
平成 23年度 事業報告 

 

1．沖縄会設立総会（H23.9.20） 那覇市上下水道局庁舎Ｂ棟３Ｆ 多目的ホール  参加者： 63名 

 

2．講演会等の開催 

① 沖縄会設立記念講演会「三方良しの公共事業改革」（H23.9.26）      参加者：130名 

宜野湾市「健康文化村 カルチャーリゾート フェストーネ」 

② 橋梁長寿命化技術に関する技術研究講習会（H23.12.08）          参加者：50名 

     西原町 琉球大学 2号館224（大会議室） 

③ 橋梁長寿命化技術に関する技術研究講習会（H24.03.09）           参加者：80名 

     西原町 琉球大学 2号館224（大会議室） 

 

 ３．技術研究発表会等  

① 第1回土木学会西部支部沖縄会技術研究発表会（H23.10.04）        参加者： 87名 

     西原町 琉球大学 50周年記念館 

 

 ４．広報活動 

① 土木の日シンポジウム（H23.11.18）                    参加者：410名 

 

  ５．ホームページの管理、運営 

   ・ホームページ開設（H23.9.27）    

   ・講習会の開催等に合わせて適宜情報発信 

 

 ６．見学会等 

   ・未実施 

 

 ７．その他 

１）運営委員会（H23.12.5） 沖縄総合事務局（2F）               参加者：17名 

 

２）幹事会 

① 第一回幹事会（H23. 9.29）沖縄総合事務局（2F）             参加者： 7名 

② 第二回幹事会（H23.11. 2）沖縄総合事務局（4F）             参加者：19名 

③ 第三回幹事会（H23.11.29）沖縄総合事務局（4F）                     参加者：17名 

④ 第四回幹事会（H24.06.05）沖縄総合事務局（4F）                     参加者：15名 

⑤ 第五回幹事会（H24.06.19）沖縄総合事務局（3F）                     参加者：14名 

 

３）技術委員会等 

① 技術委員会（H23.12.5） 沖縄総合事務局（2F）                         参加者：14名 

② 小委員会                   詳細は別添平成23年度小委員会活動報告参照 

  

   

 



 

平成24年度 主要事業計画（案） 
 

1. 土木学会西部支部沖縄会総会 

(１)企画内容等 
  年１回総会を開催する。 

(２)開催日時 
  平成２４年７月４日 

 

2. 講習会等の開催【主催：幹事会、技術委員会】 

(１)企画内容等 
  講習会等を年に３回程度開催する。 

(２)開設時期 
随時 

   

3. 技術研究発表会等【主催：幹事会】 

(１)企画内容等 
  大学の研究のほか、主要発注機関、コンサルタント等から発表論文を募集し、年に１回開催す

る。 

(２) 開催日時 
  平成２４年９月下旬 

 

4. 広報活動【主催：委員会、幹事会】 

（１）土木の日シンポジウム 
・土木の日（11月18日）にあわせ、土木工学に係るシンポジウムを開催。 

  ・開催日時：平成２４年１１月中旬 

（２）橋の日イベント 
  ・橋の日（8月4日）にあわせ、県内橋梁の清掃、歴史調査などを行う。 

  ・開催日時：平成２４年８月上旬 

（３）その他 

 

5. ホームページの管理・運営【幹事会】 

(１)企画内容等 
 各種情報提供、情報交換、広報等に活用。 

(２)開設時期 
  通年 

 

 

6. 見学会等【主催：幹事会】 

(１)企画内容等 
 土木に親しみを持ってもらうために、国、県の大規模工事の現場で現地見学を実施する。親子で

の参加、又は学生（工業高校、大学生）を対象。 

(２) 開催日時 
 平成２４年７月～８月 

 

7. その他 



土木学会西部支部 沖縄会 役員名簿 
 

運営委員会 

役職等  氏 名 所  属 

会長  矢吹 哲哉 琉球大学名誉教授 

副会長  菊池  良介 内閣府 沖縄総合事務局 次長 

副会長  当間 清勝 沖縄県 土木建築部 部長 

会計監事  有住 康則 琉球大学 工学部 教授 

会計監事  砂川 徹男 （社）沖縄県測量建設コンサルタンツ協会 会長 

  中野 拓治 琉球大学 農学部 教授 

  中野  則夫 内閣府 沖縄総合事務局 開発建設部 部長 

  新  一真 内閣府 沖縄総合事務局 開発建設部 企画調整官 

  鶴田 郁夫 防衛省 沖縄防衛局 調達部長  

  金城 淳 沖縄県 土木建築部 土木整備統括監 

  下地 米蔵 （社）沖縄県建設業協会 会長 

  高良 保英 （一社）沖縄しまたて協会 専務理事 

  国吉 斉 （財）沖縄県建設技術センター 理事長 

  栗田 一昭 （財）港湾空港建設技術サービスセンター 沖縄支部長  

  座波 博史 沖縄県港湾空港建設協会 会長 

  大濵 均 （社）日本道路建設業協会 沖縄支部長 

  仲宗根 斉 沖縄電力㈱ お客さま本部 配電部長 

  大中 英輝 西日本高速道路㈱ 九州支社沖縄高速道路事務所 副所長  

  竹之熊 勇雄 （独）都市再生機構 沖縄都市再生事務所 所長 

 

○ 幹事会 

役職等  氏 名 所  属 

幹事長  下里 哲弘 琉球大学 工学部 准教授 

副幹事長  与那覇 忍 内閣府 沖縄総合事務局 開発建設部 技術管理課長 

  原   久夫 琉球大学 工学部 准教授 

  富山 潤 琉球大学 工学部 准教授  

  神谷 大介 琉球大学 工学部 助教 

  安元 純 琉球大学 農学部 助教 

  小長 大輔 防衛省 沖縄防衛局 調達部 土木課長 

  池原 盛美 沖縄県 土木建築部 技術管理課長 

  幸地 維章 （社）沖縄県建設業協会 常務理事 

  宮城 一徳 （社）沖縄県測量建設コンサルタンツ協会 専務理事 

  竹富 信也 （一社）沖縄しまたて協会 総務部長 

  中村 栄秀 （財）沖縄県建設技術センター 技術部長 

  池原 興栄 （財）港湾空港建設技術サービスセンター 調査役 

  佐々木 秀尚 沖縄県港湾空港建設協会 副会長 

  石垣 弘規 （社）日本道路建設業協会 事務局長 

  佐久田 朝元 沖縄電力㈱ お客さま本部 配電部 配電センター長 

  大国 明 西日本高速道路㈱ 九州支社沖縄高速道路事務所工務課長 

  富井 敏 （独）都市再生機構 沖縄都市再生事務所 事業企画課長 

  竹田  義徳 （社）日本建設業連合会九州支部沖縄支所事務局長 

 


