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    国際土木委員会 

委   員 

委員長 矢吹 信喜 大阪大学大学院工学研究科 教授 

委員 木下 誠也 日本大学 危機管理学部危機管理学科 教授 

委員 見坂 茂範 国土交通省 大臣官房 技術調査課 課長 

委員 玉石 宗生 国土交通省 大臣官房 公共事業調査室 室長 

委員 垣下 禎裕 国土交通省 総合政策局 海外プロジェクト推進課 課長 

委員 田雜 隆昌 国土交通省 都市局 都市計画課 都市計画調査室 室長 

委員 藤田 士郎 
国土交通省 水管理・国土保全局 

河川計画課 河川情報企画室 室長 

委員 新田 恭士 国土交通省 道路局 国道・技術課 技術企画室 室長 

委員 浅見 尚史 国土交通省 港湾局 技術企画課 建設企画室 室長 

委員 牧野 武人 
国土交通省 航空局 航空ネットワーク部 

空港技術課 空港国際業務推進室 室長 

委員 西村 徹 
国土交通省 国土技術政策総合研究所 

社会資本情報基盤研究室 室長 

委員 桶屋 敏行 国土交通省 国土地理院 企画部 技術管理課 課長 

委員 野田 勝 （一財） 日本建設情報総合センター 理事 

委員 山下 純一 （一社） buildingSMART Japan 代表理事 

専 門 委 員 

専門委員 松田 敏昭 （一社）日本道路建設業協会 広報 技術部 

専門委員 平見 勝洋 
（一社）日本橋梁建設協会  

DX 推進特別小委員会 CIMワーキング 委員 

専門委員 中村 定明 
（一社）プレストレスト・コンクリート建設業協会 

BIM/CIM 推進・活用委員会 委員 

専門委員 時政 宏 （一社）日本トンネル技術協会 専務理事 

専門委員 長谷川 浩 （一財）港湾空港総合技術センター（SCOPE） 参与 

専門委員 藤井 誠剛 （一社）日本建設業連合会 インフラ再生委員会技術部会 委員 

専門委員 小沼 恵太郎 
（一社）建設コンサルタンツ協会 

統括技術委員会生産性向上 WG 副 WG長 
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専門委員 寺田 博志 （一社）OCF 理事 

専門委員 竹末 直樹 （一社）日本アセットマネジメント協会 理事 

専門委員 矢尾板 啓 （公社）土木学会 土木情報学委員会 幹事 

専門委員 谷中 慎 東日本高速道路（株） 技術本部 技術統括課 課長 

専門委員 落合 孝朗 
中日本高速道路（株） 技術本部 環境・技術企画部 

 環境・技術企画課 課長 

専門委員 竹縄 謙作 
西日本高速道路（株） 技術本部 技術環境部  

技術統括課 課長 

専門委員 渡部 義之 
（株）高速道路総合技術研究所 基盤整備推進部 

技術情報課 課長 

専門委員 河村 和信 
（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構 建設企画部  

技術企画課 課長 

専門委員 石村 隆敏 東日本旅客鉄道（株） 建設工事部 マネージャー 

オブザーバー 

オブザーバー 深田 遵 国土交通省 鉄道局 技術企画課 車両工業企画室 室長 

オブザーバー 山本 陽子 （一財）先端建設技術センター 技術調査部 部長 

オブザーバー 高橋 敏彦 （一財）経済調査会 審議役 

オブザーバー 盛谷 明弘 （一財）建設物価調査会 常任参与 

オブザーバー 牧
まき

角
すみ

 修 （一社）全国建設業協会 技術顧問 

オブザーバー 竹本 憲充 
（一社）日本建設機械施工協会 施工技術総合研究所 

研究第三部 主幹 

オブザーバー 須見 徹太郎 （一社）全国地質調査業協会連合会 専務理事 

オブザーバー 橘 菊生 （一社）全国測量設計業協会連合会 参与 

事 務 局 

事務局長 野田 勝 （一財） 日本建設情報総合センター 理事 

事務局員 宮田 信彦 （一社） buildingSMART Japan 事務局長 

事務局員 古屋 弘 （一社） buildingSMART Japan 理事・土木委員会 副委員長 

事務局員 有賀 貴志 
（一社） buildingSMART Japan 土木委員会 

インフラストラクチャ小委員会 委員長 

事務局員 明野 和彦 （一財） 日本建設情報総合センター 建設情報研究所 副所長 
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事務局員 横山 善行 （一財） 日本建設情報総合センター 参事 

事務局員 遠藤 卓也 （一財） 日本建設情報総合センター 副参事 

事務局員 庭田 敏行 （一財） 日本建設情報総合センター 副参事 

 


