
支 部 長 秋田谷 英次

理  事 青木 正夫

荒井 徹

飯塚 一カ

五十嵐 柳幸

石井 幸男

遠藤 明久

大塚 知義

奥野 隆夫

織田 紀雄

勝木 靖夫

加藤 建郎

木下 誠一

小坂 正友

小室 重雄

佐伯 浩

佐々木 晴美

佐藤 隆

佐山 惣吾

澤田 可洋

品川 忠諮

霜山 正雄

鈴木 裕之

高橋 茂夫

東海林 明雄

中村 龍一

浜田 義継

早川 和夫

原田 彰

平賀 琴吾

福田 正己

藤野 和夫

堀内 数

山本 孝

若濱 五郎

監  査 竹内 政夫

土田 征夫

平成 4年度 北海道支部役員

北海道大学教授・低温科学研究所   011‐ 716‐21115488

北海道開発局局長官房開発調整課長  011‐ 709‐2311

札幌市青少年科学館長

JR北海道蜘工務部長

0地崎工業土木部長

日本気象協会北海道本部参与

北海道工業大学名誉教授

北海道開発局建築課長

鹿島建設榊本L幌支店土木部長

北海道電力い土木部長

北海道電力0総合研究所長

交通安全施設研究会長

北星学園大学教授

北海道ガスい生産部常務取締役

北海道農業試験場農村部計画部長   011‐ 851‐4954

北海道大学教授・工学部 011-716-2111-6183

北海道開発技術センター専務理事   011‐ 271‐3028

北海道開発コンサルタント交通施設部長 011‐851‐9221

北海道工業開発試験所材料応用技術課長 011‐851‐0151

札幌管区気象台技術部長

北海道土木部長

(財)河川情報センター札幌センター所長 011757‐0511

道立寒地住宅都市研究所環境科学部長 011‐ 621‐4211

日本電信電話榊北海道支社設備サビス部長 011‐2124700

北海道教育大学教授・91路分校

例たくぎん総合研究所特別顧問

日本道路公団札幌建設局技術部長   011‐ 241‐9181

北海学園大学名誉教授

北海道電力い工務部長

札幌市建設局長

北海道大学教授・低温科学研究所   011716‐ 2111‐5492

北海道大学教授・低温科学研究所長  011‐ 716‐2111-5482

北海道工業大学教授         011‐ 681‐2161

北方圏センター事務局長       011‐ 2217840

北海道大学名誉教授         0123-36-4016
北海道開発局開発土木研究所道路部長 011841‐ 1111

北電い土木部技術開発ク・ルーフ
゜
リータ―゙主幹 0112511111

011‐ 892‐5001

011-251‐9144

011‐511-8114

011‐621‐2456

011-741‐4467

011‐ 709-2311

011‐231‐5181

011‐251‐1111

011‐251-1111

011-261-1855

011-891-2731

011‐231-9580

011-611-6121

011‐231‐4111

0154‐42-3381

011‐231‐3053

0134-22‐ 2853

011-251-1111

011‐ 211‐2662
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幹 事 長

会計幹事

庶務幹事

幹  事

地区幹事

顧  問

古川 義純

兄玉 裕二

白岩 孝行

石本 敬志

和泉 賢一

片山 道夫

加藤 秋男

金森 久

金田 安弘

河口 昭三

桜井 修次

高橋 庸哉

竹野 淳

原 文宏

春木 茂夫

前田 潔史

松下 啓郎

三上 俊幸

高橋 修平

土谷 富士夫

平松 和彦

矢作 裕

金田 武

真井 耕象

011‐ 211‐2662

01572‐ 4‐7786

0155‐ 48‐ 5111‐345

0166‐ 52-1215

0154‐42-1735

01582‐ 4‐2111

0138‐55‐ 1509

北海道大学低温科学研究所

北海道大学低温科学研究所

北海道大学低温科学研究所

北海道開発局開発土木研究所

北海道住宅都市部まちづくり推進室  011‐231‐4111

日本道路公団本し幌建設局交通技術課  011‐ 241‐9181

JR北海道い工務部工事第一課 011‐251‐9139

北海道ガスい寒地技術研究開発センタ  011‐ 222‐2038

日本気象協会北海道本部

北海道企画振興部総務課

北海学園大学・工学部

北海道教育大学附属教育実践研究指導センタ‐011‐778‐8811-292

日本電信電話脚北海道支社技術部   0112124399
北海道開発技術センター 011‐271‐3028

北海道開発コン■llタ ント榊本社交通施設部  011‐ 8519221

札幌管区気象台予報課 011‐611‐6121

北海道電力∽総合研究所研究企画課  011‐251‐ 11114721

札幌市建設局道路維持部雪対策課

北見工業大学一般教育等 (自 然 )

帯広畜産大学農業工学科

北海道立旭川西高等学校

北海道教育大学釧路分校

紋別市長

北海道大学名誉教授

011‐716‐2111-5467

011-716‐2111-5509

011‐ 716‐2111‐5476

011-841‐ 1111

011‐621‐2456

011-231-4111-23119

011‐ 841‐ 1161
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