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教育企画人材育成委員会 

委員名簿（平成２５，２６年度） 

 

主査理事 成行 義文 徳島大学 

担当理事 久保田 尚 埼玉大学 

担当理事 田中 慎一郎 日本建設技術㈱ 

担当理事 橋本 典明 九州大学 

委員長 岡村 未対 愛媛大学 

副委員長 岩倉 成志 芝浦工業大学 

幹事長 原 隆史 岐阜大学 

副幹事長 山田 久美 東京急行電鉄㈱ 

委員 岩田 美幸 国土交通省  

  大澤 一郎 鹿島建設(株)  

  田中 弘 日本工営(株) 

  辻 忠彦 (株)大林組 

  林 勝己 (株)エイト日本技術開発 

  宮里 心一 金沢工業大学 

  亀野 辰三 大分工業高等専門学校 

  市村 恵幸 勝田工業高等学校 

  峯岸 邦夫 日本大学 

  日比野 直彦 施策研究大学院大学 

  藤井 聡 京都大学 

  木村 定雄 金沢工業大学 

  駒田 智久 オフィス パスタイム 

  松村 暢彦 愛媛大学 

  塚田 幸宏 (独法)土木研究所 

委員兼幹事 目山 直樹 徳山工業高等専門学校 

  村上 英二 栃木県立宇都宮工業高等学校 

  幣守 健 (株)淺沼組 

  山登 武志 (株)建設技研インターナショナル 

  中村 俊之 京都大学 

  鷲見 浩一 日本大学 

  有岡 正樹 NPO法人 社会基盤ﾗｲﾌｻｲｸﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究会 

 宮本 仁志 芝浦工業大学 

 渡邉 一成 福山市立大学 
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１．大学・大学院教育小委員会 

委員長 宮里 心一 金沢工業大学 

委員 伊代田 岳史 芝浦工業大学 

 小田 義也 首都大学東京 

 熊本 光弘 ㈱フローリック 

 塩見 康博 立命館大学 

 白旗 弘実 東京都市大学 

 竹之内 綾子 鹿島建設㈱ 

 鶴田 浩章 関西大学 

 前川 健 国土交通省 

 松山 公年 日本工営㈱ 

 山崎 廉予 東京理科大学 

 

２．高等専門教育小委員会 

委員長 亀野 辰三 大分工業高等専門学校 

幹事長 目山 直樹 徳山工業高等専門学校 

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   

  神田 佳一 明石工業高等専門学校 

  八田 茂実 苫小牧工業高等専門学校 

  河村 進一 呉工業高等専門学校 

 

３．高校教育小委員会 

委員長 市村 恵幸 茨城県立勝田工業高等学校(Ｈ２６) 

幹事長 村上 英二 栃木県立宇都宮工業高等学校 

委員 橋本 基宏 神戸市立科学技術高等学校 

  國馬 隆史 千葉県立千葉工業高等学校 

  清水 哲成 兵庫県立兵庫工業高等学校 

  安喰 洋 茨城県立水戸工業高等学校(Ｈ２６) 

  桐生 一良 群馬県立高崎工業高等学校 

  東 君康 東京都立田無工業高等学校(Ｈ２６) 

  稗田 岩夫 東京都立田無工業高等学校 

 松田 義治 愛知県立一宮工業高等学校 

 山下 敦 神奈川県立向の岡工業高等学校(Ｈ２６) 

 近藤 大地 大阪府立西野田工科高等学校 
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 山内 猛史 兵庫県立篠山産業高等学校 

 藤田 裕英 兵庫県立豊岡総合高等学校 

  松井 享司 京都市立伏見工業高等学校 

  藤田 裕英 兵庫県立豊岡総合高等学校 

  安川 郁夫 (一財)地球システム総合研究所 

  小澤 誠志 東京都立田無工業高等学校(Ｈ２５) 

  大塚 悟 長岡技術科学大学(Ｈ２５) 

  伊藤 弘一 千葉県立京葉工業高等学校(Ｈ２５) 

オブザーバー 立石 義孝 西日本工業大学 

 伊藤 武志 東京工科大学･日本工学院専門学校 

 高橋 武弘 群馬県立利根実業高等学校 

 星野 正光 群馬県立高崎工業高等学校 

 

４．キッズプロジェクト検討小委員会 

委員長 峯岸 邦夫 日本大学 

幹事長 幣守 健 (株)淺沼組 

委員 岩井 茂雄 日本大学 

  下野 友裕 国際航業（株） 

 末武 義崇 足利工業大学 

  清野 聡子 九州大学大学院 工学研究院 

 田中 岳 北海道大学大学院 工学研究院 

  二ノ宮 正 (株)大林組 

 藤原 浩已 宇都宮大学大学院 工学研究部 

 道奥 康治 法政大学 デザイン工学部 都市環境デザイン工学科 

幹事 宇井 正之 (株)建設技術研究所 

 江守 央 日本大学 

 木村 清和 群馬工業高等専門学校 

 佐藤 貴行 (株)オリエンタルコンサルタンツ 

 竹山 智英 東京工業大学  

オブザーバー 依田 照彦 早稲田大学 

  二川 祥一 国土交通省関東地方整備局企画部 
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５．成熟したシビルエンジニア活性化小委員会 

委員長 日比野 直彦 政策研究大学院大学 

幹事長 山登 武志 (株)建設技術研究所 

委員 菊地 良範 パシフィックコンサルタンツ(株） 

 駒田 智久 オフィスパスタイム 

 西村 隆司 日経ＢＰ社 

 三嶋 信広 清水建設（株） 

 山下 正章 (株)長大 

委員兼幹事 加藤 隆 大成建設（株） 

 黒田 武史 日本工営（株） 

 玄間 千映子 （株）アルティスタ人材開発研究所 

 高橋 麻理  

 保田 祐司 鹿島建設（株） 

 山崎 廉予 東京理科大学 

 山田 拓也 東日本旅客鉄道（株） 

 

６．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 中村 俊之 京都大学大学院 

委員兼幹事 緒方 英樹 （一財）全国建設研修センター 

  唐木 清志 筑波大学大学院 

 工藤 文三 大阪教育大学 

 見坂 茂範 国土交通省大臣官房技術調査課 

 末武 義崇 足利工業大学 

 谷口 綾子 筑波大学大学院 

 寺本 潔 玉川大学 

 原 文宏 (一社)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 

 福本 大輔 （一財）計量計画研究所 

 松村 暢彦 愛媛大学大学院 

 宮川 愛由 京都大学大学院 
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７．土木工学分野における知識体系・能力体系の検討小委員会 

委員長 木村 定雄 金沢工業大学 

幹事長 鷲見 浩一 日本大学 

委員 市坪 誠 長岡科学技術大学 

 岡田 惠夫 オカダ・アソシエイション技術士事務所 

 小澤 誠志  東京都立田無工業高等学校  

 佐々木 寿朗  日本工営(株)  

 末武 義崇  足利工業大学  

 建山 和由  立命館大学  

 田中 弘  日本工営（株）   

 中村 茂 日本工営（株）  

 保田 祐司  鹿島建設(株)  

 依田 照彦  早稲田大学  

 若井 明彦 群馬大学  

オブザーバー 片山 功三  公益社団法人 土木学会  

オブザーバー 日比谷 啓介  公益社団法人 土木学会  

 

８．シビル NPO 推進小委員会 

委員長 駒田 智久 オフィス パスタイム 

副委員長 皆川 勝 東京都市大学 

幹事長 松本 健一 (株)アテナ 

委員 岡野眞久 大日本土木(株) 

 田中努 (株)エイト日本技術開発 

 内藤 堅一 (株)コーケン 

 野村吉春 NPO 法人州都広島を実現する会 

 比奈地 信雄 NPO 法人シビルまちづくりステーション 

 福本潤也 東北大学 

 

９．教育論文集部会 

委員長 松村 暢彦 愛媛大学 

幹事長 宮本 仁志 芝浦工業大学 

委員 神谷 大介 琉球大学 

 神田 佑亮 京都大学 

 保田 祐司 鹿島建設(株) 

幹事 松本 香澄 東京都庁 
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１０．行動する技術者たち小委員会 

委員長 塚田 幸広  独立行政法人土木研究所 

幹事長 渡邉 一成  福山市立大学 

委員 稲田 恭子 中央復建コンサルタンツ株式会社 

  大久保 証文 株式会社エイト日本技術開発 

  大橋 幸子 国土交通省国土技術政策総合研究所 

  交久瀬 磨衣子 株式会社環境総合テクノス 

  鈴木 学 三重県 

  高田 知典 PHM（Professional Hub Members） 

  田上 貴士 一般財団法人日本みち研究所 

 友寄 孝 一般社団法人沖縄しまたて協会 

 野見山 尚志 株式会社建設技術研究所 

 原 文宏 一般社団法人北海道開発技術センター 

 松田 奈緒子 国土交通省国土技術政策総合研究所 

 森島 仁 株式会社日建設計 

 門間 俊幸  兵庫県 

顧問 森地 茂 政策研究大学院大学 

 古木 守靖  独立行政法人国際協力機構 


