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実行委員長 H25年度支部長 京都大学　教授 宮川　豊章 幹事長 京都大学 三村　衛 部会長 大阪大学 常田　賢一 部会長 大阪大学 奈良　敬

H25年度副支部長 (一財)都市技術ｾﾝﾀｰ 理事長 西尾　誠 大阪大学 鎌田　敏郎 大阪大学 土井　健司 副部会長 大阪大学 青木　伸一
H25年度副支部長 ㈱大林組 顧問 水野　将 大阪大学 小野　潔 大阪大学 入江　政安 京都大学 八木　知己

京都大学 八木　知己 大阪大学 秦  吉弥 大阪大学 中谷　祐介
幹事長 H25・26年度支部幹事長 京都大学　教授 三村　衛 大阪大学 入江　政安 大阪大学 貝戸　清之

H26年度本部委員会委員 大阪大学 教授 鎌田　敏郎 阪神高速道路㈱ 余田　善紀 NEXCO西日本 藤原　優
京都大学 教授 八木　知己 部会長 大阪大学 常田　賢一 阪神高速道路㈱ 梶原　啓一 NEXCO西日本 大城　壮司

H26年度本部委員会委員 大阪大学 准教授 小野　潔 副部会長 大阪大学 土井　健司 西日本旅客鉄道㈱ 山本　信弘
西日本旅客鉄道㈱ 山本　直人 A・B棟 責任者 東山　浩士

総務部会 大阪大学　教授 常田　賢一 大阪府 清水　梓 近畿大学 東山　浩士
年次学術講演会部 大阪大学　教授 奈良　敬 部会長 大阪大学 奈良　敬 大阪大学 秦  吉弥 大阪大学 小野　潔
特別講演・討論会部 立命館大学　教授 建山　和由 大阪大学 青木　伸一 ㈱ﾆｭｰｼﾞｪｯｸ 西村　光主 大阪市立大学 松村　政秀

京都大学 八木　知己 阪神高速道路㈱ 崎谷　淨 神戸大学 橋本　国太郎
近畿地方整備局 企画部長 小俣  篤 ㈱大林組 岡　重洋 京都大学 米山　望
大阪府 都市整備部技監 吉村　庄平 電話回線班 NTTｲﾝﾌﾗﾈｯﾄ㈱ 奥野　正富 京都大学 音田　慎一郎
関西電力㈱ 土木建築室長 大石　富彦 部会長 立命館大学 建山　和由 大阪大学 入江　政安 大阪大学 中谷　祐介
大阪ガス㈱ 顧問 中嶋　規之 大阪大学 西田　修三 関西電力 有光　剛
西日本旅客鉄道㈱ 常務執行役員新幹線管理本部長 荻野　浩平 神戸大学 飯塚　敦 京都大学 大島　義信 C棟 責任者 飯田　克弘
西日本高速道路㈱ 技術本部技術環境部長 竹國　一也 近畿地方整備局 清水 将之 京都大学 鈴木　康夫 大阪大学 飯田　克弘
阪神高速道路㈱ 技術部長 大西　俊之 大成建設㈱ 加賀田　健司 ㈱ｱﾆﾏﾄｩｰﾙ弘報企画 道下　弘子 近畿大学 柳原　崇男
新関西国際空港㈱ 技術・施設部長 石井　正樹 京都府 谷口　幸治 和歌山工業高等専門学校 伊勢  昇
本州四国連絡高速道路㈱ 長大橋技術ｾﾝﾀｰ長 伊藤　進一郎 本州四国連絡高速道路㈱ 山口　和範 神戸大学 三木　朋広
(一社)日本建設業連合会 支部長 村上　考司 京都大学 山田　忠史 兵庫県 香本　祥子 大阪大学 亀井　義典
(一社)建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ協会 支部長 兼塚　卓也 大阪大学 鎌田　敏郎 大成建設㈱ 天野　健次 関西大学 上田　尚史
(一社)ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ建設業協会 支部長 川原　利朗 ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 大阪大学 小野　潔 ㈱ﾆｭｰｼﾞｪｯｸ 片山　浩一

大阪大学 小泉　圭吾
H25年度支部監査役 ㈱社会ｼｽﾃﾑ総合研究所 西田　純二 神戸市立工業高等専門学校 鳥居　宣之
H26年度支部監査役 大阪府 下村　良希 部会長 立命館大学 建山　和由 ㈱ﾀﾞｲﾔｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 鏡原　聖史

大阪大学 玉井　昌宏
事務局長 谷　ちとせ 副部会長 大阪大学 西田　修三 大阪大学 惣田　訓
事務職員 萩原　由美子 大阪大学 堤　成一郎
事務職員 町田　めぐみ 大阪ガス㈱ 宮川　公一 基礎工学部 責任者 小田　和広

近畿地方整備局 小山下　英文 大阪大学 小田　和広
大阪大学 西田　修三 京都大学 木元　小百合
近畿地方整備局 清水　将之 大阪市立大学 山田　卓
近畿地方整備局 黒谷　努 神戸大学 片岡　沙都紀
大阪市 高橋　輝好
鹿島建設㈱ 内藤　雅文 豊中総合学館 責任者 大倉　一郎

副部会長 大成建設㈱ 加賀田　健司 大阪大学 大倉　一郎
京都大学 山本　貴士 京都大学 石川　敏之
清水建設㈱ 中原　俊之 ㈱ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 中田　邦彦

特別講演会班 ㈱大林組 清水　厚延
大阪市立大学 山口　隆司 副部会長 京都大学 八木　知己
大成建設㈱ 大前　博 大阪大学 猪井　博登
阪神電気鉄道㈱ 八畠　敦 神戸市立工業高等専門学校 宇野　宏司
㈱大林組 佐々木　嘉仁 中央復建ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱ 田底　成智

副部会長 神戸大学 飯塚　敦
大阪大学 福田　知弘
㈱ﾋﾟｰｴｽ三菱 小林　仁
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