第１回（平成23年度第１回）建設トップランナー倶楽部幹事会
建設トップランナー倶楽部代表幹事
和田 章（東京工業大学教授）
○ 日 時

平成23年2月7日（月）14：00~20：00

○ 場 所

建築会館ホール（日本建築学会）
〒108− 8414 東京都港区芝5丁目26番20号 電話 03− 3456− 2051

○ プログラム
【14時-14時30分】 幹事会 設立総会
【14時30分-15時】 幹事会設立の記念出版に関わる打合せ（地方建設記者の会）
【15時-15時15分】 休憩

【15時15分-17時30分】建設トップランナーフォーラム・アドバイザーとの交流会
１）アドバイザーから話題提供（各10分程度）
佐藤直良様
松嶋英機様
大石久和様
清水愼一様
籐條 聡様
沼田正俊様
塩川白良様
横田俊之様
幸田雅治様
谷 明人様
堺井啓公様

国土交通省 技監 （未定）
西村あさひ法律事務所代表パートナー 事業再生実務家協会代表理事
元国交省技監、国土技術研究センター理事長、東京大学特任教授
JTB常務取締役、立教大学観光学部教授
国土交通省 建設市場整備課 建設産業振興室 課長補佐
林野庁
次長
農林水産省 総合食料局食糧貿易課長
総務省
情報通信国際戦略局次長
総務省
地方職員共済組合理事(出向)
経済産業省 大臣官房参事官（技術・高度人材戦略担当）
経済産業省 製造産業局 政策企画官

２）幹事会との意見交換
【18時-20時】 アドバイザーとの懇親会
ご挨拶 島田泰助様
中島正弘様
鷺坂長美様
末松広行様
佐藤秀夫様

前林野庁長官、農水産業協同組合貯金保険機構理事長
国土交通省
国土計画局長
環境省
水・大気環境局長
林野庁
林政部長
経済産業省
貿易経済協力局 貿易管理部農水産室長
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建設ト ッ プ ラ ン ナー倶楽部幹事会（ TRC）

交流会・ 懇親会

アド バイ ザー紹介

（アドバイザー：これまでフォーラム等でアドバイザー、講演等をして戴いた方）順不同

○佐藤直良様
国土交通省 技監
（前）河川局長、（元）中部地方整備局長として、林建共働、複業化を推進。TRF設立時から支援
○松嶋英機先生
西村あさひ法律事務所代表パートナー弁護士 事業再生実務家協会代表理事。
日本の事業再生の第１人者。2009年国交省地域建設業支援緊急対策調査事業委員長。
ご実家は熊本県の建設会社。地方建設業の経営問題の研究会などを指導。
○大石久和先生
国土技術研究センター理事長。（元）国交省技監。東京大学特任教授。
建設トップランナーの発足時より毎回フォーラムを指導。2009年フォーラムで基調講演。
○島田泰助様
農水産業協同組合貯金保険機構理事長。
（前）林野庁長官として、2010年「森林再生と平成検地」シンポで講演。林建共働を支援。
○清水愼一様
JTB常務取締役、立教大学観光学部教授。
2007年フォーラムで講演。2008年富山大会で講演。地域の観光振興を指導。
○中島正弘様
国土交通省 国土計画局長
（前）内閣府地域活性化統合事務局長として、2008年フォーラムのアドバイザー。複業化支援。
○籐條 聡様
国土交通省 建設市場整備課長補佐
松本市場整備課長（富山大会にアドバイザー参加）の代理として、平成23年度施策の説明。
○鷺坂長美様
環境省 水・大気環境局長
TRFの発足時より、毎年フォーラムのアドバイザー。環境分野、地域活性化の指導。
○沼田正俊様
林野庁 次長
2009年フォーラム「林建共働と森林再生」で講演。林建共働を推進。
○末松広行様
林野庁 林政部長
（前）農林水産省政策課長として2009年フォーラムで講演。2008年アドバイザー。農林業参入を支援。
○塩川白良様
農林水産省 総合食料局食糧貿易課長
（前）官房政策課参事官として企業の農業・林業参入を支援。農業参入企業のへのご指導。
○幸田雅治様
総務省 地方職員共済組合理事（出向中）
（前）総務省行政課長、国民保護防災部長として、2008年、2009年フォーラムのアドバイザー。
○横田俊之様
総務省 情報通信国際戦略局次長
（元）経産省地域経済産業政策課長として2008年、2009年フォーラムのアドバイザー、農商工連携。
○谷 明人様
経済産業省 大臣官房参事官（技術・高度人材戦略担当）
（前）大学連携推進課長として2009年唐津フォーラムで講演。2009年フォーラムで講演。
○佐藤秀夫様
経済産業省 貿易経済協力局貿易管理部農水産室長
（前）農林水産省 構造改善課 経営構造対策室長として企業の農業参入を推進。
毎年、フォーラムの農業分野をアドバイザーとして指導。
○堺井啓公様
経済産業省 製造産業局 政策企画官
毎年、フォーラムの地方再生、地域活性化分野をアドバイザーとして指導。
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建設ト ッ プ ラ ン ナー倶楽部幹事会（ TRC）
代表幹事（特別会員）
和田 章 東京工業大学教授
米田雅子 慶應義塾大学教授

交流会・ 懇親会

出席幹事の紹介

（東京）日本の建築構造学、耐震工学の第１人者
（東京）建設帰農、林建共働、農商工連携、複業化支援

幹事
（特別会員）
佐々木純一郎 弘前大学大学院教授
（青森） 地域活性化、地域経営
幹事
(会員)
管野伸一 （株）管野組社長
（北海道）オホーツク観光振興、じゅんさい栽培
舟山秀太郎（株）舟山組社長
（北海道）無農薬ハーブ栽培、直営店オープン
砂子邦弘 （株）砂子組社長
（北海道）工程革新と情報化施工、ASPの実践
今井 裕 しずお建設（株）取締役
（北海道）士別サフォーク羊の飼育・農業コントラ
斉藤和之 斉藤井出建設（株） 副社長 （北海道）地元の活性化へ地域貢献
大見義紀 大見海事工業（株）社長
（青森）大間のレンタカーと青森ヒバ化粧品
深松 努 （株）深松組社長
（宮城）トマト工場と林建共働そして地域貢献
太田陽平 （株）太田組社長
（宮城）介護事業、リサイクルと地域貢献
大場利秋 （株）大場組社長
（山形）地域総合産業／介護、農業、観光
佐久間源一郎 佐久間建設工業（株）社長（福島）組合方式の一括受託、地域の総合産業
瀬戸良幸 瀬戸建設（株）社長
（神奈川）介護施設の専門集団
文字和男 （株）冨士建設社長
（神奈川）木質チップの多様な用途開発
白鳥勝平 （株）白鳥建設社長
（静岡）大谷崩れの森林再生
森本繁司 馬瀬建設（株）社長
（岐阜）下呂森林施業協議会で林建協働を推進
長瀬雅彦 （株）長瀬土建社長
（岐阜）飛騨高山の林建協働を推進
大山龍彦 大山土木（株）会長
（岐阜）たかやま林業・建設業協同組合（代表）
林 俊宏 （株）林工務店社長
（岐阜）たかやま林業・建設業協同組合
和仁松男 （株）和仁農園社長
（岐阜）奥飛騨の金賞米と荒廃農地再生
苅谷敬三 （株）苅谷工務店社長
（岐阜）林建協働に挑戦
阿部伸一郎セントラル建設（株）社長
（岐阜）建設と介護“複業化”事業
梅村正裕 （株）鈴鍵 社長
（愛知）森林再生のトップランナー
丹羽庸介 （株）鈴鍵
（愛知）森林再生のトップランナー
住田高寿 住田建設（株）社長
（愛知）全国青年会議所２２年建設部会長
川口明久 川口建設（株）社長
（和歌山）不燃木材・防腐加工、間伐材の有効利用
野津一成 美保テクノス（株）社長
（鳥取）介護事業、介護施設病院建設
清水 勉 美保テクノス（株）
（鳥取）介護事業、介護施設病院建設
田仲寿夫 飯古建設（有）社長
（島根）隠岐牛と漁業で島おこし
西山 周 （株）愛亀社長
（愛媛）インフラの町医者、アグリビジネス
原 裕
日本建設技術（株）社長
（佐賀）ミラクルソル~間伐材による地盤補強
谷村隆三 長崎県建設業協会会長
（長崎）全国建設業協会等で広報活動に尽力
星野親房 星野建設（株）社長
（長崎）「直営主義」の施工、地域貢献、雲仙緑化
内山雅仁 （株）内山建設社長
（宮崎）スギ樹皮の培養土など新規事業へ挑戦
林 正英 豊明建設（株）社長
（鹿児島）大隅半島の森林保全、ecology+more
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小林勝幸 全国青年会議所２３年建設部会（全国）中長期政策創造会議議長、部会長代理
23年度建設トップランナーフォーラム担当
幹事 地方建設記者の会（特別会員）
比良博行
建通新聞
（東京）地方建設記者の会の世話役
荒木正芳
北海道建設新聞
(北海道)（前）建設トップランナー倶楽部幹事長
中本卓志
大分建設新聞
（大分）地方建設記者の会
小原 隆
建通新聞
（東京）記念出版担当

＜欠席幹事の紹介＞
志多充彦 全国青年会議所23年建設部会長（全国）今年のJCの代表
中川寿一 芙蓉建設（株）社長
（北海道）農業コントラクターへの進出
菊地大介 （株）あおい社長
（福島）屋根付きグランドと地域コミュニティ活動
八巻恵一 佐藤工業（株）営業本部長
（福島）介護福祉、まちづくり、中心市街地活性化
中村信吾 中村建設（株）社長
（静岡）異業種との連携、環境配慮のリサイクル
杉山文康 杉山建設（株）社長
（岐阜）コンクリート補修、環境、林建協働
前田重宏 （株）吉川組会長
（岐阜）リフォーム、介護事業を通して住環境向上
松島祥久 （株）藤本組社長
（岐阜）日本一暑い多治見から遮熱舗装の開発
加藤 徹 （株）加藤建設社長
（愛知）地盤改良とエコミーテイング
戸敷泰士 （株）戸敷開発社長
（宮崎）地域貢献と地域活性化
（特別会員）
渋谷往男 （株）三菱総合研究所
（東京） 農業ビジネス、林業、地域振興
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