
（設置） 

第１条  九州大学・NEXCO 西日本の包括協定に基づき、連携推進会議（以下「会議」と

いう。）を置く。 

（目的） 

第２条  会議は、連携協定に基づき、九州大学の有する基礎研究成果と NEXCO 西日本の有

する市場志向の技術経営力を結合し、連携協定の内容の推進を図ることを目的とする。 

（組織） 

第３条  会議は、議長及び委員をもって組織する。 

（1） 委員は、九州大学、NEXCO 西日本および NEXCO 西日本グループから選定さ

れるものとする。 

（2） その他 会議で了解が得られれば随時、増減できるものとする。 

（議長） 

第４条  会議に議長を置き、委員の互選によって選出する。 

  2  議長は、会議を招集し、その議長となる。 

（実施事項） 

第５条  会議は、九州大学と NEXCO 西日本との包括協定に関する基本事項について、協

議・調整を行う。 

（1） 共同研究・委託研究等の実施調整とこれに伴う研究者および技術者の交流推進 

（2） 九州大学大学院生等に対するNEXCO西日本でのインターンシップ機会の付与

等の調整等 

（3） 九州大学および NEXCO 西日本による技術交流の開催の調整等  

（4） その他、上記以外の学際横断的な研究者・技術者の交流の調整等 

（議長の職務） 

第６条  議長は会議を代表し、会務を総理する。 

  ２  議長に事故がある時は、あらかじめ議長が指名した委員等がその職務を代理する。 

（任期） 

第７条  委員等の任期は会議の存続期間とする。 

（会議） 

第８条  会議は必要に応じて議長が召集する。 

  ２  委員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、その代理人を出席

させることができる。 

（事務局） 

第９条  連絡会議の事務局を九州大学工学研究院社会基盤部門に置く。 

（規約の改正） 

第１０条 この規約を改正しようとするときは、会議の議決を経なければならない。 

（その他） 

第１１条 この規約に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に

諮って定める。 

附 則 

 この規約は、平成２２年３月２４日から施行する。 

連携推進会議要領 



委員名簿 

平成 27 年 2 月 1 日現在 

所 属 氏 名 役 職 備 考 

九州大学 日野 伸一 工学研究院 社会基盤部門 教授   

 
大塚 久哲 工学研究院 名誉教授   

 
田中 敬二 工学研究院 応用化学部門 教授   

 
貝沼 重信 工学研究院 社会基盤部門 准教授 幹事 

 
三谷 泰浩 工学研究院 附属アジア防災研究センター 教授 幹事 

 
佐川 康貴 工学研究院 社会基盤部門 准教授 幹事 

 
笠間 清伸 工学研究院 社会基盤部門 准教授   

 
前田 良刀 

工学研究院 社会基盤部門 連携教授 

（ドーユー大地 代表取締役社長） 
  

 
福永 靖雄 

工学研究院 社会基盤部門 連携准教授 

（NEXCO西日本 本社 技術本部・技術環境部 次長） 
幹事 

 
板井 麻里子 

工学研究院 社会基盤部門 テクニカルスタッフ 

（エンジニアリング九州 企画部 企画課） 
幹事 

NEXCO西日本 角田 直行 本社 執行役員・技術本部長   

 
竹國 一也 本社 技術本部・技術環境部 部長   

 
本間 清輔 執行役員・九州支社長    

 
野田 主馬 九州支社 総務企画部 企画調整課 課長 幹事 

 
早瀬 正文 九州支社 総務企画部 広報課 課長   

 
廣畑 浩司 九州支社 保全サービス事業部 部長   

 
栗山 達哉 九州支社 保全サービス事業部 保全サービス統括課 課長 幹事 

 
山根 良知 九州支社 保全サービス事業部 保全第一課 課長   

 
渡邉 芳弘 九州支社 保全サービス事業部 保全第二課 課長   

 
小國 泰昌 九州支社 保全サービス事業部 施設保全課 課長   

 
荒木 龍浩 九州支社 保全サービス事業部 施設改良課 課長   

 
逢坂 光博 九州支社 保全サービス事業部 道路管制センター・交通計画課 課長   

 
松田 均 九州支社 建設事業部 部長   

 
赤木 渉 九州支社 建設事業部 調査役 幹事 

 
北畑 雅義 九州支社 建設事業部 建設統括課 課長 幹事 

 
堂園 淳一 九州支社 建設事業部 建設課 課長   

 
中尾 和広 九州支社 建設事業部 技術課 課長   

 
上原 盛久 九州支社 建設事業部 技術調査担当課長   

 
濱崎 智洋 九州支社 建設事業部 技術計画課 課長 幹事 

 
諸戸 桂一 九州支社 建設事業部 技術計画課 課長代理   



 

所 属 氏 名 役 職 備 考 

NEXCO西日本 早川 和利 エンジニアリング九州 代表取締役社長   

 
森 昭一 エンジニアリング九州 土木事業本部 調査設計第一部 部長   

 
内村 信弘 メンテナンス九州 本社 常務取締役・経営企画本部 部長    

 
水田 富久 メンテナンス九州 本社 技術開発部 部長   

 


