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令和 3 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

Ｈ１ ○ 三谷　泰浩 九州大学大学院工学研究院

Ｈ３ ◎ 竹廣　喜一郎 福岡市財政局

Ｈ３ ○ 山田　徹 鹿島建設㈱九州支店

Ｈ２ ☆ 高田  信次 福岡市博多区地域整備部地域整備課

Ｈ４ ☆ 坂井　徹 大成建設㈱　九州支店

H６ ☆ 矢ヶ部　恭弘 五洋建設㈱九州支店土木営業部

Ｈ７ ☆ 中山　裕文 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

Ｈ１３ ☆ 永野　真 住宅都市局九大まちづくり推進部計画調整課

Ｈ１５ ☆ 玉井　宏樹 九州大学大学院工学研究院

H１８☆ 田井　明 九州大学大学院工学研究院

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

Ｈ２ ☆ 高田  信次 福岡市博多区地域整備部地域整備課

Ｈ２ 山下　裕司 九州電力㈱テクニカルソリューション統括本部土木建築本部

Ｈ１０ 浅井  光輝 九州大学大学院工学研究院

Ｈ１４ 本城　玲 福岡県県土整備部企画課

Ｈ２２博 林　博徳 九州大学大学院工学研究院

Ｈ２５ 川喜多　正太 福岡市住宅都市局都市計画部交通計画課

Ｈ２８ 天野　結衣 福岡市住宅都市局都市計画部交通計画課

Ｈ２８ 藤岡　昌弘 福岡市住宅都市局都心創生部都心交通課

☆総務担当幹事を兼務

卒業年次 氏　名 連　絡　先

Ｓ６２ 木原　愼二 佐藤工業㈱　九州支店

Ｈ４ ☆ 坂井　徹 大成建設㈱　九州支店

Ｈ５ 牟田　憲正 ㈱フジタ　九州支店

Ｈ６ 村松博実 日本国土開発㈱　九州土木部

Ｈ６ 梶田幸秀 九州大学大学院工学研究院

Ｈ１５ 石藏　良平 九州大学大学院工学研究院

Ｈ１７ 大石　哲也 福岡市住宅都市局都心創生部都心交通課

Ｈ１８ 後藤　淳 福岡市住宅都市局都市創生部都心交通課

Ｈ２０ 吉海　宏祐 福岡県河川管理課維持係

名簿部会

卒業年次 氏　名 連　絡　先

H7 山城　賢 九州大学大学院工学研究院

H8 佐藤　公彦 西日本高速道路株式会社九州支社保全サービス事業部

H10 餅原　実 北九州市企画調整局都市マネジメント政策課

H15 玉井　宏樹 九州大学大学院工学研究院

H18☆ 田井　明 九州大学大学院工学研究院

H20 西　政好 独立行政法人都市再生機構 九州支社 都市再生業務部 業務推進課

H20 平川　智史 福岡市経済観光文化局創業・立地推進部産学連携課

H21 植原　恒次 福岡市道路下水道局建設部西部下水道課

H21 小野　達也 九州旅客鉄道株式会社施設部工事課

H22 田村　知之 福岡市住宅都市局九大まちづくり推進部計画調整課

H23 小松田　真二 九州電力㈱テクニカルソリューション統括本部土木建築本部

H25 案浦　正典 福岡県県土整備部砂防課土砂災害対策係

学生世話部会（学生壮行会）　
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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 福岡市水道局総務部経営企画課

Ｈ１３ ☆ 永野　真 住宅都市局九大まちづくり推進部計画調整課

Ｈ１９ 長野　貴之 福岡市住宅都市局花とみどりのまち推進部みどり活用課

Ｈ２５ 松岡　修平 福岡県県土整備部道路建設課

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㈱

Ｈ１ 空閑　秀昭 福岡市早良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㈱新幹線部

Ｈ４ 花岡　信一 前田建設工業（㈱）　九州支店

Ｈ６ 永冨　雅幸 八千代エンジニヤリング㈱　九州支店

Ｈ９ 村井　大亨 ㈱大林組　九州支店

Ｈ１０ ☆ 佐川　康貴 九州大学大学院工学研究院

Ｈ１０ 田吹　泰孝 福岡県県土整備部道路建設課

H 1７ 中原　圭太 ㈱建設技術研究所　大阪本社

会費部会

卒業年次 氏　名 連　絡　先

S61 諸石　毅之 大成建設株式会社九州支店

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

H6☆ 矢ヶ部　恭弘 五洋建設㈱九州支店土木営業部

Ｈ7 大浦　省吾 福岡市道路下水道局計画部高速道路推進課

Ｈ12 吉村　喜一郎 ㈱竹中土木九州支店

Ｈ13 羽根田　隆 前田建設工業㈱九州支店　小野北枝橋作業所

Ｈ14 香田　真生 ㈱ピーエス三菱九州支店

H24 安田　真太朗 福岡県　県土整備部　企画課

卒業年次 氏　名 連　絡　先

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

H２１ 井手喜彦 九州大学大学院工学研究院

卒業年次 氏　名 連　絡　先

Ｈ１４ 山長　聖和 ㈱奥村組　営業本部

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

Ｈ２０ 西　政好 独立行政法人都市再生機構 九州支社 都市再生業務部 業務推進課

Ｈ２１ 古川　全太郎 九州大学大学院工学研究院

公開講座部会

広報･交流部会
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関東壬子会役員   

卒業年次 氏　名 連　絡　先

Ｓ４７　会長 小野　俊雄 ㈱安藤・間

Ｓ５１　副会長 久松　博三 日本道路㈱

Ｓ５3　副会長 戸田　和彦 前田建設工業（株）

※
Ｓ５５　理事長代理 宇田川博行 成和リニューワルワークス（株）

※新理事長は現在、調整中

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 フジミコンサルタント（株）

Ｓ６３　理事 兼澤　秀和 西日本高速道路㈱

Ｈ４　 幹事長 大西　隆司 前田建設工業㈱

Ｈ１０　 会計 楳本　真 西日本高速道路㈱

ゴルフ同好会

卒業年次 氏　名 連　絡　先

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

Ｈ９ 青柳　貢司 前田建設工業㈱　九州支店

Ｈ１２ 吉村　喜一郎 ㈱竹中土木　九州支店

Ｈ２０修 岩永　信太郎 戸田建設㈱　九州支店  


