
                                                                                         平成30年度 事業部会委員

総務会（会計など）         　◎幹事長　○副幹事長 　☆幹事
卒業年次 氏　名 連　絡　先
Ｓ６０◎ 名古屋　泰之 福岡市財政局
Ｓ６０○ 塚原　健一 九州大学大学院工学研究院
Ｓ６１○ 山中　徹 ㈱安藤・間　九州支店
Ｓ６０ ☆ 井上　元 五洋建設㈱　九州支店
Ｈ２ ☆ 高田  信次 福岡市教育委員会教育環境部用地計画課
Ｈ６ ☆ 渡邉　泰幸 西松建設㈱　九州支社
Ｈ７ ☆ 中山　裕文 九州大学大学院工学研究院
Ｈ７ ☆ 山城　賢 九州大学大学院工学研究院
Ｈ１０修 ☆ 松尾　洋一 福岡市総務企画局水資源対策担当
Ｈ１０ ☆ 佐川　康貴 九州大学大学院工学研究院
Ｈ１０ ☆ 松永　千晶 九州大学大学院工学研究院
Ｈ１１ ☆ 松崎　成伸 戸田建設㈱　九州支店

行事部会（技術研修会･新年会・社会人学生交流会など）
卒業年次 氏　名 連　絡　先
H ２ ☆ 高田  信次 福岡市教育委員会教育環境部用地計画課
H ２ 山下　裕司 九州電力㈱　ビジネスソリューション統括本部
Ｈ１０ 上原　真之 福岡市住宅都市局みどりのまち推進部みどり推進課
Ｈ１５ 石蔵　良平 九州大学大学院工学研究院
Ｈ１６ 田井　明 九州大学大学院工学研究院
Ｈ１８ 阿倍　慎一郎 福岡県県土整備部 道路建設課
Ｈ２２ 筒井　俊平 福岡市住宅都市局都市計画部自動車専用道路担当
Ｈ２５ 大田　夏海 福岡市住宅都市局都市計画部交通計画課

卒業年次 氏　名 連　絡　先
Ｓ６２ 木原　愼二 佐藤工業㈱　九州支店
Ｓ６２ 長澤　啓介 日本国土開発㈱　九州支店
Ｈ１ 清野　聡子 九州大学大学院工学研究院
Ｈ５ 牟田　憲正 ㈱フジタ　九州支店
Ｈ１０ 佐川　康貴 九州大学大学院工学研究院
Ｈ１１ ☆ 松崎　成伸 戸田建設㈱　九州支店
Ｈ１５ 津留　真哉 福岡市住宅都市局跡地活用推進部九大移転調整課
Ｈ１７ 大石　哲也 福岡市住宅都市局都心創生部都心交通課
Ｈ１８ 有澤　謙一 福岡県県土整備部河川課

名簿部会
卒業年次 氏　名 連　絡　先
Ｈ３ 井手　章太郎 福岡市道路下水道局建設部河川課
Ｈ４ 前田　利家 福岡市道路下水道局管理部自転車課
Ｈ６ 祐徳　泰郎 九州電力㈱　テクニカルソリューション統括本部
Ｈ７☆ 山城　賢 九州大学大学院工学研究院
Ｈ１０ 餅原　実 北九州市建築都市局計画部都市計画課
Ｈ１５ 玉井　宏樹 九州大学大学院工学研究院
Ｈ１５ 庄村　和剛 九州旅客鉄道㈱　施設部工事課
Ｈ１８ 田井　明 九州大学大学院工学研究院
Ｈ１８ 福澤　賢作 福岡県県土整備部 河川管理課
Ｈ２０ 平川　智史 福岡市住宅都市局都心創生部都心創生課
Ｈ２２ 田村　知之 福岡市水道局計画部計画課

学生世話部会（学生壮行会）　



会報部会
卒業年次 氏　名 連　絡　先
Ｓ６２ 大枝　良直 九州大学大学院工学研究院
Ｈ４ 平田  裕 北九州市上下水道局下水道部下水道計画課
Ｈ６ 宮崎　浩司 福岡市水道局浄水部水管理課
Ｈ１０修 ☆ 松尾　洋一 福岡市総務企画局水資源対策担当
Ｈ１２ 高橋　大吉 福岡県土整備部企画課技術調査室
Ｈ１９ 長野　貴之 福岡市住宅都市局都心創生部都心創生課

学生世話部会（学生講話会・見学会）　
卒業年次 氏　名 連　絡　先
Ｓ５５ 白水　清隆 九州メタル産業㈱
Ｓ５７ 大江　敏明 ㈱大林組　九州支店
Ｈ１ 空閑　秀昭 福岡市博多区地域整備部地域整備課
Ｈ４ 貝沼　重信 九州大学大学院工学研究院
Ｈ４ 中島　英明 九州旅客鉄道㈱　施設部工事課
Ｈ４ 花岡　信一 前田建設工業（㈱）　九州支店
Ｈ６ 井上　高志 福岡県建築都市部下水道課
Ｈ６ 永冨　雅幸 八千代エンジニヤリング㈱　九州支店
Ｈ８ 笠間　清伸 九州大学大学院工学研究院
Ｈ１０ ☆ 佐川　康貴 九州大学大学院工学研究院
H 1７ 中原　圭太 ㈱建設技術研究所　九州支社
H ２１ 的野　直矢 福岡県県土整備部河川課

会費部会
卒業年次 氏　名 連　絡　先
Ｓ６０ 石橋　哲夫 セキソ㈱
Ｓ６０☆ 井上　元 五洋建設㈱　九州支店
Ｓ６２ 高橋　幸久 大成建設㈱　九州支店
Ｓ６２ 広城　吉成 九州大学大学院工学研究院
Ｈ６ 深川　孝之 清水建設㈱　九州支店
Ｈ７ 大浦　省吾 福岡北九州高速道路公社福岡事務所設計調整課
Ｈ１１ 羽根田　隆 前田建設工業㈱　九州支店
Ｈ１２ 吉村　喜一郎 ㈱竹中土木　九州支店
Ｈ１４ 香田　真生 ㈱ピーエス三菱　九州支店
Ｈ２０ 片岡　範夫 福岡県県土整備部河川管理課

卒業年次 氏　名 連　絡　先
S６１ 北岡　大記 ㈱福山コンサルタント本社事業部
Ｈ３ 山田　徹 鹿島建設㈱　九州支店
Ｈ５ 山元　淳 ㈱大林組　九州支店
Ｈ７ ☆ 中山　裕文 九州大学大学院工学研究院
Ｈ１０ 浅井　光輝 九州大学大学院工学研究院
Ｈ１8修 林　　博徳 九州大学大学院工学研究院

卒業年次 氏　名 連　絡　先
Ｈ６ ☆ 渡邉　泰幸 西松建設㈱　九州支社
Ｈ１１ 合田　寛基 九州工業大学大学院工学研究院
Ｈ１２ 岩根　健二 福岡県建築都市部
Ｈ１４ 山長　聖和 ㈱奥村組　九州支店
Ｈ１５ 玉井　宏樹 九州大学大学院工学研究院
Ｈ１8修 林　　博徳 九州大学大学院工学研究院
Ｈ１７ 中原　圭太 ㈱建設技術研究所　九州支社
Ｈ２０ 東條　真也 福岡市港湾空港局
Ｈ２１ 古川　全太郎 九州大学大学院工学研究院

(乙未の会)
Ｈ１０ ☆ 松永　千晶 九州大学大学院工学研究院
Ｈ25 大田　夏海 福岡市住宅都市局交通計画課
Ｈ26 塚本　恭子 福岡市港湾空港局港営課

公開講座部会

広報･交流部会



関東壬子会役員   
卒業年次 氏　名 連　絡　先
S46　会長 田中　康順 鹿島道路（株）
S47　副会長 小野　俊雄 ㈱安藤・間
S48　副会長 山口　修 ㈱丸島アクアシステム
S52　理事長 白川　淳一 ㈱協和エクシオ
S52　理事長代 池水　隆樹 大丸防音㈱

関西壬子会役員
卒業年次 氏　名 連　絡　先
Ｓ53　会長 高倉　照正 西日本高速道路㈱
Ｓ60　副会長 岩崎　日出夫 兵庫県
Ｓ63　理事 兼澤　秀和 西日本高速道路㈱
H 4　 幹事長 大西　隆司 前田建設工業㈱
H 8　 会計 佐藤　公彦 西日本高速道路㈱

ゴルフ同好会
卒業年次 氏　名 連　絡　先
Ｓ５８ 渡辺　英則 ㈱熊谷組　九州支店
Ｓ６１ 山中　徹 ㈱安藤・間　九州支店
Ｈ４ 花岡　信一 前田建設工業（㈱）　九州支店
Ｈ４ 永田　武久 戸田建設㈱　九州支店
Ｈ６ 渡邉　泰幸 西松建設㈱　九州支社
Ｈ１２ 吉村　喜一郎 ㈱竹中土木　九州支店


