
５．２ 役員会・幹事会のあゆみ 

 

 東北支部発足時から現在までの役員会・幹事会の構成と主な活動を以下に示す。 
 

 

■平成7年度 

支 部 長 三浦  尚 東北大学工学部土木工学科 
大塚 浩司 東北学院大学工学部土木工学科 
田崎 忠行 建設省東北地方建設局企画部 
田中 礼治 東北工業大学工学部建築学科 
外門 正直 東北工業大学工学部土木工学科 
三橋 博三 東北大学工学部建築学科 

幹  事 

諸橋  明 宮城県生コンクリート工業組合 
大濱 嘉彦 日本大学工学部建築学科 
加藤  光 JR東日本東北工事事務所 
川上  洵 秋田大学鉱山学部土木環境工学科 
佐藤 哲明 東北電力（株）土木建築部 
庄谷 征美 八戸工業大学土木工学科 
竹本 恒行 日本道路公団仙台建設局建設部 
館林 利雄 （株）竹中工務店東北支店技術部 
月永 洋一 八戸工業大学建築学科 
奈良  裕 青森県生コンクリート工業組合 
長谷川 福太郎 鹿島建設（株）東北支店土木部 
畠中  渺 山形県生コンクリート工業組合 
濱島 由勝 電気化学工業（株）東北支店 
原  忠勝 日本大学工学部土木工学科 
藤原 忠司 岩手大学工学部土木工学科 
保坂 勝信 秋田県生コンクリート工業組合 
三好 周造 福島県生コンクリート工業組合 

常任委員 

湯沢 幸造 岩手県生コンクリート工業組合 
会計監査 工藤 定實 （株）ポゾリス物産仙台営業所 
 
主要議題 

 
・平成 7年 10月 4日  JCI東北支部設立 

同       JCI東北支部規約 制定 
・表彰委員会設立（委員長 大塚 浩司） 
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■平成8年度 

支 部 長 三浦  尚 東北大学工学部土木工学科 
大塚 浩司 東北学院大学工学部土木工学科 
田崎 忠行 建設省東北地方建設局企画部 
田中 礼治 東北工業大学工学部建築学科 
外門 正直 東北工業大学工学部土木工学科 
三橋 博三 東北大学工学部建築学科 

幹  事 

諸橋  明 宮城県生コンクリート工業組合 
大濱 嘉彦 日本大学工学部建築学科 
加藤  光 JR東日本東北工事事務所 
川上  洵 秋田大学鉱山学部土木環境工学科 
佐藤 哲明 東北電力（株）土木建築部 
庄谷 征美 八戸工業大学土木工学科 
竹本 恒行 日本道路公団仙台建設局建設部 
館林 利雄 （株）竹中工務店東北支店技術部 
月永 洋一 八戸工業大学建築学科 
奈良  裕 青森県生コンクリート工業組合 
長谷川 福太郎 鹿島建設（株）東北支店土木部 
畠中  渺 山形県生コンクリート工業組合 
原  忠勝 日本大学工学部土木工学科 
坂内  哲 住友大阪セメント（株）東北支店 
藤原 忠司 岩手大学工学部土木工学科 
保坂 勝信 秋田県生コンクリート工業組合 
三好 周造 福島県生コンクリート工業組合 

常任委員 

湯沢 幸造 岩手県生コンクリート工業組合 
工藤 定實 （株）ポゾリス物産仙台営業所 会計監査 

峯  好武 オリエンタル建設 
 

主要議題 

・支部規約の一部改定（変更箇所不明） 
・支部長の推薦投票方法の内規が制定 
・講演、講習会 
講習会共催 H8.4.16 コンクリートセミナー 共催：セメント協会 
講習会共催 H8.5.24 コンクリート示方書講習会 共催：土木学会東北支部 
講演会後援 H8.9.10 wittman教授講演会 
      建築学会・土木学会東北支部 共催 
講演会主催 H8.10.16 Gemert教授講演会 
講習会後援 H8.10.31 コンクリート標準示方書 耐震設計編講習会 
講習会後援 H8.12.3 セメント系固化材セミナー 
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■平成9年度 

支 部 長 三橋 博三 東北大学大学院工学研究科 
大塚 浩司 東北学院大学工学部土木工学科 
庄谷 征美 八戸工業大学土木工学科 
鈴木 基行 東北大学大学院工学研究科 
田崎 忠行 建設省東北地方建設局企画部 
田中 礼治 東北工業大学工学部建築学科 
外門 正直 東北工業大学工学部土木工学科 

幹  事 

諸橋  明 宮城県生コンクリート工業組合 
大濱 嘉彦 日本大学工学部建築学科 
加藤  光 JR東日本東北工事事務所 
川上  洵 秋田大学鉱山学部土木環境工学科 
菅野 喜貞 東北電力（株）土木建築部 
館林 利雄 （株）竹中工務店東北支店技術部 
月永 洋一 八戸工業大学建築学科 
奈良  裕 青森県生コンクリート工業組合 
濃添 元宏 日本道路公団東北支社建設部 
長谷川 福太郎 鹿島建設（株）東北支店土木部 
畠中  渺 山形県生コンクリート工業組合 
原  忠勝 日本大学工学部土木工学科 
佐藤 利幸 住友大阪セメント（株）東北支店 
藤原 忠司 岩手大学工学部土木工学科 
保坂 勝信 秋田県生コンクリート工業組合 
三好 周造 福島県生コンクリート工業組合 

常任委員 

佐々木 浅雄 岩手県生コンクリート工業組合 
工藤 定實 （株）ポゾリス物産仙台営業所 会計監査 

八木 定利 オリエンタル建設 
顧  問 三浦  尚 東北大学大学院工学研究科 

 
主要議題 

・講演、講習会 
講演会主催 H9.10.15「設計におけるコンクリートのクリープ・収縮の重要性」 

講師： A.ghali氏（カナダ・カルガリー大学） 
講演会共催 H9.10.24「２１世紀のポリマーセメント系複合材料を展望する」 
      講師：大濱嘉彦氏（日本大学工学部） 

・H11年の JCI年次大会への準備 
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■平成10年度 

支 部 長 三橋 博三 東北大学大学院工学研究科 
大塚 浩司 東北学院大学工学部土木工学科 
北川  明 建設省東北地方建設局企画部 
庄谷 征美 八戸工業大学工学部土木工学科 
鈴木 基行 東北大学大学院工学研究科 
田中 礼治 東北工業大学工学部建築学科 
外門 正直 東北工業大学工学部土木工学科 
原  忠勝 日本大学工学部土木工学科 

幹  事 

諸橋  明 宮城県生コンクリート工業組合 
大濱 嘉彦 日本大学工学部建築学科 
加藤  光 JR東日本東北工事事務所 
川上  洵 秋田大学工学資源学部土木環境工学科 
豊川 和夫 東北電力（株）土木建築部 
千葉 繁樹 岩手県生コンクリート工業組合 
佐藤 利幸 住友大阪セメント（株）東北支店 
島貫 公二郎 （株）ポゾリス物産仙台営業所 
館林 利雄 （株）竹中工務店東北支店技術部 
月永 洋一 八戸工業大学工学部建築学科 
奈良  裕 青森県生コンクリート工業組合 
濃添 元宏 日本道路公団東北支社建設部 
長谷川 福太郎 鹿島建設（株）東北支店土木部 
畠中  渺 山形県生コンクリート工業組合 
藤原 忠司 岩手大学工学部建設環境工学科 
保坂 勝信 秋田県生コンクリート工業組合 

常任委員 

三好 周造 福島県生コンクリート工業組合 
工藤 定實 日本リソイル協会 会計監査 
八木 定利 オリエンタル建設（株）東北支店 

顧  問 三浦  尚 東北大学大学院工学研究科 
 

主要議題 

・支部規約の一部改定（決算に関する項目の追加） 
・講演、講習会 
講演会後援 H10.4.10「日本建築学会・寒中コンクリートの施工指針改定講習会」 

講師：鎌田英治氏（北海道大学）、他３名 
講演会共催 H10.6.19「寒冷地コンクリートの耐久性」 
      講師：月永洋一氏（八戸工業大学）、他１名 
講演会共催 H10.10.20「コンクリート構造の補修・補強セミナー」 
      講師：出村克宣（日本大学工学部）、他３名 
講演会後援 H11.2.19「日本建築学会・コンクリート関連指針講習会」 
      講師：阿部道彦（建設省建築研究所）、他３名 

・H11年の JCI年次大会への準備 
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■平成11年度 

支 部 長 大塚 浩司 東北学院大学工学部土木工学科 
庄谷 征美 八戸工業大学工学部土木工学科 
鈴木 基行 東北大学大学院工学研究科 
田中 礼治 東北工業大学工学部建築学科 
奈良  裕 青森県生コンクリート工業組合 

幹  事 

谷戸 善彦 建設省東北地方建設局企画部 
常任委員 
研究委員会委員長 外門 正直 東北工業大学工学部土木工学科 

常任委員 
表彰委員会委員長 原  忠勝 日本大学工学部土木工学科 

井上 範夫 東北大学大学院工学研究科 
岩崎 幹郎 福島県生コンクリート工業組合 
大西 敏夫 日本道路公団東北支社建設部 
大濱 嘉彦 日本大学工学部建築学科 
加藤  光 JR東日本東北工事事務所 
川上  洵 秋田大学工学資源学部土木環境工学科 
工藤 定實 日本リソイル協会 
小林 忠司 前田製管（株）東北統括支店 
島田  學 宮城県生コンクリート工業組合 
鈴木 宏尚 宇部三菱セメント（株）東北支店 
館林 利雄 （株）竹中工務店東北支店技術部 
千葉 繁樹 岩手県生コンクリート工業組合 
月永 洋一 八戸工業大学工学部建築学科 
豊川 和夫 東北電力（株）土木建築部 
長谷川 福太郎 鹿島建設（株）東北支店土木部 
畠中  渺 山形県生コンクリート工業組合 
藤原 忠司 岩手大学工学部建設環境工学科 

常任委員 

保坂 勝信 秋田県生コンクリート工業組合 
伊藤 平次 （株）ポゾリス物産仙台営業所 会計監査 
八木 定利 オリエンタル建設（株）東北支店 

顧問・本部理事 三橋 博三 東北大学大学院工学研究科 
顧  問 三浦  尚 東北大学大学院工学研究科 
 
主要議題 

・支部規約の一部改定（支部が全国に設けられたため、全支部共通の枠組みとなるよう改定） 
・講演、講習会 
講演会後援 H12.3.2「社団法人セメント協会・セメント系固化材を用いた地盤・土質改良

の新技術」 講師：高橋民樹（（社）セメント協会）、他４名 
講演会主催 H12.3.15「融雪剤（凍結防止剤）によるコンクリート構造物の劣化に関する

シンポジウム」 講師：三浦 尚（東北大学大学院）他９名 
・コンクリート工学年次大会 1999（仙台）の開催 H11.7.7～H11.7.9 
        場所：江陽グランドホテル 
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■平成12年度 

支 部 長 大塚 浩司 東北学院大学工学部土木工学科 
庄谷 征美 八戸工業大学工学部土木工学科 
鈴木 基行 東北大学大学院工学研究科 
田中 礼治 東北工業大学工学部建築学科 
奈良  裕 青森県生コンクリート工業組合 

幹  事 

谷戸 善彦 建設省東北地方建設局企画部 
常任委員 
研究委員会委員長 外門 正直 東北工業大学工学部土木工学科 

常任委員 
表彰委員会委員長 原  忠勝 日本大学工学部土木工学科 

井上 範夫 東北大学大学院工学研究科 
岩崎 幹郎 福島県生コンクリート工業組合 
大西 敏夫 日本道路公団東北支社建設部 
大濱 嘉彦 日本大学工学部建築学科 
加藤  光 JR東日本東北工事事務所 
川上  洵 秋田大学工学資源学部土木環境工学科 
工藤 定實 日本リソイル協会 
小林 忠司 前田製管（株）東北統括支店 
島田  學 宮城県生コンクリート工業組合 
鈴木 宏尚 宇部三菱セメント（株）東北支店 
館林 利雄 （株）竹中工務店東北支店技術部 
千葉 繁樹 岩手県生コンクリート工業組合 
月永 洋一 八戸工業大学工学部建築学科 
豊川 和夫 東北電力（株）土木建築部 
長谷川 福太郎 鹿島建設（株）東北支店土木部 
畠中  渺 山形県生コンクリート工業組合 
藤原 忠司 岩手大学工学部建設環境工学科 

常任委員 

保坂 勝信 秋田県生コンクリート工業組合 
伊藤 平次 （株）ポゾリス物産仙台営業所 会計監査 
八木 定利 オリエンタル建設（株）東北支店 

顧問・本部理事 三橋 博三 東北大学大学院工学研究科 
顧  問 三浦  尚 東北大学大学院工学研究科 
 
主要議題 

・講演、講習会 
講習会主催「JCI東北支部コンクリート技術講習会」 
      H12.11. 9（宮城） 講師：外門 正直、他２名 
      H12.11.16（岩手） 講師：藤原 忠司、他２名 
      H12.11.17（宮城） 講師：鈴木 基行、他２名 
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 ■平成13年度 
支 部 長 田中 礼治 東北工業大学工学部建築学科 

井上 範夫 東北大学大学院工学研究科 
庄谷 征美 八戸工業大学工学部環境建設工学科 
外門 正直 東北工業大学工学部土木工学科 
奈良  裕 青森県生コンクリート工業組合 

幹  事 

大内 忠臣 国土交通省東北地方整備局企画部 
常任委員 
研究委員会委員長 大濱 嘉彦 日本大学工学部建築学科 

常任委員 
表彰委員会委員長 原  忠勝 日本大学工学部土木工学科 

遠藤 孝夫 東北学院大学工学部土木工学科 
大西 敏夫 日本道路公団東北支社建設部 
大沼 正昭 東北工業大学工学部建築学科 
加藤  光 JR東日本コンサルタンツ（株） 
川上  洵 秋田大学工学資源学部土木環境工学科 
小林 忠司 前田製管（株）東北統括支店 
工藤 定實 日本リソイル協会 
岩崎 幹郎 福島県生コンクリート工業組合 
島田  學 宮城県生コンクリート工業組合 
鈴木 宏尚 宇部三菱セメント（株）東北支店 
鈴木 基行 東北大学大学院工学研究科 
館林 利雄 （株）竹中工務店東北支店技術部 
千葉 繁樹 岩手県生コンクリート工業組合 
月永 洋一 八戸工業大学工学部建築工学科 
豊川 和夫 東北電力（株）土木建築部 
長谷川 福太郎 鹿島建設（株）東北支店土木部 
渡辺 英一 山形県生コンクリート工業組合 
藤原 忠司 岩手大学工学部建設環境工学科 

常任委員 

保坂 勝信 秋田県生コンクリート工業組合 
伊藤 平次 （株）ポゾリス物産仙台営業所 会計監査 
森下 昭吾 オリエンタル建設（株）東北支店 

顧問・本部理事 大塚 浩司 東北学院大学工学部土木工学科 
三浦  尚 東北大学大学院工学研究科 顧  問 
三橋 博三 東北大学大学院工学研究科 

 

主要議題 

・講演、講習会（技能教育委員会） 
講習会主催 「JCI東北支部コンクリート技術講習会」 

H13. 9.22 （宮城）講師：外門 正直、長谷川 福太郎、森下 昭吾 
   H13.10. 9 （青森）講師：万木 正弘、月永 洋一、阿波 稔 
   H13.10.10（岩手）講師：藤原 忠司、本郷 靖、立花 長久朗 
   H.13.10.11（山形）講師：小出 英夫、渡辺 英一、田中 礼治 
   H.13.11.13（福島）講師：原 忠勝、出村 克宣、大塚 浩司 

・研究委員会規定の見直し 
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■平成14年度 

支 部 長 田中 礼治 東北工業大学工学部建築学科 
井上 範夫 東北大学大学院工学研究科 
庄谷 征美 八戸工業大学工学部環境建設工学科 
奈良  裕 青森県生コンクリート工業組合 

幹  事 

大内 忠臣 国土交通省東北地方整備局企画部 
幹事 
技能教育委員会委員長 外門 正直 東北工業大学工学部土木工学科 
常任委員 
研究委員会委員長 大濱 嘉彦 日本大学工学部建築学科 

常任委員 
表彰委員会委員長 原  忠勝 日本大学工学部土木工学科 

遠藤 孝夫 東北学院大学工学部土木工学科 
三津山 恭弘 日本道路公団東北支社建設部 
加藤  光 JR東日本コンサルタンツ（株） 
川上  洵 秋田大学工学資源学部土木環境工学科 
小林 忠司 前田製管（株）営業推進部 
佐川 保博 福島県生コンクリート工業組合 
島田  學 宮城県生コンクリート工業組合 
鈴木 宏尚 宇部三菱セメント（株）東北支店 
鈴木 基行 東北大学大学院工学研究科 
館林 利雄 （株）竹中工務店東北支店技術部 
千葉 繁樹 岩手県生コンクリート工業組合 
月永 洋一 八戸工業大学工学部建築工学科 
志賀  衛 東北電力（株）土木建築部 
長谷川 福太郎 鹿島建設（株）東北支店土木部 
渡辺 英一 山形県生コンクリート工業組合 
藤原 忠司 岩手大学工学部建設環境工学科 
保坂 勝信 秋田県生コンクリート工業組合 

常任委員 

高田 真人 オリエンタル建設（株）東北支店 
伊藤 平次 （株）ポゾリス物産仙台営業所 会計監査 
工藤 定實 日本リソイル協会 

顧問・本部理事 大塚 浩司 東北学院大学工学部土木工学科 
三浦  尚 東北大学大学院工学研究科 顧  問 
三橋 博三 東北大学大学院工学研究科 

主要議題 

・講演、講習会（技能教育委員会） 
講習会主催 「JCI東北支部コンクリート技術講習会」 
   H14. 9. 2 （青森） 講師：月永 洋一、阿波 稔、奈良 裕 
   H14.10.12（福島） 講師：原 忠勝、出村 克宣 
   H.14.11.14（岩手） 講師：藤原 忠司、本郷 靖、立花 長久朗 
講演会後援 H14.8.31、H14.9.7、H14.9.14「東北工業大学リカレント講座」 
   講師：外門正直、小出英夫、田中礼治、田代侃、大沼正昭、最知正芳（東北工大） 

        長谷川福太郎（鹿島）、高田真人（オリエンタル建設） 
・技能教育委員会によるコンクリート主任技士試験受講予定者への論文添削（７編） 
・シンポジウム主催 「循環社会におけるコンクリートの役割 
           －北海道から九州までの各地の意見と報告－」 
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■平成15年度 

支 部 長 原  忠勝 日本大学工学部土木工学科 
井上 範夫 東北大学大学院工学研究科 
庄谷 征美 八戸工業大学工学部環境建設工学科 
鈴木 基行 東北大学大学院工学研究科 
月永 洋一 八戸工業大学工学部建築工学科 
奈良  裕 青森県生コンクリート工業組合 
長谷川 福太郎 鹿島建設（株）東北支店土木部 

幹  事 

光家 康夫 国土交通省東北地方整備局企画部 
宇賀神 尊信 宮城県生コンクリート工業組合 
遠藤 孝夫 東北学院大学工学部土木工学科 
大沼 正昭 東北工業大学工学部建築学科 
大濱 嘉彦 日本大学工学部建築学科 
加藤  光 JR東日本コンサルタンツ（株）東北支店 
川上  洵 秋田大学工学資源学部土木環境工学科 
小林 忠司 前田製管（株）技術開発本部技術開発部 
佐川 保博 福島県生コンクリート工業組合 
志賀  衛 東北電力（株）土木建築部 
杉原 正秋 （株）竹中工務店東北支店 
鈴木 宏尚 宇部三菱セメント（株）東北支店 
高田 真人 オリエンタル建設（株）東北支店 
田中 新八郎 岩手県生コンクリート工業組合 
外門 正直 東北工業大学工学部土木工学科 
藤原 忠司 岩手大学工学部建設環境工学科 
保坂 勝信 秋田県生コンクリート工業組合 
三津山 恭弘 日本道路公団東北支社建設部 
万木 正弘 弘前大学農学生命科学部地域環境科学科 

常任委員 

渡辺 英一 山形県生コンクリート工業組合 
伊藤 平次 （株）ポゾリス物産仙台営業所 会計監査 
工藤 定實 日本リソイル協会 
田中 礼治 東北工業大学工学部建築学科 顧問・本部理事 
三橋 博三 東北大学大学院工学研究科 
大塚 浩司 東北学院大学工学部土木工学科 顧  問 
三浦  尚 東北大学大学院工学研究科 

事 務 局 （株）復建技術コンサルタント 
 

主要議題 

・幹事会の充実を図るため幹事長を設置 
・支部規約の一部改正 
・研究委員会の規約一部改正 
・技能教育委員会を研修委員会に改名 
・事務局の充実を図るため民間に委託 
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■平成16年度 

支 部 長 庄谷 征美 八戸工業大学工学部環境建設工学科 
幹 事 長 月永 洋一 八戸工業大学工学部建築工学科 

井上 範夫 東北大学大学院工学研究科 
鈴木 基行 東北大学大学院工学研究科 
奈良  裕 青森県生コンクリート工業組合 
長谷川 福太郎 鹿島建設（株）東北支店土木部 

幹  事 

光家 康夫 国土交通省東北地方整備局企画部 
宇賀神 尊信 宮城県生コンクリート工業組合 
遠藤 孝夫 東北学院大学工学部土木工学科 
大沼 正昭 東北工業大学工学部建築学科 
大濱 嘉彦 日本大学工学部建築学科 
加藤  光 JR東日本コンサルタンツ（株）東北支店 
加賀谷 誠 秋田大学工学資源学部土木環境工学科 
小林 忠司 前田製管（株）技術開発本部技術開発部 
佐川 保博 福島県生コンクリート工業組合 
志賀  衛 東北電力（株）土木建築部 
杉原 正秋 （株）竹中工務店東北支店 
鈴木 宏尚 宇部三菱セメント（株）東北支店 
高田 真人 オリエンタル建設（株）東北支店 
田中 新八郎 岩手県生コンクリート工業組合 
外門 正直 東北工業大学工学部建設システム工学科 
藤原 忠司 岩手大学工学部建設環境工学科 
保坂 勝信 秋田県生コンクリート工業組合 
野村  浩 日本道路公団東北支社建設部 
万木 正弘 弘前大学農学生命科学部地域環境科学科 

常任委員 

渡辺 英一 山形県生コンクリート工業組合 
伊神 光男 太平洋セメント（株）東北支店 会計監査 
吉田 泰仁 （株）ポゾリス物産仙台営業所 
田中 礼治 東北工業大学工学部建築学科 顧問・本部理事 
三橋 博三 東北大学大学院工学研究科 
大塚 浩司 東北学院大学工学部土木工学科 顧  問 
三浦  尚 東北大学名誉教授 

事 務 局 （株）復建技術コンサルタント 
 
主要議題 

・ 原支部長ご逝去のため、後任に庄谷征美教授が着任 
・ 表彰規定の改訂で技術賞の外、奨励賞、功労賞を設けた。 
・ 支部開設 10周年記念事業の開催 
 
 
 
 
 

 - 40 -


