
◎ 名誉会員称号の授与 

 

石  井   弓  夫    (株)建設技術研究所 代表取締役 会長 

伊  藤   喜  栄  
岩  﨑   敏  男    (財)土木研究センター 理事長 

太  田   利  隆  

小 野    和日児  

柿  沼   忠  男    愛媛大学名誉教授 

金  盛       弥 

川  合       勝 鹿島建設（株）常任顧問 

川  井       優    松尾建設（株）代表取締役副社長 

神  田       徹  

工  藤   智  明    清水建設（株）常任顧問 

鮏  川       登    早稲田大学創造理工学部社会環境工学科教授 

朴      慶   智   

髙  木   不  折    (財)河川環境管理財団 研究顧問 

高  松   良  晴    ジェイアール東日本コンサルタンツ（株）顧問 

樗  木       武    (財)福岡アジア都市研究所 理事長 

都  丸   徳  治 いであ（株）顧問 

中  村  良  夫    東京工業大学名誉教授 
濱  田   政  則 早稲田大学創造理工学部社会環境工学科教授 

平  峯       悠  
星  野  鐘  雄    ジェイアール西日本コンサルタンツ（株）技術顧問 
松  尾  友  矩 東洋大学大学院国際地域学研究科教授 
森     康   男 福井工業大学工学部教授 
森  地      茂 政策研究大学院大学政策研究科教授、(財)運輸政策研究 

機構 副会長、運輸政策研究所 所長 
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現  在 (株)建設技術研究所 

 取締役会長 

 

生年月日 昭和10年12月4日 

 

昭和34年 3月 東京大学工学部土木工学科卒業 

平成13年 6月 工学博士（東京大学） 

 

昭和34年 4月 建設技術研究所 入所 

昭和50年 6月 同社 東京本社 技術第3部 

 （河川）部長 

昭和57年 5月 同社 取締役 

平成 7年 3月 同社 代表取締役 社長 

平成15年 3月 同社 代表取締役 会長 

平成21年 3月 同社 取締役会長 

 

平成10年～ (社)日本河川協会常任理事 

平成12～16年 国際コンサルティングエンジニ

ア連盟（FIDIC）理事 

平成12～17年 世界水会議（WWC）理事 

平成15～19年 (社)建設コンサルタンツ協会 

会長 

平成17年～ 内閣府 日本学術会議特任連携

会員 

平成19年～ 世界工学団体連盟（WFEO）理事 

 

昭和43年 2月 技術士 

平成15年 7月 国土交通大臣表彰 

 

昭和32年 入会 

平成 6年 フェロー 

昭和42～44年 土木学会学会誌編集委員 

平成 9～10年度 理事 

平成10年度 国際委員会 委員長 

平成12～13年度 コンサルタント委員会 委員長 

平成15～17年度 国際貢献賞選考委員会 委員長 

平成18年度 理事（次期会長） 

平成19年度 会長 
 

 伊藤
い と う

  喜
よし

栄
しげ

 

 

 

 

 

 

 

生年月日 昭和14年1月19日 

 

昭和36年 3月 東京大学工学部土木工学科卒業 

 

昭和36年 4月 大成建設(株)入社 

昭和46年12月 カリフォルニア大学バークレー

MS卒業 

平成 5年 6月 大成建設(株) 取締役土木設計

部長  

平成 9年 6月 大成建設(株) 常務取締役  

平成13年 6月 大成建設(株) 常任監査役 

平成16年 6月 大成建設(株) 常任監査役退任 

  

昭和57年 入会  

平成 7年 フェロー 

平成 3年度 評議員 

平成 9～10年度 理事 

平成12～13年度 建設技術研究委員会 委員長 

平成13～16年度 倫理教育小委員会委員 

平成14～15年度 関東支部 支部長 

平成16～17年度 建設マネジメント委員会 

委員長
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現  在 (財)土木研究センター 理事長 

 

生年月日 昭和14年3月30日 

 

昭和36年 3月 九州大学工学部土木工学科卒業 

昭和56年 4月 工学博士（九州大学） 

 

昭和36年 4月 建設省土木研究所入省 

昭和45年 8月 米国ミシガン大学大学院 

 土木工学科修士課程修了 

昭和50年 7月 建設省土木研究所 構造橋梁部 

 振動研究室長 

昭和56年11月 建設省土木研究所 地震防災部 

 耐震研究室長 

昭和59年 4月 建設省土木研究所 地震防災部長 

昭和62年 5月 建設省土木研究所 企画部長、 

 研究調整官、次長 

平成 2年 4月  建設省土木研究所長 

平成 4年 5月 (財)道路新産業開発機構 顧問 

平成 5年 4月 (財)建設技術研究所 理事長 

平成17年 4月 (財)土木研究センター 理事長 

平成21年 4月 (財)土木研究センター 顧問 

 

平成 2～11年 世界道路協会（PIARC） 

 道路防災委員会 委員長 

平成 7年 4月～ (財)震災予防協会 監事 

平成14年 5月～ (社)日本道路協会 理事 

18年 5月  

平成16年 5月～ (財)海洋架橋・橋梁調査会 理事 

20年 2月  

平成17年 4月～ (財)建材試験センター 評議員 

平成18年 4月～ (財)先端建設技術センター 

20年 5月 理事 

 

昭和54年 5月 土木学会 論文賞 

昭和54年 7月 建設大臣表彰 業績表彰（研究） 

平成 3年 7月 建設大臣表彰 勤続精励表彰 

平成 6年 4月 科学技術庁長官賞 科学技術功労賞 

平成 6年 7月 国土庁長官賞 防災功績者賞 

 

昭和36年 入会 

平成7年 フェロー 

昭和50年10月～ 地震工学委員会 委員・顧問 

昭和60～61年度 評議員 

平成 3年度 理事 

 

 太田
お お た

  利
と し

隆
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生年月日 昭和13年12月10日 

 

昭和36年 北海道大学工学部土木工学科卒業 

昭和38年 北海道大学大学院工学研究科 

 修士課程修了 

 

昭和38年 首都高速道路公団 

昭和43年 北海道開発局土木試験所第2研

究部コンクリート研究室研究員 

昭和54年 北海道開発局土木試験所第2 

 研究部コンクリート研究室長 

昭和60年 北海道開発局土木試験所第2 

 研究部長 

昭和63年 北海道開発局開発土木研究所 

 構造部長 

平成元年 北海道開発局開発土木研究所 

 研究調整官 

平成4年 北海道開発局開発土木研究所長 

平成5年 (財)北海道生コンクリート技術 

 センター 理事長  

平成13年 日本データーサービス株式会社 

技術顧問 

平成18年 同上 退職 

 

平成16～17年 JICA SV ヨルダン王立科学院 
 建設研究センター 
平成18～20年 JICA SV サモア電力公社 

 

昭和34年 入会 

平成14年 フェロー 

昭和57～60年 コンクリート標準示方書改訂 

 小委員会委員 

昭和60～61年度 評議員 

昭和60～61年度 北海道支部 商議員 

平成15年 特別上級技術者 

 （鋼・コンクリート） 
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生年月日 昭和13年12月20日 

 

昭和40年 3月 京都大学大学院工学研究科 
 （土木工学専攻）修了 

 

昭和40年 4月 建設省入省 

平成元年 4月 建設省道路局有料道路課長 

平成 3年 4月 建設省建設経済局技術調査官 

平成 4年 7月 建設省大臣官房技術審議官 

平成 5年 6月 国土地理院長 

平成 7年 7月 日本道路公団 理事 

平成11年 9月 (社)建設コンサルタンツ協会 

顧問 

平成12年 6月 (社)建設コンサルタンツ協会 

副会長兼専務理事 

平成16年 1月 (財)建設物価調査会 理事長 

平成16年 5月～ (社)日本建設機械化協会 会長 

20年 5月  

 

平成 4年 入会 

平成 8年 フェロー  

平成 5年度 理事 

平成 8～ 9年度 理事 

平成 8～ 9年度 国際委員会 委員長 
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現  在 愛媛大学名誉教授 

 

生年月日 昭和7年12月12日 

 

昭和31年 3月 京都大学理学部地球物理学科卒業 

昭和31年 4月 京都大学大学院理学研究科 

 修士課程地球物理学専攻入学 

 

昭和34年 3月 同研究科同課程同専攻修了 

昭和34年 4月 京都大学大学院理学研究科博士課程 

 地球物理学専攻入学 

昭和35年 3月 同研究科同課程同専攻中途退学 

昭和49年11月 工学博士（京都大学） 

 

昭和35年 4月 京都大学助手防災研究所 

昭和41年10月 立命館大学助教授理工学部（土木工学科） 

昭和48年 1月 愛媛大学助教授工学部（土木工学科） 

昭和52年11月 愛媛大学教授工学部（海洋工学科） 

昭和62年10月～ 愛媛大学情報処理センター長 

平成元年 9月  

平成 4年 4月～ 愛媛大学評議員 

8年 3月  

平成 8年 4月～ 愛媛大学工学部長 

10年 3月  

平成 8年 4月～ 愛媛大学大学院理工学研究科長 

10年 3月  

平成 8年 4月 長崎総合科学大学評議員 

～15年 3月  

平成10年 4月 愛媛大学名誉教授 

平成10年 6月～ 長崎総合科学大学理事 

14年 5月  

平成13年 4月～ 長崎総合科学大学人間環境学部長 

15年 3月  

 

平成元年 2月 愛媛県県政功労者表彰（建設） 

平成 6年10月 日本地下水学会功労賞受賞 

昭和58年12月～ 愛媛県地方港湾審議会会長 

平成12年 1月  

平成 5年 6月～ 瀬戸内海環境保全審議会委員 

11年 6月 （総理府） 

平成 8年 7月～ 四国生産性本部理事 

10年 3月  

 

昭和35年 入会 

平成 7年 フェロー 

昭和60年度 中国四国支部 商議員 

昭和62～63年度 表彰委員会 委員 

昭和63～平成元年度  評議員 
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生年月日 昭和13年10月22日 
 
昭和36年 3月 京都大学工学部土木工学科卒業 
平成13年 工学博士（京都大学） 
 
昭和36年 4月 大阪府入庁 
昭和59年 4月 大阪府土木部 都市河川課長 
昭和61年 4月 大阪府土木部 河川砂防課長 
平成 2年 4月 大阪府土木部 技監 
平成 4年 4月 大阪府 土木部長 
平成 7年 4月 大阪府土地開発公社理事長 
平成 7年 9月 大阪府 副知事 
平成10年 6月 大阪府土地開発公社 理事長 兼任 
平成11年 7月 大阪府副知事退任、大阪府土地開

発公社理事長 専任 
平成12年 6月 大阪府都市開発(株) 
 代表取締役社長 
平成16年 7月～ (株)大林組 顧問 
18年12月  
 
平成 3年度 (社)全日本建設技術協会 
 大阪府地方協会会長 
平成16年 6月～ (財)砂防フロンティア整備 
19年 3月 推進機構理事 
平成17年 2月～ 国土交通省 近畿整備局 
19年 1月 淀川水系流域委員会委員 
平成17年10月～ 国土交通省 社会資本整備審議会 
19年 7月 河川分科会 淀川水系 河川整備 
 基本方針検討委員会委員 
平成19年 4月～ (財)砂防フロンティア整備推進 
 機構 専務理事 
平成20年 7月～ 大阪府港湾協会 会長 
 
平成 4年度 (社)全日本建設技術協会 

谷口功労賞 
 
昭和50年 入会 
平成 7年 フェロー 
昭和62～63年度 関西支部 商議員 
平成 7～ 8年度 評議員 
平成 8～ 9年 関西支部創立70周年記念事業実行

委員会 顧問・財務部会長 
平成 9～10年 平成10年度 全国大会実行委員会 

財務部会長 
平成11年度 関西支部 支部長 
平成11～12年度 役員候補者選考委員会 委員 
平成17～18年 平成18年度 全国大会実行委員会 

顧問 
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現  在 鹿島建設(株) 常任顧問 

 

生年月日 昭和13年7月10日 

 

昭和36年 3月 東京大学工学部土木工学科卒業 

 

昭和36年 4月 鹿島建設(株) 入社 

平成 4年 6月 鹿島建設(株) 取締役 

平成10年 6月 鹿島建設(株) 代表取締役 

 副社長（土木担当） 

平成20年 6月 鹿島建設(株) 常任顧問 

 
平成 12～20 年 (社)日本土木工業協会  

公共工事委員会 委員長 
平成17年～ (財)日本ダム協会 企画委員会 

委員長 

 

昭和35年 入会 

平成 7年 フェロー 

平成10年度 理事 

平成11年度 理事（副会長） 

平成12年度 役員候補者選考委員会 委員長 
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現  在 松尾建設(株) 代表取締役 

 副社長 

 

生年月日 昭和12年12月6日 

 

昭和35年 3月 九州大学工学部土木工学科卒業 

 

昭和35年 4月 建設省入省 

昭和59年 2月 建設省九州地方建設局道路部長 

昭和61年 7月 建設省道路局国道第二課長 

昭和62年 7月 沖縄県技監  

平成元年 7月 建設省九州地方建設局長 

平成 3年 3月 (財)道路保全技術センター  
 専務理事 

平成 4年 6月 (財) 日本道路交通情報センタ

ー 理事 

平成 6年11月 福岡北九州高速道路公社 
 理事長 

平成12年 6月 松尾建設株式会社 代表取締役

副社長 

 

昭和36年 入会 

平成 9年 フェロー 

平成 9～10年度 理事 

平成 12 年度 環境賞予備審査委員会 委員長 
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生年月日 昭和13年7月1日 

 

昭和38年 3月 大阪大学工学部卒業 

昭和38年 9月 大阪大学大学院工学研究科修士

課程中退 

昭和50年 工学博士（大阪大学） 

 

昭和38年10月 大阪大学助手（工学部） 

昭和44年 9月 大阪大学講師（工学部） 

昭和48年 4月 神戸大学助教授（工学部） 

昭和62年10月 神戸大学教授（工学部） 

平成14年 3月 停年退職。神戸大学名誉教授 

 

昭和52年10月～ 大阪大学工学部（水文学、河川 

平成13年 3月 工学、河川水文学） 

  

昭和58年 4月～ 国立公害研究所客員研究員 

平成 2年 3月 （水質土壌環境部） 

  

平成 3年11月～ 岐阜大学工学部（建設工学特論） 

4年 3月  

平成 7年 4月～ 神戸大学大学院国際協力研究科 

14年 3月 （水環境管理研究員） 

平成10年 4月～ 福井大学工学部（水文学） 

 

 国際水理学会（IAHR） 

 水文・水資源学会 

 

平成16年 5月 土木学会論文賞 

 

昭和36年 入会 

平成12年 フェロー 

昭和47～48年度 関西支部 商議員 

昭和57～58年度 関西支部 幹事 

昭和59～60年度 関西支部 商議員 

平成 9～10年度 評議員 

平成12年度 関西支部 副支部長 
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現  在 清水建設(株) 常任顧問 

 

生年月日 昭和14年2月18日 

 

昭和38年 3月 北海道大学工学部土木工学科 

 卒業 

 

昭和38年 4月 日本国有鉄道入社 

昭和60年 4月 日本鉄道建設公団入社 

平成 7年 7月～ 日本鉄道建設公団 理事 

11年 9月  

平成11年10月 清水建設(株) 常任顧問 

平成12年 6月 清水建設(株) 常務執行役員 

平成16年 6月 清水建設(株) 常任顧問 

 

平成16年 5月～ 日本鉄道施設協会 理事 

20年 5月  

平成16年 6月～ 日本鉄道施設協会 

20年 5月 関東支部評議員 

平成13年度～ URT協会 理事 

平成13年度～ RRR工法協会 理事 

 

昭和60年 入会 

平成 7年 フェロー 

昭和62～63年度 評議員 

平成 6年度 理事 

平成 9年度 理事 

平成 9年度 出版委員会 委員長 
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現  在 早稲田大学理工学術院教授 

 

生年月日 昭和14年4月19日 

 

昭和37年 3月 東京大学工学部土木工学科卒業 

 

昭和39年 3月 東京大学大学院数物系研究科 
 土木工学専門課程修士課程修了 
 

昭和41年11月 東京大学生産技術研究所助手 

昭和42年 3月 東京大学工学部助手 

昭和43年 3月 東京大学工学部講師 

昭和46年 4月 早稲田大学理工学部助教授 

昭和51年 4月 早稲田大学理工学部教授 

平成16年 9月 早稲田大学理工学術院教授 

 

昭和35年 入会 

平成 7年 フェロー 

昭和46～55年度 水理委員会 委員 

昭和60～61年度 水理委員会 委員 

昭和60～61年度 評議員、関東支部 商議員 

平成 5～ 6年度 理事 

平成 5年度 定款調査委員会 委員 

平成 5～ 6年度 企画調査委員会 委員 

平成 6～ 7年度 フェロー審査委員会 委員 
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生年月日 昭和14年2月17日 

 

昭和40年 京都大学大学院工学研究科 

 土木工学専攻修士課程修了 

昭和50年 技術士試験（建設部門）合格 

平成 4年 工学博士 

 

昭和39年 中央復建コンサルタンツ(株) 

 入社 

平成 2年 中央復建コンサルタンツ(株) 

取締役 

平成13年 中央復建コンサルタンツ(株) 

代表取締役社長 

平成20年 中央復建コンサルタンツ(株) 

代表取締役会長 

平成21年  中央復建コンサルタンツ(株) 

退社 

  

 (社)建設コンサルタンツ協会 

前常任理事、同近畿支部 前支部

長 

 著書：改訂新鉄道システム工学 

（平成元年） 

 

昭和37年 入会 

平成 ７年 フェロー 

平成14～15年度 理事 
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現  在 (財)河川環境管理財団 研究顧問 

 

生年月日 昭和12年11月29日 

 

昭和38年 3月 京都大学大学院工学研究科 

 修士課程修了 

昭和38年 4月 京都大学工学部 助手 

昭和41年 4月 京都大学工学部 講師 

昭和42年 4月 名古屋大学工学部 助教授 

昭和54年 5月 名古屋大学工学部 教授 

平成 8～ 9年度 名古屋大学評議員（併任） 

平成 9年 4月 名古屋大学大学院工学研究科 教授 

平成 9～10年度 名古屋大学高温エネルギー変換研

究センター長（併任） 

平成12年 4月 国立豊田工業高等専門学校長、 

 名古屋大学名誉教授 

平成17年 5月～ 現職 

 

昭和61年12月～ 愛知県公害対策審議会 委員 

平成 6年 7月  

平成 4年 7月～ 名古屋市都市計画審議会 委員 

10年 7月  

平成5・6・8・9 文部省学術審議会 専門委員 

年度  

平成 7年 7月～ 建設省長良川河口堰モニタリング 

12年 3月 委員会 委員 

平成 6年 8月～  愛知県環境審議会 委員 

8年 7月  

平成10年 9月～ 建設省中部地方建設局事業評価 

12年 3月 監視委員会 副委員長 

平成10年10月～ 愛知県土木部事業評価監視委員会 

12年 3月 委員長 

平成15年11月～ 文部科学省中央教育審議会大学分 

17年 3月 科会大学制度部会 委員 

 

平成14年 4月 土木学会中部支部功績賞 
 

昭和35年 入会 

平成 7年 フェロー 

昭和63年～ 

平成元年度 中部支部 幹事長 

平成 元年 5月～ 中部支部 商議員 

平成 2～ 3年度 理事 
平成 3～ ７年    本部創立80周年記念事業委員会並

実行委員会委員兼イベント部会長 

平成 5～ 7年度 水理委員会 委員長 
平成 9年～ 水理委員会(平成15年以降水工学 
平成20年度 委委員会）顧問 
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現  在   ジェイアール東日本コンサルタ 

ンツ(株) 顧問 

 

生年月日 昭和14年1月5日 

 

昭和37年 3月 東京大学工学部土木工学科卒業 

 

昭和37年 4月 日本国有鉄道入社 

昭和58年 8月 国鉄本社経営計画室計画主幹 

昭和60年 4月 運輸省大臣官房国有鉄道部施設

課長 

昭和62年 4月 東日本旅客鉄道(株)東京工事事

務所長 

平成 2年 6月 東日本旅客鉄道(株)取締役建設

工事部長 

平成 4年 6月 東日本旅客鉄道(株)常務取締役

東北地域本社長 

平成 7年 6月 東日本旅客鉄道(株)代表取締役

副社長 関連事業本部長 

平成 9年 6月 日本鉄道建設公団 副総裁 

平成14年 4月 埼玉新都市交通(株)代表取締役

専務 

平成17年 7月 ジェイアール東日本コンサルタ

ンツ(株)顧問 

 

昭和35年 入会 

平成 7年 フェロー 

昭和62～63年度 評議員 

平成 3～ 4年度 理事 
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現  在 (財)福岡アジア都市研究所 

 理事長 

 

生年月日 昭和14年 2月13日 

 

昭和37年 3月 九州大学工学部土木工学科卒業 

昭和45年 9月 工学博士 

 

昭和37年 4月 日本国有鉄道入社 

昭和40年 7月 九州大学工学部 助手 

昭和43年 4月 長崎大学工学部 助教授 

昭和44年11月 九州大学工学部 助教授 

昭和57年12月 九州大学工学部 教授 

平成 5、 6年度 工学部付属環境システム工学 

 研究センター長 

平成11年 4月 九州大学大学院工学研究科 

 教授 

平成12年 4月 九州大学大学院工学研究院 

 教授 

平成14年 3月 九州大学 退官 

平成14年 5月 九州大学 名誉教授 

平成15年10月 道守九州会議 代表世話人 

平成17年 4月 (財)福岡アジア都市研究所 

 理事長 

 

平成 6～10年度 日本都市計画学会九州支部長 

平成 8～10年度 アジア交通学会(EASTS-JAPAN)

理事 

 

平成 9年10月 アジア交通学会第2回国際会議

最優秀論文賞 

平成11年11月 福岡市功績者表彰 

平成15年 5月 2002年度日本都市計画学会 

 功績賞 

 

昭和37年 入会 

平成 7年 フェロー 

昭和61～62年度 評議員 

昭和61～ 

平成 3年度 西部支部 商議員 

平成 8～ 9年度 理事 

平成 8～ 9年度 西部支部 商議員 
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現  在 いであ(株) 顧問 

 

生年月日 昭和11年11月20日 

 

昭和40年 3月 京都大学大学院工学研究科 

 土木工学専攻修士課程修了 

 

昭和40年 建設省入省 

昭和55年 建設省中部地方建設局 

 三重工事事務所所長 

昭和60年 神奈川県土木部河港課長 

昭和63年 建設省河川局海岸課長 

平成 元年 建設省建設経済局国際課長 

平成 3年 茨城県土木部長 

平成 5年 建設省土木研究所次長 

平成 6年 (財)日本建設情報総合センター 

 理事 

平成10年 日本建設コンサルタント(株)  

 代表取締役社長 

平成18年 いであ(株) 代表取締役社長 

平成20年 いであ(株) 顧問 

平成21年 退任、現在に至る 

 

平成10年～ (社)国際建設技術協会 理事 

平成11～15年度 (社)日本技術士会 理事 

平成17～19年度 (社)日本技術士会 理事・会長 

平成17～19年度 日本技術者教育認定機構（JABEE）

理事 

平成12～14年度 (社)日本コンサルティングエンジ

ニア協会 理事・副会長 

平成14～18年度 (社) 日本コンサルティングエンジ

ニア協会 理事・会長（17年度まで） 

平成15～19年度 (社)日本コンサルタンツ協会 理事 

平成18年度～ World Water Council Governor 

 

平成16年度 土木学会 国際貢献賞 

 

平成元年 入会 

平成14年 フェロー 

平成 4～ 5年度 評議員 

平成10～14年度 建設コンサルタント委員会 委員 

平成14～15年度 理事 

平成15～19年度 国際委員会 委員 

平成17年度～ 教育企画・人材育成委員会 委員 
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現  在 東京工業大学名誉教授 

 

生年月日 昭和13年4月3日 

 

昭和38年 3月 東京大学工学部土木工学科卒業 

昭和48年 2月 工学博士（東京大学） 

 

昭和38年 4月 日本道路公団入社 

昭和40年 4月 東京大学工学部助手 

昭和43年 4月 東京大学工学部講師 

昭和50年12月 東京大学工学部助教授 

昭和51年 3月 東京工業大学工学部・大学院総合理

工学研究科助教授 

昭和57年 8月 東京工業大学工学部教授 

昭和60年 4月 パリ大学社会科学高等研究院 

 招聘教授 

平成 8年 7月 東京工業大学社会理工学研究科教

授、評議員 

平成10年 4月 京都大学大学院工学研究科教授 

平成11年 4月 東京工業大学名誉教授 

平成14年 3月 京都大学大学院工学研究科退職 

 

昭和57年度 サントリー学芸賞（「風景学入門」） 

昭和58年度 土木学会著作賞（「風景学入門」） 

昭和58年度 国際交通安全学会賞  

平成12年度 土木学会出版文化賞（「研ぎすませ

風景感覚 全2巻」） 

平成15年度 ユネスコ・メリナ・メルクーリ国際

賞（古河総合公園） 

平成15年度 土木学会出版文化賞（「風景学・実

践篇 風景を目ききする」） 

平成16年度 土木学会景観デザイン賞特別賞（太

田川環境護岸） 

平成16年度 ダンバートン・オークス・ハーバー

ド大学研究資料館・現代景観デザイ

ンコレクション収蔵（太田川環境護

岸、古河総合公園） 

平成18年度 土木学会功績賞 

 

昭和40年 入会 

平成 7年 フェロー 

平成 2～ 3年度 土木学会誌編集委員会 委員長 

平成 3～ 4年度 環境システム委員会 委員長 

平成 9～13年度 景観・デザイン委員会 委員長 

平成14～15年度 土木史研究委員会 委員長 
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現  在 早稲田大学理工学術院教授 

 

生年月日 昭和18年10月13日 

 

昭和41年 3月 早稲田大学理工学部 卒業 
昭和43年 3月 東京大学大学院工学研究科 
 修士課程 修了 
昭和55年 4月 工学博士（東京大学） 

 

昭和43年 4月 大成建設株式会社 入社 

昭和58年 4月 東海大学海洋学部 助教授 
昭和62年 4月 東海大学海洋学部 教授 

平成 6年 4月 早稲田大学理工学部 教授 
 

平成 8～ 9年度 地域安全学会 会長 

平成14～15年度 日本地震工学会 理事（副会長） 

平成17～20年度 日本学術会議 会員 

平成20年度 日本地震工学会 理事 

 （次期会長） 

 

昭和53年 土木学会論文奨励賞 

昭和61年 土木学会論文賞 

平成15年 神奈川県知事賞 

平成15年 日本ガス協会論文賞 

平成16年 日本ガス協会論文賞 

平成17年 経済産業大臣賞 

 

昭和53年 入会 

平成 7年 フェロー 

平成 9～10年度 理事 
平成14～15年度 理事（副会長） 
平成17年度 理事 
平成18年度 会長 
平成18年度 表彰委員会 委員長 

 平
ひら

峯
みね

 悠
ひさし

 

 

 

 

現  在  NPO法人地域デザイン研究会  

理事長 

 

生年月日 昭和13年12月1日 

 

昭和39年 3月 京都大学大学院工学研究科 

 土木工学専攻修了 

 

昭和39年 4月 大阪府入庁 

昭和62年 5月 大阪府土木部都市整備局 

 総合計画課長 

平成 2年 4月 大阪府土木部道路課長 

平成 4年 4月 大阪府土木部技監 

平成 7年 5月 大阪府土木部長 

平成 9年 4月 阪神高速道路公団理事 

平成11年 6月 大阪高速鉄道(株) 

 代表取締役社長 

平成14年 6月 鹿島建設(株)（平成17年 9月退

職） 

 

平成 5年度 (社)全日本建設技術協会 

 大阪府地方協会会長 

平成 5～ 6年度 (社)地盤工学会  

 関西支部副支部長 

平成 7～10年度 (社)地盤工学会 

 本部役員候補者選考委員 

平成 9年度 (社)地盤工学会 関西支部長 

平成10年度～ (社)地盤工学会 関西支部顧問 

平成12年度 (社)日本都市計画学会 

 副会長及び関西支部長 

平成13年度～ (社)日本都市計画学会 

 関西支部顧問 

 

平成 6年度 (社)全日本建設技術協会  

 谷口功労賞 

平成20年度 (社)地盤工学会 

 関西支部功労章 

平成20年度 (社)日本都市計画学会 功績賞 

 

昭和35年 入会 

平成 7年 フェロー 

平成元～ 2年度 関西支部 商議員 

平成 8～ 9年度 理事 
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現  在  ジェイアール西日本コンサルタン

ツ（株）技術顧問 

 

生年月日 昭和14年4月10日 

 

昭和38年 3月 京都大学工学部土木工学科卒業 

 
昭和38年 4月 日本国有鉄道入社 
昭和42年 6月 山陽新幹線神戸工事区長 
昭和44年12月 運輸省大臣官房総合交通係長 
昭和50年 3月 日本国有鉄道本社建設局線増課 

 総括補佐 
昭和52年 8月 日本鉄道建設公団 大阪支社 

 計画部長 

昭和56年 3月 日本国有鉄道天王寺管理局 

 施設部長 
昭和58年 8月 日本国有鉄道大阪工事局次長 

昭和61年 3月 日本国有鉄道本社建設局 

 都市交通課長 

昭和62年 4月 西日本旅客鉄道(株)大阪工事事務

所長 

昭和63年 4月 西日本旅客鉄道(株)施設部長 

平成 2年 6月 西日本旅客鉄道(株)取締役 

 建設工事部長 

平成 6年 6月 関西高速鉄道(株)常務取締役 

平成10年 6月 関西高速鉄道(株)代表取締役社長 

平成12年 6月 ジェイアール西日本コンサルタン

ツ(株)代表取締役社長 

平成18年 6月 ジェイアール西日本コンサルタン

ツ(株)相談役 

平成20年 6月 ジェイアール西日本コンサルタン

ツ(株)技術顧問 

 

平成14年 4月～ 

15年 4月 (社)地盤工学会 関西支部 支部長 

平成15年 4月～ (社)地盤工学会 関西支部 顧問 

平成17年 5月～ (社)日本鉄道技術協会 理事 

 
昭和37年 入会 
平成 7年 フェロー 
昭和57～58年度 関西支部 商議員 

昭和57～58年度 関西支部FCC委員 

平成18年度 関西支部 支部長 

平成19年 3月～ 

20年 2月  関西支部「支部創立80周年記念行事

実行委員会」委員長 

平成15年 3月 土木学会 特別上級技術者（施工・

マネジメント） 
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現  在  東洋大学学長、東京大学名誉教授 

 

生年月日 昭和14年 4月30日 

 

昭和38年 3月 東京大学工学部土木工学科卒業 

昭和40年 3月 東京大学大学院修士課程修了 

 （土木工学専攻）  

昭和49年10月 工学博士（東京大学） 

 

昭和41年 4月 東京大学工学部助手 

 （工学部都市工学科） 

昭和43年 4月 東京大学工学部講師（同上） 

昭和48年 4月 東京大学助教授（同上） 

昭和57年 1月 東京大学教授（同上） 

平成 7年 4月 東京大学大学院教授（工学系研究科

都市工学専攻）、東京大学環境安全

研究センター長併任（～平成10年 3

月） 

平成12年 3月 東京大学停年退官 

平成12年 4月 東洋大学工学部教授 

平成13年 4月 東洋大学国際地域学部教授 

平成15年 9月 東洋大学学長 

 

昭和38年 入会 

平成 7年 フェロー 

平成 2～ 3年度 評議員 

平成 7～ 8年度 理事 

平成 7年 6月～ 

9年 5月 環境工学委員会 委員長 

平成 8年 6月～ 

10年 5月 土木学会論文集編集調整委員会 

 委員長 

平成11年 4月～ 

13年 3月 環境工学委員会論文集小委員会 

 委員長 
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現  在 政策研究大学院大学 政策研究科 

教授、財団法人運輸政策研究機構 

副会長、運輸政策研究所 所長 

現  在 福井工業大学工学部教授 

 

生年月日 昭和14年2月24日 
  
生年月日 昭和18年 9月29日 昭和37年 3月 大阪大学工学部構築工学科卒業 
  
昭和41年 3月 東京大学工学部土木工学科 卒業 昭和37年 4月 日本道路公団入社 
 昭和43年 6月 マサチューセッツ工科大学大学

院土木工学専攻修士課程修了 昭和41年 4月 日本国有鉄道 入社 

昭和42年 2月 東京工業大学 理工学部 助手 昭和51年 9月 マレイシア連邦国道路専門家 
昭和50年 4月 東京工業大学 工学部 助教授 昭和54年10月 日本道路公団東京第一建設局企

画調査課長 昭和55年 3月～ マサチュセッツ工科大学 

56年 2月 客員フェロー 昭和57年 2月 日本道路公団東京第一建設局東

富士道路工事事務所長 昭和62年 3月 東京工業大学 工学部 教授 

平成 4年 8月～ フィリピン大学 客員教授 昭和59年11月 日本道路公団企画調査部主幹 
5年 8月  昭和62年 2月 (財)高速道路技術センター 

平成 8年 4月 東京大学大学院工学系研究科  建設技術部長 
 社会基盤工学専攻 教授 平成 2年 2月 日本道路公団本社調査役 
平成14年 4月 東京工業大学 名誉教授 平成 2年 4月 大阪大学工学部 教授 
平成16年 4月 政策研究大学院大学 教授、 平成14年 4月 大阪大学名誉教授、福井工業 
  （財）運輸政策研究機構 副会長、  

運輸政策研究所 所長 
 大学工学部 教授 

 
平成16年 6月 東京大学 名誉教授 平成10～11年 日本都市計画学会理事及び 
  関西支部 支部長 
平成12～14年 交通工学研究会 会長  大阪交通科学研究会 副会長 
平成13年 3月～ 国土審議会 会長代理、計画部会長  
平成15～19年 アジア交通学会 会長 平成13年 第15回交通工学論文賞 
平成17年 3月～ 社会資本整備審議会 会長代理  
平成18年10月～ 横浜市都市計画審議会 会長  昭和47年 入会 
 平成 7年 フェロー 
昭和50年 土木学会論文奨励賞 平成 5～ 6年度 関西支部 商議員 
平成 8年 交通工学研究会論文賞 平成 7～ 8年度 評議員 
平成14年 交通文化賞 国土交通大臣表彰 平成11年度 関西支部 副支部長 
  
昭和40年 入会  
平成 7年 フェロー  
平成 4～ 5年度 評議員  
平成10～11年度 理事、企画委員会 委員長、土木計

画学研究委員会 委員長 
 

 
平成12年度 理事（副会長）  
平成13年度 役員候補者選考委員会 委員長、  
 環境賞選考委員会 委員長  
平成15年度 理事  
平成16年度 会長  
平成16年度 表彰委員会 委員長  

 


