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福井大学工業会 本部 

 2022・2023年度 役員名列 

 

顧 問    川上 英男  建築 28年卒  前理事長 

福井 一俊   応用物理 55年卒 

                工学部長 

 

理 事 長 

 

副理事長 

堀  照夫 

 

畑  孝幸 

繊維染料 44年卒 

 
産業機械 46年卒 

本部 

 

本部 

 

北海道支部長 羽深 久夫 建築   55年卒 北海道 

東北支部長 三藤 史郎 建築   40年卒 東北 

関東支部長 井上 眞一 電気   47年卒 関東 

東海支部長 谷口 卓司 機械    49年卒 東海 

北陸支部長 塚田 律夫 建築   40年卒 北陸 

福井支部長 前側  宏 電気   45年卒 福井 

近畿支部長 西谷 久美 情報   54年卒 近畿 

中国支部長 高田 明彦 建築   51年卒 中国 

四国支部長 植田 豊喜 電気   50年卒 四国 

九州支部長 藤田 吉廣 建築   47年卒 九州 

（支部長は副理事長を兼ねる） 

参 与 

元副理事長 奥居 稠朗 建築   37年卒 本部 

前副理事長 井上  彪 建築   35年卒 本部 

前北海道支部長 金森  登 建築   35年卒 北海道 

元関東支部長 北岡 昭八 機械   30年卒 関東 

元関東支部長 諏訪 俊光 電気   34年卒 関東 

元関東支部長 向當 宣昭 工業化学 43年卒 関東 

元関東支部長 本多 弘徳 電気   42年卒 関東 

元関東支部長 白嵜 真二 繊維   45年卒 関東 

元関東支部長 亀井 孝秋 建設   48年卒 関東 

前関東支部長 河崎 隆 産業機械 63年卒 関東 

元東海支部長 竹川 博康 電気   37年卒 東海 

元東海支部長 岸本 英樹 工業化学 41年卒 東海 

元東海支部長 中村 義治功 建築   36年卒 東海 

元東海支部長 山川 雅康 機械   32年卒 東海 

元東海支部長 青山 敏保 応用物理 40年卒 東海 

元東海支部長 大南 勝計 繊維   48年卒 東海 

元東海支部長 竹上 寅彦 繊維染料 46年卒 東海 

前東海支部長 高瀬 義市 建築   45年卒 東海 

前北陸支部長 前坂 雅男 建築   35年卒 北陸 

元近畿支部長 椿本 照夫 化学工業 23年卒 近畿 

元近畿支部長 橋本 正章 建築   35年卒 近畿 

前近畿支部長 藤田 正昭 建築   42年卒 近畿 

元中国支部長 佐古 昌彦 建築   35年卒 中国 

元中国支部長 中嶋  泰 建築   36年卒 中国 

元四国支部長 豊田 栄祥 建築   38年卒 四国 

前四国支部長 髙橋 浩一郎 建築   40年卒 四国 

   

  理 事 

小西 徹哉 建築   43年卒 北海道 

佐藤 英一 工業化学 47年卒 北海道 

乗京 秀満 機械   50年卒 北海道 

島本  顕 建築   41年卒 東北 

小松 義次 工業化学 47年卒 東北 

山村 泰規 環境設計 H12年卒 東北 

高橋 詔男 繊維   41年卒 関東 

山口 正志 機械   43年卒 関東 

野路  稔 工業化学 45年卒 関東 

斎藤 博治 電子   49年卒 関東 

植本 正太郎 建設   51年卒 関東 

前田 典彦 繊維   54年卒 関東 

植松 孝則 情報   56年卒 関東 

國枝  毅 建築   59年卒 関東 

河崎  隆 産業機械 63年卒 関東 

若林 和彦 建築   H2年卒 関東 

笹木 俊男 機械   H13年卒 関東 

福田 治男 工業化学 50年卒 東海 

江口 利文 繊維   50年卒 東海 

横川  信 機械   56年卒  東海 

浅井 俊和 建設   57年卒 東海 

中野 敬章 産業機械 59年卒 東海 

稲垣 敏彦 繊維染料 60年卒 東海 

高原 宏行 電気   62年卒 東海 

加藤 裕康 電子   H1年卒  東海 

高田 和政 応用物理 H3年卒 東海 

水野 輝一 電気   H5年卒 東海 

野村 昭仁 環境設計 H6年卒 東海 

村瀬 正彦 環境設計 H9年卒 東海 

安立 利光 電気   40年卒 北陸 

貴堂 泰輔 建築   43年卒 北陸 

三浦  裕 工業化学 43年卒 北陸 

平口 泰夫 建築   47年卒 北陸 

平間 謙介 建築   47年卒 北陸 

広瀬  徹 建築   47年卒 北陸 

大屋  修 建築   48年卒 北陸 

関  尚久 建築   49年卒 北陸 

若﨑 淨人 建築   51年卒 北陸 
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牧野 清二 建築   53年卒 北陸 

中谷 啓一 建設   54年卒 北陸 

山川 勇郎 建築   42年卒 近畿 

河井 恭一 建築   44年卒 近畿 

山内 栄司 繊維染料 46年卒 近畿 

加藤 正博 産業機械 47年卒 近畿 

楠本 恵一 機械   49年卒 近畿 

久山  譲 繊維   49年卒 近畿 

山出 清志 機械   50年卒 近畿 

江口 栄一 電気   54年卒 近畿 

大谷 寛治 建築   56年卒 近畿 

和田 武之 機械   58年卒 近畿 

中尾 倫明 建築   63年卒 近畿 

山本 章夫 建築   H3年卒 近畿 

北川 裕也 電子   H7年卒 近畿 

真下  亨 応用物理 41年卒 中国 

津田 眞祐 機械   42年卒 中国 

宮地  功 建築   48年卒 中国 

伊藤 和典  建築   62年卒 中国 

石脇 伸一 建築   63年卒 中国 

山脇 敏明 建築   45年卒 四国 

河野 宗一 繊維染料 53年卒 四国 

西岡 浄人 建築   54年卒 四国 

河井 信巳 建築   57年卒 四国 

佐藤 公和 建築   42年卒 九州 

岡林 隆敏 産業機械 44年卒 九州 

松尾 高一 建築   53年卒 九州 

 高原 健爾 電気   H2年卒 九州 

 吉田  剛 建築   40年卒 福井(福井) 

 手鹿 賢則 工業化学 43年卒 福井(福井) 

 松本 清次 電気   46年卒 福井(福井 

○ 岩井 善郎 産業機械 47年卒 福井(福井) 

 岡田 正一郎 電気   47年卒 福井(福井) 

○ 髙嶋  猛 建築   48年卒 福井(福井) 

 谷口 秀次 電子   48年卒 福井(福井) 

 野尻 悦嗣 建設   50年卒 福井(福井) 

○ 松木 延倫 繊維   50年卒 福井(福井) 

○ 清水 則明 繊維   51年卒 福井(福井) 

 松平 久芳 建築   51年卒 福井(福井) 

 坂井 隆夫 工業化学 52年卒 福井(福井) 

○ 牧野 和彦 機械   53年卒 福井(福井) 

○ 勝木 一雄 繊維染料 55年卒 福井(福井) 

 平田 貴一郎 機械   50年卒 福井(坂井) 

○ 柿本 精一 機械   52年卒 福井(坂井) 

 国京 克巳 建築   52年卒 福井(坂井) 

○ 柴田 勝博 機械   H7年卒 福井(坂井) 

 小西 健太郎 材料化学 H9年卒 福井(坂井) 

 米元 悟史 環境設計 H12年卒 福井(坂井) 

○ 岡田 孝一 繊染   44年卒 福井(奥越) 

 北川 賢一 建設   60年卒 福井(奥越) 

 小川 利男 建築   40年卒 福井(丹南) 

 河合 賢一 電気   41年卒 福井(丹南) 

○ 平井 康夫 電気   41年卒 福井(丹南) 

 天野 俊紀 電気   42年卒 福井(丹南) 

 大浦 成美 電気   42年卒 福井(丹南) 

○ 石田 多丸 産業機械 48年卒 福井(丹南) 

○ 天谷 幸弘 電気   55年卒 福井(丹南) 

 奥山 晋吾 機械   59年卒 福井(丹南) 

 田中 一法 産業機械 52年卒 福井(嶺南) 

○ 西本 整市 繊維染料 59年卒 福井(嶺南) 

○ 川本 義海 環境設計 H5年卒 大学 委員長 

○ 浅野 貴行 応用物理 H4年卒 大学 副委員長 

 鞍谷 文保 機械   55年卒 大学 

 小嶋 啓介 建設   58年卒 大学 

 田邊 英彦 応用物理 63年卒 大学 

○ 森  幹男 情報   H4年卒 大学 

 陳  競鳶 応用反応 H5年修 大学 

○ 菊地 吉信 環境設計 H8年卒 大学 

○ 古屋  岳 応用物理 H12年卒 大学 

○ 岡田 将人 機械   H13年卒 大学 

 金  在虎 材料化学 H13年修 大学 

○ 廣垣 和正 生物応用 H13年卒 大学 

○ 藤本 明宏 建築建設 H12年卒 大学 

 寺﨑 寛章 建築建設 H17年卒 大学 

 

監 事 

 大久保 貢 繊維染料 58年卒 大学 

 小林 勝幸 電気 50年卒 福井(福井) 

 山﨑 修二 建設 50年卒 福井(福井) 

 

◆ 名簿順位は卒業年、五十音順で記載 

◆ ○印は常任理事 

◆ 任期は2022年定期総会以降、2024年定期総会迄 

 


