
 

 

全国高等学校土木教育研究会 会員校一覧    H27.8.20 

平成 27 年度 東日本高等学校土木教育研究会 

全日制 定時制

科名 科名

1 北海道旭川工業高等学校 土木科 土木科

2 北海道小樽工業高等学校 建設科

3 北海道帯広工業高等学校 環境土木科

4 北海道北見工業高等学校 建設科

5 北海道釧路工業高等学校 土木科

6 北海道札幌工業高等学校 土木科

7 北海道苫小牧工業高等学校 土木科

8 北海道函館工業高等学校 環境土木科

9 北海道室蘭工業高等学校 環境土木科

10 青森県立八戸工業高等学校 土木建築科

11 青森県立弘前工業高等学校 土木科

12 八戸工業大学第一高等学校 工業科

13 青森県立青森工業高等学校 都市環境科

14 岩手県立一関工業高等学校 土木科

15 岩手県立久慈工業高等学校 建設環境科

16 岩手県立黒沢尻工業高等学校 土木科

17 岩手県立種市高等学校 海洋開発科

18 岩手県立盛岡工業高等学校 土木科

19 宮城県石巻工業高等学校 土木システム科

20 宮城県黒川高等学校 環境技術科

21 宮城県古川工業高等学校 土木情報科

22 仙台市立仙台工業高等学校 土木科 建築土木科

23 秋田県立秋田工業高等学校 土木科

24 秋田県立大館工業高等学校 土木・建築科

25 秋田県立大曲工業高等学校 土木・建築科

26 秋田県立能代工業高等学校 都市工学科・建設科

27 秋田県立西目高等学校 総合学科

28 山形県立酒田光陵高等学校 工業科環境技術科

29 山形県立山形工業高等学校 環境システム科

30 山形県立新庄神室産業高等学校 環境デザイン科

31 山形電波工業高等学校 やまがた創造工学科

32 山形県立米沢工業高等学校 建設環境類

33 福島県立喜多方桐桜高等学校 建設科

34 福島県立二本松工業高等学校 都市システム科

35 福島県立平工業高等学校 土木科

36 茨城県立土浦工業高等学校 土木科

37 茨城県立水戸工業高等学校 土木科

38 茨城県立下館工業高等学校 建設工学科

39 栃木県立宇都宮工業高等学校 環境土木科

40 栃木県立那須清峰高等学校 建設工学科

41 栃木県立真岡工業高等学校 建設科

42 栃木県立今市工業高等学校 建設工学科

43 群馬県立桐生工業高等学校 建設科

44 群馬県立高崎工業高等学校 土木科 建設科

45 群馬県立利根実業高等学校 環境技術科

46 群馬県立前橋工業高等学校 土木科

47 埼玉県立熊谷工業高等学校 土木科

48 埼玉県立いずみ高等学校 環境建設科

49 千葉県立京葉工業高等学校 建設科

50 千葉県立東総工業高等学校 建設科

51 千葉県立君津青葉高等学校 総合学科

52 東京都立田無工業高等学校 都市工学科

53 東京都立総合工科高等学校 建築・都市工学科

54 神奈川県立磯子工業高等学校 建設科

55 神奈川県立藤沢工科高等学校 総合技術科

56 神奈川県立向の岡工業高等学校 建設科

57 神奈川県立小田原城北工業高等学校 建設科

58 川崎市立川崎総合科学高等学校 建設工学科

№ 地区 都道府県

関東

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

学校名

山形県

北海道北海道

東北

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

福島県

 



 

- 2 - 

全日制 定時制

科名 科名

59 山梨県立甲府工業高等学校 土木科

60 山梨県立峡南高等学校 土木システム科

61 山梨県立谷村工業高等学校 環境工学科

62 新潟県立新発田南高等学校 土木工学科

63 新潟県立上越総合技術高等学校 環境土木科

64 新潟県立新潟工業高等学校 土木科

65 新潟県立新潟県央工業高等学校 建設工学科

66 富山県立桜井高等学校 土木科

67 富山県立富山工業高等学校 土木工学科

68 石川県立小松工業高等学校 建設科

69 石川県立羽咋工業高等学校 建設造形科

70 金沢市立工業高等学校 土木科

71 福井県立武生工業高等学校 都市・建築科

72 福井県立敦賀工業高等学校 建築システム科

73 長野県飯田OIDE長姫高等学校 社会基盤工学科

74 長野県中野立志館高等学校 総合学科

75 長野県長野工業高等学校 土木科

76 長野県丸子修学館高等学校 総合学科

77 静岡県立浜松工業高等学校 土木科

78 静岡県立島田工業高等学校 都市工学科

79 静岡県立科学技術高等学校 都市基盤工学科

80 静岡県立沼津工業高等学校 土木科

81 愛知県立愛知工業高等学校 建設科

82 愛知県立一宮工業高等学校 土木科

83 愛知県立岡崎工業高等学校 土木科

84 愛知県立豊橋工業高等学校 土木科

85 愛知県立半田工業高等学校 土木科

86 名古屋市立工芸高等学校 都市システム科

87 学校法人名工学園名古屋工業高等学校 土木科

88 岐阜県立大垣工業高等学校 建設工学科

89 岐阜県立岐南工業高等学校 土木科

90 岐阜県立岐阜工業高等学校 建設工学科

91 岐阜県立中津川工業高等学校 建設工学科

92 岐阜県関市立関商工高等学校 建設工学科

93 岐阜県立可児工業高等学校 建設工学科

94 三重県立津工業高等学校 建設工学科

95 三重県立四日市中央工業高等学校 都市工学科

山梨県

北信越

静岡県

愛知県

東海

岐阜県

三重県

関東

新潟県

富山県

石川県

福井県

長野県

№ 地区 都道府県 学校名

 

 

 

 

 平成27年度 西日本高等学校土木教育研究会 

全日制 定時制

科名 科名

1 沖縄県立沖縄工業高等学校 土木科

2 沖縄県立美来工科高等学校 都市環境科

3 福岡県立福岡工業高等学校 都市工学科

4 福岡県立三池工業高等学校 土木科

5 福岡県立八幡工業高等学校 土木系

6 福岡県立八女工業高等学校 土木科

7 大牟田高等学校 土木科

8 祐誠高等学校 土木科

9 佐賀県立唐津工業高等学校 土木科

10 佐賀県立鳥栖工業高等学校 土木科

11 北陵高等学校 土木科

12 長崎県立佐世保工業高等学校 土木科

13 長崎県立大村工業高等学校 建設工業科

14 長崎県立鹿町工業高等学校 土木技術科

沖縄県

福岡県

佐賀県

長崎県

九州

№ 地区 都道府県 学校名

 



 

- 3 - 

全日制 定時制

科名 科名

15 熊本県立天草工業高等学校 土木科

16 熊本県立玉名工業高等学校 土木科

17 熊本県立熊本工業高等学校 土木科

18 熊本県立球磨工業高等学校 建設工学科

19 熊本県立小川工業高等学校 土木科

20 開新高等学校 土木建築科

21 大分県立中津東高等学校 土木科

22 大分県立日田林工高等学校 建築土木科

23 大分県立大分工業高等学校 土木科

24 大分県立佐伯鶴岡高等学校 システム工業科

25 宮崎県立延岡工業高等学校 土木科

26 宮崎県立都城工業高等学校 建設システム科

27 鹿児島県立鹿児島工業高等学校 建設技術系

28 鹿児島県立鹿屋工業高等学校 土木科

29 鹿児島県立加治木工業高等学校 土木科

30 鳥取県 鳥取県立鳥取工業高等学校 建設工学科

31 島根県 島根県立松江工業高等学校 建築都市工学科

32 岡山県立岡山工業高等学校 土木科

33 岡山県立笠岡工業高等学校 環境土木科

34 岡山県立津山工業高等学校 土木科

35 岡山県立新見高等学校 工業技術科

36 広島県立広島工業高等学校 土木科

37 広島県立府中東高等学校 都市システム科

38 広島市立広島工業高等学校（定時制） 建設技術科

39 山口県立下関中央工業高等学校 土木科

40 山口県立徳山商工高等学校 環境システム工学科

41 山口県立萩商工高等学校 機械・土木科

42 山口県立岩国工業高等学校 都市工学科

43 徳島県立徳島科学技術高等学校 建設技術類

44 徳島県立つるぎ高等学校 建設科

45 徳島県立阿南工業高等学校 建設科

46 香川県 香川県立多度津高等学校 土木科

47 愛媛県立松山工業高等学校 土木科

48 愛媛県立東予高等学校 建設工学科

49 愛媛県立八幡浜工業高等学校 土木科

50 高知県立安芸桜ケ丘高等学校 環境建設科

51 高知県立高知工業高等学校（全日制） 土木科

52 高知県立高知工業高等学校（定時制） 土木科

53 高知県立宿毛工業高等学校 建設科土木専攻

54 京都市立伏見工業高等学校（全日制） システム工学科

55 京都市立伏見工業高等学校（定時制） 工業技術科

56 大阪府立西野田工科高等学校 建築都市工学系　都市工学専科

57 大阪市立都島工業高等学校 都市工学科

58 大阪市立都島第二工業高等学校（定時制） 都市工学科

59 兵庫県立龍野北高等学校 環境建設工学科

60 兵庫県立豊岡総合高等学校 環境建設工学科

61 兵庫県立兵庫工業高等学校 都市環境工学科

62 兵庫県立東播工業高等学校 土木科

63 兵庫県立篠山産業高等学校 土木科

64 神戸市立科学技術高等学校 都市工学科

65 奈良県立御所実業高等学校 都市工学科

66 奈良県立吉野高等学校 土木工学科

67 和歌山県 和歌山県立和歌山工業高等学校 土木科

岡山県

広島県

山口県

徳島県

四国

高知県

京都府

大阪府

奈良県

兵庫県
近畿

愛媛県

中国

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

№ 地区 都道府県 学校名

九州

 

 

 

 


