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2010 年度 （社）日本雪氷学会北海道支部役員 

（2010 年 8 月 26 日現在） 

職名  氏  名  所   属  

理事  （支部長）  高橋 修平  北見工業大学社会環境工学科  

理事  （事務局）  金田 安弘  (社)北海道開発技術センタ－  

理事  （事務局）  松澤  勝  (独)土木研究所  寒地土木研究所寒地道路研究グループ  

理事  （事務局）  原田 裕介  (株)アルゴス北海道支店  

理事  （事務局）  杉山  慎  北海道大学低温科学研究所  

理事  （事務局）  丹治 和博  (財)日本気象協会北海道支社  

理事  （事務局）  小松 麻美  (財)日本気象協会北海道支社  

理事  （広報）  澤柿 教伸  北海道大学大学院地球環境科学研究院  

理事  （広報）  山田 高嗣  札幌第一高等学校  

理事  （広報）  外塚  信  (株)ネクスコ・エンジニアリング北海道  

理事  （事業）  榎本 浩之  北見工業大学  

理事  （事業）  久保 雅弘  北海道電力株式会社総合研究所  

理事  （事業）  亀田 貴雄  北見工業大学社会環境工学科  

理事  （事業）  深見 浩司  北海道立地質研究所  

理事  （本部渉外）  苫米地 司  北海道工業大学空間創造学部建築学科  

理事  （本部渉外）  古川 義純  北海道大学低温科学研究所  

理事  （社会貢献）  山野井克己  (独)森林総合研究所北海道支所寒地環境保全研究グループ  

理事  （社会貢献）  中村 一樹  北海道大学大学院地球環境科学研究院  

監事  竹内 政夫  NPO 法人  雪氷ネットワーク  

監事  小林 利章  (財)日本気象協会北海道支社  

評議員  青田 昌秋  北海道立オホーツク流氷科学センター  

評議員  浅野 基樹  (独)土木研究所  寒地土木研究所寒地道路研究グループ  

評議員  安達 亮介  北海道総合政策部地域づくり支援局  

評議員  石本 敬志  (財)日本気象協会北海道支社  

評議員  伊東 敏幸  北海道工業大学空間創造学部建築学科  

評議員  兒玉 裕二  北海道大学低温科学研究所  

評議員  斎藤 有司  (株)ドーコン  

評議員  渋谷  元  北海道開発局開発監理部開発調整課  

評議員  赤代 恵司  (社)北海道開発技術センター  

評議員  須田  力  北方圏体育・スポーツ研究会  

評議員  武田 一夫  帯広畜産大学  

評議員  東海林明雄  北海道教育大学名誉教授  

評議員  幅口 堅二  北海道旅客鉄道(株)工務部  

評議員  平松 和彦  北海道旭川東高等学校  

評議員  三日市宏展  札幌市建設局雪対策室  

評議員  見延 勲英  (財)北海道道路管理技術センター  

評議員  矢作  裕  北海道教育大学名誉教授  

評議員  藪  正樹  北海道電力(株)土木部  

評議員  山田 知充  NPO 法人雪氷ネットワーク  

評議員  吉田  隆  札幌管区気象台技術部  
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職名  氏  名  所   属  

顧問  秋田谷英次  北の生活館館長  

顧問  菊地 勝弘  北海道大学名誉教授  

顧問  佐伯  浩  北海道大学総長  

顧問  前  晋爾  北海道大学名誉教授・旭川高専名誉教授  

顧問  若濱 五郎  北海道大学名誉教授  

 

理事の役割分担 

分担  氏  名  担   当  

事務局  

高橋 修平  支部長  

金田 安弘  総務  

松澤  勝  総務  

原田 裕介  庶務  

杉山  慎  庶務  

丹治 和博  会計、兼事業全般  

小松 麻美  会計補助、兼社会貢献  (雪氷楽会)  

広報  

澤柿 教伸  HP・ML 担当  

山田 高嗣  HP・ML 担当  

外塚  信  ニュースレター等担当  

事業  

榎本 浩之  機関紙担当  

久保 雅弘  事業  (春の講演会、研究発表会)  

亀田 貴雄  事業  (地域講演会)  

深見 浩司  研究発表会他担当  

本部渉外  
苫米地 司  本部渉外対応  

古川 義純  本部渉外対応  

社会貢献  
山野井克己  社会貢献  (雪氷災害調査チーム)  

中村 一樹  社会貢献  (雪氷楽会)、兼事業  (地域講演会)  

 

 

 

 


