
平成２９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 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２９年４月１日～平成３０年３月３1日

景山一郎 社会活動(国内） ROAD2018
役職名 オーガナイザー
期間 平成29年4月1日～平成30年3月31日
社会活動(国際） AVEC2018　国際技術委員会
役職名 委員
期間 平成29年4月1日～平成30年3月31日
社会活動(国内） 公益財団法人　自動車製造物責任相談センター
役職名 理事
期間 平成29年4月1日～平成30年3月31日
社会活動(国内） 公益財団法人ヤマハ発動機スポーツ振興財団
役職名 審査委員
期間 平成29年4月1日～平成30年3月31日
社会活動(国内） 公益財団法人　国際交通安全学会
役職名 顧問
期間 平成29年4月１日～平成30年3月３１日

電気電子工学科 荒巻光利 社会活動(国内） 一般社団法人 プラズマ・核融合学会
役職名 基礎領域　領域長
期間 平成３０年１月～

蒔田鐵夫 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） 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
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～平成２９年６月
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～平成２９年３月

新妻清純 社会活動(国内） 日本磁気学会
役職名 理事
期間 平成　２９年　４月　１日～平成３０年　３月　３１日
社会活動(国内） 電気学会調査専門委員会
役職名 委員
期間 平成　２９年　４月　１日～平成３０年　３月　３１日
社会活動(国内） 習志野市個人情報保護審議会
役職名 委員
期間 平成　２９年　４月　１日～平成３０年　３月　３１日

中西哲也 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２９年４月１日～３月３１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 （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２９年４月１日～平成３０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２９年４月１日～平成３０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２９年４月１日～平成３０年３月３１日

小田　晃 社会活動 千葉県椎津川流域懇談会
役職名 座長
期間 平成３０年２月２６日～平成３０年３月３１日
社会活動 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
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期間 平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日
社会活動 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２９年４月１日～平成３０年３月３１日
社会活動 日本技術者教育認定機構の中間審査に関わる審査
役職名 審査長
期間 平成２９年６月２６日～平成３０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２９年４月１日～平成３０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２９年４月１日～平成３０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

青山定敬 社会活動 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA）　人工衛星画像データの水害への活用検討ワーキングループ
役職名 委員
期間 平成２９年８月２４日～平成３０年３月３１日
社会活動 一般社団法人日本技術者教育認定機構　技術者教育プログラム認定審査
役職名 審査員
期間 平成２９年７月１４日～平成３０年３月３１日
社会活動 千葉県　森林審議会
役職名 委員
期間 平成２９年４月１日～平成３０年３月３１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

佐藤克己 社会活動 日本技術士会　上下水道部会
役職名 幹事
期間 平成２９年４月１日～　３月３１日
社会活動 日本技術士会　社会委員会
役職名 委員
期間 平成２９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２９年４月１日～　３月３１日
社会活動 千葉県流域下水道維持管理包括委託総合評価委員会
役職名 委員
期間 平成２９年４月１日～　３月３１日
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社会活動 千葉県建設工事総合評価委員会
役職名 委員
期間 平成２９年４月１日～　３月３２日
社会活動 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２９年４月１日～　３月３３日

高橋岩仁 社会活動(国内） 習志野市環境審議会

役職名 委員

期間 平成２６年２月２７日～平成３２年２月２６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３２年２月２９日
建築工学科 大内宏友 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２9年４月１日～平成30年３月３１日
社会活動(国内） 日本建築学会災害　本委員会
役職名 委員
期間 平成２９年４月１日～平成30年３月３１日
社会活動 日本建築学会地域空間情報デザイン　小委員会　　
役職名 委員
期間 平成２９年４月１日～平成30年３月３１日
社会活動(国際） 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２９年４月１日～平成30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２９年４月１日～平成30年３月３１日
社会活動(国際） 「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２９年４月１日～平成30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 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(国内） 習志野市産業振興審議会
役職名 委員
期間 平成２１年７月５日～平成２９年７月４日

廣田直行 社会活動(国内） 文部科学省　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14日 ～ 平成29年10月31日
社会活動(国内） 国土交通省関東地方整備局入札監視委員会
役職名 委員
期間 平成29年04月01日 ～ 平成30年03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30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30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） 岩手県北上市建築物最適化計画スタートアップ市民集会
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役職名 講演：「公共施設の概念そのものをリノベーションする」

期間 平成30年01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） 千葉県立総合救急災害医療センター建築工事基本設計業務選定委員会

役職名 委員

期間 平成29年04月07日 〜 平成30年03月31日
社会活動(国内） 埼玉県八潮市公共施設マネジメント推進専門委員会

役職名 委員

期間 平成29年05月31日 〜 平成30年03月31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２９年４月１日～平成３０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４月１日～平成３０年３月３１日

湯浅　昇 社会活動 全国解体工事業連合会

役職名 理事、解体工事施工技士試験委員会副委員長

期間 平成29年4月1日～平成30年3月31日

社会活動 日本床施工技術研究協議会

役職名 理事

期間 平成29年4月1日～平成30年3月31日

社会活動 建材試験センター国土交通大臣認定材料性能評価委員会

役職名 委員長代理

期間 平成29年4月1日～平成30年3月31日

社会活動 国土交通省指定登録解体工事講習（「解体工事業」の新設に伴う監理技術者等講習)

役職名 講師

期間 8/25/2017

社会活動 第13回韓国・日本建築材料施工Joint Symposium　

役職名 組織委員長

期間 平成29年4月1日～8月31日

社会活動 日本大学生産工学部市民公開セミナー「防災講座」

役職名 コーディネーター、講師「イタリア中部地震被害」

期間 5/27/2017

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～　　月　　日

応化分子化学科 野呂知加子 社会活動(国内）

役職名

期間

社会活動(国内）

役職名

期間

山田和典 社会活動(国際） Gender Summit 10　（GS10） (科学技術振興機構主催国際会議　東京）

役職名 WG1委員 parallel session 2 コーディネーター　司会（運営委員会部会委員）

期間 平成29年4月1日～30年3月31日

社会活動(国際） APNN & GWST（国際女性科学技術者団体日本支部JNWES主催　国際会議　横浜）

役職名 主催団体　日本女性科学者の会例会　企画者
期間 平成29年4月1日～7月15日

社会活動(国際） 第8回日中韓女性科学技術指導者フォーラム（中国　上海）

役職名 日本　団長　歓迎挨拶　パネリスト

期間 平成29年10月6〜8日

社会活動(国際） 国際女性科学技術者団体日本支部JNWES

役職名 日中韓フォーラムワーキンググループ代表

期間 平成29年4月1日～30年3月31日

社会活動(国際） サイエンスへの貢献および男女共同参画活動（Marquis Who's Who)

役職名 The 2017 Albert Nelson Marquis Lifetime Achievement Award受賞

期間 4/8/2017

社会活動(国際） Advancing Research Excellence Through Gender Equality (笹川平和財団国際会議）

役職名 シニアポリシーコンサルタント

期間 平成30年1月30日〜3月23日
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社会活動(国内） 男女共同参画学協会連絡会

役職名 運営委員

期間 平成29年4月1日～30年3月31日

社会活動(国内） 女子中高生夏の学校（国立女性教育会館　埼玉）

役職名 企画委員

期間 平成29年4月1日～30年3月31日

社会活動(国内） 千葉県総合教育センター　社会に活きる科学技術研修（化学コース）（生産工学部）

役職名 講師

期間 8/2/2017

社会活動(国内） ひらめきときめきサイエンス　実験教室 (生産工学部）

役職名 主催　講師

期間 10/21/2017

社会活動(国内） NPO法人「特定非営利活動法人日本脂肪由来幹細胞再生医療研究会」

役職名 再生医療等委員会　委員（厚生労働省認定）

期間 平成27年1月31日～

社会活動(国内） つくば市千上自治会

役職名 班長

期間 平成29年4月1日～30年3月31日

日秋俊彦 社会活動（国際） 5th International Symposium & Exhibition on Aqua Science and Water Resources (ISASWR’17)

役職名 Co-Chair

期間 平成29年9月8日～9月11日

社会活動（国際）
11th International Conference on
Separation Science and Technology　（ICSST17)

役職名 Organizing Committee

期間 平成29年11月9日～11月11日

社会活動（国内） 分離技術会

役職名 会長

期間 平成29年4月1日～平成30年3月31日

社会活動（国内） 日本海水学会

役職名 評議員

期間 平成29年4月1日～平成30年3月31日

社会活動（国内） 日本海水学会

役職名 海水資源・環境研究会幹事

期間 平成29年4月1日～平成30年3月31日

社会活動（国内） 高圧ガス保安協会

役職名 講習検定等委員会委員

期間 平成29年4月1日～平成30年3月31日

社会活動（国内） 高圧ガス保安協会

役職名 検定分科会主査

期間 平成29年4月1日～平成30年3月31日

社会活動（国内） ソルト・サイエンス研究財団

役職名 理工学分野研究プロジェクト・リーダー

期間 平成29年4月1日～平成30年3月31日

社会活動（国内） 習志野商工会議所

役職名 広報・情報化推進委員会委員

期間 平成29年4月1日～平成30年3月31日
山田和典 社会活動(国内） 高分子学会千葉地域活動幹事会

役職名 幹事
期間 平成１４年４月１日～平成３０年３月３１日
社会活動(国内） 第66回高分子学会年次大会運営委員会
役職名 運営委員
期間 平成２８年７月　日～平成２９年５月　日
社会活動(国内） 日本化学会第98春季年会会計･総務小委員会
役職名 会場小委員
期間 平成２９年６月　日～平成３０年３月　日

木村悠二 社会活動 高分子学会
役職名 千葉地区若手会幹事
期間 平成２６年　６月　１日～
社会活動 高分子学会
役職名 千葉地区若手会代表幹事
期間 平成29年　4月　1日～平成30年　3月31日
社会活動 日本化学会
役職名 総務・会場小委員会
期間 平成29年　5月　13日～平成30年　3月23日

マネジメント工学科 平田光子 社会活動（国際） 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２９年４月１日～30年６月30日
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27年６月８日～30年６月７日
社会活動（国内） 国立開発研究法人科学技術振興機構
役職名 アドバイザー
期間 平成２９年7月1日～31年３月31日
社会活動(国内） 日本ベンチャー学会
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役職名 理事　および企画運営委員会委員
期間 平成２８年１０月１日～30年　９月30日
社会活動 企業家研究フォーラム
役職名 理事

期間 平成２７年７月１８日～30年７月１７日
大江秋津 社会活動(国内） 経営情報学会

役職名 理事
期間 平成２７年１１月１日～5月2日
社会活動(国内） 経営情報学会
役職名 広報委員
期間 平成２５年６月２９日～現在

水上祐治 社会活動（国際） 米ジョージア大学にて日米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30年　3月　23日～　3月　28日

数理情報工学科 角田和彦 社会活動 CMES: Computer Modeling in Engineering & Sciences 
役職名 Editorial Board(編集委員会委員)
期間 平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日
社会活動 ポルトガル（マデイラ）で開催の計算&実験理工学国際会議(ICCES'17)に参加

役職名 組織委員会委員、座長
期間 平成２９年６月２６日～６月３０日
社会活動 日本計算数理工学会
役職名 評議員
期間 平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日
社会活動 技術者教育プログラム認定審査(日本技術者教育認定機構)
役職名 審査長代表
期間 平成２９年６月２３日～平成３０年３月３１日

西澤一友 社会活動(国内） 習志野市産業振興審議会
役職名 委員
期間 平成２９年７月５日～平成３０年３月３１日

細川利典 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４月１日～平成30年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２９年４月１日～平成３０年３月３１日

環境安全工学科 五十畑弘 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２９年４月～平成３０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２９年４月～平成３０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２９年４月～平成３０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２９年４月～平成３０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２９年４月～平成３０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２９年４月～平成３０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２９年４月～平成３０年３月
社会活動(国内） 文化庁近現代建造物の保存と活用の在り方に関する協力者会議
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２９年４月～平成３０年３月

岩下圭之 社会活動 国際教育交流シンポジウム　NAFSA2017
役職名 JAPAN booth 幹事
期間 平成29年5月29日～6月2日
社会活動 (独法) 日本学生支援機構 海外留学支援制度（協定派遣・協定受入）
役職名 審査官
期間 平成29年9月1日～12月26日
社会活動 文部科学省　「国費外国人留学生の優先配置を行う特別プログラム
役職名 審査委員
期間 平成29年10月1日～10月31日

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～　　月　　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～　　月　　日
社会活動 国家試験（技術士第二次試験）
役職名 試験委員
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期間 平成２７年２月　２日～　　月　　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～　　月　　日
社会活動 国立科学博物館サイエンススクエア
役職名 講師
期間 平成29年3月〜

創生デザイン学科 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 執行理事・指導員

期間 平成28年6月30日～

教養・基礎科学系 清水明美 社会活動 古代文学会

役職名 事務局委員

期間 平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日

社会活動 上代文学会

役職名 理事

期間 平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日

山岸竜治 社会活動（国内） 四街道市青少年問題協議会

役職名 委員

期間 平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日

社会活動（国内） 日本社会臨床学会

役職名 運営委員

期間 平成２９年６月１０日～平成３０年３月３１日

新井健一 社会活動（国際） 第29回ユニバーシアード競技大会（台湾・台北）

役職名 日本代表チーム監督

期間 平成　29年　8月　19日～　8月　30日

社会活動（国際） 2017世界ジュニアウエイトリフティング選手権（東京）

役職名 日本代表チーム監督

期間 平成29年　6月 16日～平成29年　6月 23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29年　4月　1日～平成30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29年　4月　1日～平成30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29年　4月　1日～平成30年　3月 31日

社会活動 埼玉県ウエイトリフティング協会

役職名 理事

期間 平成29年　4月　1日～平成30年　3月 31日
髙澤弘明 社会活動 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
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