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201014 北海道 札幌市 水道事業管理者 岸　　　光　右

201002 北海道 岩見沢市 東京事務所 井　上　比名代

201502 北海道 石狩東部広域水道企業団 事務局長 宮　前　　　清

201502 北海道 石狩東部広域水道企業団 総務課長 森　　　公　明

201501 北海道 桂沢水道企業団 管理課管理係長 大　地　千　尋

201129 北海道 七飯町 町長 中　宮　安　一

204065 宮城県 石巻地方広域水道企業団 事務局次長 佐々木　　　徹

204019 宮城県 名取市 水道事業所所長 真　竹　康　司

204063 宮城県 利府町 町長 鈴　木　勝　雄

207003 福島県 福島市 水道事業管理者 冨　田　　　光

207006 福島県 会津若松市 水道事業管理者 吉　田　秀　一

207504 福島県 福島地方水道用水供給企業団 事務局長 今　泉　　　繁

202014 青森県 青森市 企業局水道部長 相　馬　政　人

202051 青森県 八戸圏域水道企業団 副企業長 古　川　　　勲

202051 青森県 八戸圏域水道企業団 総務課主査 吉　田　光　徳

202001 青森県 五所川原市 上下水道部総務課長 須　藤　淳　也

206038 山形県 最上川中部水道企業団 事務局長 相　沢　秀　則

205001 秋田県 秋田市 上下水道局理事 井　上　正　敏

205003 秋田県 横手市 上下水道部水道課主査 杉　山　達　範

203001 岩手県 盛岡市 上下水道事業管理者 平　野　耕一郎

203001 岩手県 盛岡市 上下水道局上下水道部総務課長 小　原　俊　巳

203501 岩手県 岩手中部水道企業団 局長 菊　池　明　敏

213001 東京都 東京都 公営企業管理者水道局長 醍　醐　勇　司

213001 東京都 東京都 水道局総務部総務課長 石　井　英　男

213006 東京都 武蔵野市 水道部長 笠　原　　　篤

213006 東京都 武蔵野市 水道部参事 盛　田　隆　平

213006 東京都 武蔵野市 水道部工務課長 高　橋　　　茂

213006 東京都 武蔵野市 水道部総務課長 清　野　　　聡

214001 神奈川県 横浜市 水道事業管理者水道局長 山　隈　隆　弘

214001 神奈川県 横浜市 水道局総務課庶務係長 竹　井　康　之

214003 神奈川県 川崎市 上下水道事業管理者 金　子　正　典

214003 神奈川県 川崎市 上下水道局総務部庶務課長 山　本　昇　二

214008 神奈川県 神奈川県 公営企業管理者企業庁長 二　見　研　一

214008 神奈川県 神奈川県 企業庁企業局長 菅　野　　　隆

214008 神奈川県 神奈川県 企業庁企業局水道部経営課主事 久　保　範　幸
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214012 神奈川県 座間市 上下水道局長 大　矢　康　夫

214501 神奈川県 神奈川県内広域水道企業団 企業長 吉　川　伸　治

214501 神奈川県 神奈川県内広域水道企業団 副企業長 林　　　秀　樹

214501 神奈川県 神奈川県内広域水道企業団 広報・渉外担当課長 冨　安　　　豊

212001 千葉県 千葉県 水道局長 田　谷　徹　郎

212001 千葉県 千葉県 水道局管理部総務企画課 大　澤　和　巳

212011 千葉県 柏市 水道部給水課長 添　田　喜久子

212011 千葉県 柏市 水道部浄水課長 清　水　雅　彦

212006 千葉県 習志野市 企業局企業管理者 若　林　一　敏

212006 千葉県 習志野市 企業局業務部業務部長 渡　辺　伸　晴

212036 千葉県 八街市 水道課長 金　﨑　正　人

212013 千葉県 八千代市 上下水道局次長 豊　田　和　男

212034 千葉県 四街道市 水道事業センター業務課主事 宍　倉　航　大

212505 千葉県 印旛郡市広域市町村圏事務組合 水道企業部長 秋　山　　　尚

212502 千葉県 北千葉広域水道企業団 総務部参事 杉　山　三　徳

212502 千葉県 北千葉広域水道企業団 総務部総務調整室主査 黒　木　　　隆

212504 千葉県 君津広域水道企業団 事務局長 倉　持　俊　哉

212504 千葉県 君津広域水道企業団 企画統合課長 前　田　康　樹

212501 千葉県 九十九里地域水道企業団 総務課副課長 小　林　和　男

212072 千葉県 長生郡市広域市町村圏組合 水道部次長 石　川　　　明

212503 千葉県 東総広域水道企業団 総務課長 大　綱　弘　之

212506 千葉県 南房総広域水道企業団 事務局長 内　山　真　義

211710 埼玉県 さいたま市 水道事業管理者 日　野　　　徹

211710 埼玉県 さいたま市 水道局長 川　﨑　照　正

211710 埼玉県 さいたま市 水道局業務部水道総務課課長補佐 濱　名　浩　和

211007 埼玉県 川口市 水道局水道部長 境　沢　孝　弘

211007 埼玉県 川口市 水道局水道総務課長 野　崎　　　豊

211021 埼玉県 春日部市 水道部水道事業管理者職務代理者水道部長 会　田　和　彦

211015 埼玉県 加須市 上下水道部水道課長 栗　田　裕　司

211008 埼玉県 川越市 上下水道局総務企画課副課長 福　田　英　一

211020 埼玉県 狭山市 上下水道部水道施設課課長 高　野　至　誠

211063 埼玉県 日高市 上・下水道部水道課長 福　田　　　進

211051 埼玉県 富士見市 建設部水道課長 谷　合　正　史

211030 埼玉県 吉川市 水道課副参事兼課長 増　田　典　道

211048 埼玉県 桶川北本水道企業団 事務局長 林　　　博　之
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211048 埼玉県 桶川北本水道企業団 総務課長 小　高　清　隆

211032 埼玉県 越谷・松伏水道企業団 お客様課長 野　呂　一　穂

211032 埼玉県 越谷・松伏水道企業団 配水管理課副課長 新　井　伸　之

211062 埼玉県 坂戸、鶴ケ島水道企業団 事務局長 田　端　安　男

211062 埼玉県 坂戸、鶴ケ島水道企業団 事務局次長 小　林　秀　之

211001 埼玉県 秩父広域市町村圏組合 水道局水道局長 髙　野　明　生

211034 埼玉県 小川町 上下水道課長 岸　野　敏　彦

211701 埼玉県 上里町 上下水道課長 宮　下　忠　仁

210003 群馬県 前橋市 水道局参事兼経営企画課長 橋　本　誠　次

210501 群馬県 群馬県 企業局水道課補佐（管理係長） 松　村　はつみ

210007 群馬県 伊勢崎市 水道局長 喜　楽　喜代美

210004 群馬県 桐生市 水道局浄水課長 丹　羽　　　稔

210001 群馬県 高崎市 水道局経営企画課長 岸　　　一　之

210005 群馬県 群馬東部水道企業団 次長 藤　生　喜　義

209001 栃木県 宇都宮市 上下水道事業管理者 桜　井　鉄　也

209502 栃木県 栃木県 企業局水道課水道課主任 古　山　拓　哉

209002 栃木県 足利市 上下水道部長 川　連　正　司

208002 茨城県 日立市 企業局上下水道部総務課長 鈴　木　啓　司

208002 茨城県 日立市 企業局上下水道部総務課係長 根　本　和　弥

208001 茨城県 水戸市 水道部水道部水道総務課副参事兼課長補佐 梶　山　　　哲

208501 茨城県 茨城県 企業局業務課係長 武　藤　敏　博

208730 茨城県 小美玉市 水道局長 飯　田　　　孝

208015 茨城県 茨城県南水道企業団 次長 唯　根　正　敏

208015 茨城県 茨城県南水道企業団 管理課長補佐 石　塚　　　裕

208016 茨城県 湖北水道企業団 事務局長 立 川　芳 男

219001 山梨県 甲府市 上下水道事業管理者職務代理者 堀　内　正　仁

219007 山梨県 富士吉田市 都市基盤部上下水道管理課 高　根　勇　樹

223001 愛知県 名古屋市 上下水道局総務部主幹 魚　岸　勝　則

223002 愛知県 豊橋市 水道事業及び下水道事業管理者 永　田　憲　司

223501 愛知県 愛知県 企業庁・技術監 原　田　　　宏

223501 愛知県 愛知県 企業庁水道部水道計画課・主査 岩　城　健二朗

223007 愛知県 一宮市 上下水道部次長 桑　山　昌　巳

223005 愛知県 岡崎市 上下水道局総務課長 鳥　居　隆　司

223011 愛知県 豊田市 上下水道局長 阿　部　　　博

223081 愛知県 愛知中部水道企業団 工務部長 相　羽　　　毅
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223034 愛知県 海部南部水道企業団 局長 水　谷　秀　夫

223063 愛知県 北名古屋水道企業団 事務局次長 長　瀬　由　一

224501 三重県 三重県 企業庁次長 加　藤　治　夫

224012 三重県 鈴鹿市 上下水道事業管理者 谷　口　　　誠

224004 三重県 四日市市 上下水道局政策推進部理事兼東京事務所長 村　上　孝　夫

222007 静岡県 静岡市 上下水道局長 増　田　敏　久

222006 静岡県 浜松市 水道事業及び下水道事業管理者 寺　田　賢　次

222010 静岡県 富士市 上下水道部水道維持課長 佐　瀬　徳　志

218026 福井県 若狭町 水道課長 岡　本　隆　司

217001 石川県 金沢市 公営企業管理者 桶　川　秀　志

220001 長野県 長野市 上下水道局技幹兼水道整備課長 島　田　賢　一

220045 長野県 茅野市 都市建設部水道課長 保　科　明　敏

220045 長野県 茅野市 都市建設部水道課庶務経営係長 平　沢　幸　人

215001 新潟県 新潟市 水道局経営企画部長 横　山　俊　宏

215002 新潟県 長岡市 水道局長 川　津　充　弘

215005 新潟県 柏崎市 ガス水道局局長 春　川　修　一

215074 新潟県 上越市 ガス水道局長 小　菅　宏　造

215074 新潟県 上越市 ガス水道局総務課総務係長 新　部　康　晴

227001 大阪府 大阪市 水道事業管理者 玉　井　得　雄

227001 大阪府 大阪市 水道局総務部総務課長 藤　原　鉄　也

227001 大阪府 大阪市 水道局総務部総務課担当係長 柿　田　晴　子

227001 大阪府 大阪市 水道局総務部総務課 大　西　弘　晃

227007 大阪府 豊中市 上下水道事業管理者 阪　口　　　博

227002 大阪府 堺市 上下水道事業管理者

227002 大阪府 堺市 上下水道局上水道部長 藤　谷　光　宏

227028 大阪府 大阪狭山市 水道局上下水道部長 能　勢　　　温

227016 大阪府 門真市 水道事業管理者職務代理者上下水道局長 西　口　　　孝

227019 大阪府 四條畷市 上下水道局工務課長 村　田　雅　文

227008 大阪府 吹田市 水道事業管理者 赤　野　茂　男

227017 大阪府 大東市 上下水道事業管理者職務代理者 松　本　　　剛

227011 大阪府 高槻市 水道部次長兼総務企画課長 岩　川　幸　二

227046 大阪府 阪南市 上下水道部水道工務課長代理 早　川　朋　孝

227015 大阪府 守口市 水道局長 松　　　良　之

227503 大阪府 大阪広域水道企業団 経営管理部広域連係課連携グループ主事 瀬　島　一　樹

226002 京都府 京都市 上下水道局次長 向　畑　秀　樹
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226002 京都府 京都市 上下水道局総務部総務課担当係長 谷　　　晃　輔

226503 京都府 京都府 環境部府営水道事務所技術次長 下　司　　　真

228001 兵庫県 神戸市 水道事業管理者 水　口　和　彦

228501 兵庫県 阪神水道企業団 浄水計画課主幹 門　脇　正　夫

228501 兵庫県 阪神水道企業団 総務部総務課主査 津　高　憲　一

228506 兵庫県 兵庫県 企業庁水道課長 丸　岡　　　剛

228009 兵庫県 明石市 水道部次長兼総務課長 吉　本　幸　雄

228014 兵庫県 芦屋市 上下水道部水道管理課長 高　橋　正　治

228016 兵庫県 三田市 上下水道部次長 川　田　達　久

228008 兵庫県 姫路市 水道局次長兼総務課長 佐　野　直　人

229013 奈良県 斑鳩町 町長 小　城　利　重

229026 奈良県 吉野町 町長 北　岡　　　篤

225006 滋賀県 彦根市 上下水道部副参事兼上下水道総務課長 和　田　富美子

230001 和歌山県 和歌山市 水道局経営管理部水道総務課総務情報班 藤　原　健　治

234012 広島県 呉市 上下水道局経営総務部副部長 上　村　真　一

234019 広島県 福山市 上下水道局施設部水質管理センター 野　本　　　弘

234052 広島県 北広島町 町長 箕　野　博　司

233027 岡山県 玉野市 建設部長 小　橋　康　彦

233501 岡山県 岡山県南部水道企業団 企業長 藤　田　秀　德

233502 岡山県 備南水道企業団 工務課副主任 塩　田　明　夫

235001 山口県 下関市 上下水道局副局長 芝　﨑　佳　人

235029 山口県 山陽小野田市 水道事業管理者 岩　佐　謙　三

235004 山口県 山口市 上下水道局局次長 藤　村　克　彦

231002 鳥取県 米子市 水道事業管理者水道局長 中　原　明　寛

231001 鳥取県 鳥取市 水道事業管理者 武　田　行　雄

232001 島根県 松江市 上下水道局業務部長 山　本　哲　也

232001 島根県 松江市 上下水道局業務部次長 兼　折　功　一

232025 島根県 吉賀町 町長 中　谷　　　勝

237001 香川県 高松市 上下水道局局次長 野　田　員　生

237004 香川県 観音寺市 水道局監理課長 合　田　英　夫

238005 愛媛県 今治市 水道部水道総務課課長補佐 矢　野　和　郎

236002 徳島県 徳島市 水道局浄水課長 辻　　　裕　之

236010 徳島県 松茂町 町長 広　瀬　憲　発

240002 福岡県 福岡市 水道事業管理者 清　森　俊　彦

240002 福岡県 福岡市 水道局総務部総務課長 江　﨑　智　美
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240004 福岡県 久留米市 企業局上下水道部技術担当次長 佐　藤　三紀彦

240004 福岡県 久留米市 企業局上下水道部上水道整備課課長補佐 橋　本　繁　樹

240003 福岡県 大牟田市 企業局総務課長 永　江　丈　徳

240503 福岡県 福岡地区水道企業団 企業長 諌　山　和　仁

240503 福岡県 福岡地区水道企業団 施設部計画課長 川　﨑　　　孝

240017 福岡県 三井水道企業団 総務課長 井　上　　　光

240023 福岡県 宇美町 町長 木　原　　　忠

240030 福岡県 粕屋町 町長 因　　　辰　美

240024 福岡県 篠栗町 町長 三　浦　　　正

240025 福岡県 志免町 町長 世　利　良　末

240027 福岡県 新宮町 町長 長　﨑　武　利

240026 福岡県 須恵町 町長 中　嶋　裕　史

240093 福岡県 久山町 町長 久　芳　菊　司

244001 大分県 大分市 水道局管理部総務課参事補 高　橋　　　淳

244004 大分県 別府市 水道企業管理者 中　野　義　幸

242001 長崎県 長崎市 東京事務所長 黒　田　正　代

242002 長崎県 佐世保市 水道局長 谷　本　薫　治

241001 佐賀県 佐賀市 上下水道局水循環部総務課副課長 一ノ宮　一　憲

241019 佐賀県 鳥栖市 上下水道局長 白　木　隆　弘

243013 熊本県 大津菊陽水道企業団 総務課長 荒　木　幸　一

243013 熊本県 大津菊陽水道企業団 庶務係長 栗　木　徳　明

245001 宮崎県 宮崎市 上下水道局企画財政部企画政策課東京事務所長 田山地　　　隆

245013 宮崎県 新富町 町長 土　屋　良　文

247001 沖縄県 那覇市 上下水道事業管理者上下水道局長 翁　長　　　聡
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304035 宮城県 堀　寛士

304039 宮城県 安藤　健一

308001 茨城県 茨城県保健福祉部生活衛生課水道整備グループ(主任　金親　幸宏)

308014 茨城県 依田　幹雄

309015 栃木県 赤羽　由男

311011 埼玉県 埼玉県保健医療部生活衛生課(主任　飯島　圭太)

311042 埼玉県 白水　暢

311064 埼玉県 松澤　昭夫

311076 埼玉県 村元　修一

311092 埼玉県 門脇　敏明

311104 埼玉県 田口　靖

311107 埼玉県 富岡　透

312028 千葉県 千葉県総合企画部水政課(主査　齋藤　正樹)

312028 千葉県 千葉県総合企画部水政課(副主査　櫻井　敦史)

312028 千葉県 千葉県総合企画部水政課(主事　髙梨　泰明)

312028 千葉県 千葉県総合企画部水政課(技師　中村　健吾)

312096 千葉県 野津　博道

313014 東京都 市川　久浩

313259 東京都 齋藤　博康

313290 東京都 渡邊　康之

313349 東京都 中村　幸雄

313385 東京都 山口　岳夫

313390 東京都 高柳　昌央

313401 東京都

313406 東京都 船井　洋文

313413 東京都 松井　庸司

313416 東京都 金城　鳳鶴

313418 東京都 松村　隆司

314084 神奈川県 藤田　賢二

314119 神奈川県 菅原　弘

314230 神奈川県 國富　進

314242 神奈川県

314254 神奈川県 有村　源介

314263 神奈川県 田中　道夫

314265 神奈川県



第88回総会出席者名簿　特別会員

会員番号 県名 会員名

314277 神奈川県 久保田　照文

314280 神奈川県 大谷　幸二郎

314282 神奈川県 佐藤　親房

314286 神奈川県 加藤　茂

323112 愛知県 髙見　享

328007 兵庫県 石丸　豊
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401037 北海道 ㈱データベース 代表取締役 大　森　康　弘

401037 北海道 ㈱データベース 東京支店長 清　重　正　樹

401022 北海道 東日本設計㈱ 代表取締役 石　川　孝　二

404008 宮城県 ㈱アイ・ケー・エス 代表取締役社長 森　田　　　和

406003 山形県 東北企業㈱ 常務取締役 長　瀬　一　博

413044 東京都 アズビル金門㈱ 営業本部水道メーター営業部部長 梶　原　一　祥

413044 東京都 アズビル金門㈱ 営業本部水道メーター営業部マネージャー 藤　川　　幹

413019 東京都 水ｉｎｇ㈱ 代表取締役社長 水　谷　重　夫

413019 東京都 水ｉｎｇ㈱ 副社長執行役員 大　野　和　之

413019 東京都 水ｉｎｇ㈱ 顧問 雨　宮　洋　一

413019 東京都 水ｉｎｇ㈱ O&M統括企画調査部・部長 與三本　　　毅

413019 東京都 水ｉｎｇ㈱ 執行役員水インフラ事業本部長 岩　瀬　　　徹

413019 東京都 水ｉｎｇ㈱ 水インフラ事業本部・特別顧問 鈴　木　三　夫

413019 東京都 水ｉｎｇ㈱ 水インフラ企画管理統括・副統括 平　井　健一朗

413019 東京都 水ｉｎｇ㈱ 水インフラ企画管理統括・担当部長 田　中　　　博

413019 東京都 水ｉｎｇ㈱ 水インフラ企画管理統括・シニアアドバイザー 沼　田　篤　男

413019 東京都 水ｉｎｇ㈱ 水インフラ企画管理統括・水道技術シニアアドバイザー 戸　來　伸　一

413019 東京都 水ｉｎｇ㈱ 上水道事業統括上水事業営業部・部長 馬　渡　政　至

413019 東京都 水ｉｎｇ㈱ 上水道事業統括上水事業営業部 加　藤　　　孝

413019 東京都 水ｉｎｇ㈱ 薬品営業統括・統括 中　村　和　久

413019 東京都 水ｉｎｇ㈱ 薬品営業統括薬品営業推進部・部長 南　保　幸　司

413188 東京都 ㈱日立製作所 社会システム営業本部営業第二部部長 岡　野　修　一

413188 東京都 ㈱日立製作所 社会システム営業本部営業第二部部長代理 榎　戸　啓　二

413188 東京都 ㈱日立製作所 社会システム営業本部営業第二部主任 遠　藤　　　駿

413188 東京都 ㈱日立製作所 水事業部主管技師長 早稲田　邦　夫

413188 東京都 ㈱日立製作所 水事業部主管技師 舘　　　隆　広

413199 東京都 メタウォーター㈱ プラントエンジニアリング事業本部シニアアドバイザー 落　合　秀　次

413199 東京都 メタウォーター㈱ 営業本部主幹 児　島　憲　治

413199 東京都 メタウォーター㈱ 営業本部東京営業部担当部長 丸　山　智　史

413174 東京都 ㈱ＮＪＳ 東京総合事務所水道部部長 大　嶽　公　康

413174 東京都 ㈱ＮＪＳ 東京総合事務所水道部副部長 天　野　幹　大

413148 東京都 ㈱日水コン 水道事業部顧問 鈴　木　　　繁

413148 東京都 ㈱日水コン 事業統括本部顧問 櫻　井　克　信

413013 東京都 ㈱石垣 環境機械事業部管理部長 岡　田　博　久

413013 東京都 ㈱石垣 環境機械事業部営業本部長 森　　　浩　二
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413013 東京都 ㈱石垣 環境機械事業部営業部長 川　端　圭　介

413082 東京都 東京水道サービス㈱ 代表取締役社長 増　子　　　敦

413082 東京都 東京水道サービス㈱ 取締役（総務部長兼務） 冨　田　英　昭

413082 東京都 東京水道サービス㈱ 特命担当理事 内　藤　和　弥

413169 東京都 日本ヴィクトリック㈱ 営業部顧問 緒　方　　　明

413221 東京都 ㈱明電舎 水・環境システム事業部営業部副部長 古　屋　伸　一

413004 東京都 昱㈱ 細　矢　重　次

413004 東京都 昱㈱ 東京支店長 酒　井　達　也

413004 東京都 昱㈱ 東京支店参与 横　山　　　功

413004 東京都 昱㈱ 東京支店営業部長 久　住　　　隆

413004 東京都 昱㈱ 東京支店営業部 山　内　　　修

413408 東京都 アルミニウム合金製屋根工法協会 事務局長 酒　入　　　修

413437 東京都 ㈱イシザキ ビジネスディベロップメントマネージャー 小　川　博　巳

413312 東京都 いであ㈱ 専務執行役員 伊　藤　光　明

413394 東京都 ヴェオリア・ジェネッツ㈱ 代表取締役 深　澤　　　貴

413394 東京都 ヴェオリア・ジェネッツ㈱ CS本部CS本部長 若　菜　和　也

413394 東京都 ヴェオリア・ジェネッツ㈱ CS本部東日本責任者 池　畑　隆　博

413023 東京都 荏原実業㈱ 特別顧問 小　林　孝　泰

413025 東京都 塩化ビニル管・継手協会 副会長・専務理事 醍　醐　辰　也

413034 東京都 オリジナル設計㈱ 代表取締役社長 菅　　　伸　彦

413034 東京都 オリジナル設計㈱ 技師長 髙　島　英二郎

413034 東京都 オリジナル設計㈱ 設計計画本部長代理 鈴　木　真　介

413431 東京都 ㈱協振技建 営業部営業部長 須　藤　康　男

413335 東京都 クボタ環境サービス㈱ 上下水維持管理部営業課長 野　村　晋　亮

413335 東京都 クボタ環境サービス㈱ 上下水事業部顧問 菅　原　　　弘

413335 東京都 クボタ環境サービス㈱ 静岡営業所顧問 中　野　義　治

413335 東京都 クボタ環境サービス㈱ O&M本部営業企画課担当部長 浅　野　道　也

413065 東京都 クボタシーアイ㈱ マーケティング推進部・担当課長 江　頭　　　司

413406 東京都 国際航業㈱ 執行役員営業本部上下水道事業化室室長 杉　山　清　昭

413406 東京都 国際航業㈱ 営業本部上下水道事業化室営業推進部長 野　口　順　史

413057 東京都 コスモ工機㈱ 取締役営業部長 佐　藤　勝　志

413057 東京都 コスモ工機㈱ 執行役員営業業務部長 今　野　　　続

413057 東京都 コスモ工機㈱ 営業部副部長 名　倉　一　郎

413333 東京都 ㈱ジャパンウォーター 代表取締役社長 下　家　成　人

413333 東京都 ㈱ジャパンウォーター 取締役 岩　崎　克　己
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413074 東京都 シンク・エンジニアリング㈱ 経営企画本部長 岡　村　勝　也

413272 東京都 ㈱水機テクノス 代表取締役 武　藏　昌　弘

413272 東京都 ㈱水機テクノス 営業推進部長 能　登　　　博

413391 東京都 (一社)水道運営管理協会 事務局長 西　島　　　貢

413391 東京都 (一社)水道運営管理協会 事務局 小　林　　　修

413080 東京都 水道バルブ工業会 専務理事 大　橋　康　作

413080 東京都 水道バルブ工業会 事務局長 近　藤　　　融

413240 東京都 水道マッピングシステム㈱ 代表取締役副社長 今　井　茂　樹

413240 東京都 水道マッピングシステム㈱ 情報処理部長 今　村　　　滋

413433 東京都 水道用管更生・更新工法協会 会長 福　井　一　晃

413433 東京都 水道用管更生・更新工法協会 事務局長 島　口　昌　男

413330 東京都 水道用鉄蓋工業会 運営副委員長 龍　　　　　誠

413091 東京都 積水化学工業㈱ インフラ土木事業部部長

413091 東京都 積水化学工業㈱ インフラ土木事業部課長 鈴　木　剛　史

413091 東京都 積水化学工業㈱ インフラ土木事業部顧問 飛　原　秀　登

413091 東京都 積水化学工業㈱ 西日本支店部長 山　本　貴　文

413091 東京都 積水化学工業㈱ 中部支店部長 田　中　浩　二

413096 東京都 全国管工事業協同組合連合会 専務理事 粕　谷　明　博

413092 東京都 (一社)全国上下水道コンサルタント協会 常務理事 萩　原　　　壽

413334 東京都 第一環境㈱ 代表取締役会長 岡　地　雄　一

413334 東京都 第一環境㈱ 代表取締役社長 宮　﨑　勝　己

413347 東京都 ㈱第一テクノ 東京支店顧問 篠　原　義　彰

413347 東京都 ㈱第一テクノ 東京支店営業課長 西　尾　光　平

413347 東京都 ㈱第一テクノ 技術部技術課長 須　田　貴　志

413106 東京都 ㈱宅配 執行役員 吉　野　　　明

413430 東京都 玉田工業㈱ 事業本部アクア事業部 串　田　俊　之

413382 東京都 千代田工販㈱ UVシステム事業部事業部長 黒　田　博　範

413382 東京都 千代田工販㈱ UVシステム事業部副事業部長兼営業部長 立　川　宣　彦

413328 東京都 月島テクノメンテサービス㈱ 取締役常務執行役員維持管理本部長 伊　藤　道　夫

413328 東京都 月島テクノメンテサービス㈱ 東日本維持管理第２部部長 前　嶌　昭　弘

413328 東京都 月島テクノメンテサービス㈱ 営業推進部部長 上　釜　義　孝

413135 東京都 ㈱テクノフレックス 水道部部長 青　木　　　茂

413135 東京都 ㈱テクノフレックス 水道部課長 紙　谷　知　宏

413345 東京都 テスコ㈱ 関内事務所所長 杉　山　　　誼

413345 東京都 テスコ㈱ 特別顧問 佐々木　順　治
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413258 東京都 東京都市開発㈱ 常勤監査役 鈴　木　慶　一

413258 東京都 東京都市開発㈱ 理事総務部長 小　峰　　　武

413234 東京都 ㈱トミス 資材部資材部長代理 吉　田　　　徹

413234 東京都 ㈱トミス 東京営業所所長 伊　達　邦　宏

413397 東京都 ナルコート工業会 事務局長 長　　　道　夫

413300 東京都 西川計測㈱ 取締役 砂　子　　　司

413300 東京都 西川計測㈱ 公共営業本部長 須　田　　　真

413300 東京都 西川計測㈱ 公共営業部長代理 松　尾　晃　也

413144 東京都 ㈱西原環境 環境事業本部上水ソリューション室担当部長 原　　　　　正

413425 東京都 日鉄住金パイプライン＆エンジニアリング㈱ 水道部水道部長 松　廣　克　之

413295 東京都 ㈱日邦バルブ 営業本部顧問 安　田　一　章

413295 東京都 ㈱日邦バルブ 専務取締役技術本部長 大　江　裕　明

413435 東京都 （一社）日本水中ロボット調査清掃協会 会長 原　　　純　貴

413177 東京都 日本水道鋼管協会 専務理事 野　口　芳　男

413178 東京都 ㈱日本水道設計社 取締役社長 小林　信五

413163 東京都 日本ダクタイル異形管工業会 専務理事 近　藤　憲　二

413164 東京都 （一社）日本ダクタイル鉄管協会 事務局長 横　道　保　博

413439 東京都 日本レジン製品協会 専務理事 藤　原　　　昇

413288 東京都 配水用ポリエチレンパイプシステム協会 企画部長 藤　井　嘉　人

413329 東京都 パルテム技術協会 事務局長 西　岡　元　治

413052 東京都 ㈱ＰＵＣ 代表取締役社長 小　山　　　隆

413052 東京都 ㈱ＰＵＣ 取締役 石　井　正　明

413052 東京都 ㈱ＰＵＣ 総務部長 村　山　恒　廣

413190 東京都 日之出水道機器㈱ 担当執行役員広報部長 竹　中　史　朗

413195 東京都 冨士機材㈱ 環境プラント営業部部長 堀　越　眞　二

413196 東京都 フジ地中情報㈱ 代表取締役社長 田　村　典　行

413196 東京都 フジ地中情報㈱ 事業推進本部本部長 平　田　雅　浩

413198 東京都 フジテコム㈱ テクニカルフェロー 有　吉　寛　記

413246 東京都 ㈱フソウ 常務取締役営業本部長 工　藤　　　修

413403 東京都 特定非営利活動法人ポリシリカ鉄協会 事務局 東　　　義　洋

413415 東京都 ㈱堀場アドバンスドテクノ 水環境インフラマネージャー 近　藤　慎　平

413205 東京都 前澤化成工業㈱ 営業企画部・担当部長 進　　　聡　文

413206 東京都 前澤給装工業㈱ 顧問 上　原　勝　己

413375 東京都 三井金属エンジニアリング㈱ 営業企画部副部長 宮　地　秀　明

414036 神奈川県 日本原料㈱ 代表取締役社長 齋　藤　安　弘
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414036 神奈川県 日本原料㈱ 専務取締役 江　嶋　　　洋

414058 神奈川県 荏原工業洗浄㈱ 事業開発部営業担当部長 日　高　　　保

414056 神奈川県 ㈱グッドマン 代表取締役 渡　邊　研　一

414023 神奈川県 ㈱デック 取締役社長 川　口　真　二

414023 神奈川県 ㈱デック 常務取締役 渡　辺　史　範

414023 神奈川県 ㈱デック 常務取締役 川　口　一　成

412019 千葉県 ㈱千葉メンテ 取締役技術部長 森　田　政　治

412019 千葉県 ㈱千葉メンテ 課長代理 小野沢　賢　一

411044 埼玉県 前澤工業㈱ 取締役事業統括本部副本部長 斎　藤　貴　之

411044 埼玉県 前澤工業㈱ 取締役事業統括本部副本部長 絹　笠　　　淳

411044 埼玉県 前澤工業㈱ 事業統括本部バルブ事業部長 大河原　昭　男

411044 埼玉県 前澤工業㈱ 事業統括本部環境ソリューション事業部第一部次長 大　澤　裕　志

411044 埼玉県 前澤工業㈱ 経営管理本部経営企画室部長 春　田　満　雄

411010 埼玉県 長島鋳物㈱ 営業部長 梶　山　達　雄

411036 埼玉県 日本環境クリアー㈱ 専務取締役 松　本　　　朗

411036 埼玉県 日本環境クリアー㈱ 常務取締役 矢　澤　学　人

411036 埼玉県 日本環境クリアー㈱ 上下水道部次長 尾　上　庸　介

411036 埼玉県 日本環境クリアー㈱ 上下水道部業務管理課係長 松　本　惇　志

411046 埼玉県 ㈱前澤エンジニアリングサービス 代表取締役社長 田　口　　　繁

411046 埼玉県 ㈱前澤エンジニアリングサービス 営業取締役技術統括部長 吉　田　清　志

411046 埼玉県 ㈱前澤エンジニアリングサービス 取締役営業副統括部長 斉　藤　　　広

411046 埼玉県 ㈱前澤エンジニアリングサービス 営業部営業課長 堀　川　勝　明

409004 栃木県 中里建設㈱ 代表取締役 中　里　　　聡

423001 愛知県 愛知時計電機㈱ 名古屋支店顧問 一　柳　善　郎

423001 愛知県 愛知時計電機㈱ 東京支店副支店長 田　中　秀　憲

423001 愛知県 愛知時計電機㈱ 東京支店部長 吉　村　孝　之

423012 愛知県 ㈱クロダイト 営業本部長 成　田　龍　雄

423060 愛知県 東海鋼管㈱ 東京支店長 加　藤　正　宏

423025 愛知県 中日本建設コンサルタント㈱ 後　藤　　　茂

421001 岐阜県 ㈱安部日鋼工業 事業本部営業企画部長 小　林　　　猛

421010 岐阜県 森松工業㈱ 関東水道営業部課長代理 野　村　貴　弘

420005 長野県 ㈱竹村製作所 本社営業部部長 塚　田　　　進

427029 大阪府 ㈱クボタ 代表取締役副社長 久　保　俊　裕

427029 大阪府 ㈱クボタ 執行役員パイプシステム事業部長 内　田　睦　雄

427029 大阪府 ㈱クボタ 東日本上下水道営業部長 池　田　安　正
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427029 大阪府 ㈱クボタ パイプシステム事業推進部担当部長 藤　岡　泰　朗

427029 大阪府 ㈱クボタ パイプシステム事業推進部担当課長 角　田　恵美子

427032 大阪府 ㈱栗本鐵工所 取締役 屋　地　幹　生

427032 大阪府 ㈱栗本鐵工所 執行役員鉄管事業部長 藤　本　幸　隆

427032 大阪府 ㈱栗本鐵工所 鉄管事業部パイプシステム営業本部長 後　藤　武　志

427053 大阪府 大成機工㈱ 代表取締役社長 鈴　木　　　仁

427053 大阪府 大成機工㈱ 取締役 田　淵　雅　士

427053 大阪府 大成機工㈱ 取締役 海　道　尚　毅

427053 大阪府 大成機工㈱ 取締役 潮　崎　光　洋

427053 大阪府 大成機工㈱ 常務執行役員 木　村　光　男

427053 大阪府 大成機工㈱ 常務執行役員 森　岡　敏　行

427053 大阪府 大成機工㈱ 特別顧問 渥　美　和　裕

427166 大阪府 ㈱ナガオカ 第３営業部部長 里　　　美　隆

427115 大阪府 芦森工業㈱ パルテム営業部部長 伊　藤　和　良

427020 大阪府 柏原計器工業㈱ 代表取締役社長 三　浦　直　人

427187 大阪府 ㈱クボタ工建 営業統括部部長 森　永　一晃希

427033 大阪府 ㈱光明製作所 代表取締役 金　村　時　喜

427193 大阪府 積水アクアシステム㈱ プラント事業部執行役員・事業部長 宮　沢　亨　治

427193 大阪府 積水アクアシステム㈱ 大阪営業部部長 西　川　貴　徳

427057 大阪府 ㈱タブチ SPアドバイザー技術士（上下水道部門） 安　藤　朝　廣

427057 大阪府 ㈱タブチ MP/N-KantoエリアセールスDIV執行役員本部長 松　浦　晃　久

427063 大阪府 月島機械㈱大阪支社 水環境事業本部顧問 林　　　良　政

427082 大阪府 （一社）日本ダクタイル鉄管協会関西支部 支部長 山　田　豊　実

427082 大阪府 （一社）日本ダクタイル鉄管協会関西支部 顧問 片　山　隆　文

427114 大阪府 理水化学㈱ 東京支店長 福　森　道　明

427114 大阪府 理水化学㈱ 営業課課長 諏　訪　伸一郎

427114 大阪府 理水化学㈱ 営業課課長代理 五歩一　政　康

427208 大阪府 ろ材再資源化促進協会 会長 坪　内　一　洋

428008 兵庫県 ㈱神鋼環境ソリューション 水環境技術本部顧問 三　島　和　男

428008 兵庫県 ㈱神鋼環境ソリューション 営業本部水環境営業部課長 西　田　正　俊

428023 兵庫県 ㈱クボタパイプテック 代表取締役社長 吉　田　哲　夫

428033 兵庫県 日本技術サービス㈱ 取締役部長 鳥　井　総　司

425003 滋賀県 ㈱清水合金製作所 代表取締役社長 和　田　正　憲

425003 滋賀県 ㈱清水合金製作所 常務取締役技術本部長 橋　岡　由　男

434013 広島県 積水化学工業㈱環境・ライフラインカンパニー西日本支店 中国土木システム営業所中国土木システムグループ 森　谷　慎　介


