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24期 防災減災学術連携委員会 (20名) 平成30年 4月12日現在

氏 名 所属・職名 備 考 専門分野

副委員長 三木 浩一 慶應義塾大学大学院法務研究科教授 第一部会員 法学（民事訴訟、倒産法、災害）

武内 和彦 公益財団法人地球環境戦略研究機関理事長、東京大学特任教授 第二部会員 環境学、農学、Future Earth

安村 誠司 福島県立医科大学理事・副学長、医学部教授 第二部会員 公衆衛生、原子力災害の健康評価

木村 学 東京海洋大学海洋資源環境学部特任教授 第三部会員 地質学（プレートテクトニクス）

小池 俊雄
国立研究開発法人土木研究所水災害・リスクマネジメント国際

センター(I CHARM)センター長、東京大学 名誉教授、政策研究大

学院大学 連携教授

第三部会員 土木工学（河川・流域環境）

中村 尚 東京大学先端科学技術研究センター副所長・教授 第三部会員
気候変動、異常気象、大気海洋相互

作用

委員長 米田 雅子 慶應義塾大学先導研究センター特任教授 第三部会員 土木工学・建築学

植松 光夫 東京大学大気海洋研究所教授 連携会員 地球環境学（大気・海洋相互作用）

畝本 恭子 日本医科大学多摩永山病院救命救急センター長 連携会員 災害医療学、緊急救急医学

大西 隆 豊橋技術科学大学学長、東京大学名誉教授 連携会員 都市計画学

齊藤 大樹 豊橋技術科学大学建築・都市システム学系教授 連携会員 建築耐震工学

寶 馨 京都大学大学院総合生存学館学館長、京都大学防災研究所教授 連携会員 水文学、防災工学

幹事 田村 和夫 建築都市耐震研究所代表、元千葉工業大学教授 連携会員 都市防災工学

平田 直 東京大学地震研究所・教授 連携会員 地震学

幹事 目黒 公郎 東京大学生産技術研究所・教授 連携会員 地震工学、防災学

森口 祐一 東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻教授 連携会員 環境工学、災害廃棄物

山本 あい子 四天王寺大学 教育学部 教授 (看護学部設置準備室) 連携会員 看護学、災害看護学

吉原 直樹 横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院教授 連携会員 社会学（都市、地域）

依田 照彦 早稲田大学名誉教授 連携会員 土木工学（橋梁）、防災工学

和田 章 東京工業大学名誉教授 連携会員 建築学（構造学）、都市地震工学
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現在の正会員	 2017.11.20	

特定非営利活動法人	 安全工学会		

特定非営利活動法人	 横断型基幹科学技術研究団体連合	

環境システム計測制御学会	

公益社団法人	 空気調和・衛生工学会	

公益社団法人	 計測自動制御学会	

公益社団法人	 こども環境学会	

公益社団法人	 砂防学会	

公益社団法人	 石油学会	

一般社団法人	 ダム工学会	

公益社団法人	 地盤工学会	

一般社団法人	 地域安全学会	

一般社団法人	 地理情報システム学会	

公益社団法人	 土木学会	

日本安全教育学会	

一般社団法人	 	 	 	 日本応用地質学会	

日本海洋学会	

公益社団法人	 	 	 	 日本火災学会	

特定非営利活動法人	 日本火山学会		

一般社団法人	 日本風工学会		

日本活断層学会		

一般社団法人	 日本看護系学会協議会		

一般社団法人	 日本機械学会		

公益社団法人	 日本気象学会		

一般社団法人	 日本救急医学会		

一般社団法人	 日本計画行政学会		

一般社団法人	 日本建築学会		

一般社団法人	 日本原子力学会	

日本公衆衛生学会	 	

日本公衆衛生学会	 	日本古生物学会		

公益社団法人	 日本コンクリート工学会	

日本災害看護学会		

日本災害情報学会	

日本災害復興学会	

日本自然災害学会	

日本社会学会	

一般社団法人	 日本森林学会	

公益社団法人	 日本地震学会	

公益社団法人	 日本地震工学会	

公益社団法人	 日本地すべり学会		

日本自治体危機管理学会	

一般社団法人	 日本集団災害医学会		

公益社団法人	 日本造園学会		

日本第四紀学会		

日本地域経済学会		

公益社団法人	 日本地球惑星科学連合		

日本地形学連合		

一般社団法人	 日本地質学会	

日本地図学会	

公益社団法人	 日本地理学会	

公益社団法人	 日本都市計画学会		

公益社団法人	 日本水環境学会		

一般社団法人	 日本リモートセンシング学会	

日本緑化工学会		

一般社団法人	 日本ロボット学会		

公益社団法人	 農業農村工学会		

一般社団法人	 廃棄物資源循環学会		
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特任会員 21 名 2018 年 5月 28日

日本学術会議会員  磯部雅彦 

日本学術会議会員  小池俊雄 

日本学術会議会員  小林潔司 

日本学術会議会員  田辺新一 

日本学術会議会員  前川宏一 

日本学術会議会員  米田雅子 

日本学術会議連携会員 池田駿介 

日本学術会議連携会員・前会長 大西 隆 

日本学術会議連携会員 嘉門雅史 

日本学術会議連携会員 小松利光 

日本学術会議連携会員 南 裕子 

日本学術会議連携会員 吉野 博 

日本学術会議連携会員 依田照彦 

日本学術会議連携会員 和田 章 

日本学術会議連携会員 浅見泰司 

日本学術会議連携会員 寶  馨 

日本学術会議連携会員 田村和夫 

日本学術会議連携委員 東畑郁生 

日本学術会議連携会員 目黒公郎 

日本学術会議連携会員 森口祐一 

日本学術会議特任連携会員 林 春男 

防災連携委員 114 名 

安全工学会 

石丸   裕  大阪大学大学院 工学研究科特任教授  

首藤 由紀  株式会社社会安全研究所 代表取締役所長 

横断型基幹科学技術研究団体連合 

出口 光一郎 NPO法人横断型基幹科学技術研究団体連合会長,東北大学名誉教授 

三浦 伸也  国立研究開発法人防災科学技術研究所主幹研究員 

環境システム計測制御学会 

飛川 昌也 株式会社明電舎 水・環境システム事業部技術部 

仲田 雅司郎 環境システム計測制御学会副会長 ，東芝インフラシステムズ株式会社 

空気調和・衛生工学会 

田辺 新一  早稲田大学 創造理工学部 建築学科教授 

長井 達夫  東京理科大学 工学部 建築学科教授 

計測自動制御学会 
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松村 基史  計測自動制御学会会長，富士電機株式会社  

結城 義敬  計測自動制御学会事務局長  
 

こども環境学会  

中山   豊  こども環境学会専務理事兼事務局長  

三輪 律江  横浜市立大学学術院・国際都市学系まちづくりコース准教授  
 

砂防学会  

執印 康裕  砂防学会 研究開発部会長, 宇都宮大学 農学部教授  

白木 克繁  東京農工大学 農学部教授  
 

石油学会  

山﨑 久孝  JXTGエネルギー株式会社 製造本部製造本部工務部長  

水谷 喜弘  石油学会 事務局業務課  
 

ダム工学会  

池田   茂  ダム技術センター企画部長  

相良 敦史  ダム技術センター企画部  

地盤工学会  

小高 猛司  名城大学 理工学部社会基盤デザイン工学科教授  

樋口 俊一  株式会社大林組 技術本部 技術研究所上級主席技師  
 

地域安全学会  

加藤 孝明  地域安全学会理事，東京大学 生産技術研究所准教授  

田中   聡  常葉大学大学院 環境防災研究科教授  
 

地理情報システム学会  

瀬戸 寿一  東京大学特任講師  

山本 佳世子 電気通信大学 大学院情報理工学研究科准教授  
 

土木学会  

廣瀬 典昭  土木学会前会長  

清田   隆  東京大学 生産技術研究所  

塚田 幸広  土木学会専務理事  
 

日本安全教育学会  

佐藤   健  日本安全教育学会常任理事，東北大学災害科学国際研究所教授  

矢崎 良明  鎌倉女子大学講師，学校安全教育研究所教授・事務局長  
 

日本応用地質学会  

阪元 恵一郎 日本応用地質学会 研究企画委員会幹事，(独)水資源機構総合技術センター  

清水 公二  日本応用地質学会 常務理事兼総務委員長，株式会社ニュージェック  
 

日本海洋学会  

升本 順夫  東京大学 大学院理学系研究科 地球惑星科学専攻教授  

丹羽 淑博  東京大学 海洋アライアンス 総合海洋基盤プログラム  
 

日本火災学会  
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長谷見 雄二 早稲田大学 理工学術院教授  

大宮 喜文  東京理科大学 理工学部建築学科教授  
 

日本火山学会 

吉本 充宏  火山学会理事，火山防災委員会委員長，山梨県富士山科学研究所主任研究員  

高木 朗充  火山学会会員，気象庁 気象研究所 火山研究部第三研究室室長  
 

日本風工学会  

小林 文明  日本風工学会理事，風災害調査連絡委員会委員長，防衛大学校教授  

奥田 泰雄  日本風工学会理事，国立研究開発法人建築研究所 構造研究グループ長 
 

日本活断層学会  

小長井 一男  日本活断層学会副会長  

石山 達也  日本活断層学会災害委員長  
 

日本看護系学会協議会  

山本 あい子 日本災害看護学会理事長，兵庫県立大学地域ケア開発研究所  

片田 範子  公立大学法人兵庫県立大学副学長・看護学研究科教授  

日本機械学会  

藤田  聡  東京電機大学教授  

古屋  治  東京電機大学 理工学部電子・機械工学系准教授  
 

日本気象学会  

瀬上 哲秀  日本気象学会副理事長  

筆保 弘徳  横浜国立大学 教育人間科学部准教授  
 

日本救急医学会  

中川   隆  日本救急医学会理事 愛知医科大学災害医療研究センター教授  

本間 正人  日本救急医学会災害医療検討委員会委員長，鳥取大学医学部教授  
 

日本計画行政学会  

山本 佳世子 日本計画行政学会常務理事，電気通信大学大学院情報理工学研究科准教授  

堂免 隆浩  日本計画行政学会理事，一橋大学大学院社会学研究科准教授  
 

日本建築学会  

古谷 誠章  日本建築学会会長，早稲田大学教授  

大崎   純  日本建築学会副会長，京都大学教授  

小野寺 篤  日本建築学会事務局長代理  
 

日本原子力学会  

宮野   廣  法政大学大学院 客員教授  

宮原   要  (国研)日本原子力研究開発機構 福島研究開発部門福島環境安全センター長  
 

日本公衆衛生学会  

安村 誠司  福島県立医科大学 医学部公衆衛生学  

奥田 博子  国立保健医療科学院  
 

日本古生物学会  
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北村 晃寿  静岡大学 理学部地球科学科教授  

芳賀 拓真  独立行政法人国立科学博物館 地学研究部 環境変動史研究グループ研究員  
 

日本コンクリート工学会  

谷村 幸裕  （公財）鉄道総合技術研究所 構造物技術研究部長  

衣笠 秀行  東京理科大学 理工学部建築学科教授  
 

日本災害医学会 

小井土 雄一 日本災害医学会代表理事，国立病院機構災害医療センター臨床研究部長  

近藤 久禎  国立病院機構災害医療センター 臨床研究部 政策医療企画研究室長  
 

日本災害看護学会  

山本 あい子 日本災害看護学会理事長，兵庫県立大学地域ケア開発研究所  

神原 咲子  高知県立大学大学院 看護学研究科准教授  
 

日本災害情報学会 

中村   功  日本災害情報学会 企画委員会副委員長，東洋大学 社会学部教授  

沼田 宗純  東京大学 生産技術研究所講師  

日本災害復興学会  

中林 一樹   日本災害復興学会会長，明治大学 特任教授 

大矢根 淳  専修大学 人間科学部社会学科教授  
 

日本自然災害学会  

高橋 和雄  日本自然災害学会会長 長崎大学名誉教授  

川池 健司  日本自然災害学会評議員 京都大学准教授  
 

日本社会学会  

浦野 正樹  早稲田大学 文学学術院教授  

吉野 英岐  岩手県立大学 総合政策学部教授  
 

日本森林学会  

玉井 幸治  (国研)森林総合研究所 森林防災研究領域長  

大丸 裕武  (国研)森林研究・整備機構森林総合 研究所 研究ディレクター 
 

日本地震学会  

松島 信一  京都大学防災研究所 地震災害研究部門教授  

加藤 愛太郎 東京大学地震研究所 地震予知研究センター准教授  
 

日本地震工学会  

長島 一郎  日本地震工学会理事，大成建設株式会社技術センター  

田村 修次  日本地震工学会理事，東京工業大学 環境・社会理工学院建築学系准教授  
 

日本地すべり学会 

後藤   聡  日本地すべり学会副会長，山梨大学 大学院総合研究部  

福岡   浩  新潟大学 災害・復興科学研究所副所長・教授  
 

日本自治体危機管理学会  

市川 宏雄  日本自治体危機管理学会事務局長 明治大学専門職大学院長  
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佐々木 一如 日本自治体危機管理学会事務局，明治大学 専門職大学院特任講師  
 

日本造園学会  

篠沢 健太  工学院大学建築学部教授  

小野 良平  立教大学観光学部教授  
 

日本第四紀学会  

齋藤 文紀  日本第四紀学会会長，島根大学エスチュアリー研究センター  

小荒井 衛  茨城大学理学部教授  
 

日本地域経済学会  

鈴木   誠  愛知大学 地域政策学部地域政策学センター長・教授  

池島 祥文  横浜国立大学大学院 国際社会科学研究院准教授  
 

日本地球惑星科学連合（JpGU）  

高橋 幸弘  北海道大学大学院 理学院宇宙理学専攻教授  

奥村 晃史  広島大学大学院 文学研究科地表圏システム学講座教授  
 

日本地形学連合  

小口   高  東京大学空間情報科学研究センター教授  

松四 雄騎  京都大学防災研究所准教授  
 

日本地質学会  

斎藤   眞  (国研)産業技術総合研究所 地質調査総合センター  

松田 達生  アールシーソリューション株式会社 管理部事業推進担当  
 

日本地図学会  

宇根   寛  日本地図学会防災委員長，国土地理院地理地殻活動研究センター長  

遠藤 宏之  ネクストパブリッシング  
 

日本地理学会  

須貝 俊彦  東京大学大学院 新領域創成科学研究科  

鈴木 康弘  名古屋大学大学院 環境学研究科  
 

日本都市計画学会  

中井 検裕  日本都市計画学会会長，東京工業大学大学院教授  

吉田   充  日本都市計画学会事務局長代理  
 

日本水環境学会  

西嶋   渉  日本水環境学会理事・副会長，広島大学 環境安全センター教授  

鎌田 素之  日本水環境学会運営幹事，関東学院大学 理工学部理工学科准教授  
 

日本リモートセンシング学会  

伊東 明彦  宇宙技術開発株式会社  

桑原 祐史  筑波大学  
 

日本緑化工学会  

小川 泰浩  森林総合研究所 水土保全研究領域山地災害研究室  

田中 賢治  国土防災技術株式会社 緑環境事業部  

2018/06/05    第一回「防災に関する学術会議、学協会、府省庁の連絡会」 6.　名簿

60



 

日本ロボット学会 

松日楽 信人 日本ロボット学会副会長，芝浦工業大学 機械機能工学科教授 

栗栖 正充  東京電機大学 工学部機械工学科教授  
 

農業農村工学会  

青山 咸康  京都大学名誉教授  

梶原 義範  (国研)農業・食品産業技術総合研究機構 農村工学研究部門室長  
 

廃棄物資源循環学会  

吉岡 敏明  東北大学大学院 環境科学研究科教授  

大迫 政浩  (国研)国立環境研究所 資源循環・廃棄物研究センター（センター長） 
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