
 
資料３ 

令和２年度北陸信越工学教育協会役員名簿 

 
役 職 名 支部名 氏  名 氏  名 氏  名 氏  名 

会 長 富山県（大学） 會澤 宣一 
   

副会長 
福井県（大学） 福井 一俊 

   

石川県（業界） 澁谷  進 
   

理 事 

長野県 天野 良彦 山浦 愛幸 下坂  誠 土居 信数 
富山県 賞雅 寛而 

   

福井県 田村  隆弘 片岡  勲 
  

新潟県 
小椋 一夫 永野  恵一 古口日出男 和田 安弘 
原田 信弘 

   

石川県 
森本 章治 澁谷  進 須田 義昭 高野 則之 

ﾙｲｽ･ﾊﾞｰｸｽﾃﾞｰﾙ    

監 事 
富山県(大学) 永井 二郎 

   

長野県(業界) 北村 彰浩 
   

評議員 

長野県 
太田 哲郎 小山 利徳 沖村 正博 伊藤 直樹 
劉  小晰 橋本 佳男 梅崎 健夫 寺内美紀子 
河邊  淳 是津 信行 佐藤 敏郎 深田 茂生 

富山県 
中島 一樹 長谷川英之 小熊 規泰 篠原 寛明 
椿  範立 並木 孝洋 櫻井  豊 高廣 政彦 
中村 隆次 北村 彰浩 水口昭一郎 清都 太郎 

福井県 
吉村 豊一 鞍谷 文保 中根 幸治 櫻井 明彦 
小高 知宏 川島 洋一 藤田 克志 

 

新潟県 

福田 勝之  大石  潔 鈴木 敏夫 鈴木 孝昌 
武田 直也 山田 寛喜 岡崎 篤行 平元 和彦 
松原 幸治 紅露 一寛 加藤 景三 青戸 等人 
清水 忠明 山内  健 土井 希祐 飯島 淳彦 
小浦方 格 

   

石川県 

大深 伸尚 小倉 一郎 北川 隆明 北川雅一朗 
長谷川 浩 久世  靖 黒木 康生 米田  剛 
鹿田 正昭 髙松喜与志 中村 健一 野崎 信春 
服部 正彦 普赤 清幸 松村 俊一 三谷 明子 
森近 慶一 森本 喜隆   

幹 事 

長野県 
水本 正俊 樽田 誠一 宇佐美久尚 楡井 雅巳 
土屋 雅紀    

富山県 
大路 貴久 高松  衛 笹木  亮 須加  実 
伊藤 研策 砂田  聡 岡根 正樹 篠川 敏行 
伏喜 俊至 

   

福井県 
福島 啓悟 橋本 明弘 森  幹男 寺崎 寛章 
入江  聡 寺田  聡 葛生  伸 黒岩 丈介 
出倉 義昭 

  
 

新潟県 
佐伯 竜彦 新保 一成 大河 正志 金子 隆司 
八木 政行 中村 孝也 堀  潤一 尾田 雅文 

石川県 

佐藤 賢二 伊藤 恒平 瀬戸 章文 畝田 道雄 
多田 幸生 桝谷  浩 武市 祥司 満保 雅浩 
西   誠 西澤 辰男 深見 哲男 山口 敦史 
山田 健二 山本 知仁  

 

 

事業企画委員会 
委員長 （富山）小熊 規泰       
副委員長 （福井）藤垣 元治       
委員 （長野）山本 博章 （新潟）永幡 幸生 （石川）下川 智嗣 （石川）山本 知仁 

 


