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資料-３ 関係者名簿（海洋開発委員会、技術部会、および津波対策専門部会） 

 

海洋開発委員会 

 氏  名 会 社 名 役 職 名 

委員長 毛利 茂樹 東洋建設 代表取締役会長  

副委員長 岡部 憲一 五洋建設 顧問  

副委員長 岡本 正 清水建設 常務執行役員 土木東京支店長  

副委員長 大嶋 匡博 大成建設 常務執行役員 土木営業本部 副本部長 

委員 橋本 富亘 青木あすなろ建設 常務執行役員 土木本部長兼東京土木本店長 

委員 中條 主也 あおみ建設 土木本部 技術担当理事  

委員 浜野 哲夫 安藤・間 土木事業本部 本部長付  

委員 竹中 正 岩倉建設 取締役 執行役員 海洋部長  

委員 引田 守 大林組 執行役員 土木本部 副本部長  

委員 吉栖 伸輔 大本組 技術本部長 

委員 鈴木 健一 鹿島建設 常務執行役員 土木設計本部長  

委員 加藤 岩男 株木建設 取締役 専務執行役員 営業本部長 

委員 山崎 晶 熊谷組 取締役 常務執行役員 土木事業本部 副本部長

委員 植田 和哉 五洋建設 常務執行役員 土木部門 土木営業本部副本部

委員 宮本 雅文 佐藤工業 代表取締役 専務執行役員  

委員 宮川 昌宏 清水建設 第一土木営業本部営業部部長  

委員 池尻 一仁 大成建設 土木本部 技師長  

委員 梅木 勇二 大日本土木 常務執行役員 

委員 田丸 裕 大豊建設 土木本部 土木営業部 統括部長 

委員 岩田 充弘 竹中土木 執行役員 経営戦略室長   

委員 守分 敦郎 東亜建設工業 執行役員常務 土木事業本部担当  

委員 佐々木 雅 東急建設 営業総本部 官庁営業本部 営業統括部長  

委員 馬渕 敏彦 東洋建設 常務執行役員 土木事業本部 副本部長  

委員 多田 幸司 戸田建設 執行役員 土木本部執務 

委員 長島 道雄 飛島建設 建設事業本部 技師長  

委員 鈴木 堂司 西松建設 代表取締役 専務執行役員  

委員 小谷 拓 深田サルベージ建設 営業本部 理事  

委員 巻淵 正治 フジタ 建設本部 役員待遇常務理事 

委員 中西 勉 不動テトラ 執行役員 土木事業本部副本部長 

委員 井福 周介 前田建設工業 常任技術顧問 

委員 村上 哲朗 三井住友建設 執行役員 土木本部副本部長 

委員 小西 武 みらい建設工業 執行役員 建設本部副本部長  

委員 吉田 和正 吉田組 代表取締役社長 

委員 細川 直登 寄神建設 執行役員 技術研究所長  

委員 山本 健吾 りんかい日産建設 土木事業部技術部長 

委員 五百蔵 良 若築建設 執行役員 建設事業部門担当  
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津波対策専門部会                                    （ ）書きは前任者 

 氏  名 会 社 名 役 職 名 

部会長 前田 涼一 東洋建設 執行役員 土木事業本部土木技術部長  

部会長 （野村 碩彦） 日本建設業連合会 学術経験者  

 

第１部 津波を知る技術WG 

 氏  名 会 社 名 役 職 名 執筆担当

リーダー 真下秀明 大成建設 原子力本部 原子力部長 
1、2、4、

9 

サブ 

リーダー 
北尾和則 五洋建設 土木本部 土木設計部 担当部長 

5.5.2 

5.5.7 

5.5.8 

委員 足立 吉宏 

大本組 

技術本部 エンジニアリング部 

課長代理 
5.4 

7 

8 委員 (安井 秀則) 
技術本部 エンジニアリング部 

エンジニアリング課長 

委員 大本 晋士郎 熊谷組 
土木事業本部 リニューアル事業部 

副部長 

5.5.6 

6.2 

委員 木村 博英 新日鉄住金 

エンジニアリン

グ 

海洋事業部 商品企画・プロジェク

ト部 シニアマネジャー 

5.5.4 

5.5.5 

委員 (萩原 政弘) 
海洋鋼構造部 プロジェクト部 

プロジェクト室長 

委員 (中島 一朗) 

新日鉄 

エンジニアリン

グ 

海洋事業部 商品・プロジェクト企画

部 

国内海洋プロジェクト企画室長 

委員 水越 和弥 飛島建設 
建設事業本部 土木事業統括部 

設計グループ課長 

5.1、5.2

5.3、6.1

委員 松本 朗 不動テトラ 
ブロック環境事業本部 

総合技術研究所 水理研究室長 

5.5.1 

7、8 

委員 坂上 清明 三井住友建設 土木本部 土木営業部 課長 
3.1 

5.5.3 

委員 山本 健吾 りんかい 

日産建設 

土木事業部 技術部長 3.2、3.3

5.5.9 

5.5.10 委員 （川崎 栄久） 土木事業部 技術部 係長 
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第２部 津波に耐える技術WG 

 氏  名 会 社 名 役 職 名 執筆担当

リーダー 青野 利夫 東亜建設 土木事業本部 設計部 次長 
1、3.3.1、

6 

サブ 

リーダー 
本島 禎二 

清水建設 

土木技術本部 設計第一部 

構造設計グループ課長 

2.1.2 

2.2、2.3

3.1、3.2

3.3.3 

4.3.2 

4.3.3 

サブ 

リーダー 
（遠藤 和雄） 

土木技術本部 設計第一部 

構造設計グループ課長 

委員 小林 真 大林組 
土木本部 生産技術本部 

設計第三部主席技師 

2.1.1、

3.3.5、

5.2 

委員 西村 伸 東急建設 
土木本部 土木技術設計部 

技術担当部長 

2.1.5、

5.1 

委員 市川 督人 西松建設 
土木事業本部 土木設計部 

設計課 主任 

2.1.4、

4.3.1 

委員 木村 雄一郎 日立造船 
機械ｲﾝﾌﾗ本部 ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ部 

開発・設計ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｸﾞﾙｰﾌﾟ長代理 

2.1.3、

4.1 

委員 山之口 寛 前田建設工業
土木事業本部 土木設計・技術部 

第２グループマネージャー 
2.1、4.2

委員 安藤 誠 三井造船鉄構

エンジニアリン

グ 

営業本部 東部営業部 課長補佐 

2.1.6 
委員 （杉本 達彦） 営業本部 東部営業部 課長 

委員 関谷 千尋 みらい建設工

業 

建設本部 技術部 主任 
2.1.4 

委員 （田中 良典） 建設本部 技術部長 
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３部 津波から逃れる技術WG 

氏  名 会 社 名 役 職 名 執筆担当

リーダー 秋山 完幸 鹿島建設 
土木管理本部 土木工務部 

臨海グループ長 

1、4.5、6、

7 

サブリーダ

ー 
川端 利和 

若築建設 
建設事業部門 技術設計部次長 2.1、2.2、

5.1、5.2、

5.3、6 委員 （牛嶋 純） 建設事業部門 技術設計部次長 

委員 小野 正樹 安藤ハザマ 
土木事業本部 土木設計部 

高度解析グループ課長 

4.1、4.2、

5.4、6 

委員 佐野 清史 

東洋建設 

土木事業本部 土木技術部部長 

6 

委員 （前田 涼一） 
執行役員 土木事業本部 

土木技術部長 

委員 太子 博晶 佐藤工業 
土木事業本部 設計部 設計第二課

長 
3.1、6 

委員 米島 幹雄 

JFE 

エンジニアリン

グ 

鋼構造本部 沿岸鉄構事業部 

技術部部長代理 

3.2、5.5

6 

委員 斉藤 隆幸 

戸田建設 

土木工事技術部 技術３課 課長 

4.3 

5.5 

6 

委員 （柳楽 毅) 環境ソルーション部 環境課 課長 

委員 （小林 修） 復興対策室（土木） 室長 

委員 永瀬 恭一 フジタ 
技術センター エンジニアリング部 

主席コンサルタント 

4.4 

6 

 


