
平成２８年度教員の外部委員会委員等委嘱状況

所　属 氏　名 区　分 詳　細

機械工学科 氏家康成 社会活動(国内） 国立研究法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)

役職名 技術委員

期間 平成２８年　４月　１日～平成２９年　３月３１日

社会活動(国内） 国立研究法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)

役職名 省エネルギー技術戦略2016　改訂検討会委員

期間 平成２８年　４月　１日～　６月３０日

社会活動(国内） 国立研究法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)

役職名 事前・成果評価委員会委員　(随時　5テーマ、６回)

期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日

社会活動(国内） (公)	 自動車技術会

役職名 動車技術会賞	 学術賞選考委員会第3部門委員長

期間 平成２８年１２月１日～平成２９年　３月３１日

松島　均 社会活動(国内） エネルギー管理士試験員（国家試験委員）

役職名 委員

期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３1日

電気電子 中西哲也 社会活動(国際） ビーム冷却に関する国際ワークショップの開催

工学科 役職名 組織委員長

期間 平成２８年１０月４日～１０月１０日

社会活動(国内） 電気学会　超電導化に向かう円形加速器調査専門委員会

役職名 委員

期間 平成２８年１０月１日～平成29年３月３１日

社会活動(国内） 第13回日本加速器学会年会実行委員会

役職名 委員

期間 平成２８年８月８日～８月１０日

蒔田鐵夫 社会活動(国内） (一社)	 電気設備学会

役職名 理事・副会長

期間 平成２３年６月～継続中

社会活動(国内） 国土交通省	 ：	 中央建設工事紛争審査会

役職名 特別委員

期間 平成１８年１１月１９日～継続中

社会活動(国内） （一社）電池工業会　蓄電池設備資格者講習実施委員会

役職名 委員長

期間 平成１７年８月１日～継続中

社会活動(国内） （一社）日本電気協会　ＪＥＡ蓄電池設備認定委員会

役職名 副委員長

期間 平成１７年４月１１日～継続中

社会活動(国内） (一社)	 日本内燃力発電設備協会	 ：	 自家発電設備認証委員会

役職名 副委員長

期間 平成２０年４月１日～継続中

社会活動(国内） (一社)	 電気学会	 ：需要設備の品質向上と保全高度化に向けた安全安
心技術調査専門委員会

役職名 委員

期間 平成２７年１月～継続中

社会活動(国内） 千葉市都市局指定管理者選定評価委員会

役職名 委員

期間 平成２７年７月８日～継続中

矢澤翔太 社会活動 一般社団法人室内環境学会

役職名 選挙監視委員会委員

期間 平成２８年１月２２日～１２月１５日



土木工学科 秋葉正一 社会活動 国土交通省社会資本整備審議会

役職名 臨時委員

期間 平成２９年１月２４日～平成３１年１月２３日

社会活動 国土交通省　無電柱化推進のあり方検討委員会

役職名 委員

期間 平成２９年１月２４日～平成　　年　月　日

社会活動 国土交通省社会資本整備審議会

役職名 専門委員

期間 平成２５年１月２８日～平成２９年１月２４日

社会活動 （社）日本道路協会　舗装委員会

役職名 委員

期間 平成２４年４月１日～　　月　　日

社会活動 茨城県舗装維持修繕検討委員会

役職名 委員長

期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日

社会活動 国土交通省東京国道事務所総合評価分科会

役職名 委員長

期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日

社会活動 千葉県建設工事総合評価委員

役職名 委員

期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日

小田　晃 社会活動(国内） 千葉県真亀川流域懇談会

役職名 座長

期間 平成２８年８月１２日～平成２９年３月３１日

社会活動(国内） 公益社団法人土木学会関東支部

役職名 企画部会幹事

期間 平成２８年５月２８日～平成３０年５月（総会の日まで）

社会活動(国内） 国土交通省関東地方整備局東京国道事務所総合評価審査分科会

役職名 委員

期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日

社会活動(国内）
国土交通省関東地方整備局東京外かく環状国道事務所総合評価審査分
科会

役職名 委員

期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日

澤野利章 社会活動 土木学会関東支部技術情報部会

役職名 委員

期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日

社会活動 土木学会関東支部企画部会

役職名 委員

期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日

社会活動 土木学会関東支部商議員

役職名 委員

期間 平成２８年　５月２０日～　　月　　日　継続中

社会活動 土木学会　役員候補者選考委員会

役職名 委員

期間 平成２８年　６月１０日～　　月　　日　継続中

社会活動 土木学会　論文賞選考委員会

役職名 委員

期間 平成２８年　７月２２日～　　月　　日　継続中

西尾伸也 社会活動
習志野市第１給水場更新・（仮称）第４給水場建設工事（土木・建
築）技術審査委員会



役職名 委員

期間 平成２８年４月１８日～８月２３日

佐藤克己 社会活動 日本技術士会　上下水道部会幹事会

役職名 幹事

期間 平成２８年４月１日～　３月３１日

社会活動 日本技術士会　倫理委員会

役職名 委員

期間 平成２８年４月１日～　３月３１日

社会活動 日本技術士会　倫理教材ワーキンググループ

役職名 委員

期間 平成２８年４月１日～　３月３１日

高橋岩仁 社会活動(国内） 市川市下水道事業審議会

役職名 委員

期間 平成２５年７月１２日～平成２９年３月３１日

社会活動(国内） 千葉県建設工事総合評価委員会

役職名 委員

期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日

社会活動(国内） 公益財団法人千葉県下水道公社建設工事総合評価委員会

役職名 委員

期間 平成２８年４月１１日～平成２９年３月３１日

社会活動(国内） 環境情報科学センター論文審査委員会

役職名 委員

期間 平成２７年４月２９日～平成２９年５月３１日

社会活動(国内） 千葉県流域下水道維持管理包括委託事後評価に関する検討会

役職名 構成員

期間 平成２９年１月５日～平成２９年３月３１日

社会活動(国内） 千葉県県土整備公共事業評価審議会委員

役職名 委員

期間 平成２７年９月１日～平成２９年８月３１日

青山定敬 社会活動(国内） 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA）水害WG

役職名 委員長

期間 平成２８年９月１日～平成２９年３月３１日

社会活動(国内）
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）先進レーダ衛星シス
テム定義審査

役職名 外部審査委員

期間 平成２８年８月３１日～平成２９年３月３１日

社会活動(国内） 千葉県　森林審査会

役職名 委員

期間 平成２７年１２月１日～平成２９年１１月３０日

加納陽輔 社会活動(国際） ISAP	 APEシンポジウム2017論文委員会（日本道路協会）

役職名 委員

期間 平成28年10月～現在

社会活動(国内） 海外交流特別委員会（日本道路協会）

役職名 幹事

期間 平成27年11月～現在

社会活動(国内） 舗装工学論文集編集委員会（土木学会）

役職名 委員

期間 平成24年4月～平成29年3月

社会活動(国内） 土木学会舗装工学委員会

役職名 委員

期間 平成26年4月～現在



社会活動(国内） 土木技術映像委員会（土木学会）

役職名 委員

期間 平成20年4月～現在

社会活動(国内） 東日本大震災アーカイブ特別委員会（土木学会）

役職名 委員

期間 平成24年4月～現在

社会活動(国内） 舗装工学環境小委員会（土木学会）

役職名 委員

期間 平成25年4月～現在

社会活動(国内） 映像アーカイブス小委員会（土木学会）

役職名 委員

期間 平成20年4月～現在

社会活動(国内） 舗装工学振動分科会（土木学会）

役職名 委員

期間 平成25年4月～現在

社会活動(国内） 舗装工学環境性能分科会（土木学会）

役職名 委員

期間 平成25年4月～現在

社会活動(国際） コンゴ民主共和国　道路維持管理能力強化プロジェクト

役職名 外部アドバイザー

期間 平成28年3月～現在

社会活動(国際） タンザニア国道路拡幅計画（フェーズⅡ）準備調査

役職名 外部アドバイザー

期間 平成26年2月～平成27年10月

社会活動(国内） 江戸川消防団（第十分団）

役職名 団員

期間 平成16年10月～平成29年3月

建築工学科 大内宏友 社会活動(国内） 独立行政法人日本学術振興会
特別研究員等審査会専門委員及び国際事業委員会

役職名 書面審査員・書面評価員

期間 平成　２７年４月１日～平成２８年７月３１日

社会活動(国内） 公益社団法人私立大学情報教育協会
建築学教育FD/ICT活用研究委員会

役職名 委員

期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日

社会活動(国内） 日本建築学会情報システム技術　本委員会

役職名 委員

期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日

社会活動(国内） 日本建築学会情報システムシンポジウムＷＧ

役職名 委員

期間 平成２８年８月１日～平成２９年３月３１日

社会活動 日本建築学会地域空間情報モデリング　小委員会

役職名 主査

期間 平成２８年４月１日～平成２9年３月３１日

社会活動(国内） 情報・システム・利用・技術シンポジウム
オーガナイズドセッション主催

役職名 地域空間情報モデリング小委員会　　主査

期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日

社会活動(国内） Googleインパクトチャレンジ　・グランプリ受賞プロジェクト
「みんなでつくるバリアフリーマップ」

役職名 学術部門　責任者

期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日



社会活動(国内） 平成２８年度　第３回　関東学生景観デザインコンペティション

役職名 審査員

期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日

社会活動(国内） 「車椅子ウォーカー」車椅子利用者に向けた映像によるアクセシビリ
ティ情報の提供

役職名 学術部門　責任者

期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日

北野幸樹 社会活動(国内） 木更津市	 都市計画審議会

役職名 会長

期間 平成28年8月～

社会活動(国内） 特定非営利活動法人	 コーポラティブハウス全国推進協議会

役職名 監事

期間 平成28年6月～

社会活動(国内） 一般社団法人　あったか大久保ひろば

役職名 理事

期間 平成24年6月～

社会活動(国内） 特定非営利活動法人	 グループホーム事業支援センター

役職名 理事

期間 平成17年4月～

社会活動(国内） 日本建築学会	 住まいづくり支援建築会議

役職名 会員

期間 平成18年6月～

社会活動(国内） 日本建築学会	 まちづくり支援建築会議

役職名 会員

期間 平成18年4月～

小松　博 社会活動 習志野市産業振興審議会

役職名 委員

期間 平成２３年７月５日～現在

廣田直行 社会活動(国内） 大学設置・学校法人審議会専門委員会（大学設置分科会）

役職名 委員

期間 平成27年11月13日	 ～	 平成28年10月31日

社会活動(国内） 千葉県建設工事総合評価

役職名 委員

期間 平成20年04月22日	 ～	 平成29年03月31日

社会活動(国内） 習志野市長期計画審議会委員

役職名 委員長

期間 平成23年08月01日	 〜	 平成29年07月31日

社会活動(国内） 習志野市都市計画審議会

役職名 委員

期間 平成24年04月01日	 〜	 平成30年03月31日

社会活動(国内） 習志野市公共施設再生推進審議会（第二期）

役職名 委員長

期間 平成28年11月01日	 〜	 平成30年10月31日

社会活動(国内） 習志野市建築審査会

役職名 委員長

期間 平成26年04月01日	 〜	 平成30年03月31日

社会活動(国内） 千葉市住宅政策審議会

役職名 委員

期間 平成23年03月24日	 〜	 平成30年03月23日

社会活動(国内） 習志野市大久保地区公共施設再生事業提案審査委員会

役職名 委員長



期間 平成28年05月16日	 〜	 平成29年03月31日

社会活動(国内） 千葉市立博物館協議会

役職名 委員

期間 平成29年01月09日	 〜	 平成31年01月08日

社会活動(国内） 柏市都市計画審議会

役職名 委員

期間 平成28年10月01日	 〜	 平成30年09月30日

社会活動(国内） 八千代市庁舎整備手法等専門会議

役職名 委員

期間 平成29年03月13日	 〜	 平成30年03月31日

社会活動(国内） 佐倉市音楽ホール改修事業公募型プロポーザル審査委員会

役職名 委員

期間 平成28年10月25日	 〜	 平成29年01月25日

社会活動(国内）
文化庁主催「建築と社会を結ぶ　大高正人の方法」展示会
会場：国立近現代建築資料館

役職名 委員

期間 平成28年10月26日	 〜	 平成29年02月05日

藤本利昭 社会活動(国内） 松戸市建築審査会

役職名 委員

期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日

社会活動(国内） 一級建築士試験委員会

役職名 試験委員

期間 平成２９年１月１２日～１２月３１日

下村修一 社会活動(国内） 総務省公害等調整委員会

役職名 専門委員

期間 平成26年4月1日～

応用分子 木村悠二 社会活動 高分子学会

化学科 役職名 千葉地区若手会幹事

期間 平成２６年６月１日～

マネジメント五十部誠一郎 社会活動(国際） 中国農業科学院農産物加工研究所の研究教育支援

工学科
役職名

著名国際スーパーバイザー（Distinguished	 Internaional
Supervisor)

期間 平成28年9月20日～平成29年3月31日

社会活動(国内） 農林水産省農林水産技術会議事務局委託プロジェクト運営委員会

役職名 外部委員

期間 平成２8年４月1日～平成２9年３月３1日

社会活動(国内） 農林水産省関東農政局6次産業化総合化事業等審査委員

役職名 委員長

期間 平成２８年４月1日～平成２９年３月３1日

社会活動(国内） 豆類振興事業審査委員（公益財団法人日本豆類協会）

役職名 委員

期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日

社会活動(国内）
地域イノベーション戦略支援プログラム事業「和歌山県特産農産物を
活用した健康産業イノベーション推進地域」外部評価委員会

役職名 委員

期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日

社会活動(国内） （一財）ニッポンハム食の未来財団研究助成審査委員会

役職名 委員

期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日

鈴木邦成 社会活動 東京都景観審議会

役職名 委員

期間 平成２８年６月１日～平成２９年３月３１日



社会活動 一般社団法人　日本ＳＣＭ協会かご車効率化委員会

役職名 委員

期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日

豊谷　純 社会活動(国内） 千葉県立中央博物館

役職名 共同研究員

期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日

社会活動(国内） 自然誌フェスタ　（千葉県立中央博物館主催）

役職名 実行委員（仮想音空間システムの展示と説明）

期間 平成28年11月3日

社会活動(国内） 図書館総合展　（千葉県立中央博物館のブース）

役職名 実行委員　（仮想音空間システムの展示と説明）

期間 平成28年11月8日

平田光子 社会活動（国内） 鎌倉市元気アップ事業選定委員会

役職名 委員

期間 平成28年４月１日～平成29年３月３１日

社会活動（国内） 鎌倉市企業活動拠点整備事業選定委員会

役職名 委員

期間 平成２８年８月１日～９月３０日

社会活動（国内） （公益財団法人）松前国際友好財団

役職名 評議委員

期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日

若林敬造 社会活動(国際） The	 International	 Federation	 of	 Logistics	 and	 SCM	 Systems

役職名 Vice	 Chairman

期間 平成26年4月1日～平成29年3月31日

社会活動（国内	 ）一般社団法人　日本ロジスティクスシステム学会

役職名 会長

期間 平成27年4月1日～平成29年3月31日

社会活動（国内	 ）一般社団法人　日本ロジスティクスシステム学会

役職名 副会長

期間 平成26年4月1日～平成27年3月31日

社会活動（国内	 ）日本情報ディレクトリ学会

役職名 理事

期間 平成27年4月1日～平成29年3月31日

社会活動（国内	 ）日本情報ディレクトリ学会

役職名 会長

期間 平成26年4月1日～平成27年3月31日

社会活動（国内	 ）日本SCM協会

役職名 理事

期間 平成26年4月1日～平成29年3月31日

水上祐二 社会活動(国際) カリフォルニアにて日米IR共同研究準備会議に参加

役職名 日本のIR研究者

期間 平成２８年１２月５日～１２月８日

数理情報 角田和彦 社会活動(国際） CMES:	 Computer	 Modeling	 in	 Engineering	 &	 Sciences

工学科 役職名 Editorial	 Board(編集委員会委員)

期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日

社会活動(国内） 日本計算数理工学会

役職名 評議員

期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日

古市昌一 社会活動 日本デジタルゲーム学会教育専門部会

役職名 委員

期間 平成28年4月1日～平成29年3月31日



社会活動 第５回シリアスゲームジャム

役職名 実行委員長

期間 平成28年10月1日～12月31日

社会活動 第１回シリアス＆アプライドゲームサミット

役職名 実行委員

期間 平成29年1月10日～2月28日

細川利典 社会活動(国際） IEEE	 the	 25th	 Asian	 Test	 Symposium

役職名 Organizing	 Committee,	 Tutorial	 Chair

期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月１０日

社会活動(国際） IEEE	 Workshop	 on	 RT	 Level	 and	 High	 Level	 Testing

役職名 Steering	 Committee,	 Vice	 Chair

期間 平成２８年４月１日～１２月３１日

社会活動(国際） IEEE	 Workshop	 on	 RT	 Level	 and	 High	 Level	 Testing

役職名 Steering	 Committee,	 Chair

期間 平成２９年３月１日～３月３１日

社会活動(国内） 電子情報通信学会，ディペンダブルコンピューティング研究会

役職名 研究専門委員

期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日

松田　聖
社会活動

脳神経回路網国際連合会議2017（IEEE/INNS	 International	 Joint
Conference	 in	 Neural	 Networks	 2017）

役職名 プログラム委員

期間 平成２８年１０月１日～

社会活動 特定非営利活動法人	 実務能力認定機構（ACPA）

役職名 講座審査委員会委員

期間 平成２８年４月１日～　３月３１日

環境安全 五十畑弘 社会活動(国内） 土木学会表彰委員会

工学科 役職名 委員

期間 平成２８年４月～平成２９年３月

社会活動(国内） 平成２８年度公共工事品質確保技術者資格試験委員

役職名 試験委員

期間 平成２８年７月～平成２９年３月

社会活動(国内） 日本橋建設協会基幹技能者認定委員

役職名 委員

期間 平成２８年４月～平成２９年３月

社会活動(国内） 文化庁文化審議会専門委員（文化財分科会）

役職名 委員

期間 平成２８年４月～平成２９年３月

社会活動(国内） 国土交通省千葉国道事務所総合評価審査分科会

役職名 委員

期間 平成２８年４月～平成２９年３月

社会活動(国内） 国土交通省首都国道事務所総合評価審査分科会

役職名 委員

期間 平成２８年４月～平成２９年３月

社会活動(国内） 千葉県建設総合評価審査分科会

役職名 委員

期間 平成２８年４月～平成２９年３月

社会活動(国内） 東京都文化財保護審議会

役職名 委員

期間 平成２８年４月～平成２９年３月

社会活動(国内） 岐阜県美濃市美濃橋（重文）修繕計画検討委員会

役職名 委員



期間 平成２８年４月～平成２９年３月

社会活動(国内） 大垣市旧重要文化財揖斐川橋梁修理検討委員会

役職名 委員長

期間 平成２８年４月～平成２９年３月

社会活動(国内） 富山県文化財保護審議会

役職名 委員

期間 平成２８年４月～平成２９年３月

社会活動(国内） 埼玉県文化財保護審議会

役職名 委員

期間 平成２８年４月～平成２９年３月

社会活動(国際） 世界遺産登録推進国際シンポジウム「立山砂防の防災システムを世界遺産に」

役職名 パネリスト

期間 平成２８年１２月

社会活動(国内） 国土交通省航空局空港内の施設の維持管理等に係る検討委員会

役職名 委員

期間 平成２９年２月～平成２９年３月

社会活動(国内） 静岡県小山町森村橋修景復元委員会・行政アドバイザー

役職名 委員

期間 平成２８年７月～平成２９年３月

坂本恵一 社会活動 千葉県船橋市坪井公民館こどもサイエンス教室

役職名 講師

期間 平成２８年８月２４日～８月２５日

社会活動 機能性色素研究会

役職名 幹事長

期間 平成２２年４月１日～

社会活動 桜門技術士会

役職名 副会長　理事　広報部会長

期間 平成１９年４月１日～

社会活動 国家試験（技術士第二次試験）

役職名 試験委員

期間 平成２７年２月２日～

社会活動 千葉労働局

役職名 粉じん対策指導委員

期間 平成２９年２月２日～

創生デザイ
ン学科

中澤公伯 社会活動 関東学生景観デザインコンペティション実行委員会
協賛：建築事務所協会（東京､千葉､埼玉、群馬､茨城､栃木）

役職名 委員長

期間 平成28年4月１日～平成29年３月31日

西　恭一 社会活動(国内) 深川銃砲安全協会（後援：警視庁深川警察署）

役職名 理事・指導員

期間 平成28年6月30日～

山家哲雄 社会活動(国際） CIE	 (Commission	 Internationale	 de	 l'Éclairage)

役	 職	 名 Member	 of	 Division	 5

期　　間 2016.04.01～2017.03.31

社会活動(国内) (一社)照明学会

役	 職	 名 本部評議委員

期　　間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日

社会活動(国内) (一社)照明学会

役	 職	 名 東京支部役員

期　　間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日

社会活動(国内) (一社)照明学会



役	 職	 名 通信教育スクーリング講師

期　　間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日

社会活動(国内) (一社)照明学会

役	 職	 名 照明プロフェッショナル資格審査委員

期　　間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日

社会活動(国内) (一社)照明学会

役	 職	 名 照明年報主査（照明環境の設計・評価）

期　　間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日

社会活動(国内) (一社)摩周湖観光協会、北海道川上郡弟子屈町川湯温泉
ダイヤモンドダスト	 in	 KAWAYU	 2017	 プロジェクト

役	 職	 名 照明デザイン主幹

期　　間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日

社会活動(国内) (一社)摩周湖観光協会、北海道川上郡弟子屈町川湯温泉
雪灯りのまち	 川湯温泉	 2017	 プロジェクト

役	 職	 名 照明デザイン主幹

期　　間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日

教養・基礎 山川一三男 社会活動（国内） 国立科学博物館主催

科学系 ２０１６夏休みサイエンススクエア

役職名 企画協力者

期間 平成２８年８月１２日～８月１４日

社会活動（国内） 日本大学生産工学部夢化学21グループ

理科教室への招待－親子で実験してみませんか－

役職名 企画者

期間 平成２８年１１月５日～

社会活動（国内） 千葉県立現代産業科学館主催

親子で実験しよう

役職名 企画協力者

期間 平成２８年１０月８日～

山岸竜治 社会活動 四街道市青少年問題協議会

役職名 委員

期間 平成２８年	 ５月１日～平成２９年３月３１日

新井健一 社会活動（国際） 世界大学ウエイトリフティング選手権（メキシコ・メリダ）

役職名 日本代表チームコーチ

期間 平成28年6月17日～7月4日

社会活動（国内） 日本大学保健体育審議会

役職名 重量挙部コーチ

期間 平成28年4月1日～平成29年3月	 31日

社会活動（国内） （公財）日本オリンピック委員会

役職名 強化スタッフ

期間 平成28年4月1日～平成29年3月	 31日

社会活動（国内） （公社）日本ウエイトリフティング協会

役職名 強化委員

期間 平成28年4月1日～平成29年3月	 31日

社会活動（国内） 埼玉県ウエイトリフティング協会

役職名 理事

期間 平成28年4月1日～平成29年3月	 31日

高澤弘明 社会活動(国内） 習志野市行政不服審査会

役職名 委員

期間 平成２８年４月１日～平成30年３月３１日


