
令和４年度 土木学会四国支部 役員名簿
◎商議員会 令和 4年 7月 1日現在　　　　

　支 部 長 荒瀬　美和 国土交通省四国地方整備局長

　副支部長 堀井　克章 阿南工業高等専門学校 創造技術工学科建設コース嘱託教授

　副支部長 竹中　康博
一般社団法人日本建設業連合会四国支部長
(清水建設(株)四国支店執行役員支店長）

　商 議 員
　(本部理事)

橋本　親典 徳島大学大学院 社会産業理工学研究部教授

　商 議 員
(本部役員候補者選考委員会委員)

原　　 忠 高知大学 教育研究部自然科学系理工学部門教授

　商 議 員
(本部役員候補者選考委員会委員)

鎌田　磨人 徳島大学大学院 社会産業理工学研究部教授

　商 議 員 松村　暢彦 愛媛大学 社会共創学部環境デザイン学科教授

　商 議 員 末永　慶寛 香川大学 創造工学部長・教授

　商 議 員 大内　雅博 高知工科大学 システム工学群教授

　商 議 員 野田　稔 高知大学 教育研究部自然科学系理工学部門教授

　商 議 員 宮崎　耕輔 香川高等専門学校 建設環境工学科教授

　商 議 員 横井　克則 高知工業高等専門学校 ソーシャルデザイン工学科教授

　商 議 員 原田　昌直 国土交通省四国地方整備局 企画部長

　商 議 員 酒井　敦史 国土交通省四国地方整備局 港湾空港部長

　商 議 員 貫名　功二 徳島県県土整備部長

　商 議 員 安西　愼 香川県土木部長

　商 議 員 葛原　健二 愛媛県土木部長

　商 議 員 荻野　宏之 高知県土木部長

　商 議 員 北岡　武 徳島市理事

　商 議 員 板東　和彦 高松市都市整備局長

　商 議 員 白石　浩人 松山市都市整備部長

　商 議 員 岡﨑　晃 高知市都市建設部長

　商 議 員 池　　 聖 西日本高速道路(株)四国支社 建設・改築事業部長

　商 議 員 村田　知司 本州四国連絡高速道路(株) 坂出管理センター所長

　商 議 員 木下　昌樹 独立行政法人水資源機構 吉野川本部長

　  役　　職 　氏　　名 　所　　属



　商 議 員 細川　恒 地方共同法人日本下水道事業団 中国四国総合事務所長

　商 議 員 谷　　芳彦 四国旅客鉄道(株) 鉄道事業本部工務部長

　商 議 員 松﨑　伸一 四国電力(株) 土木建築部長

　商 議 員 西山　秀樹
一般社団法人日本建設業連合会四国支部副支部長
(大成建設(株)四国支店 執行役員支店長）

　商 議 員 井原　伸
四国建設業協会連合会長
（一般社団法人愛媛建設業協会長）

　商 議 員 松尾　崇央
一般社団法人日本橋梁建設協会 四国事務所長
（(株)IHインフラシステム事業戦略本部プロポーザル部大阪営業所）

　商 議 員
(本部役員候補者選考委員会委員)

天羽　誠二
一般社団法人建設コンサルタンツ協会 四国支部長
（四国建設コンサルタント(株)代表取締役社長）

　商 議 員 大野　二郎
一般社団法人全国測量設計業協会連合会四国地区協議会
((株)芙蓉コンサルタント代表取締役)

　商 議 員 神野　邦彦
一般社団法人四国地質調査業協会
（（株）愛媛建設コンサルタント代表取締役）

　商 議 員 木村　昌司 一般社団法人四国クリエイト協会理事長

　商 議 員 古野　隆久
公益社団法人日本技術士会 四国本部長
((株)ファルコン代表取締役)

　監 査 役 里石　明敏
高松市都市整備局次長
（道路整備課長事務取扱）

　監 査 役 松尾　崇央
一般社団法人日本橋梁建設協会 四国事務所長
（(株)IHIインフラシステム事業戦略本部プロポーザル部大阪営業所）

◎幹事会 ※アンダーラインは運営幹事

　幹 事 長 原田　昌直 国土交通省四国地方整備局 企画部長

　副幹事長 宮本　裕輔 国土交通省四国地方整備局 企画部技術企画官

　副幹事長補佐 冨田　雄一 西日本高速道路(株)四国支社 建設・改築事業部技術計画課長

　副幹事長補佐 河合　慶有 愛媛大学大学院 理工学研究科生産環境工学専攻准教授

　幹　事　（徳島地区幹事長） 河口　洋一 徳島大学大学院 社会産業理工学研究部准教授

　幹　事　（愛媛地区幹事長） 木下　尚樹 愛媛大学大学院 理工学研究科生産環境工学専攻准教授

　幹　事　（香川地区幹事長） 岡崎　慎一郎 香川大学 創造工学部准教授

　幹　事　（高知地区幹事長） 赤塚　慎 高知工科大学 システム工学群准教授

　幹　事 渋尾　欣弘 高知大学 教育研究部自然科学系理工学部門准教授

　幹　事 加藤　研二 阿南工業高等専門学校 創造技術工学科建設コース准教授

　幹　事 松本　将之 香川高等専門学校 建設環境工学科助教

　幹　事 近藤　拓也 高知工業高等専門学校 ソーシャルデザイン工学科准教授
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　幹　事 宇都宮　正明 国土交通省四国地方整備局 企画部企画課長補佐

　幹　事 小西　哲也 徳島県県土整備部建設管理課長補佐

　幹　事 山本　真司 香川県土木部技術企画課長補佐

　幹　事 明日　俊幸 愛媛県土木部土木管理局土木管理課技術企画室主幹

　幹　事 日高　幸雄 高知県土木部土木政策課チーフ

　幹　事 西田　悟理 徳島市都市建設部広域道整備課係長

　幹　事 岡田　光信 高松市都市整備局都市計画課長

　幹　事 大政　貴史 松山市都市整備部都市･交通計画課長

　幹　事 直江　幸男 高知市都市建設部技術監理課長

　幹　事 西本　健亮 西日本高速道路(株)四国支社 建設・改築事業部技術計画課長代理

　幹　事 藤田　太 本州四国連絡高速道路(株)坂出管理センター 計画兼鉄道施設課長

　幹　事 鈴木　敦 独立行政法人水資源機構 吉野川本部企画調整課長

　幹　事 植村　慎 地方共同法人日本下水道事業団 香川事務所所長代理

　幹　事 川口　昭人 四国旅客鉄道(株) 鉄道事業本部工務部保線課長

　幹　事 荻山　和樹 四国電力(株) 土木建築部総括グループ副リーダー

　幹　事 稲葉　浩貴
一般社団法人日本建設業連合会四国支部
(鹿島建設(株)四国支店 管理部長）

　幹　事 佐藤　亨
一般社団法人日本建設業連合会四国支部
((株)大林組四国支店 土木工事部担当部長）

　幹　事 小島　祥圓 一般社団法人徳島県建設業協会 専務理事

　幹　事 河井　淳 一般社団法人香川県建設業協会 専務理事

　幹　事 永原　徹 一般社団法人愛媛県建設業協会 次長

　幹　事 岡﨑　倫静　 一般社団法人高知県建設業協会 次長

　幹　事 加藤　栄一
一般社団法人日本橋梁建設協会 四国事務所副所長
（川田工業(株)橋梁営業部四国営業所長）

　幹　事 田川　稔
一般社団法人プレストレスト・コンクリート建設業協会 四国支部長
（三井住友建設(株)四国支店長）

　幹　事 豊﨑　裕司
一般社団法人建設コンサルタンツ協会四国支部
（四国建設コンサルタント(株)常務取締役技術本部長）

　幹　事 岡　　兵典
一般社団法人建設コンサルタンツ協会四国支部
((株)富士建設コンサルタント代表取締役社長)

　幹　事 公文　高志
一般社団法人建設コンサルタンツ協会四国支部
((株)サン土木コンサルタント代表取締役社長)

　幹　事 山下　敬吾
一般社団法人建設コンサルタンツ協会四国支部
（(株)五星取締役）



　幹　事 西川　和正
一般社団法人全国測量設計業協会連合会四国地区協議会
((株)アンプル代表取締役)

　幹　事 奈加　博之
一般社団法人四国地質調査業協会
（ニタコンサルタント（株）代表取締役）

　幹　事 藤山　究 一般社団法人四国クリエイト協会 副理事長

　幹　事 枝澤　啓司
ＮＴＴインフラネット(株)西日本事業本部四国事業部
ソリューション事業担当課長

　幹　事 谷脇　準蔵
公益社団法人日本技術士会 四国本部事務局次長
（五洋建設(株)四国支店調査役）

◎令和４年度支部事務局

　支 部 長 荒瀬　美和 国土交通省四国地方整備局長

　幹 事 長 原田　昌直 国土交通省四国地方整備局 企画部長

　副幹事長 宮本　裕輔 国土交通省四国地方整備局 企画部技術企画官

　副幹事長補佐 冨田　雄一 西日本高速道路(株)四国支社 建設・改築事業部技術計画課長

　副幹事長補佐 河合　慶有 愛媛大学大学院 理工学研究科生産環境工学専攻准教授

　事務局長 今城　敏雅 土木学会四国支部職員

　事 務 員 笠井　斗美恵 土木学会四国支部職員

　事 務 員 林　　道恵 土木学会四国支部パート

公益社団法人　土木学会四国支部事務局

〒760-0066　高松市福岡町3-11-22　建設クリエイトビル4F

TEL:087-851-3315　FAX:087-851-3313
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