会員増強へのご協力に御礼申し上げますとともに、引続き会員の維持・増強にご協力いただきたくお願い申し上げます。

会員種別

業種別

会員数

割合

10.99%

官庁・独立行政法人

1,910

5.66%

地方公共団体

1,511

4.47%

522

1.55%

11,442

33.88%

6,833

20.23%

795

2.35%

2,674

7.92%

166

0.49%

JR

2,020

5.98%

高速道路会社関係

1,137

3.37%

1,137

3.37%

その他

1,049

3.11%

1,049

3.11%

合計

33,770

100%

33,770

学校

4,752

100%

51

4.70%

189

17.40%

47

4.33%

建設業
建設コンサルタント
電力・ガス
製造業・その他の民間
私鉄

学生会員

割合

3,711

協会

正会員
（個人）

会員数

学校・学会

学校・学会
官庁・独立行政法人
地方公共団体
協会

3,711

10.99%

3,943

11.68%

3,943

11.68%

23,930

26,116

77.33%

100%

33,770

100%

4,752

100%

4,752

100%

51

4.70%

51

4.70%

290

26.70%

290

26.70%

正会員
（法人） 建設コンサルタント
電力・ガス
および
特別会員
製造業・その他の民間

200

18.42%

24

2.21%

158

14.55%

私鉄

13

1.20%

JR

10

0.92%

高速道路会社関係

31

2.85%

31

2.85%

0

0.00%

0

0.00%

1,086

100%

1,086

100%

計

39,608

─

学校・学会 10.99%
官庁・独立行政法人
5.66%

製造業・その他の民間
7.92%

地方公共団体 4.47%
協会 1.55%
建設コンサル
タント
20.23%

建設業
33.88%

正会員（個人）

高速道路会社関係 2.85%
JR 0.92%

学校・学会 4.70%

私鉄 1.20%
製造業・その他の民間
14.55%

官庁・独立行政法人
17.40%

電力・ガス 2.21%

714

65.75%
745

39,608

─

1,086
39,608

68.60%

建設コンサル
タント
18.42%

地方公共団体
4.33%
建設業
28.45%

協会 4.97%

100%
─

中電技術コンサルタント
（株）
 ���������60（57）

中日本高速道路（株）�����������133（123）

JFE エンジニアリング
（株）
 ����������59（61）

大日本コンサルタント
（株）���������120（121）

正会員（法人）および特別会員

職場別正会員（個人）数（フェロー会員を含む）

（30名以上）

JR 九州
（株）
 ����������������59（64）

（株）
ドーコン���������������118（118）

ジェイアール東海コンサルタンツ
（株） �����58（58）

鉄建建設（株）��������������118（117）

中国電力
（株）���������������58（54）

ジェイアール東日本コンサルタンツ
（株） ���115（113）

勤務先名�����������平成30年（平成29年）

中央コンサルタンツ
（株）
�����������57（50）

阪神高速道路（株）������������110（104）

鹿島建設（株）�������������1654（1675）

（株）
フジタ�����������������55（52）

（株）竹中土木��������������106（110）

大成建設（株）�������������1535（1622）

オリエンタル白石
（株）������������53（49）

佐藤工業（株）�������������� 102（91）

（株）大林組���������������1481（1520）

平成30年4月30日現在（平成29年4月30日現在を併記）

基礎地盤コンサルタンツ
（株）
���������53（52）

（株）東京建設コンサルタント �������� 100（90）

清水建設（株）�������������1351（1385）

神戸大学�����������������53（55）

電源開発（株）��������������100（103）

国土交通省���������������868（876）

川田工業
（株）
���������������52（50）

大成ロテック
（株）��������������96（35）

JR 東日本（株） ��������������860（868）

（株）
日水コン����������������51（50）

（一財）電力中央研究所�����������95（99）

（株）建設技術研究所�����������452（452）
五洋建設（株）��������������378（364）

山口大学�����������������49（50）

（独）水資源機構��������������93（79）

（国研）
港湾空港技術研究所���������48（48）

応用地質（株）���������������93（86）

JR 東海（株） ���������������375（387）

西日本高速道路エンジニアリング中国（株）���48（32）

中央復建コンサルタンツ
（株）���������92（83）

前田建設工業（株）������������373（389）

太平洋セメント
（株）
�������������47（46）

東洋建設（株）���������������92（97）

パシフィックコンサルタンツ
（株） ������353（332）

（株）
高速道路総合技術研究所��������46（46）

（株）
ニュージェック�������������91（88）

日本工営（株）��������������350（339）

（株）
横河ブリッジ��������������45（43）

復建調査設計（株）�������������87（98）

JR 西日本（株） ��������������291（299）

（株）
ピーエス三菱��������������44（47）

（株）鴻池組�����������������86（80）

（株）奥村組����������������241（247）

（国研）
国立環境研究所�����������44（45）

国際航業（株）���������������85（86）

三井住友建設（株）������������237（212）

東鉄工業
（株）���������������44（50）

北海道大学����������������83（83）

東亜建設工業（株）������������230（234）

アジア航測（株）
���������������43（46）

九州大学�����������������81（84）

戸田建設（株）��������������229（239）

岐阜大学�����������������43（42）

東電設計（株）���������������81（84）

（国研）土木研究所������������225（218）

中部電力
（株）���������������43（46）

東北大学�����������������81（81）

西日本高速道路（株）�����������214（196）

（株）
パスコ�����������������42（39）

いであ（株）�����������������77（81）

（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構���206（199）

愛媛大学�����������������42（41）

東京電力（株）���������������77（85）

京都大学����������������201（203）

関西大学�����������������42（39）

（株）長大������������������75（81）

（株）安藤・間���������������189（196）

大豊建設
（株）���������������42（45）

北海道電力（株）��������������72（68）

（株）熊谷組����������������186（182）

徳島大学�����������������42（44）

飛島建設（株）���������������69（70）

（公財）鉄道総合技術研究所��������181（162）

金沢大学�����������������41（41）

鹿島道路（株）���������������67（73）

（株）
オリエンタルコンサルタンツ ������179（194）

（株）
IHIインフラシステム ����������40（41）

本州四国連絡高速道路（株）���������65（59）

（株）
エイト日本技術開発����������178（185）

（株）
不動テトラ���������������40（38）

名古屋大学����������������65（60）

八千代エンジニヤリング
（株）��������169（155）

（株）
福山コンサルタント �����������40（44）

東京地下鉄（株）��������������64（60）

東京都�����������������166（177）

川田建設（株）
���������������40（36）

東北電力（株）���������������64（65）

西松建設（株）��������������161（145）

鳥取大学�����������������40（42）

東京工業大学���������������63（67）

東京大学����������������155（156）

ジェイアール西日本コンサルタンツ
（株） ����39（37）

（株）復建技術コンサルタント ���������61（61）

東日本高速道路（株）�����������155（149）

大阪大学�����������������39（41）

新日鐵住金（株）��������������61（65）

首都高速道路（株）������������146（152）

立命館大学����������������39（40）

大林道路（株）���������������61（51）

日本大学����������������144（154）

（株）
IHI ������������������38（37）

大阪府������������������60（58）

東急建設（株）��������������134（118）
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Composition of JSCE Members

4.97%
28.45%

合

3.11%

3.37%

JR 5.98%
私鉄 0.49%

70.85%

54

総

その他
高速道路会社関係

電力・ガス 2.35%

309

合計

割合

10.99%

建設業

その他

会員数

3,711

土木学会会員の構成と組織別会員数の報告

お知らせ 平成30年4月30日現在の土木学会会員の構成と組織別会員数（平成29年4月30日現在の会員数を併記）をお知らせいたします。会員の皆様には

（株）日建設計シビル�������������38（36）

（一社）
日本建設機械施工協会�������� 3
（2）

（株）安藤・間���������������� 8（9）

（一社）
日本マリーナ・ビーチ協会������� 3
（2）

高知工科大学��������������� 8（8）

玉野総合コンサルタント
（株）���������38（39）

茨城大学����������������� 3
（3）

室蘭工業大学��������������� 8（7）

広島大学�����������������38（37）

基礎地盤コンサルタンツ
（株）��������� 3
（2）

前田建設工業（株）������������� 8（9）

三井共同建設コンサルタント
（株）�������38（39）

玉野総合コンサルタント
（株）��������� 3
（3）

早稲田大学���������������� 8（7）

兵庫県������������������38（41）

（公社）
日本港湾協会������������ 3
（3）

東京電力（株）��������������� 8（12）

（株）
NIPPO ����������������37（39）

国士舘大学���������������� 3
（3）

（株）奥村組����������������� 7（7）

（株）
ダイヤコンサルタント ����������37（36）

（国研）
防災科学技術研究所��������� 3
（3）

愛媛大学����������������� 7（7）

（一財）計量計画研究所�����������37（36）

参議院議員���������������� 3
（3）

三井住友建設（株）������������� 7（7）

関西電力（株）���������������37（38）

山梨大学����������������� 3
（3）

中央大学����������������� 7（7）

首都大学東京���������������37（37）

鹿島道路（株）
��������������� 3
（4）

中部電力（株）��������������� 7（7）

九州電力（株）���������������36（36）

神戸大学����������������� 3
（3）

鉄建建設（株）��������������� 7（8）

（株）
エコー�����������������35（34）

西日本高速道路
（株）
������������ 3
（2）

電源開発（株）��������������� 7（8）

ニチレキ
（株）����������������35（34）

千葉工業大学��������������� 3
（3）

東京工業大学��������������� 7（8）

大阪市������������������35（40）

川田工業（株）
��������������� 3
（3）

東京都市大学��������������� 7（8）

中央大学�����������������35（35）

長崎大学����������������� 3
（3）

復建調査設計（株）������������� 7（7）

中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋
（株）
�35（33）

日本交通技術（株）
������������� 3
（3）

JR 西日本（株） ��������������� 6（6）

長岡技術科学大学�������������35（34）

福山大学����������������� 3
（3）

岡山大学����������������� 6（6）

東洋大学�����������������35（34）

法政大学����������������� 3
（3）

広島大学����������������� 6（6）

名古屋工業大学��������������35（36）

北見工業大学��������������� 3
（3）

国土交通省���������������� 6（6）

（一財）首都高速道路技術センター�������34（32）

佐藤工業（株）��������������� 6（5）

熊本大学�����������������34（35）

山口大学����������������� 6（6）

山梨大学�����������������34（36）

学生会員数（30名以上）

平成30年4月30日現在（平成29年4月30日現在を併記）

77

西松建設（株）��������������� 6（6）

JFE スチール
（株）��������������33（33）

東電設計（株）��������������� 6（7）

愛知県������������������33（37）

東北大学����������������� 6（6）

四国電力（株）���������������33（27）

学校名������������平成30年（平成29年）

（株）
ドーコン���������������� 5（6）

住友大阪セメント
（株）������������33（33）

愛知工業大学������������� 366（410）

（株）開発設計コンサルタント ��������� 5（3）

日本交通技術（株）�������������33（32）

京都大学��������������� 310（294）

いであ（株）����������������� 5（6）

（株）四電技術コンサルタント ���������32（36）

九州大学��������������� 195（180）

（一財）橋梁調査会������������� 5（6）

岡山大学�����������������32（32）

日本大学��������������� 174（173）

横浜国立大学��������������� 5（4）

早稲田大学����������������32（32）

東北大学��������������� 148（128）

関西大学����������������� 5（5）

日立造船（株）���������������32（36）

北海道大学�������������� 139（145）

三井共同建設コンサルタント
（株）������� 5（5）

（株）
オリエンタルコンサルタンツグローバル��31（17）

東京大学��������������� 116（109）

青木あすなろ建設（株）����������� 5（5）

JR 四国（株） ����������������31（32）

早稲田大学�������������� 112（112）

大林道路（株）��������������� 5（6）

（一財）国土技術研究センター���������31（35）

大阪大学���������������� 97（98）

鳥取大学����������������� 5（5）

横浜国立大学���������������31（29）

山口大学���������������� 96（102）

東京理科大学��������������� 5（6）

大鉄工業（株）���������������31（32）

神戸大学���������������� 84（84）

東北工業大学��������������� 5（6）

東海大学�����������������31（29）

徳島大学���������������� 84（82）

日本コンサルタンツ
（株）����������� 5（4）

東京理科大学���������������31（32）

愛媛大学���������������� 83（88）

飛島建設（株）��������������� 5（5）

埼玉大学�����������������30（31）

熊本大学���������������� 83（88）

名古屋工業大学�������������� 5（6）

大阪産業大学���������������30（28）

名古屋大学��������������� 82（89）

名工建設（株）��������������� 5（5）

大日コンサルタント
（株）�����������30（33）

名古屋工業大学������������� 81（67）

（株）
エイト日本技術開発����������� 4（4）

福岡大学�����������������30（31）

首都大学東京�������������� 77（77）

（株）
エコー����������������� 4（4）

岐阜大学���������������� 73（61）

（株）
ニュージェック ������������� 4（5）

広島大学���������������� 72（70）

（株）
フジタ����������������� 4（4）

福岡大学���������������� 72（92）

（株）東京建設コンサルタント ��������� 4（4）

東京工業大学�������������� 71（68）

ジェイアール東海コンサルタンツ
（株） ����� 4（4）

金沢大学���������������� 68（66）

（一社）近畿建設協会������������ 4（4）

勤務先名�����������平成30年（平成29年）

九州工業大学�������������� 66（56）

関西電力（株）��������������� 4（5）

鹿島建設（株）�������������� 71（70）

中央大学���������������� 65（79）

熊本大学����������������� 4（4）

清水建設（株）�������������� 69（75）

鳥取大学���������������� 60（63）

広島工業大学��������������� 4（5）

JR 東日本（株） �������������� 67（66）

職場別フェロー会員数（3名以上）

平成30年4月30日現在（平成29年4月30日現在を併記）

埼玉大学���������������� 59（53）

香川大学����������������� 4（6）

大成建設（株）�������������� 62（65）

長崎大学���������������� 58（46）

（国研）土木研究所������������� 4（3）

（株）大林組���������������� 54（51）

横浜国立大学�������������� 56（65）

埼玉大学����������������� 4（4）

（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構��� 23（25）

長岡技術科学大学������������ 55（59）

首都大学東京��������������� 4（3）

（株）建設技術研究所����������� 22（24）

東京理科大学�������������� 54（49）

大阪大学����������������� 4（4）

京都大学���������������� 22（22）

大阪市立大学�������������� 53（64）

大成ロテック
（株）�������������� 4（3）

ジェイアール東日本コンサルタンツ
（株） ��� 21（23）

関西大学���������������� 52（49）

中央復建コンサルタンツ
（株）��������� 4（4）

東京大学���������������� 20（22）

東京都市大学�������������� 50（53）

中日本高速道路（株）������������ 4（5）

日本大学���������������� 19（21）

立命館大学��������������� 49（51）

中部大学����������������� 4（4）

日本工営（株）�������������� 18（18）

山梨大学���������������� 48（26）

東亜建設工業（株）������������� 4（4）

九州大学���������������� 17（18）

岩手大学���������������� 46（51）

東北学院大学��������������� 4（4）

北海道大学��������������� 16（16）

宇都宮大学��������������� 45（33）

日本シビックコンサルタント
（株） ������� 4（4）

（株）熊谷組���������������� 15（15）

佐賀大学���������������� 41（30）

八千代エンジニヤリング
（株）��������� 4（5）

パシフィックコンサルタンツ
（株） ������ 13（11）

室蘭工業大学�������������� 41（36）

（LLP）技術アドバイザー事務所�������� 3（3）

JR 東海（株） ��������������� 12（12）

芝浦工業大学�������������� 41（33）

（株）IHI ������������������ 3（2）

大日本コンサルタント
（株）��������� 12（12）

北見工業大学�������������� 41（30）

（株）
オリエンタルコンサルタンツグローバル �� 3（1）

名古屋大学��������������� 12（12）

名城大学���������������� 39（44）

（株）
トーニチコンサルタント ��������� 3（3）

東急建設（株）�������������� 11（11）

法政大学���������������� 38（35）

（株）近代設計��������������� 3（3）

（株）
オリエンタルコンサルタンツ ������ 10（11）

岡山大学���������������� 36（33）

シーエヌ建設（株）�������������� 3（3）

五洋建設（株）�������������� 10（10）

筑波大学���������������� 33（42）

セントラルコンサルタント
（株） �������� 3（3）

（公財）鉄道総合技術研究所�������� 10（10）

豊橋技術科学大学������������ 32（31）

愛知県������������������ 3（4）

立命館大学��������������� 10（11）

茨城大学���������������� 31（40）

（一財）計量計画研究所����������� 3（3）

（一財）電力中央研究所����������� 9（9）

鹿児島大学��������������� 31（23）

（一財）国際臨海開発研究センター������� 3（3）

戸田建設（株）��������������� 9（10）

東海大学���������������� 30（30）

（一財）首都高速道路技術センター������� 3（3）

東洋大学����������������� 9（9）

（一財）沿岸技術研究センター��������� 3（3）

徳島大学����������������� 9（10）
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