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9  関係者名簿 

（所属、役職は担当当時のもの。ただし、異動後も平成 17 年 4 月時点で執筆担当者である場合は現所属。） 

所属 役職 氏名 担当期間（年度）

国土交通省大臣官房技術調査課 課長補佐 才木 潤 H14～H15 

国土交通省大臣官房技術調査課 課長補佐 滝本 悦郎 H16 

国土交通省大臣官房技術調査課 技術情報係長 森久保 司 H14 

国土交通省大臣官房技術調査課 技術情報係長 柴田 亮 H15～H16 

国土交通省総合政策局建設施工企画課 課長補佐 星隈 順一 H14～H15 

国土交通省総合政策局建設施工企画課 課長補佐 鹿野 安彦 H16 

国土交通省総合政策局建設施工企画課 係長 柳瀬 健一郎 H16 

国土地理院企画部測量指導課 課長 鎌田 高造 H14 

国土地理院企画部測量指導課 課長 佐藤 潤 H15～H16 

国土地理院企画部測量指導課 課長補佐 北原 敏夫 H14～H15 

国土地理院企画部測量指導課 課長補佐 鈴木 宏昭 H16 

国総研高度情報化研究センター情報基盤研究室 室長 奥谷 正 H14～H15 

国総研高度情報化研究センター情報基盤研究室 室長 上坂 克巳 H16 

国総研高度情報化研究センター情報基盤研究室 主任研究官 青山 憲明 H14～H16 

国総研高度情報化研究センター情報基盤研究室 主任研究官 新田 恭士 H14 

国総研高度情報化研究センター情報基盤研究室 主任研究官 有冨 孝一 H14～H16 

国総研高度情報化研究センター情報基盤研究室 研究官 岸野 正 H15 

国総研高度情報化研究センター情報基盤研究室 研究官 松岡 謙介 H16 

国総研高度情報化研究センター情報基盤研究室 研究官 田中 洋一 H16 

北海道開発局札幌開発建設部道路建設課 課長 赤代 惠司 H14 

北海道開発局事業振興部技術管理課 課長補佐 谷口 秀之 H16 

北海道開発局事業振興部技術管理課 技術開発係長 国島 英樹 H16 

北海道開発局札幌開発建設部道路建設課 課長補佐 渡辺 勲 H15 

北海道開発局札幌開発建設部道路建設課 課長補佐 竹腰 稔 H16 

北海道開発局札幌開発建設部札幌道路事務所 主任 村上 勇一 H14 

札幌道路事務所第一工事課 主任 別府 準也 H16 

札幌道路事務所第一工事課第一建設係 主任 岡山 重雄 H15～H16 

東北地方整備局企画部技術管理課 課長補佐 黒瀬 芳紀 H14～H15 

東北地方整備局仙台河川国道事務所 道路管理第二課長 簾内 章也 H14～H15 

東北地方整備局仙台河川国道事務所 道路管理第二課長 金ヶ瀬 光正 H16 

東北地方整備局企画部技術管理課 課長補佐 石森 武博 H16 

東北地方整備局仙台河川国道事務所道路管理第二課 維持係長 伊藤 正志 H14～H15 

東北地方整備局仙台河川国道事務所道路管理第二課 維持係長 菊池 正範 H16 
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所属 役職 氏名 担当期間（年度）

東北地方整備局仙台河川国道事務所道路管理第二課 維持係 長谷川 剛 H14～H15 

東北地方整備局仙台河川国道事務所道路管理第二課 維持係 佐々木 大祐 H16 

関東地方整備局企画部技術管理課 課長補佐 乙守 和人 H17 

関東地方整備局企画部技術管理課 建設専門官 鹿角 豊 H16 

関東地方整備局企画部技術管理課 建設専門官 山口 充弘 H15 

関東地方整備局首都国道事務所 副所長 奥村 佐登志 H14～H15 

関東地方整備局首都国道事務所 副所長 上杉 範雄 H16 

関東地方整備局首都国道事務所工務課 専門職 山口 三郎 H15～H16 

関東地方整備局首都国道事務所工務課 専門職 齋藤 健吉 H14～H15 

北陸地方整備局企画部 技術管理課長 石田 孝司 H15～H16 

北陸地方整備局企画部 技術管理課補佐 大石 登 H15 

北陸地方整備局企画部 技術管理課補佐 八橋 義昭 H16 

北陸地方整備局企画部技術管理課 基準第一係主任 宮本 憲治 H15～H16 

北陸地方整備局北陸技術事務所 技術情報課長 和泉田 芳和 H15～H16 

北陸地方整備局北陸技術事務所技術情報課 技術情報係長 水島 昭一 H15～H16 

北陸地方整備局国営越後丘陵公園工事事務所 調査設計課長 和田 日朗 H15 

中部地方整備局企画部技術管理課 技術管理課長補佐 芳野 昇 H14～H15 

中部地方整備局企画部 建設専門官 福岡 和弥 H16 

中部地方整備局企画部技術管理課 技術審査係長 岡田 朝男 H14～H16 

中部地方整備局企画部技術管理課 技術審査係主任 新美 好司 H14～H16 

中部地方整備局多治見砂防国道事務所 上松出張所 三輪 勝弘 H14～H15 

近畿地方整備局企画部技術管理課 技術管理課長補佐 下野 公仁 H14～H15 

近畿地方整備局企画部技術管理課 技術管理課長補佐 田中 浩一 H16 

近畿地方整備局企画部技術管理課 教習係長 福本 雅宏 H15～H16 

近畿地方整備局企画部技術管理課   菅野 豊 H14～H16 

近畿地方整備局豊岡河川国道事務所 工務課長 山田 雅義 H14～H16 

近畿地方整備局姫路河川国道事務所 工務第二課 工務係長 廣田 光秀   

中国地方整備局福山河川国道事務所 三原国道出張所所長 黒川 英知 H14～H16 

四国地方整備局企画部技術管理課 課長補佐 冨野 泰三   

四国地方整備局企画部電算情報課 専門職 山田 敬二 H14 

四国地方整備局企画部技術管理課 技術審査係長   柳 忠和   

四国地方整備局企画部技術管理課 技術審査係長   長尾 純二   

四国地方整備局企画部技術管理課 技術審査係 宮田 晃   

四国地方整備局徳島河川国道事務所 交通対策課長 手塚 寛之 H14～H16 

四国地方整備局徳島河川国道事務所交通対策課 交通対策課長 本田 肇   

四国地方整備局徳島河川国道事務所道路管理第一課 管理係長 江本 英幸   



 

143 

所属 役職 氏名 担当期間（年度）

四国地方整備局徳島河川国道事務所道路管理第一課   秋森 良一   

四国地方整備局徳島河川国道事務所 交通対策課 塩野 知巳   

四国地方整備局徳島河川国道事務所調査第一課 調査第一課長 田中 衛   

四国地方整備局徳島河川国道事務所調査第一課 計画係長 井上 博文   

四国地方整備局徳島河川国道事務所調査第二課   近藤 奨   

四国地方整備局徳島河川国道事務所調査第一課 計画係長 清水 敦司   

四国地方整備局徳島河川国道事務所調査第二課   有田 由高   

四国地方整備局徳島河川国道事務所工務第一課   土肥 学   

九州地方整備局企画部技術管理課 課長補佐 柴田 智 H14～H15 

九州地方整備局企画部技術管理課 課長補佐 川野 晃 H16 

九州地方整備局企画部技術管理課 施工調査係長 薄田 邦貴 H14～H15 

九州地方整備局企画部技術管理課 施工調査係長 堀江 隆一 H16 

九州地方整備局企画部技術管理課 施工調査係 野上 英昭 H16 

九州地方整備局佐賀国道事務所 建設監督官 久保田 猛 H14～H16 

九州地方整備局佐賀河川総合開発工事事務所工務課 事業調整係長 津田 久則 H15～H16 

九州地方整備局佐賀河川総合開発工事事務所工務課 工務係 東郷 純一 H14～H15 

九州地方整備局佐賀河川総合開発工事事務所工務課 事業調整係 谷口 正浩 H15～H16 

内閣府沖縄総合事務局北部国道事務所 工務課長 比嘉 肇 H14 

内閣府沖縄総合事務局北部国道事務所 工務課長 喜舎場 正秀 H15 

内閣府沖縄総合事務局北部国道事務所 工務課長 豊田 紀明 H16 

内閣府沖縄総合事務局北部国道事務所 工務係長 屋我 直樹 H16 

 




