
 

 

愛知県土木施工管理技士会事業委員会の企画で、本年度第 2 回の技術講演会が、

令和元年１１月１４日（木）１３：３０から名古屋市中区のローズコートホテルで

１３０名の会員が参加して開催されました。 

この講習会はCPDS３ユニットの認定講習で受講者には講義終了後修了証書が交

付されました。 

技術講演会の内容 

第1部 『公共事業執行に係わる最近の動向について』 

         建設業を取り巻く現状・建設業における働き方改革・ 

生産性向上の取り組み・BIM/CIMの取り組み等について 

      講師 国土交通省中部地方整備局企画部    

        技術調整管理官  稲 葉  傑 氏 

        

 第 2部  『名古屋高速道路公社の長寿命化への取り組みについて』 

       名古屋高速道路の現状・大規模修繕計画・大規模修繕工事の現状

と課題・東山トンネル天井版撤去工事について 

      講師 名古屋高速道路公社整備部 

        工事課長     中 山  裕 昭 氏 

               

      

        沼野会長の挨拶                  講師 稲葉 傑氏 

    

      講師 中山 裕昭氏          講 演 会 場 
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個人番号 社名 参加者氏名

1 個人会貝 加縢信弥

2 ㈱アミ建設 横井勇希

3 イチテック㈱ 丸井智広

4 岩部建設㈱ 舩越友則

5 小野組㈱ 近藤芳充

6 ㈱猪野組 青山里菜

7 ㈱猪野組 杉山将文

8 ㈱猪野組 采女　寛

9 ㈱猪野組 小山実子

10 奥田工業㈱名古屋支店 脇田幹彦

11 奥田工業㈱名古屋支店 熊沢厚生

12 ㈱奥村組 篠田　章

13 ㈱奥村組 村上　茂

14 ㈱大本組名古屋支店 垣貞充男

15 大島建設㈱ 安藤正章

16 ㈱尾割組 山内晋作

17 鹿島建設㈱ 伊藤彰晃

18 鹿島建設㈱中部支店 多田哲也

19 ㈱加藤工務店 松川　充

20 ㈱加藤工務店 服部　亮

21 キクテック 竹内政幸

22 北河建設興業㈱ 夏目章生

23 協和調査設計㈱ 神谷利弘

24 小島組 山本正憲

25 五洋建設㈱ 長瀬光一

26 五洋建設㈱ 成瀬哲哉

27 五洋建設㈱ 盛　英

28 五洋建設㈱ 横山貴光

29 ㈱近藤組 菅川浩司

30 ㈱近藤組 杉浦弘一

31 シーキューブ㈱ 中島美鶴
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32 ジェイテクノ㈱ 溝口智志

33 十一屋工業㈱ 神谷伸治

34 ㈱鈴木工務店 今野伸二郎

35 西三建設㈱ 大崎雅彦

36 西三建設㈱ 小笠原容治

37 関興業㈱ 丹羽孝一

38 関興業㈱ 湧川朝敏

39 関興業㈱ 杉浦康仁

40 大旺新洋㈱名古屋支店 小松清志

41 太啓建設㈱ 大嶋公男

42 大成建設㈱ 藤井祐紀

43 大成ロテック㈱中部支社 上沼一喜

44 大成ロテック㈱中部支社 都嶋一徳

45 大有建設㈱ 坪井俊明

46 大有建設㈱ 安島義道

47 大有建設㈱ 鈴木淳一朗

48 ㈱竹常 内藤朋夫

49 ㈱竹常 伊藤博史

50 ㈱竹常 竹田弘太郎

51 中日建設㈱ 蟹江明弘

52 中日建設㈱ 後藤修志郎

53 中日コプロ㈱ 祖父江健志

54 中部土木㈱ 佐々精治

55 中部土木㈱ 長谷川茂

56 中部土木㈱ 熊澤和浩

57 中部土木㈱ 宇都公浩

58 中部土木㈱ 杉浦隆太

59 恒川建設㈱ 伊藤俊哉

60 ㈱テクナス 澤田茂明

61 東海建設㈱ 藤邦吉

62 徳倉建設㈱ 前河正和

63 徳倉建設㈱ 小林永和

64 中村建設㈱名古屋支店 伊藤彰記



65 日本技建㈱ 佐藤文俊

66 日本車輛製造㈱ 保坂　治

67 ㈱日本ピーエス 伊藤拓也

68 ㈱ノゼキ 山田　進

69 ㈱波多野組 平江訓康

70 ㈱波多野組 夏目大輔

71 ㈱花井組 徳永　哲

72 早川建設㈱ 藤田浩太郎

73 早川建設㈱ 伊藤正之

74 早川建設㈱ 田中和雄

75 ㈱七番組 岡田隆史

76 ㈱七番組 伊縢公雄

77 ㈱七番組 奥田哲也

78 ㈱ヒメノ 西岡茂孝

79 ㈱本陣 稲垣　大

80 ㈱本陣 尾崎裕太

81 松尾建設㈱ 大西佑治

82 まるひ建設㈱ 宇井之朗

83 三河土建㈱ 浅田憲亮

84 三河土建㈱ 河合利浩

85 水野建設㈱ 熊谷祥之

86 美吉建設㈱ 伊藤照幸

87 ㈱水野組 水野昌芳

88 ㈱水野組 伊縢　宏

89 ㈱水野組 佐藤武士

90 ㈱ミズホエンジニアリング 長谷川尚守 非会員11.14現在

91 ㈱ミズホエンジニアリング 上杉文孝 非会員11.14現在

92 ㈱ミズホエンジニアリング 六反田美好 非会員11.14現在

93 ㈱村瀬組 福田達夫

94 ㈱村瀬組 下谷重雄

95 村上建設工業㈱ 宍戸宏輔

96 明起興業㈱ 野々部嘉樹

97 明起興業㈱ 林　孝幸



98 名工建設㈱ 成田達哉

99 矢作建設工業㈱ 北河正行

1 会長 沼野秀樹

2 副会長 山田正弘

3 副会長 山田和良

4 副会長 山下弘之

5 副会長 兼岩　孝

6 理事 神谷剛司

7 理事 梅田勇人

8 理事 櫻井博史

9 理事 水谷隆之

10 理事 芳村昌孝

11 理事 小島章徳

12 理事 小山研造

13 理事 早川高明

14 理事 丹羽竹虎
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