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令和元年度 日本地震工学会委員会委員名簿 

将来構想委員会 

委員長 鳥井信吾（日建設計） 

委員 中埜良昭（東京大学），中村洋光（防災科学技術研究所），徳光亮一（大成建設） 

 

地震災害対応委員会 

委員長 清田 隆（東京大学） 

委員 鳥井信吾（日建設計），丸山喜久（千葉大学），田尻清太郎（東京大学） 

 

地震被害調査関連学会連絡会 

     清田 隆（東京大学），田尻清太郎（東京大学），鳥井信吾（日建設計） 

 丸山喜久（千葉大学），松島信一（京都大学），藤田 聡（東京電機大学） 

 

情報コミュニケーション委員会 

委員長 久保智弘（山梨県富士山科学研究所） 

委員 山口亮（損害保険料率算出機構），新藤 淳（SOMPOリスケアマネジメント） 

三浦弘之（広島大学），奥野峻也（構造計画研究所），三上貴仁（東京都市大学） 

山崎義弘（東京工業大学），鈴木賢人（森林研究・整備機構森林総合研究所） 

 

会誌編集委員会 

委員長 永野正行（東京理科大学） 

委員 浅野公之（京都大学），岩田直泰（鉄道総合技術研究所），小穴温子（清水建設） 

     王 欣（東京理科大学），大西直毅（東京大学），成田修英（戸田建設） 

      入江さやか（日本放送協会）, 平井 敬（名古屋大学）, 肥田剛典（東京大学） 

     寺島芳洋（竹中工務店），塩見謙介（ＩＨＩ），福谷  陽（関東学院大学） 

大野卓志（高圧ガス保安協会） 

 

国際委員会 

委員長 清田 隆（東京大学） 

委員 安田 進（東京電機大学），三浦弘之（広島大学）, 田尻清太郎（東京大学） 

 

ＩＡＥＥ事務局支援委員会 

委員長 清田 隆（東京大学） 

副委員長 岡崎太一郎（北海道大学） 

委員 倉田真宏（京都大学），楠 浩一（東京大学）, 小豆畑達哉（建築研究所） 

 

日本地震工学会大会実行委員会 

委員長 五十嵐  晃（京都大学） 

委員   松島信一（京都大学） 

 高橋良和（京都大学），一井康二（関西大学），鍬田泰子（神戸大学） 

川辺秀憲（大阪大学），向井洋一（神戸大学），杉野未奈（京都大学） 

豊岡亮洋（鉄道総合技術研究所），山崎義弘（東京工業大学），奥村与志弘（関西大学） 

 

１７WCEE運営委員会 

委員長 目黒公郎（東京大学） 

副委員長 中埜良昭（東京大学）, 今村文彦（東北大学） 

幹事 前田匡樹（技術見学会委員会委員長:東北大学）, 清野純史（京都大学）  



   

- 2 - 

 

高橋良和（京都大学）, 古屋 治（東京電機大学）, 庄司 学（展示委員会委員長:筑波大学）  

眞田靖士（大阪大学）, 吉見雅行（製作委員会委員長：産業技術総合研究所） 

三輪 滋（飛島建設）, 當麻純一（電力計算センター）, 江尻譲嗣（大林組） 

運上茂樹（財務委員会委員長:東北大学） 

委員 中村 晋（企業協賛委員会委員長:日本大学） 

高田毅士（プログラム委員会委員長:東京大学） 

池田隆明（広報委員会委員長:長岡技術科学大学） 

竹内 徹（登録委員会委員長:東京工業大学） 

越村俊一（会場・当日運営委員会委員長:東北大学） 

村尾 修（社交・接遇委員会委員長:東北大学） 

監事 勝俣英雄（大林組）, 木全宏之（高圧ガス保安協会） 

 

第 6回 ESG国際シンポジウム運営委員会 

委員長 川瀬 博（京都大学） 

幹事長 東 貞成（電力中央研究所） 

幹事  松島信一（京都大学），津野靖士（鉄道総合技術研究所），佐藤浩章（電力中央研究所） 

委員  山中浩明（東京工業大学），先名重樹（防災科学技術研究所），清木隆文（宇都宮大学） 

王寺秀介（中央開発），片岡正次郎（国土技術政策総合研究所），池浦友則（鹿島建設） 

岩田知孝（京都大学防災研究所），横井俊明（建築研究所），南雲秀樹（東電設計） 

早川 崇（清水建設），金田一広（竹中工務店），野口科子（地震予知総合研究振興会） 

地元孝輔（東京工業大学），稲垣賢亮（応用地質），林田拓己（建築研究所）  

監事  植竹富一（東京電力） 

 

研究統括委員会 

委員長 秋山充良（早稲田大学） 

委員 小檜山雅之（慶應義塾大学），清田 隆（東京大学）, 宮腰淳一（清水建設） 

 

強震動評価のための深部地盤モデル化手法の最適化に関する研究委員会 

（平成 31年 4月 1日～令和 3年 3月 31日） 

委員長 松島信一（京都大学防災研究所） 

副委員長 佐藤浩章（電力中央研究所） 

幹事 津野靖士（鉄道総合技術研究所） 

委員 東 貞成（電力中央研究所），山中浩明（東京工業大学），川瀬 博（京都大学防災研究所）

植竹富一（東京電力），先名重樹（防災科学技術研究所），清木隆文（宇都宮大学） 

王寺秀介（中央開発），片岡正次郎（国土技術政策総合研究所），池浦友則（鹿島建設） 

岩田知孝（京都大学防災研究所），横井俊明（建築研究所），南雲秀樹（東電設計） 

早川 崇（清水建設），金田一広（竹中工務店），野口科子（地震予知総合研究振興会） 

地元孝輔（東京工業大学），稲垣賢亮（応用地質），林田拓己（建築研究所） 

 

津波荷重の評価技術と体系化の心得に関する研究委員会 

（平成 31年 4月 1日～令和 3年 3月 31日） 

委員長 有川太郎（中央大学） 

副委員長 長谷部雅伸（清水建設），鴫原良典（防衛大学） 

幹事 木原直人（電力中央研究所） 

委員 松冨英夫（秋田大学），奥田泰雄（建築研究所），庄司学（筑波大学） 

 舘野公一（鹿島建設），中埜良昭（東京大学），池谷  毅（東京海洋大学） 

 大家隆行（パシフィックコンサルタンツ），奥野峻也（構造計画研究所） 

 浅井竜也（名古屋大学），内山不二男（構造計画研究所） 
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原子力発電所の地震安全の基本原則に関わる研究委員会 

（平成 28年 4月 1日～令和元年 7月 31日） 

委員長 高田毅士（東京大学） 

副委員長 成宮祥介（原子力安全推進協会） 

幹事 伊神和忠（三菱重工業），糸井達哉（東京大学），梅木芳人（中部電力）， 

 高田 孝（原子力研究開発機構），藤本 滋（神奈川大学），美原義徳（鹿島建設） 

委員 有田誠二（三菱重工業），安中 正（東電設計），飯田 晋（東北電力） 

 飯島唯司（日立 GE ﾆｭｰｸﾘｱ･ｴﾅｼﾞｰ），井上哲也（伊藤忠テクノソリューションズ） 

内山泰生（大成建設），大島靖樹（電力中央研究所），金戸俊道（東京電力） 

神谷昌伸（日本原子力発電），北山和宏（首都大学東京），楠 浩一（東京大学） 

蔵増真志（中国電力），小林哲朗（電源開発），酒井俊朗（電力中央研究所） 

佐々木泰裕（四国電力），佐藤浩章（電力中央研究所），司  宏俊（東京大学地震研究所） 

庄司 学（筑波大学），白井英士（関西電力），鈴木純也（中部電力） 

 高橋容之（鹿島建設），田中浩平（鉄道総合技術研究所），田村伊知郎（中国電力） 

         堤  喜隆（中国電力），坪田正紀（構造計画研究所），中村いずみ（防災科学技術研究所） 

中村 晋（日本大学），中村隆夫（大阪大学），西田明美（原子力研究開発機構） 

野元滋子（関西電力），原口龍将（三菱重工業），前田匡樹（東北大学），前原啓吾（関西電力），

古屋  治（東京電機大学），鈎 忠志（関西電力），松岡真二（三菱重工業） 

松島信一（京都大学防災研究所），松山尚典（応用地質），三明雅幸（関西電力） 

牟田  仁（東京都市大学），森 伸一郎（愛媛大学），山田博幸（電力中央研究所） 

吉見雅行（産業技術総合研究所），渡辺和明（大成建設） 

織田伸吾（日立ＧＥニュークリア・エナジー） 

顧問 蛯沢勝三（電力中央研究所），亀田弘行（電力中央研究所），宮野廣（法政大学） 

 

大規模津波からの避難における諸課題に対する工学的検討手法およびその活用に関する研究委員会 

（平成 30年 4月 1日～令和 2年 3月 31日） 

委員長 甲斐芳郎（高知工科大学） 

副委員長 仲村成貴（日本大学） 

幹事長 佐藤誠一（日本工営） 

普及部会長 堀 宗朗（東京大学地震研究所） 

避難部会長 有川太郎（中央大学） 

委員 荒木秀朗（構造計画研究所），生田英輔（大阪市立大学），  

 磯打千雅子（香川大学），奥村与志弘（京都大学），北浦 勝（金沢職人大学校） 

 久保智弘（山梨県富士山科学研究所），後藤洋三（開発虎ノ門コンサルタント）  

 小山真紀（京都大学），末松孝司（東京工業大学），高田和幸（東京電機大学）       

         田中 努（メトロ設計），谷下雅義（中央大学）, 照本清峰（関西学院大学） 

中須 正（防災科学技術研究所）,  廣井 悠（名古屋大学） 

三上 卓（エイト日本技術開発），村上ひとみ （山口大学）,森 伸一郎（愛媛大学） 

柳原純夫（奥村組），山下倫央（産業技術総合研究所） 

山本一敏（パシフィックコンサルタンツ） 

 

東日本大震災合同報告書編集委員会（日本地震工学会の委員） 

副委員長 川島一彦（東京工業大学） 

委員 若松加寿江（関東学院大学），本田利器（東京大学），高田毅士（東京大学） 

事務局 小松康典（日本地震工学会） 
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論文集編集委員会 

委員長 小檜山雅之（慶應義塾大学） 

副委員長 高井伸雄（北海道大学） 

副委員長 能島暢呂（岐阜大学） 

委員  小野祐輔（鳥取大学），後藤浩之（京都大学），小島宏章（大林組），沼田宗純（東京大学） 

村上ひとみ（山口大学），護 雅史（名古屋大学）, 小山真紀（岐阜大学） 

        秋山充良（早稲田大学），上田恭平（京都大学），重藤迪子（九州大学）, 党 紀（埼玉大学） 

中川貴文（京都大学），松島信一（京都大学），山添正稔（小堀鐸二研究所） 

引田智樹（鹿島建設），森田高市（国土技術政策総合研究所） 

末冨岩雄（エイト日本技術開発）, 野口竜也（鳥取大学） 

松本浩幸（海洋研究開発機構）, 後藤 祥広（日立ＧＥニュークリア・エナジー） 

 

事業企画委員会 

委員長 宮腰淳一（清水建設） 

副委員長 丸山喜久（千葉大学） 

委員 境 茂樹（安藤・間）, 中村いずみ（防災科学技術研究所）, 肥田剛典（東京大学） 

渡辺和明（大成建設），入江さやか（ＮＨＫ放送文化研究），加藤一紀（大林組） 

 

（震災予防講演会 WG） 

主査 宮腰淳一（前掲） 

委員 川邉禎久（産業技術総合研究所），境 茂樹（前掲），佐々木透（鹿島建設）， 

（E-ディフェンス見学会 WG） 

主査 中村いずみ（前掲） 

委員 青木梓（パシフィックコンサルタンツ） 

 

功績賞選考委員会 

委員長 中埜良昭（東京大学） 

委員 鳥井信吾（日建設計），中村洋光（防災科学技術研究所）, 山本雅史（竹中工務店） 

 山田 哲（東京工業大学），秋山充良（早稲田大学），徳光亮一（大成建設） 

 

功労賞選考委員会 

委員長 中埜良昭（東京大学） 

委員 鳥井信吾（日建設計），山田 哲（東京工業大学），秋山充良（早稲田大学）  

  

論文賞選考委員会 

委員長 秋山充良（早稲田大学） 

委員  山本雅史（竹中工務店），宮腰淳一（清水建設） 

 松岡太一（明治大学），清田 隆（東京大学），小檜山雅之（慶應義塾大学）， 

     丸山喜久（千葉大学），永野正行（東京理科大学） 

 

論文奨励賞選考委員会 

委員長 小檜山雅之（慶應義塾大学） 

委員  論文集編集委員会委員 

 

優秀発表賞選考委員会 

委員長 五十嵐  晃（京都大学） 

委員 大会実行委員会委員 
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名誉会員選考委員会 

委員長 中埜良昭（東京大学） 

委員 鳥井信吾（日建設計），中村洋光（防災科学技術研究所）, 山本雅史（竹中工務店） 

山田 哲（東京工業大学），秋山充良（早稲田大学），徳光亮一（大成建設） 

 

選挙管理委員会 

委員長 山本雅史（竹中工務店） 

委員 大島光貴（清水建設），樋口俊一（大林組），山本 優（大成建設） 

 

役員候補推薦委員会 

委員長 塚本良道（東京理科大学） 

委員 金子美香（清水建設），高田毅士（東京大学），富田孝史（名古屋大学） 

原田健二（不動テトラ）, 境 茂樹（安藤ハザマ），副島紀代（大林組） 

中村いずみ（防災科学技術研究所），藤本 滋（神奈川大学） 

松岡昌志（東京工業大学） 

 


