
 
 

教育企画人材育成委員会 
委員名簿（平成１９，２０年度） 

 
主査理事 上田 茂 鳥取大学 

担当理事 犬飼 隆一 中部復建㈱ 

担当理事 廣瀬 典昭 日本工営（株） 

委員長 川島 一彦 東京工業大学 

副委員長 道奥 康治 神戸大学 

委員兼幹事長 利穂 吉彦 鹿島建設(株) 

副幹事長 幣守 健 (株)淺沼組 大阪本店 

委員 池田 駿介 東京工業大学 

 池田 豊人 国土交通省  

 井上 幸二 (株)大林組 

 小谷 健一 鹿島建設(株) 

 都丸 徳治 いであ株式会社 

 山本 荘輔 国土交通省 

 堀 宗朗 東京大学 

 皆川 勝 東京都市大学 

 吉川 正嗣 国際航業ホールディングス（株） 

 依田 照彦 早稲田大学 

 木村 定雄 金沢工業大学 

 矢崎 勝彦 （株）三菱地所設計 

 飯塚 敦 神戸大学 

 大成 博文 徳山工業高等専門学校 

 得地 俊雄 茂原樟陽高等学校 

 末武 義崇 足利工業大学 

 岡村 美好 山梨大学大学院 

 日下部 治 東京工業大学 

 駒田 智久 日本技術開発（株） 

 村田 和夫 （株）建設技術研究所 

 藤井 聡 京都大学大学院 

委員兼幹事 鷲見 浩一 金沢工業大学 

 伊東 孝 豊田工業高等専門学校 

 小澤 誠志 東京都立田無工業高等学校 

 宇井 正之 ㈱建設技術研究所 

 松本 香澄 東京都 都市整備局 

 高橋 勝美 (財)計量計画研究所 

 森本 直樹 鹿島建設(株) 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 古木 守靖 （社）土木学会 
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運営部会 
委員長 川島 一彦 東京工業大学 

副委員長 道奥 康治 神戸大学 

幹事長 利穂 吉彦 鹿島建設(株) 

副幹事長 幣守 健 (株)淺沼組 大阪本店 

委員 池田 駿介 東京工業大学 

 池田 豊人 国土交通省  

 井上 幸二 (株)大林組 

 小谷 健一 鹿島建設(株) 

 都丸 徳治 いであ株式会社 

 吉川 正嗣 国際航業ホールディングス（株） 

 依田 照彦 早稲田大学 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 古木 守靖 （社）土木学会 

 
 
ＨＰ部会 

委員長 利穂 吉彦 鹿島建設(株) 

幹事長 森本 直樹 鹿島建設(株) 

委員 伊東 孝 豊田工業高等専門学校 

 鷲見 浩一 金沢工業大学 

 豊田 晃夫 千葉県立東総工業高等学校 

 正本 隆 (株)建設技術研究所 

 松本 香澄 東京都 都市整備局 

 松本 清誉 日本技術開発(株) 

 
 
大学・大学院教育小委員会 

委員長 飯塚 敦 神戸大学 

委員 張 鋒 名古屋工業大学 

 小西 真治 （財）鉄道総合技術研究所 

 岡村 未対 愛媛大学 

 小林 俊一 金沢大学 

 小国 健二 東京大学 地震研究所 

 本多 眞 清水建設(株) 

 大野 進太郎 鹿島建設(株) 
 
 
高等専門教育小委員会 

委員長 大成 博文 徳山工業高等専門学校 

幹事長 伊東 孝 豊田工業高等専門学校 

委員 鹿島 政重 福岡建設専門学校 

 土田 俊行 学校法人中央工学校  中央工学校ＯＳＡＫＡ 

 三枝 省三 修成建設専門学校 

 吉田 雅穂 福井工業高等専門学校 

 和田 清 （独）国立高専機構 岐阜工業高等専門学校 
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高校教育小委員会（平成 19 年度） 

委員長 下妻 久男 栃木県立足利工業高等学校 

幹事長 村上 英二 栃木県立宇都宮工業高等学校 

委員 得地俊雄 千葉県立東総工業高等学校 

 平田 健一 高知県立高知工業高等学校 

 大杉 和由 兵庫県立兵庫工業高等学校 

 大塚 悟 長岡技術科学大学 

 清水 昭弘 東京都立世田谷工業高等学校（定時制） 

 豊田 晃夫 千葉県立東総工業高等学校 

 都野成一 栃木県立真岡工業高等学校 

 中村 義信 愛知県立愛知工業高等学校 

 福山 和夫 大阪市立都島工業高等学校 

 森本 浩行 京都市立伏見工業高等学校 

 安川 郁夫 立命館大学 COE 推進機構 

 藤岡 宏一郎 兵庫県立兵庫工業高等学校 

 稗田 岩夫 東京都立総合工科高等学校 
 
高校教育小委員会（平成 20 年度） 

委員長 得地 俊雄 茂原樟陽高等学校 

幹事長 小澤 誠志 東京都立田無工業高等学校 

委員 伊藤 武志 神奈川県立川崎工業高等学校 

 平田 健一 高知県立高知工業高等学校 

 豊田 晃夫 千葉県立東総工業高等学校 

 清水 哲成 兵庫県立兵庫工業高等学校 

 大塚 悟 長岡技術科学大学 

 中村 義信 愛知県立愛知工業高等学校 

 稗田 岩夫 東京都立総合工科高等学校 

 村上 英二 栃木県立宇都宮工業高等学校 

 大杉 和由 兵庫県立龍野実業高等学校 

 福山 和夫 大阪市立都島工業高等学校 

 森本 浩行 京都市立伏見工業高等学校 

 安川 郁夫 立命館大学 

 藤岡 宏一郎 兵庫県立兵庫工業高等学校 
 
 
生涯学習小委員会（平成 19 年度） 

委員長 末武 義崇 足利工業大学 

幹事長 秋元 礼子 早稲田大学 

委員 岩井 茂雄 日本大学 

 奥村 俊行 国際航業（株） 

 清野 聡子 東京大学大学院  総合文化研究科 

 二宮 正 ㈱大林組 

 根岸 均 ㈱建設技術研究所 

 藤原 浩已 宇都宮大学 

幹事 宇井 正之 (株)建設技術研究所 

 持木 智司 前田建設工業㈱ 

 竹山 智英 東京工業大学大学院 

 篠原 雅和 ㈱オリエンタルコンサルタンツ 

 幣守 健 (株)淺沼組 

 峯岸 邦夫 日本大学  理工学部 
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 木村 清和 群馬工業高等専門学校 

オブザーバー 依田 照彦 早稲田大学 

 佐々木 弘 国土交通省関東地方整備局 

 宮本 雄一 国土交通省関東地方整備局 

 

キッズプロジェクト検討小委員会（旧：生涯学習小委員会）（平成 20 年度） 

委員長 末武 義崇 足利工業大学 

幹事長 宇井 正之 ㈱建設技術研究所 

委員 岩井 茂雄 日本大学 

 奥村 俊行 国際航業（株） 

 清野 聡子 東京大学 

 二宮 正 ㈱大林組 

 根岸 均 ㈱建設技術研究所 

 藤原 浩已 宇都宮大学 

幹事 持木 智司 前田建設工業(株) 

 竹山 智英 東京工業大学大学院 

 篠原 雅和 (株)オリエンタルコンサルタンツ 

 幣守 健 (株)淺沼組 大阪本店 

 峯岸 邦夫 日本大学 

 木村 清和 群馬工業高等専門学校 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 佐藤 郁太郎 国土交通省関東地方整備局 

 宮本 雄一 国土交通省関東地方整備局 

 依田 照彦 早稲田大学 

 

 

男女共同参画小委員会 

委員長 岡村 美好 山梨大学大学院 

副委員長 日下部 治 東京工業大学 

幹事長 松本 香澄 東京都 都市整備局 

委員 中藤 誠二 関東学院大学 

 宮崎 早苗 ㈱ＮＴＴデータ 

 堀越 研一 大成建設(株)土木技術研究所 

 柏倉 志乃 大成建設(株) 

 小路 泰広 国土交通省 

幹事 山田 菊子 小樽商科大学 

 米山 賢 (株)建設技術研究所 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 工藤 里絵 応用地質(株) 

 

 

エンジニアリングデザイン教育小委員会 

委員長 木村 定雄 金沢工業大学 

副委員長 矢崎 勝彦 （株）三菱地所設計 

委員兼幹事長 鷲見 浩一 金沢工業大学 

委員 阿部 孝弘 福井工業高等専門学校 

 角野 晴彦 岐阜工業高等専門学校 

 市坪 誠 独立行政法人国立高等専門学校機構 

 規矩 大義 関東学院大学 

 熊谷 健一 いであ(株) 

 紅露 一寛 新潟大学 

 齋藤 利晃 日本大学 

 田中 努 日本技術開発(株) 
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 中畑 和之 愛媛大学 

 土方 聡 国際航業（株） 

 福田 大輔 東京工業大学 

 藤井 利侑 西松建設（株） 

 三ツ江 匡弘 三ツ江環境意匠研究所 

 皆川 勝 東京都市大学 

 椋木 俊文 熊本大学 

 山川 優樹 東北大学 

 山崎 剛 東電タウンプランニング（株） 

 

 

成熟したシビルエンジニア活性化小委員会 

委員長 駒田 智久 日本技術開発（株） 

委員 児玉 秀文 児玉企画 

 山下 正章 (株)長大 

 福井 孝 (財)地域開発研究所 

 西村 隆司 日経ＢＰ社 

 日比野 直彦 政策研究大学院大学 

 松本 清誉 日本技術開発(株) 

 有岡 正樹 (株)熊谷組 

 内藤 堅一 パシフィックコンサルタンツ(株） 

 山田 孝治 日本工営（株） 

 山﨑 俊雄 (株)関東エンジニアリング 

 山登 武志 建設技術研究所 

WG 委員 森 邦夫 （有）森技術事務所 

 

 

産業界から見た教育検討小委員会 

委員長 村田 和夫 （株）建設技術研究所 

委員 東 泰宏 ㈱ドーコン 

 池田 豊人 国土交通省  

 井上 幸二 (株)大林組 

 上野 俊司 国際航業株式会社 

 尾高 義夫 大成建設(株) 

 河野 健吾 鹿島建設(株)  ～2009 年 2 月 

 保田 祐司 鹿島建設(株)  2009 年 2 月～ 

 関根 博道 日本工営(株) 

 正本 隆 (株)建設技術研究所 

 室井 修 (株)竹中土木 

 吉川 正嗣 国際航業ホールディングス（株） 

 吉原 一彦 東京都交通局 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 田中 努 日本技術開発(株) 

 

 

教育論文集編集小委員会 

小委員長 川島 一彦 東京工業大学 

編集幹事長 道奥 康治 神戸大学 

委員 橘 伸也 埼玉大学 

 吉冨 友恭 東京学芸大学 

 東 泰宏 ㈱ドーコン 

 飯塚 敦 神戸大学 
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 伊東 孝 豊田工業高等専門学校 

 岡田 惠夫 (株)フジタ 

 木村 定雄 金沢工業大学 

 鷲見 浩一 金沢工業大学 

 清野 聡子 東京大学 

 田中 弘 日本工営（株）  

 稗田 岩夫 東京都立総合工科高等学校 

 松村 暢彦 大阪大学大学院 

 松本 香澄 東京都 都市整備局 

 和作 幹雄 (株)建設技術研究所 

 

 

土木と学校教育会議検討小委員会 

委員長 藤井 聡 京都大学大学院 

幹事長 高橋 勝美 (財)計量計画研究所 

委員兼幹事 池田 豊人 国土交通省  

 緒方 英樹 （財）全国建設研修センター 

 岡村 美好 山梨大学大学院 

 唐木 清志 筑波大学大学院 

 工藤 文三 国立教育政策研究所 

 谷口 綾子 筑波大学大学院 

 原 文宏 (社)北海道開発技術センター 

 日比野 直彦 政策研究大学院大学 

 堀畑 仁宏 東京書籍(株) 

 松村 暢彦 大阪大学大学院 
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