
令和３年度中部支部役員名簿
令和3年5月28日現在

役 　職　 氏　　名 所　　属 部　　署 役　　職

支部長 道浦 真 愛知県 建設局 局長
商議員 加藤 恒太郎 国土交通省中部地方整備局 副局長

船坂 徳彦 岐阜県 県土整備部 部長
真弓 明光 三重県 県土整備部 理事
和田 直隆 静岡県 交通基盤部 部長
田下 昌志 長野県 建設部 部長
城ヶ﨑 正人 石川県 土木部 部長
江幡 光博 富山県 土木部 部長
酒井 康宏 名古屋市緑政土木局 局長
粟田 政一 名古屋市上下水道局 管路部 部長
大住 真二 名古屋市交通局 技術本部施設部 部長
海野 強 静岡市建設局 局長
畠中 秀人 名古屋高速道路公社 副理事長
大野 孝宏 名古屋港管理組合 建設部 部長
北原 政宏 四日市港管理組合 経営企画部 理事
木下 昌樹 (独)水資源機構中部支社 副支社長
富田 孝史 名古屋大学大学院 環境学研究科都市環境学専攻 教授
藤田 素弘 名古屋工業大学大学院 工学研究科社会工学専攻 教授
枡谷 浩 金沢大学 理工研究域地球社会基盤学系 教授
吉谷　純一 信州大学 工学部水環境・土木工学科 教授
小林 智尚 岐阜大学 工学部社会基盤工学科 教授
木村 定雄 金沢工業大学 工学部環境土木工学科 教授
松本　幸正 名城大学 理工学部社会基盤デザイン工学科 教授
鈴木 英也 中部電力(株)
小田 満広 北陸電力(株) 執行役員　土木建築部 部長
新美 憲一 東海旅客鉄道(株)
鈴木 清美 名古屋鉄道(株)
布施 徳彦 近畿日本鉄道(株) 鉄道本部 名古屋統括部 施設部長
川北　眞嗣 中日本高速道路(株) 技術・建設本部 環境・技術企画部 部長
奥村 由政 名工建設(株)
市川 和邦 矢作建設工業(株) 顧問
山本 秀隆 大成建設㈱名古屋支店 土木部 参与
西川 力 (株)シーテック 安全・品質部 担当部長
関 雅樹 双葉鉄道工業（株） 顧問（慶應義塾大学訪問教授）
水谷 法美 名古屋大学大学院 工学研究科土木工学専攻 教授
鈴木 達之 シーキューブ㈱ 土木事業本部　企画営業部 部長
浦上 博行 中部電力㈱
加藤 均 東海旅客鉄道(株)
前田 健一 名古屋工業大学大学院 工学研究科社会工学専攻 教授
林 正道 国土交通省中部地方整備局 企画部 部長

幹事長 西川 武宏 愛知県 建設局道路建設課 課長
副幹事長 浅井 隆徳 愛知県 建設局道路建設課 担当課長
副幹事長 今井 清隆 国土交通省中部地方整備局 企画部 環境調整官
幹　事 浅岡 弘暢 愛知県 建設局 道路建設課 企画・環境対策G 課長補佐

朝比奈 信之 静岡市建設局 土木部技術政策課 参与兼課長
磯部 友彦 中部大学 工学部都市建設工学科 教授
稲垣 了史 名古屋高速道路公社 技術管理室 室長
岩中 隆訓 関西電力(株) 水力事業本部　保安グループ マネージャー
上田 英俊 岐阜県 都市建築部下水道課 課長
内田 慎哉 富山県立大学 工学部環境・社会基盤工学科 准教授
太田 好宣 中日本建設コンサルタント（株） 顧問
大畑 卓也 豊田工業高等専門学校 環境都市工学科 講師
小川 達也 国土交通省中部地方整備局 企画部企画課 課長
神尾 守人 近畿日本鉄道（株） 鉄道本部名古屋統括部施設工務課 主査
神谷 一弘 国土交通省中部地方整備局 名古屋港湾空港技術調査事務所 所長
賀茂 友裕 鹿島建設(株)中部支店 土木部 生産計画グループ 担当部長
河村 隆 信州大学 工学部水環境・土木工学科 准教授
木戸口 善治 石川県 土木部監理課技術管理室 室長
木全 博聖 大同大学 工学部建築学科土木･環境専攻 講師
國枝 稔 岐阜大学 工学部社会基盤工学科 教授
栗林 一彦 長野県 建設部建設政策課技術管理室 室長
城光寺 宏政 富山県 土木部建設技術企画課 課長
関山 恭弘 名古屋市交通局 技術本部施設部工務課 課長
高橋 大介 名古屋鉄道(株) 鉄道事業本部土木部土木課 課長
高柳 百合子 富山大学 学術研究部　都市デザイン学系 准教授
竹内 久充 三重県 県土整備部技術管理課 課長補佐兼班長
長沼 明彦 矢作建設工業(株) エンジニアリングセンター 課長
中村 泰介 大成建設(株)名古屋支店 営業部 部長

専務執行役員 再生可能エネルギーカンパニー　社長

執行役員　建設工事部長、中央新幹線推進本部中央新幹線建設部名古屋建設部長

代表取締役 副社長執行役員 鉄道事業本部長

取締役常務執行役員 土木本部本部長

再生可能エネルギーカンパニー　長野水力センター　所長
中央新幹線推進本部中央新幹線建設部　名古屋建設部中央新幹線愛知工事事務所 所長



役 　職　 氏　　名 所　　属 部　　署 役　　職

幹　事 中村 純一 (株)大林組名古屋支店 営業部 課長
中村 晋一郎 名古屋大学大学院 工学研究科土木工学専攻 准教授
成田 伸夫 中部電力（株） 技術開発本部技術企画室土建エンジニアリンググループ　 副長
西岡 吉弘 (株)熊谷組名古屋支店 土木事業部土木部 技術部長
花岡 大伸 金沢工業大学 工学部環境土木工学科 准教授
花田 弘幸 (独)水資源機構中部支社 事業部 次長
早川 裕之 名古屋市上下水道局 配水課 課長
秀島 栄三 名古屋工業大学大学院 工学研究科社会工学専攻 教授
不破　崇博 東海旅客鉄道(株) 建設工事部 次長
渡邉 尚彦 岐阜工業高等専門学校 環境都市工学科 准教授
三﨑 隆央 国土交通省中部地方整備局 港湾空港部　海洋環境・技術課 課長
水谷 克也 中部復建（株） 営業部 次長
水谷 隆夫 NTTインフラネット（株）東海事業部 エリアマネジメント担当 部長
宮西 誉人 双葉鉄道工業㈱名古屋支店 総務部 部長
村田 晶 金沢大学 理工学域環境デザイン学類 助教
百瀬 大志 静岡県 交通基盤部技術調査課 班長
山口 信二 大日本土木(株)岐阜本店 土木部技術グループ 土木担当課長
山崎 和昭 名古屋港管理組合 建設部工事課 課長補佐
山中 健司 名古屋市緑政土木局 道路建設部道路建設課 課長
山邉 恵太 中日本高速道路㈱ 技術・建設本部　環境・技術企画部　技術企画・開発課 課長代理
山元 滋 清水建設(株)名古屋支店 土木部 工事長
山本 義幸 愛知工業大学 工学部土木工学科 准教授
横田 久里子 豊橋技術科学大学 建築・都市システム学系 准教授
吉川 輝智加 名工建設(株) 土木本部土木技術部 課長
渡辺 孝一 名城大学 理工学部社会基盤デザイン工学科 教授

　　　（注）幹事のみ50音順

令和３年度支部会計監査役員
役 　職　 氏　　名 所　　属 部　　署 役　　職

監査役 加藤 康明 大日本土木㈱中日本支社 土木部 土木担当部長
加藤 克明 大成建設(株)名古屋支店 営業部 専任部長

令和３年度中部支部顧問名簿
役 　職　 氏　　名 所　　属 部　　署 役　　職

顧　 問 大橋 雄六
川本 眺万 名古屋大学 名誉教授
石井 晃一
蛇川 雄司
小柳 洽 岐阜大学 名誉教授
伊佐治 敏
松井 寛 一般社団法人パブリックサービス 理事長
本多 啓
宇佐美 勉 名城大学 総合研究所 共同研究員
藤井 則義
四俵 正俊 愛知工業大学 名誉教授
宮池 克人 中日本高速道路㈱ 代表取締役社長CEO
山本 幸司 名古屋工業大学 名誉教授
野田 豊範 名工建設㈱ 相談役
伊藤 義人 公益財団法人名古屋産業科学研究所 上席研究員
林 良嗣 中部大学総合工学研究所 教授
早川 高明
小室 俊二 中日本高速道路㈱ 参与
杉戸 真太 岐阜大学 特任教授
服部 邦男 東海コンクリート工業㈱ 取締役社長

本田 敦 東海旅客鉄道㈱
小畑 誠 名古屋工業大学 理事・副学長
冨永 晃宏 名古屋工業大学大学院 名誉教授
堀田 治 国土交通省中部地方整備局 局長

常務執行役員　中央新幹線推進本部副本部長、中央新幹線建設部長


