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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
顧問   阿部 英彦    
顧問   伊藤 學    
顧問   宇佐美 勉  名城大学  
顧問   加藤 正晴    
顧問   倉西 茂  東北大学  
顧問   坂井 藤一  （有）FS技術事務所 
顧問  西村 宣男  大阪大学  
顧問   渡邊 英一  （財）大阪地域計画研究所  
 
委員長   森 猛   法政大学  
副委員長  髙木 千太郎  東京都道路整備保全公社  
幹事長   佐々木 保隆  （株）横河ブリッジホールディングス  
委員     五十畑 弘  日本大学    
委員     市川 篤司  （財）鉄道総合技術研究所    
委員   岩崎 英治  長岡技術科学大学    
委員   岩波 光保     （独）港湾空港技術研究所   
委員     越後 滋  川田工業(株)    
委員     大賀 水田生   愛媛大学   
委員   大垣 賀津雄     川崎重工業（株）   
委員   大田 孝二  新日本技研（株）    
委員   大鳥 靖樹  （財）電力中央研究所 
委員     岡本 隆  JFEスチール(株)    
委員     小川 篤生  西日本高速道路エンジニアリング関西（株）    
委員     奥井 義昭  埼玉大学    
委員   尾下 里治  （株）横河ブリッジ    
委員   小野 潔  東京工業大学    
委員     貝沼 重信  九州大学    
委員   春日 昭  （株）IHI    
委員   上東 泰  中日本高速道路（株）    
委員   北田 俊行  大阪市立大学    
委員   清宮 理     早稲田大学   
委員   計良 光一郎    （社）日本鋼構造協会   
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委員   後藤 芳顯     名古屋工業大学   
委員   小西 拓洋  （財）首都高速道路技術センター    
委員   坂野 昌弘     関西大学   
委員   紫桃 孝一郎  東日本高速道路（株）   
委員     杉浦 邦征  京都大学    
委員     杉山 俊幸  山梨大学    
委員   角 昌隆  西日本高速道路（株）    
委員   辰巳 正明  （株）オリエンタルコンサルタンツ    
委員   田中 雅人    （株）東京鐵骨橋梁    
委員   長井 正嗣    長岡技術科学大学    
委員   中沢 正利    東北学院大学    
委員   中島 章典     宇都宮大学   
委員   長沼 敏彦    阪神高速道路（株）    
委員   奈良 敬     大阪大学   
委員     西川 和廣    国土交通省   
委員   野澤 伸一郎  東日本旅客鉄道（株）    
委員   林川 俊郎     北海道大学   
委員     平林 泰明    首都高速道路（株）   
委員   深田 宰史  金沢大学    
委員   藤井 堅     広島大学   
委員   藤野 陽三    東京大学    
委員   藤原 博  （株）ネクスコ東日本エンジニアリング    
委員   堀田 毅  大日本コンサルタント（株）    
委員   前川 幸次  金沢大学    
委員     増田 陳紀    東京都市大学   
委員   三木 千壽     東京工業大学   
委員   光木 香  （独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構  
委員   村上 茂之  岐阜大学    
委員     村越 潤  （独）土木研究所    
委員   森 邦久  本州四国連絡高速道路（株）    
委員   山口 栄輝     九州工業大学   
委員   山本 広祐  （財）電力中央研究所    
委員   湯川 雅之  （株）横河住金ブリッジ    
委員   依田 照彦  早稲田大学    
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委員兼幹事    金子 傑    パシフィックコンサルタンツ（株）   
委員兼幹事  酒井 修平     （株）高速道路総合技術研究所   
委員兼幹事  杉本 一朗  （財）鉄道総合技術研究所    
委員兼幹事  橘 吉宏  川田工業（株）    
委員兼幹事  舘石 和雄    名古屋大学    
委員兼幹事  野上 邦栄  首都大学東京    
委員兼幹事  本間 宏二  新日本製鐵（株）    
委員兼幹事  柳沼 安俊  （株）東京鐵骨橋梁    
委員兼幹事  山口 隆司     大阪市立大学   
事務局   二瓶 貞洋  （社）土木学会    


