
次期代議員候補者の公募結果について（告示）

一般社団法人日本応用地質学会

選挙管理委員会

 一般社団法人日本応用地質学会規則第 46 条、同代議員選挙実施規程第 2～4 条に基づき、次期

代議員（平成 27･28 年度任期）の候補者を、平成 26 年 10 月 14 日～10 月 24 日の期間において

公募した結果を下記のとおり報告します。

記

１．代議員選挙実施規程第 5 条に基づき、受け付けた代議員候補者 120 名の名簿を以下に掲載

します。

２．同規程第６条に基づき、候補者数が所定数 120 名を上回らないため、受け付けた候補者全

員を当選とし、今年度は投票を行いません。

３．また、同規程第 7 条に基づき、以下を当選者として氏名（勤務先）を掲載します（アイウ

エオ順）。

代議員（平成 27・28 年度） （立候補数 120 名／所定数 120 名）

本部 阿南 修司 （土木研究所） 天野  格 （電源開発） 

(46名／46名) 新井  隆 （電源開発） 池田 正道 （開発設計コンサルタント）

石田 良二 （ｼﾞｪｲｱｰﾙ総研ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ） 泉谷 泰志 （清水建設） 

稲垣 秀輝 （環境地質） 井口  隆 （防災科学技術研究所） 

大野 博之 （環境地質） 大山 隆弘 （電力中央研究所） 

笠  博義 （安藤ハザマ） 神尾 重雄 （ニュージェック） 

岸   司 （日本工営） 北川 修三 （基礎地盤コンサルタンツ）

木方 建造 （電力中央研究所） 久野 春彦 （電力中央研究所） 

小島 芳之 （鉄道総合技術研究所） 阪元 恵一郎 （水資源機構） 

佐々木 靖人 （土木研究所） 高津 茂樹 （建設技術研究所） 

高橋  努 （八千代エンジニヤリング） 高橋  学 （産業技術総合研究所） 

竹村 貴人 （日本大学） 土屋 彰義 （全国地質調査業協会連合会）

積田 清之 （基礎地盤コンサルタンツ） 照屋  純 （日本工営） 

伝法谷宣洋 （電源開発） 登坂 博行 （東京大学） 

富田 友幸 （地域環境資源センター） 中下 惠勇 （建設技術研究所） 

中筋 章人 （国際航業） 中原 正幸 （地域環境資源センター） 

成田  賢 （応用地質） 野口 達雄  

舩山  淳 （パシフィックｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ） 星野 延夫  

細矢 卓志 （中央開発） 堀川 滋雄 （サンコーコンサルタント）

升元 一彦 （鹿島建設） 松浦 一樹 （ダイヤコンサルタント） 
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宮本 浩二 （応用地質） 森  良樹 （クレアリア） 

柳田 三徳 （日本工営） 山本 浩之 （安藤ハザマ） 

渡邉 邦夫 （埼玉大学） 渡辺  寛 （日さく） 

北海道 伊東 佳彦 （寒地土木研究所） 井戸 和彦 （日本工営） 

(9名／9名) 遠藤 祐司 （地質研究所） 小野 修司 （北海道大学） 

亀山 聖二 （タナカコンサルタント） 神部  創 （中央開発） 

後藤 和則 （ドーコン） 佐藤  明 （ダイヤコンサルタント） 

知本 康男 （基礎地盤コンサルタンツ）

東北 石井 英二 （ジオテックｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ） 小野寺 正勝 （応用地質） 

（11名／11名）菖蒲 幸男 （応用地質） 遠田 晋次 （東北大学） 

橋本 智雄 （中央開発） 初貝 隆行 （ジオプランニング） 

畚野  匡 （日本工営） 三川 憲一 （川崎地質） 

水野 直弥 （建設技術研究所） 三和  公 （東北電力） 

村上 智昭 （復建技術コンサルタント）

北陸 大塚  悟 （長岡技術科学大学） 波形  治 （村尾技研） 

（4名／4名） 野崎  保 （野崎技術士事務所） 渡部 直喜 （新潟大学） 

中部 足立  守 （名古屋大学） 石川 政憲 （静環検査センター） 

（10名／10名）尾方 伸久 （日本原子力研究開発機構） 片川 秀基 （北陸電力） 

小嶋  智 （岐阜大学） 永田 秀尚 （風水土） 

服部 康浩 （応用地質） 山本 博文 （福井大学） 

吉田 英一 （名古屋大学） 米田 茂夫 （ダイヤコンサルタント） 

関西 朝倉 俊弘 （京都大学） 魚住 誠司 （ダイヤコンサルタント） 

（13名／13名）小田 高幸 （復建調査設計） 北田 奈緒子 （地域地盤環境研究所） 

佐藤 和志 （関西地盤環境研究ｾﾝﾀｰ） 高林 茂夫 （中央復建コンサルタンツ）

千木良 雅弘 （京都大学） 栃本 泰浩 （川崎地質）

松岡 俊文 （京都大学） 三田村 宗樹 （大阪市立大学） 

 村橋 吉晴 （村橋技術士事務所） 山田 和生 （日本工営） 

領木 邦浩 （近畿職業能力開発大学校）

中国四国 石井 秀明 （ナイバ） 小笠原 洋 （復建調査設計） 

(15名／15名) 金折 裕司 （山口大学） 北村 晴夫 （宇部建設コンサルタント）

須内 寿男 （構営技術コンサルタント） 曽我部 淳 （中電技術コンサルタント） 

田中 和広 （山口大学） 田村 栄治 （四電技術コンサルタント）

田村 彰三 （田村ボーリング） 外山 涼一 （荒谷建設コンサルタント）

西山 賢一 （徳島大学） 二木 重博 （エイト日本技術開発） 

増本  清 （島根大学） 森  直樹 （地研） 

与那城 稔 （ウエスコ） 

九州 池見 洋明 （九州大学） 梅﨑 基孝 （アバンス） 

（12名／12名）大石 寛之 （西日本技術開発） 加藤 靖郎 （川崎地質） 

 黒木 貴一 （福岡教育大学） 撰田 克哉 （日本地研） 

 永川 勝久 （基礎地盤コンサルタンツ） 長谷川清史 （建設技術研究所） 

 東谷  謙 （サンコーコンサルタント） 矢田  純 （カミナガ） 

 矢野 健二 （ジオテック技術士事務所） 山本 茂雄 （中央開発） 

以上


