
2022年度　建設マネジメント委員会　組織図 令和4年6月10日現在

1985 ～ 1986

1986 ～ 1987

1988 ～ 1989

1990 ～ 1991

安間匡明 (PwCサステナビリティ) 久保田善明 (富山大学) 全　邦釘 (東京大学) 松田千周 (建設技術研究所) 1992 ～ 1993

石原康弘 (東京海上日動火災保険) 五艘隆志 (東京都市大学) 塚原健一 (九州大学) 松田 浩 (長崎大学) 1994 ～ 1995

糸川智章 (阪神高速道路) 小土井満治 (鹿島建設) 永田尚人 (熊谷組) 松本直也 (東日本建設業保証) 1996 ～ 1997

井上圭介 (国土交通省) 榊原弘之 (山口大学) 滑川 達 (徳島大学) 美谷邦章 (日本コンサルタンツ） 1998 ～ 1999

今村博行 (オリエンタルコンサルタンツ) 佐藤孝二 (東京電力) 西畑賀夫 (日本工営) 見波 潔 (村本建設） 2000 ～ 2001

大島邦彦 (熊谷組) 塩釜浩之 (長大) 二宮仁志 (東洋大学) 宮本和明 (パシフィックコンサルタンツ) 2002 ～ 2003

大西正光 (京都大学) 嶋田善多 (電源開発) 野田 徹 (清水建設) 森田康夫 (豊橋市) 2004 ～ 2005

小川智弘 (国土交通省) 杉山和久 (大林組) 福本勝司 (大林道路) 森 信哉 (国土交通省) 2006 ～ 2007

小澤一雅 (東京大学) 鈴木弘司 (名古屋工業大学) 堀田昌英 （東京大学） 渡邊法美 (高知工科大学) 2008 ～ 2009

加藤和彦 (清水建設) 須藤敦史 (東北工業大学) 益山高幸 (水資源機構) 2010 ～ 2013

金子雄一郎 (日本大学) 砂子邦弘 (砂子組) 町村俊彰 (前田建設工業) 2014 ～ 2015

木下賢司 (熊谷組) 高野伸栄 (北海道大学) 松崎 薫 (東日本高速道路) 2016 ～ 2017

木下誠也 (日本大学) 田中茂義 (大成建設) 松島進 (東京都) 2018 ～ 2019

2020 ～ 2021

(九州大学)

(東洋大学)

原価管理研究小委員会 実践的i-Con推進検討小委員会
小野啓志 (西武建設) 岡本博  (日本道路交通情報センター)

地域マネジメント研究小委員会 ブロックチェーン技術活用検討小委員会
春名 攻 (立命館大学) 松下文哉  (東京大学)

木下誠也 (日本大学) 実践的ＣＭ研究小委員会
山本幸司  (名古屋工業大学)

森本恵美

成島誠一 (一般社団法人NB研究所)

下池季樹

五艘隆志 （東京都市大学）

久保田善明　 (富山大学)

今西肇（和合館工学舎）

２－０９ 地域建設業調査研究小委員会

小委員長

（仮称） 2024年問題小委員会
小委員長

資料-01
＜委員会＞

建設マネジメント委員会歴代委員長
委員会顧問　8名 在任期間 委員長名 在任時所属

委員長 加藤　和彦 (清水建設)
國島正彦 小林潔司 小林康昭 佐藤直良 福田昌史 牧角龍憲 川崎　健次 (鴻池組)
山本幸司 廣谷彰彦 河野　彰 (大林組)

委員　48名
成島　昭 (三井建設)

副
委員長

石原　康弘 (東京海上日動火災保険)
戸田　隆志 (清水建設)
宮田　弘之介 (佐藤工業)

嶋田　善多 (電源開発)
大林　芳久 (大林組)
瓜生　喜久雄 (清水建設)

塚原　健一 (九州大学)
三嶋　希之 (大成建設)
庄子　幹雄 (鹿島建設)

幹事長 塩釜　浩之 (長大) 福田　昌史 (四国建設弘済会)
小澤　一雅 (東京大学)

國島　正彦 (東京大学)
伊藤　喜栄 (大成建設)
廣谷　彰彦 (オリエンタルコンサルタンツ)

【50音順】 木下　誠也 (日本大学)
堀田　昌英 (東京大学)

副幹事長 小川　智弘 (国土交通省) 福本　勝司 (大林組)
三百田　敏夫 (オリエンタルコンサルタンツ)

＜派遣＞
運営小委員会 論文集編集小委員会

表彰小委員会 契約約款制定小委員会
小委員長 野田 徹 (清水建設) 小委員長 堀田昌英

副小委員長
中洲啓太 (国土交通省） 小委員長 二宮仁志

(東京大学) 出版委員会
小委員長 王尾英明 (清水建設) (特集号) 副小委員長 浅古勝久 (熊谷組) 事務局長

(東洋大学)

金子雄一郎 (日本大学) 副小委員長 佐藤徹治 (千葉工業大学)

松本直也 (東日本建設業保証) 委員兼幹事

(東洋大学)

後藤和彦 (前田建設工業) (通常号) 小委員長 塚原健一

環境賞選考委員(建マネ委員会代表)

王尾英明 (清水建設)

岡本俊彦 （大成建設） 幹事長 瀬﨑智之 (国土交通省) 国際連携小委員会 委　員 曽根真理

藤後尚史 (大林組) ＩＳＯ対応特別委員会

曽根真理 土木学会論文賞選考委員会
木付拓磨 （安藤ハザマ） 幹事長 千々和 伸浩 (東京工業大学) 委　員 五艘隆志 （東京都市大学）

郷田智章 (長大) 小委員長 全邦釘 (東京大学) 副小委員長

浦 元啓 （日本工営）

インフラメンテナンス委員会

広報担当 鈴木彩莉 (日本工営)
＜特別小委員会＞

委　員 松本直也

木下賢司 (熊谷組) 幹　事 横井宏行 (建設技術研究所)

(東日本建設業保証)

木地 稔 (国土交通省）

井上浩之 (鹿島建設)

壽田健一 (建設技術研究所) 小委員長 小澤一雅 (東京大学) 小委員長

日比野正臣 (建設物価調査会） 契約約款企画小委員会 建設ケースメソッド普及小委員会

鈴木貴大 (東京大学） i-Construction小委員会 パンデミック対応検討小委員会
森本恵美 (国土交通省） 小委員長 小澤一雅 (東京大学)

２－０１ ３－０１
小委員長 小委員長

小委員長 大西正光 （京都大学）

持続可能な次世代インフラ事業に関する研
究小委員会

２－０４
自然災害における被害最小化マネジメン
ト研究小委員会 小委員長

小委員長
２－０３

建設産業の生産性とイノベーション調査
研究小委員会

小委員長 北詰恵一 (関西大学)

２－０２

１－０２
公共工事の価格決定構造の転換に関
する研究小委員会

小委員長

３－０５
小委員長

企画担当

会計担当

総務担当

書記担当

研究問題
検討担当

小委員長

３－０２
小委員長

小委員長 (アジア共同設計コンサルタント)

２－０７
地方自治体における災害マネジメント研
究小委員会

小委員長

２－０８
公共デザインコンペティション研究小委
員会

小委員長 （国土交通省）

３－０７

＜研究小委員会＞

第１種　研究小委員会 第２種　研究小委員会 第３種　研究小委員会

１－０１
インフラ事業におけるPFI/PPP推進
研究小委員会


