
石川県役員

支部役職 氏  名 所    属

副支部長 小林  俊一 金沢大学理工研究域

支部監事 林      篤 中部地質(株)

商議員 上田  信二 真柄建設(株)

商議員 森影　篤史 (株)日本海コンサルタント

商議員 尾蔵　丈房 (株)ホクコク地水

商議員 斉藤　  茂 中部地質(株)

商議員 重松  宏明 石川工業高等専門学校

商議員 鈴木　　穣 石川県

商議員 道　  勇治 (株)吉光組

商議員 寺崎　  勉 ナチュラルコンサルタント(株)

商議員 高原　利幸 金沢工業大学

商議員 宮島　昌克 金沢大学理工研究域

商議員 松本　樹典 金沢大学理工研究域

副幹事長 新保　泰輝 石川工業高等専門学校

幹事 青木  昭寛 (株)東洋設計

幹事 伊藤　鋭和 金沢市

幹事 大田  武志 中部地下開発(株)

幹事 木村　　淳 前田工繊(株)

幹事 小寺　  基 石川県

幹事 桑原　伸夫 中日本高速道路(株)

幹事 月田　  孝 国土交通省 北陸地方整備局

幹事 清水    豊 応用地質(株)

幹事 下野　慎也 金沢大学理工研究域

幹事 竹田　正司 東京コンサルタンツ(株)

幹事 田中　誠司 (株)ホクコク地水

幹事 藤島　雅也 (株)ホクコク地水

幹事 玉村　清文 アルスコンサルタンツ(株)

幹事 水野　征洋 北陸電力(株)

幹事 西川　幸成 (株)国土開発センター

幹事 平澤  由佳 (株)国土開発センター

幹事 森山　  守 中日本ハイウエイ・エンジニアリング名古屋(株)

参与 川島    篤 金沢市

参与 尾崎　  誠 国土交通省北陸地方整備局

参与 川村　國夫 金沢工業大学

参与 榊原　和成 中日本高速道路(株)

参与 橘　  吉宏 中日本ハイウエイ・エンジニアリング名古屋(株)

参与 土田　一輝 清水建設(株)

参与 中村　兼司 (株)東洋設計

参与 石井　克欣 石川県

顧問 新家　久司 (一社)石川県建設コンサルタント協会

顧問 城ヶ崎　正人 石川県

顧問 安田　秀樹 石川県

顧問 矢野  好二 (一社)石川県地質調査業協会

顧問 久保田　修 中日本高速道路(株)

顧問 前田  洋明 西日本旅客鉄道(株)

顧問 髙橋　伸一 国土交通省 北陸地方整備局

顧問 山田  哲也 国土交通省 北陸地方整備局
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支部役職 氏  名 所    属

支部長 穴田　文浩 北陸電力(株)

副支部長 村尾　英彦 (株)村尾地研

商議員 杉本　利英 (株)ニュージェック富山事務所

商議員 市森　友明 (株)新日本コンサルタント

商議員 牧野　吉成 富山県

商議員 岩田　英二 竹沢建設(株)

商議員 岡部　竜一 (株)岡部

商議員 竹内　勝信 国土監理（株）

商議員 桜井　幹郎 北陸基礎開発(株)

商議員 西本　俊晴 北陸建設技術士事務所

商議員 原　　隆史 富山大学

幹事長 竜田　尚希 富山大学

副幹事長 清水　拓治 北陸電力(株)

幹事 宝島　由治 富山県

幹事 市瀬  　誠 北陸電力(株)

幹事 杉山　茂久 三和ボーリング(株)

幹事 高見るみ子 (株)岡部

幹事 津嶋　剣星 (株)アーキジオ

幹事 中山　清毅 道路技術サービス(株)

幹事 西川知日子 竹沢建設株式会社

幹事 兵動　太一 富山県立大学

幹事 藤川　浩一 共栄興業(株)

幹事 開米  浩久 (株)新日本コンサルタント

幹事 古谷    元 富山県立大学

幹事 宮崎　琢人 梅本建設工業(株)

幹事 矢野　  亨 ダイチ(株)

幹事 湯川　公靖 北電技術コンサルタント(株)

参与 安達　正彦 安達建設(株)

参与 小田　満広 北陸電力(株)

参与 佐藤　  昇 三和ボーリング(株)

参与 澤原　和哉　 国土交通省 北陸地方整備局

参与 澁谷　達也 富山県農業用ダム安全性評価委員会

参与 鍋谷　雅司 佐藤工業（株）

参与 高辻　陽一 前田建設工業(株)

参与 竹内　　悟 国土交通省 北陸地方整備局

参与 和田　正一 富山県道路公社

顧問 浅見　　均 (独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構

顧問 堀口　  正 富山県

顧問 竹内　　茂 (一社)富山県建設業協会

顧問 柴田　俊治 北陸電力(株)

顧問 津嶋　春秋 富山県地質調査業協会

顧問 石井  宏幸 国土交通省 北陸地方整備局

顧問 水口    功 富山県

富山県役員



新潟県役員

支部役職 氏  名 所    属

副支部長 齋藤　浩之 (株)興和

支部監事 小林　　喬 前田工繊(株)

商議員 大賀　政秀 (株)ダイヤコンサルタント

商議員 安田　幸弘 中央開発(株)

商議員 金子　敏哉 (株)キタック

商議員 木村    浩 エヌシーイ(株)

商議員 佐藤　壽則 (株)日さく

商議員 菅原　　禎 (株)本間組　

商議員 東瀬　克己 東日本高速道路(株)

商議員 豊田　浩史 長岡技術科学大学大学院

商議員 内藤　正彦 国土交通省 北陸地方整備局

商議員 中野　義仁 (株)興和

商議員 保坂　吉則 新潟大学

商議員 倉重　　毅 (一社)北陸地域づくり協会

商議員 山田　靖司 応用地質(株)

商議員 大塚　  悟 長岡技術科学大学大学院

副幹事長 鶴巻　達也 (株)加賀田組

幹事 荒木　誠一 国土交通省 北陸地方整備局

幹事 石黒　直紀 JR東日本コンサルタンツ(株)

幹事 伊藤　彰浩 本間技建(株)

幹事 黒坂　正博 (株)本間組

幹事 鈴木　直文 (株)興和

幹事 佐々木英雄 東日本高速道路(株)

幹事 佐藤　　豊 (株)キタック

幹事 増田　  宏 新潟県柏崎地域振興局地域整備部

幹事 高橋　浩之 (株)興和

幹事 田口　雄一 (株)不動テトラ

幹事 竹田　知史 (株)日さく

幹事 土井　賢一 (株)ホームプレイス

幹事 西　　達也 (株)キタック

幹事 長谷川和弘 (株)村尾技建

幹事 福元　　豊 長岡技術科学大学大学院

幹事 藤井　秀夫 応用地質(株)

幹事 藤田　恭正 (株)開発技術コンサルタント

幹事 山田　惣一郎 (株)キタック

幹事 大渕　　貴 (株)キタック

幹事 渡邉　  望 国土交通省 北陸地方整備局

参与 井口　　剛 (株)植木組

参与 市村　浩二 新潟県議会議員

参与 大谷　政敬 (株)キタック

参与 鴨井　幸彦 (株)村尾技建

参与 清原　宏二 開発技建(株)

参与 冨田　幸晴 国土交通省 北陸地方整備局

参与 髙田　知博 大成建設(株)

参与 杉本　光隆 長岡技術科学大学大学院

参与 中島　　徹 鹿島建設(株)

参与 長野　　正 (株)福田組

参与 西村　  晋 (株)本間組

参与 丸井　英明 新潟大学

参与 清水　要太 ㈱大林組

参与 丸山　正記 (株)興和

参与 長谷川　文麿 新潟県

参与 村尾　治祐 (株)村尾技建

参与 森井　俊広 新潟大学

参与 山岸　俊男 「掘るまいか」新潟上映委員会

参与 渡部　長務 エヌシーイ(株)

顧問 植木　義明 (一社)新潟県建設業協会

顧問 大川　秀雄 新潟工科大学

顧問 大谷　政敬 (公社)日本技術士会北陸本部

顧問 緒方　和之 新潟県

顧問 金子　法泰 新潟県

顧問 平野　吉彦 (一社)新潟県地質調査業協会

顧問 吉岡　幹夫 国土交通省 北陸地方整備局


