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池田
い け だ

 尚治
しょうじ

 

 

 

 

現  在 横浜国立大学 名誉教授 
 (株)複合研究機構 代表取締役 

 
生年月日 昭和12年2月 

 
昭和35年 3月 東京大学工学部土木工学科卒業 
昭和37年 3月 東京大学大学院修了 
昭和38年 コロンビア大学修了(M.S.) 
昭和49年 東京大学 工学博士 
昭和37～46年 首都高速道路公団 
昭和46～49年 東京都立大学 講師 
昭和49～54年 東京都立大学 助教授 
昭和54～平成14年 
 横浜国立大学 教授 
平成14～15年 (株)コンクリート複合構造研究機構 
 代表取締役社長 
平成14年 横浜国立大学 名誉教授(現在) 
平成14～19年 日本大学大学院 講師 
平成15年 東京地方裁判所 民事調停委員(現在) 
平成16年 東海大学 講師 
平成16年 東京地方裁判所 専門委員(現在) 
平成16年 (株)複合研究機構 代表取締役(現在) 

 
（学会関係） 
平成 元～ 3 年 (社)日本圧接協会 会長 
平成 5～ 7 年 (社)プレストレストコンクリート 

技術協会 会長 
平成 9～10 年 FIP(国際プレストレストコンクリー

ト連合)上席副会長 
平成 10～12 年 (社)日本コンクリート工学協会 副会長 
平成 10～18 年 fib(国際構造コンクリート連合) 
 プレシディアムメンバー 
昭和 52 年度 吉田賞 
平成 3､5 年度 吉田賞(論文部門) 
平成 12 年度 吉田賞(研究業績部門) 
平成 4､13､17 年 日本コンクリート工学協会賞 
平成 3､10､11､14､15 年 
 プレストレストコンクリート技術協会賞 
平成 5 年 ノルウェーコンクリート協会賞 
平成 5 年 FIP メダル 
平成 13 年 日本圧接協会賞 
 
昭和34年 入会 
平成 7年 フェロー 
昭和62～63年度 評議員 
平成 4～ 5年度 理事 
平成 4年度 関東支部 支部長 
現在 コンクリート委員会 顧問 
 地震工学委員会 顧問 
 複合構造委員会 顧問 

犬束
いぬづか

 洋志
ひ ろ し

 

 

 

 

現  在 (株)大島造船所 技術顧問 

 
生年月日 昭和11年3月17日 

 
昭和33年 芝浦工業大学土木工学科卒業 

昭和33年 長崎県採用 長崎県道路整備事務所 

技師  

昭和39年 長崎県島原土木事務所 技師  

昭和41年 長崎県建設技術センター 技師  

昭和44年  長崎県土木部道路課 技師  

昭和48年 長崎県平戸大橋建設事務所 

工事第二係長 

昭和52年 長崎県土木部道路建設課 

企画調査係長 

昭和53年 長崎県壱岐支庁 建設課長 

昭和55年 長崎県土木部道路建設課課長補佐 

昭和58年 香川県土木部 道路課長 

昭和61年 静岡県土木部 道路建設課長 

昭和63年 長崎県土木部 次長兼道路建設課長 

昭和64年 長崎県土木部 次長 

平成 2年 長崎県 土木部長 

平成 6年 長崎県退職 

平成 6年 長崎県道路公社理事長兼長崎県建

設技術研究センター専務理事 

平成 7年 長崎市 助役(技術担当) 

平成15年 長崎市助役退任 2期8年 

平成15年 三菱重工業(株) 顧問 

平成18年 (株)大島造船所 技術顧問 

 

昭和50年 技術士(建設部門)合格 

平成18年 環境カウンセラー(市民部門)合格 

 

昭和46年 入会 

平成10年 フェロー 

平成 2～ 5年 西部支部 商議員 
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久保
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現  在 北海学園大学 名誉教授 

 

生年月日 昭和11年7月1日 

 

昭和34年 

北海道大学工学部土木工学科卒業 

昭和45年 

ミシガン工科大学大学院工学研究科修士課程

修了 

昭和55年 

工学博士(北海道大学) 

昭和34年 

北海道開発局土木試験所道路研究室 研究員 

昭和48年 

北海道開発局土木試験所 舗装研究室長 

昭和58年 

北海道開発局土木試験所 第3研究部長 

昭和61年 

北海道開発局土木試験所 研究調整官 

平成元年 

北海道開発局開発土木研究所長 

平成 2年 

北海学園大学工学部 教授 

平成14年 

北海学園大学大学院 工学研究科長 

平成19年 

北海学園大学 名誉教授 

 
平成18年11月  叙勲勲章(瑞宝小綬章)授章 

 

昭和32年 入会 

平成 7年 フェロー 

昭和58～59年度 評議員､北海道支部 商議員 

昭和62年度 評議員､北海道支部 商議員､

北海道支部 幹事長 

昭和63～平成2年度 理事､北海道支部 商議員 

平成7～8年度 北海道支部 商議員 

髙栁
たかやなぎ

 義隆
よしたか

 

 

 

 

現  在 (株)協和コンサルタンツ 代表取締役社長 

 (株)ケーイーシー･インターナショナル  

   代表取締役 

 

生年月日 昭和12年3月14日 

 

昭和34年 3月 

中央大学工学部土木工学科卒業   

昭和34年 4月 

(株)九州復建事務所入社 

昭和37年11月 

(株)協和コンサルタンツ 取締役就任 

昭和42年 1月 

(株)協和コンサルタンツ 代表取締役専務就任 

昭和54年12年 

(株)協和コンサルタンツ 代表取締役副社長就任 

昭和61年 7月 

(株)ケーイーシー･インターナショナル 

 代表取締役就任 

昭和63年 2月 

(株)協和コンサルタンツ 代表取締役社長就任 
 

平成元年 5月～平成 2年 5月 

(社)日本リモートセンシング学会 理事 

平成 2年 5月～平成 3年 5月 

(社)日本リモートセンシング学会 監事 

平成 4年5月～現在 

(社)日本リモートセンシング学会 評議員  

平成11年 5月～平成13年 5月 

(社)道路緑化保全協会 理事 

平成11年 9月～平成13年 5月 

(社)道路緑化保全協会 企画運営委員 

 

昭和39年 入会 

平成 7年 フェロー 

昭和61年 5月～63年 5月 

 表彰委員会 委員 

昭和61年 5月～63年 5月 

 関東支部 幹事長 

昭和62年 5月～平成元年 5月 

 評議員 
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田澤
た ざ わ

 榮一
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現  在 広島大学 名誉教授 

 

生年月日 昭和11年6月26日 

 

昭和35年 3月 

東京大学工学部卒業 

昭和43年 2月 

マサチューセッツ工科大学大学院修士課程修了､

MS取得 

昭和53年 7月 

工学博士 

昭和35年 4月 

大成建設(株)入社､技術研究所勤務 

昭和57年 4月 

広島大学 教授 工学部第四類(建設系) 

平成10年 4月 

広島大学 地域共同研究ｾﾝﾀｰ長 

平成12年 3月 

広島大学定年退職 

平成12年 4月 

広島大学 名誉教授 

平成14年 4月 

中央大学研究開発機構 教授 

平成18年 4月 

中央大学退職 

 

昭和50年 日本コンクリート工学協会賞 

平成 5年 セメント協会論文賞 

平成 7年度 土木学会吉田賞(論文部門) 

平成10年 セメント協会論文賞 

平成10年 CANMET/ACI/JCI Malhotra賞 

平成11年度 土木学会吉田賞(研究業績部門) 

 

昭和35年 入会 

平成 7年 フェロー 

平成17年 特別上級技術者 

昭和48～49年度 吉田賞選考委員会 幹事 

昭和54～平成10年度 

 コンクリート委員会 常任委員 

昭和62～63年度 論文集編集委員会第6部門 幹事 

平成 2～ 3年度 論文集編集委員会第5部門 主査 

平成 3年度 中国･四国支部 商議員 

平成 9～10年度 理事 

平成11～12年度 コンクリート委員会 委員 

平成13年度～現 在 コンクリート委員会 顧問 

長尾
な が お

 正志
ま さ し

 

 

 

 

現  在 名古屋工業大学 名誉教授 

 

生年月日 昭和11年9月23日 

 

昭和35年 3月 

京都大学工学部土木工学科卒業 

昭和37年 3月 

京都大学大学院工学研究科修士課程土木工学

専攻修了 

昭和37年 4月 

京都大学防災研究所 助手 

昭和40年 4月 

京都大学防災研究所 助教授 

昭和47年 4月 

名古屋工業大学 助教授 

昭和53年 4月 

名古屋工業大学 教授 

平成11年 4月 

名城大学都市情報学部都市情報学科 教授 

平成12年 4月 

名古屋工業大学 名誉教授 

平成18年 3月 

名城大学都市情報学部都市情報学科退職 

平成18年 4月 

同 非常勤講師 

平成19年 3月 

同退職(現在に至る) 

 

昭和34年 入会 

平成 9年 フェロー 

昭和48年 6月～平成 8年 5月 

 水理委員会 委員 

平成元年 4月～ 6年 3月 

 中部支部 商議員 

平成 7年 4月～ 9年 3月 

 評議員 
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名川
な が わ

 叡助
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現  在 (株)三重新成コンサルタント 
 技術本部 参与 
 
生年月日 昭和11年8月29日 
 
昭和36年 3月 

立命館大学理工学部土木工学科卒業 
昭和36年 4月 

瀧上工業(株)橋梁設計部設計課入社 
昭和40年 2月 

中日本建設コンサルタント(株)技術部入社 
昭和50年 5月 

同社 参事設計第一部長､電算委員長兼任 
昭和54年11月 

同社 取締役設計本部長 
平成 5年11月 

同社 常務取締役 大阪支社長､  
情報システム室担当､品質管理責任者 

平成11年11月 
同社役員定年により退任 

平成11年12月 
同社 顧問就任･(株)中日本データサービス 
代表取締役社長兼任 

平成13年11月 
同社 顧問･(株)中日本データサービス  
代表取締役社長退任 

平成13年12月～現在 
(株)三重新成コンサルタント入社 技術本部 参与 

 
((社)建設コンサルタンツ協会経歴) 
昭和57年 4月～平成 4年 3月 
 中部支部 技術委員 
平成 4年 5月～ 8年 5月 
 中部支部 技術委員長 
平成 8年 4月～11年 3月 
 中部支部 副支部長 
 
昭和35年 入会 
平成11年 フェロー 
昭和49年 4月～平成 7年 3月 
 中部支部 幹事 
昭和62年 6月～平成 7年 5月 
 土木製図委員会 幹事長 
昭和64年 6月～平成 3年 5月 
 企画調整委員会 委員 
昭和64年 6月～平成10年 5月 
 建設コンサルタント委員会 委員 
平成 2年 6月～  3年 5月 
 企画調整委員会 フェロー制度部会長 
平成 2年 4月～ 8年 3月 
 評議員 
平成 8年 5月～10年 5月 
 監事 
平成13年 4月 中部支部 功績賞 

伯野
は く の

 元彦
もとひこ

 

 

 

 

現  在 攻玉社工科短期大学 学長 

 東京大学 名誉教授 

 

生年月日 昭和7年1月24日 

 

昭和31年 3月 東京大学工学部土木工学科卒業 

昭和36年 3月 東京大学大学院工学系研究科 

博士課程修了 工学博士 

昭和36年 4月 東京大学生産技術研究所 助手 

昭和39年 7月～41年 7月 

 東京大学生産技術研究所 講師 

昭和41年 7月 東京工業大学理工学部土木工学科 

助教授 

昭和44年 7月 東京大学地震研究所 助教授 

昭和54年 4月 東京大学地震研究所 教授 

平成 2年 4月～ 4年 3月 

 東京大学地震研究所 所長併任 

平成 4年 3月 東京大学定年退官 

平成 4年 4月 東洋大学工学部土木工学科 教授 

平成 4年 5月 東京大学 名誉教授 

平成 5年 9月～10年 3月 

 東洋大学 工学部長併任 

平成14年 4月 攻玉社工科短期大学 学長 

 

平成元年度 土木学会論文賞 

平成 5年 日本工業新聞技術･科学図書文化賞

(第9回)  

平成 5年度 土木学会出版文化賞 

平成 9年度 土木学会出版文化賞  

平成17年 安全功労者内閣総理大臣表彰 

 

昭和33年 入会 

平成 8年 フェロー 

昭和53～54年度 論文集編集委員会第1部門 

小委員会 委員長 

平成 7～ 8年度 耐震工学委員会 委員長 



- 226 - 

葉山
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現  在 大成建設(株) 代表取締役会長 

 

生年月日 昭和12年1月1日 

 

昭和35年 3月 東京大学工学部土木工学科卒業 

昭和35年 4月 大成建設(株)入社 

昭和62年 6月 同社 取締役営業本部営業部長 

平成元年 6月 同社 常務取締役営業本部副本部長 

平成 5年 6月 同社 専務取締役営業本部副本部長 

平成 5年10月 同社 専務取締役土木営業本部長 

平成 6年 2月 同社 専務取締役技術本部長 

平成 7年 6月 同社 専務取締役土木本部長 

平成 9年 4月 同社 専務取締役土木担当 

平成 9年 6月 同社 代表取締役副社長 土木担当 

平成10年 7月 同社 代表取締役副社長 

平成13年 4月 同社 代表取締役社長 

 

平成13年 4月 (社)日本土木工業協会 副会長 

平成13年 5月～現在 

 (社)海外建設協会 副会長 

平成13年 5月 (社)日本建設業団体連合会 常任理事 

平成17年 4月 (社)日本土木工業協会 会長 

    ～現在 (社)日本電力建設業協会 会長 

 (社)日本海洋開発建設協会 会長 

 (社)日本鉄道建設業協会 副会長 

平成17年 5月～現在 

 (社)日本建設業団体連合会 副会長 

 (社)土地改良建設協会 会長 

平成17年 7月～現在 

 (財)日本ダム協会 会長 

 

昭和61年 入会 

平成 7年 フェロー 

平成 5～ 6年度 理事 

平野
ひ ら の

 宗夫
む ね お

 

 

 

 

現  在 九州大学 名誉教授 

 (株)建設技術研究所 福岡支社 

 技術顧問 

 NPO防災ネット研究所 代表理事 

 

生年月日 昭和11年3月23日 

 

昭和37年 

九州大学工学部土木工学科卒業 

昭和37年 

(株)建設技術研究所入所 

昭和41年 

九州大学工学部 助手 

昭和45年 

九州大学工学部 講師 

昭和48年 

九州大学工学部 助教授 

昭和58年 

九州大学工学部 教授 

平成 2年 

九州大学 自然災害資料センター長併任 

平成10年 

九州大学大学院 教授 

平成11年 

九州大学定年退官 

平成11年 

(株)建設技術研究所 技術顧問 

平成18年 

NPO防災ネット研究所 代表理事 

 

昭和48年 

工学博士 

平成11年 

九州大学 名誉教授 

平成12年 

技術士(建設部門)合格 

平成15年 

技術士(総合技術監理部門)合格 

 

昭和37年 入会 

平成 7年 フェロー 

昭和59～60年度 評議員､西部支部 商議員 

昭和62年度 西部支部 支部長 

平成 6～ 7年度 理事 

平成 7年度 西部支部 商議員 
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廣田
ひ ろ た

 良輔
りょうすけ

 

 

 

 

現  在 鹿島建設(株) 常任顧問 

 

生年月日 昭和11年9月5日 

 

昭和35年 3月 

東京大学工学部土木工学科卒業 

昭和35年 4月 

日本国有鉄道入社 

昭和35年 4月～57年 8月 

岐阜工事局調査課長、東京南鉄道管理局開発部

長、札幌鉄道管理局施設部長、本社経営計画室

計画主幹ほか 

昭和57年 8月～60年 4月 

運輸省鉄道監督局国有鉄道部 施設課長 

昭和60年 4月～62年 3月 

日本国有鉄道建設局 計画課長 

昭和62年 4月～平成 9年 5月 

日本鉄道建設公団 本社計画部長、理事、副総裁 

平成10年 6月～18年 3月 

鹿島建設(株)専務取締役、専務執行役員 

平成18年 4月～現在 

鹿島建設(株)常任顧問 

 

昭和34年 入会 

平成 6年12月 フェロー 

平成14年 4月 特別上級技術者（交通） 

平成 3～ 4年度 理事 

平成 7～ 8年度 副会長、出版委員会委員長、 

阪神・淡路大震災対応技術特別

委員会委員長 

 

三谷
み た に

  浩
ひろし

 

 

 

 

現  在 (財)先端建設技術センター 理事長 

 

生年月日 昭和9年8月26日 

 

昭和33年 3月 東京大学工学部土木工学科卒業 

昭和53年 東京大学工学博士 

 

昭和33年 4月 建設省採用 

昭和44年 6月 建設省関東地方建設局企画部 

 企画課長 

昭和48年 8月 建設省中部地方建設局 沼津工事

 事務所長 

昭和55年 7月 建設省計画局 国際課長 

昭和59年 7月 建設省道路局 企画課長 

昭和62年 1月 建設省 北陸地方建設局長 

昭和63年 1月 建設省 道路局長 

平成 2年 7月 建設技監 

平成 4年 6月 建設事務次官 

平成 5年 7月 建設省 顧問 

平成 5年10月 首都高速道路公団 副理事長 

平成 7年 3月 首都高速道路公団 理事長 

平成13年 1月 首都高速道路公団 顧問 

平成13年 6月 (財)先端建設技術センター 理事長 

 (財)建設業技術者センター 理事長 

 世界道路協会(PIARC)名誉会長 

 (同会長 平成9年～12年) 

 (社)日本道路協会 名誉会長 

 (財)国際交通安全学会 評議員 

 (財)建設経済研究所 研究評議員 

 (財)道路経済研究所 最高顧問 

 (財)日本道路交通情報センター 評議員 

 

平成 9年度 土木学会国際貢献賞 

平成11年 フランス｢レジオン・ドヌール勲章・シュバリエ｣ 

 

昭和57年 入会 

平成 7年 フェロー 

平成 3～ 4年度 副会長  

平成16年度 理事  

平成17年度 第93代会長 

平成17年度 表彰委員会 委員長 
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南
みなみ

   旭
あきら

 

 

 

 

現  在 (株)大本組 九州支店 顧問 

 

生年月日 昭和11年6月2日 

 

昭和34年 3月 

九州大学工学部土木工学科卒業 

昭和34年 4月 

汽車製造(株)入社 

昭和36年 8月 

九州大学工学部 助手 

昭和39年 4月 

福岡県技術吏員 矢部川改修事務所勤務 

昭和55年 4月 

土木部都市計画課 技術補佐 

昭和56年10月 

宮崎県技術吏員 土木部 道路建設課長 

昭和59年 8月 

新潟県技術吏員 土木部 道路建設課長 

昭和63年 4月 

岩手県技術吏員 土木部長 

平成 2年 4月 

福岡県技術吏員 土木部長 

平成 5年 3月 

福岡県を退職 

平成 5年 4月 

福岡北九州高速道路公社 理事 

平成 8年 3月 

同公社を退職 

平成 8年 4月 

(株)大本組入社 

平成 8年 7月 

(株)大本組 常務取締役 

平成17年 7月 

(株)大本組九州支店 顧問 

 

昭和37年 入会 

平成 7年 フェロー 

平成 2年度 西部支部 支部長 

平成 3～ 4年度 西部支部 商議員 

平成 5～ 7年度 理事 

平成 7年度 西部支部 商議員 

森本
もりもと

 裕士
ひ ろ し

 

 

 

 

現  在 佐藤工業(株)管財人 

 代表取締役会長 

 

生年月日 昭和10年8月30日 

 

昭和37年 3月 

京都大学大学院工学研究科(土木)修了 

昭和37年 4月 

建設省入省 

平成元年 9月 

建設省 東北地方建設局長 

平成 3年 5月 

建設省退任 

平成 3年 6月 

地域振興整備公団 理事 

平成 7年 7月 

(財)日本道路交通情報センター 副理事長 

平成 9年 6月 

佐藤工業(株)顧問 

平成10年 6月 

同社 専務取締役 

平成15年 3月 

同社 管財人代理 取締役副会長 

平成15年 7月 

同社 管財人 代表取締役会長 

 

昭和63年 入会 

平成 7年 フェロー 

平成元年度 理事 

 


