
新幹事 （　）は兼務 2021年7月17日

役員名 氏　名 部門 役員名 氏　名 部門

支部長 盛永 保弘 農業 支部長 山口　昭光 農業

副支部長 福岡　仁 建設
副支部長（補佐・
関連団体担当）

山口　和登 応用理学

副支部長 古賀 浩史 建設
副支部長

（業務企画担当）
川村　昭宣 建設・総監

事務局長 大宅 公一郎 農業・総監 事務局長 折田　定良 建設

広報担当委員 合志　勉 建設 ＣＰＤ担当（総括） 清水　富夫 機械

防災担当委員 （古賀 浩史） 建設 ＣＰＤ担当 松尾　稔 電気電子

CPD担当委員 片渕 太雅 建設 ＣＰＤ担当 兒玉　英治 環境

CPD担当委員 喜連川 聰容 建設・総監 ＣＰＤ担当 久原　正也 金属・経営工学

CPD担当委員 大串　正 建設 防災担当（総括） 園田　直志 建設

情報配信担当委員 堤　茂徳 建設 防災担当 松永　光司 建設・総監

監事 福島 裕充 建設 防災担当 （清水　正明） （建設・上下水道・総監）

監事 宮副 一之 建設・総監
広報担当（「技術士だよ
り・九州」の編集協力）

（折田　定良） （建設）

情報配信担当
（情報等の配信）

（折田　定良） （建設）

会計幹事 横山　知充 機械

会計幹事 清水　正明 建設・上下水道・総監

役員名 氏　名 部門 役員名 氏　名 部門

支部長 髙山 祐二郎 建設 支部長 畔津 義彦 建設

副支部長
（関連団体担当）

小島 義博 建設・総監　他
副支部長

（関連団体担当）
和田 敏哉 応用理学・総監

副支部長
（業務企画担当）

山本 祐司 建設
副支部長（業務企画
・青年委員会担当）

松原 恭博 建設

事務局長
（倫理委員会担当）

佐藤 光雄 建設・総監

研修委員長 宮崎 辰彦 建設・総監

研修担当 桑畑 俊郎 農業・総監 幹事（研修担当） 瀬口 宏由紀 建設

研修担当 田中 啓文 農業 幹事（研修担当） 下青木 徹 建設

防災担当 津山 輝男 応用理学 幹事（防災担当） 高橋 浩一 建設・総監

広報担当 勇　秀忠 建設 幹事（広報担当） 竹内 一博 建設

会計監事 軸丸 英顕 建設・上下水道・総監
幹事（業務企画

・青年委員会担当）
安部 勉 建設・総監

会計監事 桑原 照男 建設・総監 会計監事 壽福 洋二 農業

会計監事 衛藤　郁 建設・総監

役員名 氏　名 部門 役員名 氏　名 部門

支部長 白浜 隆寛 農業 支部長 井内 祥人 森林

副支部長 外山 真也 情報工学
副支部長

（関連団体担当）
後藤 祐一郎 農業・総監

事務局長 満留 康裕 建設・総監
副支部長

（業務企画委員長）
高畦 博 建設・総監

業務企画担当 児玉 勇人 建設 事務局長 丸田 俊二 森林

ＣＰＤ担当 緒方 一 建設 業務企画副委員長 櫨木 信彦 電気電子

防災担当 松川 浩一 応用理学・建設 研修委員長 松元　愼二 建設・総監

防災担当 野尻 正太 建設 研修副委員長 福留　勝 上下水道・建設（準）

情報配信担当 前田 安徳 建設 防災委員長 樗木　秀人 建設・総監

会計幹事 大崎 睦男 農業 防災副委員長 田ノ上 春雄 農業・総監

会計幹事 藤原 秀志 建設・農業・総監 情報配信委員長 浦島 和衛 情報工学

会計幹事 村岡 公範 建設

会計幹事 新留　司 建設

大分県支部（定数12）　12名

宮崎県支部（定数10）　10名 鹿児島県支部（定数12）　12名

2021年度～2022年度　九州本部　県支部役員

佐賀県支部（定数15）　11名 長崎県支部（定数15）　12名

熊本県支部（定数10）  10名

事務局長
（支部運営連絡・会計実

務、財産管理、情報配信）
関本 郁夫 建設


