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第１回 平成20年 2月25日 第１回 平成20年 3月21日 平成20年 3月26日

第２回 平成20年 4月24日 第２回 平成20年 4月16日（合同開催）

第３回 平成20年 6月上旬 第３回 平成20年 5月中旬 ←

第４回 平成20年 7月下旬 第４回 平成20年 7月中旬 ←

第５回
～○回 数回程度開催 ←

第５回 平成21年 3月上旬
第○回 平成21年 3月中旬

情報化施工推進会議 ＷＧの開催報告
②開催経緯と今後のスケジュールについて

情報化施工推進会議情報化施工推進会議 基準・制度ＷＧ基準・制度ＷＧ 建設機械ＷＧ建設機械ＷＧ

「情報化施工推進戦略（仮称）」を策定・公表（７月中を目途）

以降、年２回程度開催 以降、適宜開催 2



（必要に応じて適宜追加）

担当分野 氏名 所属・役職

主査 全般 中野 正則 総合政策局 建設施工企画課長

委員 全般 松崎 　實 大臣官房 技術調査課 工事監視官

〃 全般 新田 恭士 総合政策局 建設施工企画課 課長補佐

〃 全般 山口　武志 関東地方整備局 企画部 施工企画課長

〃 全般 佐近 裕之
国土技術政策総合研究所 総合技術政策研究センター
建設システム課長

〃 全般 溝口 宏樹
国土技術政策総合研究所 総合技術政策研究センター
建設マネジメント技術研究室長

〃 全般 金澤 文彦
国土技術政策総合研究所 高度情報化研究センター
情報基盤研究室長

〃 全般 山元 　弘
土木研究所 技術推進本部 先端技術ﾁｰﾑ
主席研究員

〃 道路土工・舗装 山口 達也
鹿島道路(株) 生産技術本部 機械部 副部長
（ＪＣＭＡ情報化施工委員会　委員）

〃 道路土工・舗装 鹿角　 豊 道路局 国道・防災課 課長補佐

〃 道路土工・舗装 久保 和幸
土木研究所 道路技術研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 舗装ﾁｰﾑ
上席研究員

〃 道路土工・舗装 小橋 秀俊
土木研究所 技術推進本部 施工技術ﾁｰﾑ
主席研究員

〃 河川土工(築堤) 立花 秀夫
山﨑建設(株) 安全施工本部 技術部長
（ＪＣＭＡ情報化施工委員会　委員）

〃 河川土工(築堤) 竹下 哲也 河川局 治水課河川保全企画室 課長補佐

〃 河川土工(築堤) 杉田 秀樹
土木研究所 材料地盤研究グループ 土質・振動チーム
上席研究員

〃 ダム(堤体) 植木 睦央
鹿島建設(株) 機械部 技術１ｸﾞﾙｰﾌﾟ(ﾀﾞﾑ･ﾄﾝﾈﾙ･造成)
グループ長（ＪＣＭＡ情報化施工委員会　委員）

〃 ダム(堤体) 加邊 良徳 河川局 治水課　課長補佐

〃 ダム(堤体) 山口 嘉一
土木研究所 水工研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾀﾞﾑ構造物ﾁｰﾑ
上席研究員

事務局 森下 博之 総合政策局 建設施工企画課 企画専門官

〃 荒井　 猛 総合政策局 建設施工企画課 課長補佐

〃 金澤 哲也 総合政策局 建設施工企画課 施工環境係長

情報化施工推進会議『基準・制度ＷＧ』委員名簿
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（必要に応じて適宜追加）

担当分野 氏名 所属

主査 全般 福川 光男 鹿島道路(株)　専務取締役

委員 全般 田中　洋一
国土交通省　国土技術政策総合研究所
情報基盤研究室　研究官

〃 建設機械 神田 俊彦
コマツ 開発本部 商品企画室 ＩＴグループ
主査

〃 建設機械 村上　誠 新キャタピラー三菱(株) 直販部 部長

〃 建設機械 三柳 直毅 日立建機(株) 事業統括部 事業戦略室　室長

〃
建設機械
測量機器

神庭 浩二
西尾レントオール株式会社 測器部
開発担当部長

〃 測量機器 江藤 隆志 （株）トプコン販売　取締役社長

〃 測量機器 小林 一年
ライカジオシステムズ（株）
マシンコントロール事業部 マネージャー

〃 測量機器 楠田 悟平 （株）ソキア　松田事業所　技術管理部　課長

〃 測量機器 亀田 義則
ニコン・トリンブル（株）　コンストラクション営業部
シニアマネージャー

〃 測量機器 松尾 俊児
ﾍﾟﾝﾀｯｸｽｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ（株）　測量器事業部
技術部　企画グループ　マネージャー

〃 施工 傳田喜八郎
前田道路株式会社 製品事業本部
機械部長

〃 施工 岡本 直樹
山﨑建設株式会社 安全施工本部
技術担当部長

〃 標準化 増田 　稔
東亜建設工業株式会社 土木事業本部
機電部長

〃 標準化 山元 　弘
土木研究所 技術推進本部 先端技術ﾁｰﾑ
主席研究員

事務局
情報化施工推進会議

建設機械ＷＧ 森下 博之
国土交通省 総合政策局 建設施工企画課
企画専門官

〃 〃 荒井　猛
国土交通省 総合政策局 建設施工企画課
課長補佐

〃 〃 金澤 哲也
国土交通省 総合政策局 建設施工企画課
施工環境係長

情報化施工推進会議『建設機械ＷＧ』委員名簿
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