
報告事項　1) 体制および事務局長・委員長の任命

  ①事務局長交代　　　　　　　退任：関口　富男氏　→ 新任：安藤　慎一郎氏　

　②総務委員会委員長交代　　　退任：小原　丈二氏　→ 新任：浅野　研一氏　

  ③広報委員会委員長交代　　　退任：佐藤　貢一氏　→ 新任：山浦　武彦氏　

  ④企画渉外委員会委員長就任　新任：下條　信幸氏　（第14期　空席）　

１．全体組織

相 談 役 山田　秋夫 五艘　章

顧　　問

名誉会長

会　　長 佐藤　貢一

副 会 長

事務局長

理　　事

監　　事 中澤　眞

委員会名 委員長 副委員長

稲沢　達也 小原　丈二 安藤 慎一郎 三浦　　聡

荒川　興一

鳥養　　茂 近藤　晴雄 山川　和弘 嶋矢　　剛

丸山　　信 松本　芳幸 松浦　弦三郎 油井　　理

田部井 哲夫 尾崎　正明 藤本　　健 永井　佑樹

委員会名 委員長 副委員長

技術士試験支援
実行委員会

安部　　毅 小林　洋一 近藤　晴雄 小林　政徳 進藤　敏則 永田　嘉和

＊氏名に下線のあるものは新任

２．委員会

・細則第12条　委員長は会長の任命により決定し、その結果を理事会に報告するものとする。

第15期（2018年度） 柏門技術士会体制表

2018年6月30日　現在

最高顧問

別紙顧問名簿参照

    ―

別紙理事・監事名簿参照

安部　　毅

安藤 慎一郎

三木　千壽（東京都市大学 学長）

委　　　　員

総　　務 浅野　研一

広    報 山浦　武彦 服部　尚道

３．実行委員会

委　　　　員

鈴木　　修

教    育 林　　克彦

企画渉外 下條　信幸 北村　　敏



１．第15期 理事 2018年6月30日現在

山田　秋夫（建設） 小林　健郎（建設） 巽　良夫（水道）
古田　雅久
　　（総合、電気電子）

35土 37土 38土 39電
小森園 和弘
        (電気電子）

熊井　敬明（機械）
五艘　章
      （総合、建設）

田矢　盛之（建設）

40電 41生 41土 41土
上高原　健
　　　（総合、建設）

佐伯　勲
　　  （総合､建設）

松田　洋紀
　　  （総合､建設）

坂井　秀也（経営）

41土 41土 43土 44経
宮嵜　義昭
　　　（総合、建設）

河内　新作（機械） 佐藤　淳（建設） 爲光　美樹（建設）

44土 44機 45土 46土
丸山　信
      （総合、建設）

吉田　克己(電気電子) 小林　洋一(電気電子) 鳥養　茂(電気電子)

48土 48電 48電 48電
松本　芳幸
　　  （総合、建設）

合田　和泰
　　　（総合、衛生）

後藤　裕明（建設） 松浦　弦三郎（建設）

50土 50機 50土 51土

油井　理（建設）
近藤　晴雄
　　(総合、電気電子）

関口　富男
　　　(電気電子）

浅野　研一（建設）

51土 51電 52電 52土

田部井　哲夫（建設） 鈴木　修（建設）
稲沢　達也
　　　(総合、建設）

皆川　勝（建設）

53土 53土 53土 54土

林　克彦（建設）
尾崎　正明
     （電気電子）

小原　丈二（建設） 小谷　益男（建設）

54土 54電 55土 56土
下條　信幸
       (電気電子）

安藤　慎一郎（建設）
三浦　聡
      （総合、建設）

佐藤　貢一
     （総合、建設）

56電気 57土 59土 60土

真下　哲也（経営） 山浦　武彦(建設）
荒川　興一
　　　（総合、建設）

北村　敏（電気電子）

62機 62土 Ｈ01土 Ｈ01電
安部　毅
 （総合、建設、環境）

嶋矢　剛
      (公認会計士）

服部　尚道（建設） 藤本　健（建設）

HO2土 H03経 Ｈ04土 Ｈ10電

(計 48名）

２．第15期 監事

　中澤　眞　(情報)

47電

監
事

報告事項　2) 理事の退任

理
事

　本会会則　「第３章 役員　４．監事は、専任とし、理事との兼務は出来ないものとする。」の規定に
より、監事に就任した、中澤　眞、嶋矢　剛は理事を退任するものとする。（敬称略）



NO 名　称 現　　　　　　　　　職 氏　　名 NO 名　称 現　　　　　　　　　職 氏　　名

1 最高顧問 　学長 三木　千壽 22 顧　問  主任教授　都市工学科 丸山　收

2 顧　問 副学長（統括，研究担当） 丸泉　琢也 23 顧　問  主任教授　情報科学科 横山　孝典

3 顧　問 副学長（連携担当） 吉崎　真司 24 顧　問  主任教授　情報通信工学科 柴田　随道

4 顧　問 副学長（教育担当） 皆川　勝 25 顧　問  主任教授　経営システム工学科 森　博彦

5 顧　問  大学戦略室長 湯本　雅恵 26 顧　問  主任教授　自然科学科 飯島　正徳

6 顧　問  大学院総合理工学研究科長 （新任） 江原　由泰 27 顧　問  都市工学科　名誉教授 増田　陳紀

7 顧　問  大学院環境情報学研究科長 伊坪　徳宏 28 顧　問  国際センター長 本間　宏二

8 顧　問  工学部長 大上　浩 29 顧　問  総合理工学研究科教務委員長 吉田　郁政

9 顧　問  知識工学部長 田口　亮 30 顧　問  主任教授　環境創生学科 室田　昌子

10 顧　問  環境学部長 （新任） 大塚　善樹 31 顧　問  機械工学科教授 白木　尚人

11 顧　問  メディア情報学部長 （新任） 関　良明 32 顧　問  原子力安全工学科准教授 松浦　治明

12 顧　問  都市生活学部長 川口　和英 33 顧　問  医用工学科教授（学生部長） 和多田 雅哉

13 顧　問  人間科学部長 井戸 ゆかり 34 顧　問  電気電子工学科教授（工学部教務委員長） 岩尾　徹

14 顧　問  共通教育部長 新保　良明 35 顧　問  エネルギー化学科教授 宗像　文男

15 顧　問  主任教授　機械工学科 眞保　良吉 36 顧　問  建築学科教授 天野　克也

16 顧　問  主任教授　機械システム工学科（総合研究所所長） 野中　謙一郎 37 顧　問  建築学科教授 近藤　靖史

17 顧　問  主任教授　原子力安全工学科 河原林　順 38 顧　問  都市工学科准教授 （新任） 五艘　隆志

18 顧　問  主任教授　医用工学科 森　　晃 39 顧　問   情報科学科講師 星　義克

19 顧　問  主任教授　電気電子工学科 野平 博司 40 顧　問  情報通信工学科教授 岡野　好伸

20 顧　問  主任教授　エネルギー化学科 高橋　政志 41 顧　問  経営システム工学科教授 松崎　吉衛

21 顧　問  主任教授　建築学科 勝又　英明 42 顧　問  自然科学科教授 吉田　真史


