
平成３０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 髙橋　　進 社会活動(国際） 国際規格（ISO）の開発

役職名 ISO　TC164/SC2	日本代表

期間 平成30年４月１日～平成31年３月３１日

社会活動(国内） ボーイスカウト日本連盟　横浜第８４団

役職名 BS隊　副長

期間 平成30年４月１日～平成31年３月３１日

平山　紀夫 社会活動 硝子繊維協会における、日本規格協会委嘱の外部原案審査

役職名 JIS	R3411原案作成委員会委員長

期間 平成30年8月1日～　12月7日

久保田正広 社会活動 一般社団法人	日本機械学会	関東支部

役職名 千葉ブッロク長

期間 平成30年4月1日～平成3１年3月31日

社会活動 千葉県児童生徒・教職員科学作品

役職名 最終審査委員

期間 平成30年4月1日～平成3１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３０年４月１日～平成３１年３月３1日

電気電子工学科 荒巻　光利 社会活動 プラズマ・核融合学会

役職名 理事

期間 平成30年７月１日～平成32年6月30日

新妻　清純 社会活動 （公社）日本磁気学会

役職名 理事

期間 平成30年　4月　1日～平成31年　3月　31日

社会活動 習志野市個人情報保護審議会

役職名 委員

期間 平成30年　4月　1日～平成31年　3月　31日

土木工学科 森田　弘昭 社会活動（国内） 市川市下水道審議会

役職名 委員長

期間 平成30年4月1日～平成31年3月31日

社会活動（国内） 三浦市コンセッション検討委員会

役職名 委員長

期間 平成30年4月1日～平成31年3月31日

社会活動（国内） 東京地方裁判所

役職名 調停員

期間 平成30年4月1日～平成31年3月31日

社会活動（国内） 講演テーマ：熊本市のまちづくりについて	

役職名 主催者：NPO	法人水環境創生クラブ

期間 平成30年10月17日

社会活動（国内） 講演テーマ：下水道事業の進化について

役職名 主催者：新潟県南魚沼市水環境懇談会

期間 平成31年2月5日

小田　　晃 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

期間 平成３０年４月１日～平成３１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３０年４月１日～平成３１年３月３１日

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　　年　月　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　　年　月　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 平成年４月１日～平成　　年　月　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　　年　月　日

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３０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３０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３０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３０年４月１日～　３月３１日

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３０年４月１日～　３月３１日

社会活動 千葉県流域下水道事業経営計画懇話会

役職名 委員

期間 平成３０年４月１日～　３月３１日

社会活動 鎌ケ谷市公共下水道事業審議会

役職名 委員

期間 平成３０年４月１日～　３月３１日

社会活動 インフラ調査士付帯施設問題管理小委員会

役職名 委員長

期間 平成３０年４月１日～　３月３１日

社会活動 インフラ調査士試験委員会

役職名 委員

期間 平成３０年４月１日～　３月３１日

社会活動 インフラ調査士問題統括委員会

役職名 委員

期間 平成３０年４月１日～　３月３１日

髙橋　岩仁 社会活動(国際） 公益社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３０年５月１日～平成３１年３月３１日

社会活動(国際） 習志野市環境審議会

役職名 委員

期間 平成３０年２月２７日～２０２０年２月２６日

社会活動(国内） 千葉県県土整備公共事業評価審議会

役職名 委員

期間 平成３０年３月１日～２０２０年２月２９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３０年４月２日～平成３１年３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 委員

期間 平成３０年１０月２３日～平成３１年３月３１日

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３０年４月１日～平成３１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３０年４月１日～平成３１年３月３１日

社会活動 千葉県　森林クラウド構築業務総合評価委員会

役職名 委員

期間 平成３０年４月２７日～7月２３日

社会活動 千葉県　農林公共事業評価審議会

役職名 委員

期間 平成３１年１月２０日～３月３１日

朝香　智仁 社会活動 一般社団法人	茨城県建設コンサルタンツ協会主催　非接触計測機器による計測技術講習

役職名 講師

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

建築工学科 小松　　博 社会活動 （公社）千葉県建築士事務所協会耐震診断評価委員会

役職名 委員

期間 平成１６年４月１日～現在

大友　宏友
社会活動(国際）

国連後援のWSAワールドサミットアワードにおいて、WheeLog	ウィーログ「みんなでつくるバリアフリーマッ
プ」が世界一となるSMART	SETTLEMENTS	&	URBANIZATION（スマート地域・都市づくり）部門でWSAグローバル
チャンピオンを受賞。

役職名 WheeLog学術部門　責任者　　

期間 平成31年3月15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30年４月１日～平成31年３月30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30年４月１日～平成31年３月30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30年４月１日～平成31年３月30日



社会活動(国内） 総務省主催「ICT地域活性化大賞2019」より優秀賞（２位）を受賞

役職名 研究協力	WheeLog学術部門の責任者

期間 平成31年3月9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30年11月25日

社会活動(国内） 文部科学省	とWheeLogの共催による『超福祉の学校』のワークショップ

役職名 WheeLog学術部門　責任者

期間 平成30年11月11日

社会活動(国内） 国土交通省	とWheeLogの共催による「池袋街歩きイベント」「プローブ情報を活用した“通れたマップ”作成
に関する実証実験」

役職名 WheeLog学術部門　責任者

期間 平成30年12月11日

下村　修一 社会活動 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

藤本　利昭 社会活動 松戸市建築審査会

役職名 委員

期間 平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日

社会活動 一級建築士試験委員会

役職名 試験委員

期間 平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日

社会活動 千葉市本庁舎整備検討委員会

役職名
　委員
活動期間	2018/05/01-2019/04/30

期間 平成３０年５月１日～平成３１年１月３１日

廣田　直行 社会活動 文部科学省大学設置分科会	専門委員会（大学設置・学校法人審議会）	

役職名 専門委員

期間 平成３０年４月１日～平成３０年１０月３１日

社会活動 文部科学省大学設置分科会	審査会（国際化特別審査会）

役職名 審査委員

期間 平成３０年８月２２日〜

社会活動 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３０年４月１日～平成３１年３月３１日

社会活動 千葉県建設工事総合評価

役職名 委員

期間 平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日

社会活動 習志野市長期計画審議会

役職名 委員長

期間 平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日

社会活動 習志野市都市計画審議会

役職名 委員長

期間 平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日

社会活動 習志野市建築審査会

役職名 委員長

期間 平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日

社会活動 習志野市公共施設再生推進審議会

役職名 委員長

期間 平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日

社会活動 印西市入札等監視委員会

役職名 委員長

期間 平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日

社会活動 千葉市立博物館協議会

役職名 委員

期間 平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日

社会活動 柏市都市計画審議会

役職名 委員

期間 平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日

社会活動 成田市小御門小学校跡地利活用事業に係る公募型プロポーザルの選定審査

役職名 委員

期間 平成３１年１月３１日〜

社会活動 千葉県県営住宅長寿命化計画の改定に係る検討会議

役職名 委員長

期間 平成３０年５月２１日～平成３１年３月３１日

社会活動 千葉県新たな「知の拠点」づくり有識者検討会議

役職名 委員

期間 平成３０年７月９日～平成３１年３月２９日

北野　幸樹 社会活動(国内） 第2回木更津市中心市街地（木更津駅周辺）まちづくりワークショップ

役職名 ファシリテーター

期間 平成31年2月16日

社会活動(国内） 第1回木更津市中心市街地（木更津駅周辺）まちづくりワークショップ

役職名 ファシリテーター

期間 平成31年1月26日

社会活動(国内） 木更津市	中心市街地活性化協議会

役職名 会長

期間 平成30年8月29日～



社会活動(国内） （仮称）松戸市リサイクルプラザ整備事業者選考委員会

役職名 副委員長

期間 平成30年5月9日～

社会活動(国内） 木更津市	建築審査会

役職名 委員

期間 平成30年4月1日～

社会活動(国内） 八千代市	建築審査会

役職名 会長

期間 平成30年4月1日～

社会活動(国内） 一般社団法人　日本建築学会

役職名 代議員

期間 平成30年3月19日～

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～

永井香織 社会活動 国交省　中央建設工事紛争審査会

役職名 　特別委員

期間 平成30年4月1日～平成31年3月31日

社会活動 神奈川県　神奈川県建設工事紛争審査会

役職名 　紛争審査委員

期間 平成30年4月1日～平成31年3月31日

社会活動 千葉県　入札監視委員会

役職名 　委員

期間 平成30年4月1日～平成31年3月31日

社会活動 千葉県習志野市　環境審議会

役職名 　委員

期間 平成30年4月1日～平成31年3月31日

社会活動 平成31年度公共建築工事標準仕様書改定分科会

役職名 　委員

期間 平成30年10月1日～平成31年8月31日

社会活動 日本建築学会建築工事標準仕様書JASS15（左官工事）改定委員会

役職名 　主査

期間 平成30年4月1日～平成31年3月31日

社会活動 日本建築仕上学会

役職名 　理事

期間 平成30年4月1日～平成31年3月31日

社会活動 日本住宅モルタル外壁協議会

役職名 　理事

期間 平成30年4月1日～平成31年3月31日

社会活動 ｲﾝﾃﾘｱプランナー問題作成委員会

役職名 　副委員長

期間 平成30年4月1日～平成31年3月31日

社会活動 新規JIS　既調合しっくい作成委員会

役職名 　副委員長

期間 平成30年4月1日～平成31年3月31日

応用分子化学科 岡田　昌樹 社会活動(国内） 第34回船橋工業展　めいど・いん・ふなばし

役職名 講師（「オリジナルコースターを作ろう！」）

期間 平成30年7月29日

社会活動(国内） 平成30年度	葛南地区青少年のつどい大会

役職名 講師（「水と塩で遊ぶ化学実験」）

期間 平成30年9月30日

柏田　　歩 社会活動(国内） 平成30年度	千葉県総合教育センター研修事業　社会にいきる科学技術研修（化学コース）

役職名 コーディネーター

期間 平成30年8月8日

社会活動(国内） 平成30年度	葛南地区青少年のつどい大会

役職名 講師（「水と塩で遊ぶ化学実験」）

期間 平成30年9月30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 ふなばし市民まつり【めいど・いん・ふなばし】

役職名 おもしろ体験コーナー担当

期間 平成30年　7月27日～　7月29日

野呂知加子 社会活動(国際） JNWES-APNN	（国際女性科学技術者団体日本支部JNWES主催　国際会議　ハノイ）



役職名 ディスカッサー

期間 平成30年10月18日～20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 日中韓女性科学技術指導者フォーラムワーキンググループ代表	第9回準備委員長

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	2018	Albert	Nelson	Marquis	Lifetime	Achievement	Award受賞

期間 平成30年4月1日

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 女性研究者支援10年のあゆみ編集長

期間 平成31年1月30日〜3月23日

社会活動(国内） 一般社団法人日本女性科学者の会（日本学術会議登録団体）

役職名 理事

期間 平成30年4月1日～31年3月31日

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　女性科学者技術者の活躍促進に関する政策と効果の国際調査WG代表

期間 平成30年4月1日～31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30年4月1日～31年3月31日

社会活動(国内） NPO法人女子中高生理工系キャリアパスプロジェクト

役職名 理事

期間 平成30年12月20日〜3月31日

社会活動(国内） 豊山女子中学高校　体験実験　模擬授業

役職名 主催　講師

期間 平成30年6月19日

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30年4月1日～31年3月31日

マネジメント工学科 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３０年４月１日～平成３１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 事務局長、理事

期間 平成２９年７月１日～平成３１年６月３０日

社会活動(国内） 日本工学教育協会	工学教育研究講演会委員会	

役職名 委員

期間 平成２９年４月１日～平成３１年３月３１日

山本　壽夫 社会活動(国内） 社会福祉法人かやの実社

役職名 理事

期間 平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日（平成４年度〜現在）

社会活動(国内） 東京都青梅市住宅マスタープラン策定懇談会

役職名 委員

期間 平成３０年１２月１７日～平成３１年３月３１日（令和元年度継続）

平田　光子 社会活動(国内） 国立研究開発法人科学技術振興機構

役職名 アドバイザー

期間 2018年4月1日～2021年3月３１日

社会活動(国内） 千葉県建設局経営改革委員会

役職名 委員

期間 ２０１8年４月１日～２０２０年３月３１日

社会活動（国内） 鎌倉市商工業元気アップ事業選定委員会

役職名 委員長

期間 2018年６月２７日～2021年６月26日

社会活動(国内） （株）さがみはら産業創センター（筆頭株主：相模原市、中小企業整備基盤機構各47.4%)

役職名 監査役

期間 2017年6月28日～2020年6月27日

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

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

期間 平成30年4月1日～平成31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30年4月1日～平成31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30年4月1日～平成31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30年4月1日～平成31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30年4月1日～平成31年3月31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３０年４月１日～平成３１年３月３１日

社会活動 東京理科大学で開催の計算&実験理工学国際会議(ICCES2019)に参加

役職名 組織委員会委員、座長



期間 平成３１年３月２５日～３月２８日

社会活動 日本計算数理工学会

役職名 評議員

期間 平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日

環境安全工学科 坂本　惠一 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30年８月１６日～　８月１７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 厚生労働省千葉労働局

役職名 粉じん対策指導委員

期間 平成２９年２月　２日～　　

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30年８月6日〜8月9日

創生デザイン学科 西　　恭一 社会活動 深川銃砲安全協会【後援：警視庁深川警察署】（銃砲の検査協力や安全講習大会の企画・運営等）

役職名 執行理事・指導員

期間 平成30年4月1日～平成31年3月31日

社会活動 江東区クレー射撃連盟にてロゴ・ステッカーの制作

役職名 ボランティア

期間 平成31年3月1日～平成31年3月31日

教養・基礎科学系 山岸　竜治 社会活動 日本社会臨床学会

役職名 運営委員及び編集委員

期間 平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日

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３０年４月１日～平成３１年３月３１日

森　健太郎 社会活動（国内） 実験・工作教室（千葉現代産業科学館）

役職名 実験スタッフ

期間 平成30年11月24日

社会活動（国内） 夢化学21～理科教室への招待～（日本大学生産工学部	実籾キャンパス）

役職名 実験スタッフ

期間 平成30年11月　3日

髙澤　弘明 社会活動 習志野市行政不服審査会

役職名 会長

期間 平成３０年４月１日～　３月３１日

菊地俊紀 社会活動（国内） 習志野市スポーツ推進審議会

役職名 委員

期間 平成３０年１１月１日～平成３１年３月３１日

新井健一 社会活動（国際） 世界ジュニアウエイトリフティング選手権（ウズベキスタン・タシケント）

役職名 日本代表監督

期間 平成30年7月6日～7月24日

社会活動（国際） 世界大学ウエイトリフティング選手権（ポーランド・ビャワポドラスカ）

役職名 日本代表監督

期間 平成30年9月20日～9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30年4月1日～平成31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30年4月1日～平成31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 選手強化委員

期間 平成30年4月1日～平成31年3月	31日


