
会長・副会長

実行委員会

企画部会 広報部会

〈副会長〉 家田 仁
政策研究大学院大学 特別教授

阿部 雅人 (株)ベイシスコンサルティング
岩城 一郎 日本大学
岩佐 宏一 (公社)日本ファシリティマネジメント協会
大石 健二 パシフィックコンサルタンツ(株)
大島 邦彦 (株)熊谷組
大堀 正人 (株)日立ソリューションズ
奥田 早希子 (一社) Water-n
片岡 信之 (一社)国土政策研究会
熊倉 信行 東芝環境ソリューション(株)
小林 大 大日本コンサルタント(株)

〈幹事〉
玉石 宗生 国土交通省
吉田 典明 日本工営(株)

笹谷 達也 日鉄高炉セメント(株)
沢田 和秀 岐阜大学
鈴木 泉 (株)ガイアート
高橋 千里 (同)スマートウォーター
高山 保 パイオニア(株)
田村 裕美 (一社)ソーシャルテクニカ
永田 善裕 リノブリッジ（株）
羽鳥 徹 富士フイルムビジネスイノベーション(株)
吉田 典明 日本工営(株)
若木 和雄 日進工業(株)

〈会長〉 冨山 和彦
(株)経営共創基盤(IGPI ）IGPIグループ会長
(株)日本共創プラットフォーム(JPiX）代表取締役社長

〈幹事〉
田子 裕子 大日本印刷(株)

〈部会委員〉
阿部 雅人 (株)ベイシスコンサルティング

大石 健二 パシフィックンサルタント(株)

大島 邦彦 (株)熊谷組

大堀 正人 (株)日立ソリューションズ

熊倉 信行 東芝環境ソリューション(株)

小林 大 大日本コンサルタント(株)

沢田 和秀 岐阜大学

鈴木 泉 (株)ガイアート

高橋 千里 (同)スマートウォーター

高山 保 パイオニア(株)

〈部会委員〉
永田 善裕 リノブリッジ(株)

那珂 通大 ニチレキ(株)

神野 一 国土交通省

大西 里奈 国土交通省

〈実行委員〉

〈部会長〉
廣瀬 健二郎 国土交通省

〈部会長〉
小林 大 大日本コンサルタント(株)

田村 裕美 （一社）ソーシャルテクニカ

若木 和雄 日進工業(株)

鈴木 宏一郎 国土交通省

隅藏 雄一郎 国土交通省

武田 哲英 国土交通省

神野 一 国土交通省

大西 里奈 国土交通省

インフラメンテナンス国民会議の推進体制 （令和４年７月７日時点）



世古 一穂
ＮＰＯ研修・情報センター

鈴木 泉
社会基盤ライフサイクルマネジメント研究会

駒田 智久
土木学会シビルＮＰＯ推進小委員会

岡野 登美子
アイセイ(株)

田中 努
シビルＮＰＯ連携プラットフォーム

本間 順
(株)駒井ハルテック

奥田 早希子
(一社) Water-n

公認フォーラム（全国フォーラム）

廣瀬 健二郎
国土交通省

〈フォーラムリーダー〉

インフラメンテナンス国民会議の推進体制②

革新的技術フォーラム 自治体支援フォーラム 技術者育成フォーラム 市民参画フォーラム 海外市場展開フォーラム

〈企画委員〉
岩佐 宏一
（公社）日本ファシリティマネジメント協会

大堀 正人
(株)日立ソリューションズ

高山 保 パイオニア(株)

羽鳥 徹
富士フイルムビジネスイノベーション(株)

笹谷 達也
日鉄高炉セメント(株)

秋本 雅司 (株)島津製作所

山本 康博 能美防災(株)

熊倉 信行
東芝環境ソリューション(株)

杉崎 光一
(株)ベイシスコンサルティング

小沼 恵太郎
パシフィックコンサルタンツ(株)

小村 和司 (株)日立製作所

菅野 智行 (株) 日立製作所

小林 大 大日本コンサルタント(株)

若木 和雄 日進工業(株)

隅藏 雄一郎 国土交通省

原田 駿平 国土交通省

大西 里奈 国土交通省

〈フォーラムリーダー〉

〈企画委員〉

〈フォーラムリーダー〉

〈企画委員〉

〈フォーラムリーダー〉

〈企画委員〉

〈フォーラムリーダー〉

〈企画委員〉

廣瀬 健二郎
国土交通省

岩佐 宏一
（公財）日本ファシリティマネジメント協会

中谷 孔右
(株)エコワーク

小宮山 直久
(株)三菱総合研究所

岩佐 宏一
（公社）日本ファシリティマネジメント協会

渡邉 大介
(株)ガイアート

鈴木 宏一郎 国土交通省

原田 駿平 国土交通省

萩野 皓介 国土交通省

神野 一 国土交通省

大西 里奈 国土交通省

村瀬 勝彦
国土交通省

古澤 靖久
あずさ監査法人（ＫＰＭＧ）

香川 将美
インデックスコンサルティング

大島 邦彦
(株)熊谷組

橋詰 健
建設プロジェクト運営方式協議会

中川 均
（公財）日本ファシリティマネジメント協会

川村 正夫
（公財）日本ファシリティマネジメント協会

小沼 恵太郎
パシフィックコンサルタンツ(株)

内藤 誠司
パシフィックコンサルタンツ(株)

鈴木 泉
(株)ガイアート

岩佐 宏一
（公社）日本ファシリティマネジメント協会

大島 邦彦
(株)熊谷組

奥田 早希子
(一社)Water-n

片岡 信之
(一社)国土政策研究会

鈴木 泉
(株)ガイアート

高橋 千里
（同）スマートウォーター

高山 保 パイオニア(株)

吉田 典明 日本工営(株)

鈴木 宏一郎 国土交通省

武田 哲英 国土交通省

神野 一 国土交通省

大西 里奈 国土交通省

（令和４年７月７日時点）



公認フォーラム（地方フォーラム）

〈フォーラムリーダー〉

インフラメンテナンス国民会議の推進体制③

北海道フォーラム 東北フォーラム 関東地方フォーラム 北陸インフラメンテナンスフォーラム 中部フォーラム

〈企画委員〉

〈フォーラムリーダー〉

〈企画委員〉

〈フォーラムリーダー〉

〈企画委員〉

〈フォーラムリーダー〉

〈企画委員〉

〈フォーラムリーダー〉

〈企画委員〉

石川 雅美
東北学院大学

遠藤 敏雄 ＜企画委員長＞
(株)復建技術コンサルタント

小野 泰太郎 (株)小野建築研究所

佐々木 茂隆 (株)小野工業所

阿部 裕彰 鹿島建設(株)

新銀 武 (株)中央コーポレーション

河野 正和 東亜道路工業(株)

今野 光博 東亜道路工業(株)

中村 寛 東亜道路工業(株)

石倉 武幸 東急建設(株)

高橋 秀輔 戸田建設(株)

宮本 圭司 戸田建設(株) 

村山 岳志 ニチレキ(株)

金子 雅明
パシフィックコンサルタンツ(株)

小笠原 光博 (株)福萬組

林 昭宏 (株)フジタ

後藤 和彦
(株)復建技術コンサルタント

村越 潤
東京都立大学

丸山 久一
長岡技術科学大学

原田 和樹
日本工営都市空間(株)

〈オブザーバー(実行委員)〉
大堀 正人
髙橋 千里

〈オブザーバー(実行委員)〉
阿部 雅人 田村 裕美
大石 健二

〈オブザーバー(実行委員)〉
高山 保 羽鳥 徹

〈オブザーバー(実行委員)〉
大島 邦彦 鈴木 泉
熊倉 信行

〈オブザーバー(実行委員)〉
吉田 典明

（令和４年７月７日時点）

栗田 悟 ＜企画委員長＞
（一社）北海道建設業協会
岡本 淳敏 勇建設(株)

中島 英治 伊藤組土建(株)

北見 実敏 伊藤組土建(株)

新沼 寛明 伊藤組土建(株)

河村 巧 岩田地崎建設(株)

横山 隆 (株)開発工営社

高宮 則夫 NPO法人公共環境研究機構

植村 豊樹 (株)構研エンジニアリング

伊藤 捨雄
コンクリート・鋼構造物超耐久化工法研究会

嵯峨 輝幸 嵯峨秀栄測量設計(株)

中里 修二
サンエスホールディングスグループ

伊藤 公彦 (株)シビテック

工藤 理恵子 積水ハウス(株)

川満 隆弘 ダイキ工業(株)

加藤 貴博 (株)ダイヤコンサルタント

山田 雄一 地崎道路(株)

深見 純 (株)ティーネットジャパン

松井 伸頼 東亜道路工業(株)

向井 直樹 (株)ドーコン

阿部 幸康 (株)土木技術コンサルタント

大石 学 (株)中山組

竹内 正志 (株)西原環境

髙橋 守人 西江建設(株)

三井 功如 西松建設（株）

内海 正徳 ニチレキ（株）

古橋 浩太 日鉄物産(株)

大丸 亘
日鉄物産ワイヤ＆ウェルディング(株)

沼田 寛 (株)ノース技研

青野 純一 北電総合設計(株)

齋藤 恒雄 (株)南組

盛山 拓也
(株)メイセイ・エンジニアリング

高野 伸栄
北海道大学大学院工学研究院

平野 圭 (株) クリエート

柳澤 正和 (株)赤城商会

黒田 卓也
オムロンソーシアルソリューションズ(株)

江藤 靖彦 前田建設工業(株)

関屋 隆司 (株)フジタ

鈴木 健彦
八千代エンジニヤリング(株)

野田 一弘
八千代エンジニヤリング(株)

髙馬 克治 ニチレキ(株)

小林 大
大日本コンサルタント(株)

宍甘 康広 富士通(株)

黒木 幹
(株)福山コンサルタント

春山 俊仁
(株)福山コンサルタント

木下 史朗 木下建工(株)

冨川 哲 東急建設(株)

若木 和雄 日進工業(株) 

松井 健明 東亜道路工業(株) 

嶋田 浩一
(株)熊谷組

池田 省吾
ニチレキ(株)

若尾 明弘
エヌシーイー(株)

湯川 雅昭
三和ボーリング(株)

山崎 寛史
木下建工(株)

小林 徹
(株)レックス

田村 康裕
開発技建(株)

脇坂 哲也
大日本コンサルタント(株)

笹谷 輝彦
(株)国土開発センター

浦田 孔二
(株)日本海コンサルタント

砂田 良和
東亜道路工業(株)

鈴木 正樹 中央コンサルタンツ(株)

安立 寛
(株)オリエンタルコンサルタンツ

内山 真人
(株)オリエンタルコンサルタンツ

細江 育男 大日コンサルタント(株)

那須 聖志郎 大日コンサルタント(株)

杉原 啓介 大日コンサルタント(株)

榮 義彦 日本工営都市空間(株)

名知 幹弘 中央コンサルタンツ(株)

中村 浩二 戸田建設(株)

伊藤 貴宏 戸田建設(株)

田中 伸介 ニチレキ(株)

山本 康博 ニチレキ(株)

吉田 典明 日本工営(株)

鈴木 健吾 (株)フジヤマ

海野 剛司 (株)フジヤマ

青島 健 (株)フジヤマ

水津 紀陽 八千代エンジニヤリング(株)

伊藤 均 八千代エンジニヤリング(株)

沼田 良輝 ホーメックス(株)

古澤 栄二 (株)テイコク

田中 実 東亜道路工業(株)

柳沼 宏信 東亜道路工業(株)



公認フォーラム（地方フォーラム）

〈フォーラムリーダー〉

インフラメンテナンス国民会議の推進体制④

近畿本部フォーラム 「ちゅうごく」 四国地方フォーラム 九州フォーラム 沖縄フォーラム

〈企画委員〉

〈フォーラムリーダー〉

〈メンター〉

〈フォーラムリーダー〉

〈企画委員〉

〈フォーラムリーダー〉

〈企画委員〉

〈フォーラムリーダー〉

〈企画委員〉

片岡 信之
（一社）国土政策研究会

藤井 堅
広島大学

矢田部 龍一
愛媛大学

日野 伸一
(一社)九州建設技術管理協会

有住 康則
琉球大学

〈オブザーバー(実行委員)〉
奥田 早希子

〈オブザーバー(実行委員)〉
鈴木 泉

〈オブザーバー(実行委員)〉
大島 邦彦 田村 裕美
笹谷 達也

〈オブザーバー(実行委員)〉
熊倉 信行 鈴木 泉
笹谷 達也 若木 和雄

〈オブザーバー(実行委員)〉
岩佐 宏一

坂野 昌弘 関西大学

霜上 民生（一社）国土政策研究会

宮原 正和（一社）国土政策研究会

東 定生（一社）国土政策研究会

福岡 成和（一社）国土政策研究会

河野 千代（一社）国土政策研究会

板倉 信一郎（一社）国土政策研究会

佐藤 正典（一社）国土政策研究会

新田 耕司（一社）国土政策研究会

井上 裕司（一社）国土政策研究会

楠本 博 （一社）国土政策研究会

中川 芳計（一社）国土政策研究会

田中 敏治（一社）国土政策研究会

岡田 彩希（一社）国土政策研究会

（令和４年７月７日時点）

藤井 友行 復建調査設計(株)

菱垣 嘉朗 大林道路(株)

狩屋 雅之 岡山県立岡山工業高等学校

岩本 康弘 (株)ガイアート

前土井 寛之 格正建設(株)

紀 淳 (株)熊谷組

秋田 英次 山陽ロード工業(株)

高野 輝浩
NPO法人
社会基盤ライフサイクルマネジメント研究会

廣田 和道 戸田建設(株)

井上 智章 ニチレキ(株)

若木 和雄 日進工業(株)

奥村 享作 (株)フジタ

清水 祐介 富士通(株)

竹川 眞理子
(株)富士通交通・道路データサービス

天満 真士 復建調査設計(株)

丹羽 健介 (株)Roope‘s

庵原 伸二
(一社)四国クリエイト協会

栗原 弘和
(株)四電技術コンサルタント

妹尾 正也
四国建設コンサルタント(株)

大野 二郎
(株)芙蓉コンサルタント

濱田 拓也
(株)第一コンサルタンツ

松下 征司
ニチレキ(株)

新濱 光夫
徳島県

小笠原 克典
香川県

橋本 博史
愛媛県

岡本 通伸
高知県

園田 佳巨 九州大学

松田 浩 長崎大学

大塚 久哲 （株）大塚社会基盤総合研究所

牧角 龍憲 (一社)ＮＭＥ研究所

山尾 敏孝 熊本大学

中澤 隆雄 宮崎社会基盤保全技術研究所

武若 耕司 (一社)構造物診断技術研究会

赤星 文生 (一社)九州地域づくり協会

福島 宏治
(一社)建設コンサルタンツ協会九州支部

藤島 義久 (公社)日本技術士会九州本部

西田 耕一 (一社)九州建設技術管理協会

濵村 哲之進アース建設コンサルタント(株)

岩 慎二郎 (株)麻生

青柳 貢司 前田建設工業(株)

岩永 信太郎 戸田建設(株)

小野寺 陵太郎 ニチレキ(株)

野上 和彦 (株)福山コンサルタント

大園 一光(一社)建設業連合会九州支部

山川 武春
(一社)九州橋梁・構造工学研究会

川神 雅秀（同）防災構造工学研究所

渡邉 泰幸 西松建設(株)九州支社

長 悟史 大日本コンサルタント (株)

片山 英資 (一社)ツタワルドボク

坂爪 康展 応用地質(株)

佐久間 智恵 第一復建(株)

藤井 乙貴 西日本技術開発(株)

下里 哲弘
琉球大学

多嘉良 斉
(一社)沖縄県測量建設コンサルタンツ協会

萩野 千晶
西日本高速道路(株)

金城 博
(一社)沖縄しまたて協会

末光 勇次
(一社)日本道路建設業協会 沖縄支部

新垣 雅寛
沖縄県

大城 勉
(一財)沖縄県建設技術センター

〈企画委員〉

宮本 文穂 山口大学

赤木 恭吾 岡山大学大学院


