株）四電技術コンサルタント

西日本技術開発（株）

（株）福山コンサルタント

第一復建（株）植田　薫

松本　正毅 吉津　洋一

福成　孝三 小田　秀樹

武山　正人 別枝　修 末澤　等

23 30 227

村島　正康

福島　宏治

寺本  邦一

九　州

四　国

兼塚  卓也

令和

平野　道夫 佐藤  謙二

遠藤　敏雄 菅原　稔郎

村田  和夫

近　畿

中　国

元292824 26

長谷川  伸一

高野　登

野崎　秀則

平　成

25

中　部

北海道

田部井　伸夫

上田　直和

東　北

北　陸

関　東

（2）支部長 
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