
国土技術政策総合研究所幹部一覧

令和５年４月１日現在

役　職 氏　名 よ　み

所長 奥村　康博 おくむら　やすひろ

副所長 長谷川　貴彦 はせがわ　たかひこ

副所長 髙野　誠紀 たかの　せいき

研究総務官 佐々木　隆 ささき　たかし

研究総務官 水谷　雅裕 みずたに　まさひろ

総務部長 高野　雄太 たかの　ゆうた

調査官 桑原　智男 くわばら　ともお

福利厚生官 中村　博明 なかむら　ひろあき

契約財産管理官 鈴木　一夫 すずき　かずお

人事厚生課長 横山　大悟 よこやま　だいご

総務課長 杉山　茂 すぎやま　しげる

会計課長 古川　義久 ふるかわ　よしひさ

総務管理官（旭）（併任） 杉山　茂 すぎやま　しげる

総務管理官（立原） 牛丸　宏 うしまる　ひろし

企画部長 宮武　晃司 みやたけ　こうじ

ｲﾝﾌﾗ情報高度利用技術研究官 大城　温 おおしろ　のどか

評価研究官 重高　浩一 しげたか　こういち

基準研究官 阿部　寿志 あべ　ひさし

建設技術政策分析官（併任） 上谷　昌史 かみたに　まさし

企画課長 宮原　史 みやはら　ふみ

研究評価・推進課長 西山　正倫 にしやま　まさみち

施設課長 中島　淳 なかじま　あつし

国際研究推進室長（併任） 大城　温 おおしろ　のどか

ｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨ対策・情報利活用推進官 勘角　俊介 かんかく　しゅんすけ

管理調整部長 永井　一浩 ながい　かずひろ

管理課長 鈴木　秀昭 すずき　ひであき

企画調整課長 長尾　亮太 ながお　りょうた

国際業務研究室長 欠
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下水道研究部長 三宮　武 さんのみや　たけし

下水道研究官 小川　文章 おがわ　ふみあき

下水道ｴﾈﾙｷﾞｰ・機能復旧研究官 三宅　晴男 みやけ　はるお

下水道研究室長 吉田　敏章 よしだ　としあき

下水処理研究室長 重村　浩之 しげむら　ひろゆき

河川研究部長 松木　洋忠 まつき　ひろただ

河川構造物管理研究官 金銅　将史 こんどう　まさふみ

水防災ｼｽﾃﾑ研究官 吉田　邦伸 よしだ　くにのぶ

水環境研究官 川﨑　将生 かわさき　まさき

河川研究室長 瀬﨑　智之 せざき　ともゆき

海岸研究室長 加藤　史訓 かとう　ふみのり

水循環研究室長 竹下　哲也 たけした　てつや

大規模河川構造物研究室長 櫻井　寿之 さくらい　としゆき

水害研究室長 武内　慶了 たけうち　よしのり

土砂災害研究部長 田村　毅 たむら　たけし

土砂災害情報研究官 野呂　智之 のろ　ともゆき

砂防研究室長 山越　隆雄 やまこし　たかお

土砂災害研究室長 瀧口　茂隆 たきぐち　しげたか

道路交通研究部長 田　秀範 よしだ　ひでのり

道路研究官 井上　隆司 いのうえ　りゅうじ

道路防災研究官 松本　幸司 まつもと　こうじ

道路情報高度化研究官 関谷　浩孝 せきや　ひろたか

道路研究室長 土肥　学 どひ　まなぶ

道路交通安全研究室長 池田　武司 いけだ　たけし

道路環境研究室長 橋本　浩良 はしもと　ひろよし

高度道路交通ｼｽﾃﾑ研究室長 井坪　慎二 いつぼ　しんじ

道路構造物研究部長 福田　敬大 ふくだ　ゆきひろ

道路構造物管理ｼｽﾃﾑ研究官 片岡　正次郎 かたおか　しょうじろう

道路構造物機能復旧研究官 玉越　隆史 たまこし　たかし

橋梁研究室長 白戸　真大 しらと　まさひろ

構造・基礎研究室長 西田　秀明 にしだ　ひであき

道路基盤研究室長 渡邉　一弘 わたなべ　かずひろ

道路地震防災研究室長 中尾　吉宏 なかお　よしひろ

2



役　職 氏　名 よ　み

建築研究部長 長谷川　洋 はせがわ　ひろし

建築新技術統括研究官 犬飼　瑞郎 いぬかい　みずお

建築品質研究官 井上　波彦 いのうえ　なみひこ

建築災害対策研究官 島田　和明 しまだ　かずあき

基準認証ｼｽﾃﾑ研究室長 阿部　一臣 あべ　かずおみ

構造基準研究室長 喜々津　仁密 ききつ　ひとみつ

防火基準研究室長 出口　嘉一 でぐち　よしかず

設備基準研究室長 山口　秀樹 やまぐち　ひでき

材料・部材基準研究室長 三島　直生 みしま　なおき

評価ｼｽﾃﾑ研究室長 向井　智久 むかい　ともひさ

住宅研究部長 木内　望 きうち　のぞむ

建築環境新技術研究官 三木　保弘 みき　やすひろ

住宅性能研究官 藤本　秀一 ふじもと　ひでかず

住宅情報ｼｽﾃﾑ研究官 北田　透 きただ　とおる

住宅計画研究室長（併任） 藤本　秀一 ふじもと　ひでかず

住宅ｽﾄｯｸ高度化研究室長（併任） 北田　透 きただ　とおる

建築環境研究室長 西澤　繁毅 にしざわ　しげき

住宅生産研究室長 岩田　善裕 いわた　よしひろ

都市研究部長 村上　晴信 むらかみ　はるのぶ

都市計画研究室長 勝又　済 かつまた　わたる

都市施設研究室長 新階　寛恭 しんがい　ひろやす

都市防災研究室長 岩見　達也 いわみ　たつや

都市開発研究室長 石井　儀光 いしい　のりみつ

港湾・沿岸海洋研究部長 酒井　浩二 さかい　こうじ

港湾新技術研究官 杉村　佳寿 すぎむら　よしひさ

沿岸海洋新技術研究官 岡本　修 おかもと　おさむ

津波・高潮災害研究官 松田　茂 まつだ　しげる

港湾計画研究室長 安部　智久 あべ　もとひさ

港湾システム研究室長 赤倉　康寛 あかくら　やすひろ

港湾施設研究室長 竹信　正寛 たけのぶ　まさひろ

港湾・沿岸防災研究室長 本多　和彦 ほんだ　かずひこ

海洋環境・危機管理研究室長 岡田　知也 おかだ　ともなり

沿岸域ｼｽﾃﾑ研究室長 金井　尚 かない　たかし
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空港研究部長 丹生　清輝 たんせい　きよてる

空港新技術研究官 髙橋　良正 たかはし　よしまさ

空港計画研究室長 黒田　優佳 くろだ　ゆか

空港施設研究室長 坪川　将丈 つぼかわ　ゆきとも

空港施工ｼｽﾃﾑ室長 伊藤　謙作 いとう　けんさく

社会資本ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究ｾﾝﾀｰ長 齋藤　博之 さいとう　ひろゆき

建設ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究官 小川　智弘 おがわ　ともひろ

国土防災研究官 池田　鉄哉 いけだ　てつや

情報研究官 澤　純平 さわ　じゅんぺい

社会資本ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究室長 松田　奈緒子 まつだ　なおこ

社会資本ｼｽﾃﾑ研究室長 堤　達也 つつみ　たつや

社会資本施工高度化研究室長 杉谷　康弘 すぎたに　やすひろ

社会資本情報基盤研究室長 西村　徹 にしむら　とおる

建設経済研究室長 小俣　元美 おまた　もとよし

緑化生態研究室長 松本　浩 まつもと　ひろし

港湾情報化支援センター長 小澤　敬二 こざわ　けいじ

情報システム課長 後藤　嘉雄 ごとう　よしお

積算支援業務課長 佐々木　晃 ささき　あきら

港湾施工システム・保全課長 東　智博 あずま　ともひろ

港湾業務情報化研究室長 辰巳　大介 たつみ　だいすけ
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