
2019-2020 年度中部本部委員会委員構成及び部会幹事構成 

 

中部本部事務局会議  倫理委員会 

本部長 平田 賢太郎    委員長 比屋根 均  

理事･副本部長 水野 朝夫    委  員 麻田 祐一  

 副本部長  上田 直和    池田 実  

事務局長 山口 正隆    打田 憲生 委員会推薦 

事務局次長 春田 要一    小方 弘成  

会計幹事 富田 剛    倉地 晴幸 委員会推薦 

事務局員 岡井 政彦    鈴木 克彦 委員会推薦 

 竹居 信幸    鶴田 忠志 委員会推薦 

 安田 義美    春田 要一  

 山之上 誠    平田 賢太郎  

     藤井 淳志 委員会推薦 

     藤橋 健次 委員会推薦 

     藤原 茂喜 委員会推薦 

     水野 朝夫  

総務委員会   森川 英憲  

委員長 山口 正隆    山口 正隆  

副委員長 春田 要一    山田 豊久 愛知県支部推薦 

 委  員 池田 実    吉田 建彦 静岡県支部推薦 

 岩田 良明      

 上田 直和      

 岡井 政彦      

 竹居 信幸   教育促進小委員会 

 富田 剛   委員長 麻田 祐一  

 平澤 征夫   委  員 池田 実  

 平田 賢太郎    打田 憲生 委員会推薦 

 村橋 光臣    小方 弘成  

 森川 英憲    倉地 晴幸 委員会推薦 

 水野 朝夫    鈴木 克彦 委員会推薦 

 安田 義美    鶴田 忠志 委員会推薦 

 山之上 誠    春田 要一  

     比屋根 均  

     平田 賢太郎  

     藤井 淳志 委員会推薦 

     藤原 茂喜 委員会推薦 

     山口 正隆  



     山田 豊久 愛知県支部推薦 

     吉田 建彦 静岡県支部推薦 

       

企画委員会  修習技術者支援委員会 

委員長 竹居 信幸   委員長 行本 正雄  

 副委員長 富田 剛    副委員長 牧野 敏行  

 委  員 田島 暎久    委  員 中迎 誠 青年委員会推薦 

 長嶋 滋孔    西方 伸広 三重県支部推薦 

 平澤 征夫    服部 幸浩 委員会推薦 

 松谷 孝広 委員会推薦   平澤 征夫  

 牧野 好秀    森 一明 静岡県支部推薦 

 米澤 雅之 三重県支部推薦   山口 正隆  

       

       

       

       

       

研修委員会（ＣＰＤ委員会）  青年技術士交流委員会 

委員長 森川 英憲   委員長 石川 智康  

副委員長 麻田 祐一   副委員長 嘉田 善仁  

 委  員 池田 和人    成田 尚宣 委員会推薦 

 市川 浩司 
電気電子情報

工学部会推薦 

 
 委  員 中迎 誠 

委員会推薦 

 岡崎 憲一 
電気電子情報

工学部会推薦 

 
 加藤  潤哉 

委員会推薦 

 河原 弘明 委員会推薦   平野 健二郎 委員会推薦 

 小島 茂樹 委員会推薦   高瀬 春之 委員会推薦 

 芹澤 昌史 委員会推薦   小塚 俊吾 委員会推薦 

 高橋 保浩 岐阜県支部推薦   青山 尚弘 委員会推薦 

 成田 尚宣 青年委員会推薦   三島 孝朗 委員会推薦 

 長谷川 欽一       初谷 昇太朗 委員会推薦 

 吉居 誉治 委員会推薦  委員補佐 奥村 康 委員会推薦 

     小島 茂樹 委員会推薦 

     藤田 政利 委員会推薦 

     秋山 幸之朗 委員会推薦 

       

       



広報委員会  PL 実践研究小委員会 

委員長 岡井 政彦   委員長 前田 持  

 副委員長 栗本 和明    委  員 荒木 悟 委員会推薦 

   高木 智    家入 善彦 委員会推薦 

 委  員 井上 正喜 三重県支部推薦   池山 昭夫 委員会推薦 

 小島 茂樹 
青年技術士交流委

員会推薦 

 
 伊藤 博 委員会推薦 

 武田 晃 愛知県支部推薦   中山 直樹 委員会推薦 

 西方 伸広 三重県支部推薦   藤田 政利 委員会推薦 

 西本 テツオ 愛知県支部推薦   本堀 雷太 委員会推薦 

 中山 久仁厚 静岡県支部推薦   前田 武光 委員会推薦 

       

       

       

活用促進委員会  独立技術士交流委員会 

委員長 村橋 光臣   委員長 田島 暎久  

 副委員長 平田 賢太郎   幹  事 犬丸 晋 委員会推薦 

 委  員 川崎 哲夫    村橋 光臣  

 中平 真一 岐阜県支部推薦  委  員 安藤 雅彦  

 長谷川 欽一    石川 君雄 委員会推薦 

 前田 武光 委員会推薦   太田 隆之 委員会推薦 

 水野 公元    小島 竹雄 委員会推薦 

 西岡 昭彦    五味 道隆 委員会推薦 

 日比 幸人 委員会推薦   長谷川 正 委員会推薦 

 足立 正義 委員会推薦   原田 雅行 委員会推薦 

顧  問 渡邉 好啓 委員会推薦   前田 武光 委員会推薦 

     松原 守 委員会推薦 

     三宅 立郎 委員会推薦 

     吉村 元一 委員会推薦 

     伊藤 文夫 委員会推薦 

     原 浩之 委員会推薦 

       

       

       

 

  



社会貢献委員会（防災支援小委員会）  試験業務支援委員会 

委員長 平澤 征夫   委員長 中西 秀伸  

 副委員長 杉村 俊治 愛知県支部推薦  副委員長 上田 直和  

 委  員 庄村 昌明 
愛知県支部推薦

（幹事） 

 
 小方 弘成  

 中野 錦也 
愛知県支部推薦

（幹事） 

 
 濱田 常雄  

 森川 英憲 
岐阜県支部推薦

（幹事） 

 
委  員 石川 智康  

 柴田 達哉 
静岡県支部推薦

（幹事） 

 
 嘉田 善仁  

 米澤 雅之 
三重県支部推薦

（幹事） 

 
 栗本 和明  

 法安 章二 
愛知県支部推薦

（幹事） 

 
 中川 宗彦  

 牧野 敏行 
愛知県支部推薦

（幹事） 

 
 中村 央 静岡県支部推薦 

 池田 実 
愛知県支部推薦

（県防災代表） 

 
 堀  豊 三重県支部推薦 

 平野 正浩 
愛知県支部推薦

（県防災代表） 

 
   

       

       

       

       

理科支援小委員会  機械部会 

委員長 野々部 顕治   代表幹事 小方 弘成  

副委員長 加藤 信夫 委員会推薦  幹事 今津 英一朗  

  谷口 芳和    岡田 恭明  

委  員 麻田 祐一    奥村 康  

 小泉 雅弘 静岡県支部推薦   佐々木 恭助  

 高木 智    成田 博  

 前田 武光 委員会推薦   古川覚一  

 山口 隆正 委員会推薦   細野 洋  

 吉田 建彦 静岡県支部推薦   山口 隆正  

  



    航空部会 

    代表幹事 川崎 哲夫  

   

電気電子情報工学部会  化学部会 

代表幹事 水野 公元    代表幹事 池田 和人  

副代表幹事 長谷部 和憲    副代表幹事 平田 賢太郎  

 星野 昭広    幹事 上柳 和敏  

 古久根 伸征    常峰 邦夫  

 幹事 市川 浩司    堀  豊  

 石川 晃一    寺尾 高善  

 足立 茂美      

 岡崎 憲一   建設部会 

 秦  武廣    代表幹事 平澤 征夫  

 松島 正   副代表幹事 高橋 保浩  

 渡邉 永策    牧野 敏行  

 澤栗 裕二    幹事 杉村 俊治  

 吉村 元一    平野 正浩  

     中野 錦也  

上下水道部会    法安 章二  

 代表幹事 中西 利美    庄村 昌明  

幹事 村橋 光臣    山崎 武男  

     則竹 博明  

経営工学部会   加藤 光治  

 代表幹事 長谷川 欽一    野田 宏治  

 幹事 石川 君雄    鈴木 朗  

 安田 義美    後藤 徳善  

 富田 剛    小泉 雅弘  

 宮野 正克      

       

       

       

 

 


