
氏名 区分 詳細
氏家康成 社会活動(国内） 千葉大学	(経産省拠点	次世代モビリティパワーソース研究センター)

役職名 客員教授

期間 平成２７年４月１日～平成２８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 技術委員

期間 平成２７年４月１日～平成２８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２７年１２月１日～平成２８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 事前・成果評価委員会委員　(随時　5テーマ、５回)

期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日

社会活動(国内） （社）日本機械学会エンジンシステム部門賞（研究業績賞）受賞

役職名 評価期間	2014年度（92期），93期年次大会にて表彰

期間 平成２７年９月１４日～平成２７年９月１６日

社会活動(国内） (公)	自動車技術会

役職名 自動車技術会賞	学術賞選考委員

期間 平成２７年１２月１日～平成２８年２月２９日

大久保通則 社会活動(国内） NEDO研究評価委員会「革新的新構造材料等研究開発」

役職名 分科会長　NEDO技術委員

期間 平成２７年　８月２４日～平成２９年　３月３１日

高橋　進 社会活動(国際） 国際規格（ISO）の開発

役職名 ISO　TC164/SC2	議長

期間 平成２７年４月１日～平成２８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２７年４月１日～平成２８年３月３１日

社会活動(国内） 横浜マラソン	2016

役職名 路上警備

期間 平成２８年　３月１３日～　３月１３日

野村浩司 社会活動(国内） 日本機械学会関東支部

役職名 庶務幹事

期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日

社会活動(国内） 第24回微粒化シンポジウム

役職名 座長

期間 平成２７年１２月１７日～１２月１８日

社会活動(国内） 第53回燃焼シンポジウム

役職名 座長

期間 平成２７年１１月１６日～１１月１８日

社会活動(国際） International	Symposium	on	Physical	Science	in	Space実行委員会

役職名 実行委員

期間 平成２６年４月～平成２７年９月

星野和義 社会活動(国内） 日本鋳造工学会　関東支部

役職名 理事

期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日

野本光輝 社会活動(国内） 摩擦接合技術協会

役職名 理事

期間 平成２７年４月１日～平成28年3月３１日

社会活動(国内） マグネシウム燃焼委員会

役職名 委員

期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日

社会活動(国内） ＪＩＳ３６０７改訂原案作成委員

役職名 委員

期間 平成２７年４月１日～平成２7年12月20日

大塚哲郎 社会活動(国内） 都市有害生物管理学会

役職名 学術委員長

期間 平成27年1月1日～　平成28年12月31日

田中將義 社会活動(国際） 第３３回　米国航空宇宙学会（AIAA)　国際衛星通信システム会議（オーストラリアで開催）　

役職名 座長，査読委員

期間 平成27年　7月1日～　9月8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



氏名 区分 詳細

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 臨時委員

期間 平成２７年７月８日～継続中

秋葉正一 社会活動 土木学会論文集E1分冊編集小委員会

役職名 委員長

期間 平成２６年６月１日～平成２８年５月３１日

社会活動 土木学会舗装工学論文集編集小委員会

役職名 委員長

期間 平成２６年６月１日～平成２８年５月３１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～　　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２７年７月１０日～平成２８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２７年４月１日～平成２８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２７年４月１日～平成２８年３月３１日

木下誠也 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27年４月１日～平成28年３月31日

社会活動 国土交通省　交通政策審議会

役職名 臨時委員

期間 平成27年４月１日～平成28年３月31日

社会活動 国土交通省　国土審議会

役職名 専門委員

期間 平成27年４月１日～平成28年３月31日

社会活動 一般社団法人　建設物価調査会　評価監視委員会

役職名 副委員長

期間 平成27年４月１日～平成28年３月31日

社会活動 土木学会　建設マネジメント委員会　

役職名 委員

期間 平成27年4月1日～平成28年3月31日

社会活動 土木学会　建設マネジメント委員会論文編集小委員会

役職名 委員長

期間 平成27年４月１日～平成28年３月31日

社会活動 土木学会　建設マネジメント委員会　公共工事発注者のあり方研究小委員会

役職名 委員長

期間 平成27年４月１日～平成28年３月31日

社会活動 一般財団法人　全日本建設技術協会　CDP(継続教育)制度検討WG

役職名 主査

期間 平成27年　　月　　日～平成27年９月30日

社会活動 公益社団法人　全国防災協会　災害復旧及び災害防止事業功労者表彰銓衡委員会

役職名 委員長

期間 平成27年４月１日～平成28年３月31日

社会活動 一般財団法人　日本建設情報総合センター　社会基盤情報標準化委員会

役職名 委員

期間 平成27年４月１日～平成28年３月31日

社会活動 国土交通省　発注者責任を果たすための今後の建設生産・管理システムに関する懇談会

役職名 委員

期間 平成27年４月１日～平成28年３月31日

社会活動 公益財団法人　河川財団　今後の河川教育を考える委員会

役職名 委員

期間 平成27年８月３日～平成28年3月31日

社会活動 一般社団法人　建設コンサルタンツ協会

役職名 理事



氏名 区分 詳細

期間 平成27年５月28日～平成28年3月31日

社会活動 国土交通省　適正な施工確保のための技術者制度検討会

役職名 委員

期間 平成27年月日～平成28年3月31日

社会活動 日本学術会議　知的生産者の公共調達検討分科会　

役職名 連携会員

期間 平成27年５月22日～平成28年3月31日

社会活動 一般社団法人　流域水管理研究所

役職名 アドバイザー

期間 平成27年４月１日～平成28年３月31日

社会活動 社会資本整備審議会・交通政策審議会技術分科会技術者資格制度小委員会

役職名 委員長

期間 平成27年４月１日～平成28年3月31日

社会活動 一般財団法人　全国建設研究センター　

役職名 土木施工管理技術検定試験委員

期間 平成27年４月１日～平成28年3月31日

社会活動 土木学会建設マネジメント委員会論文賞受賞

役職名

期間 平成27年8月3日

社会活動 公共工事の契約と設計変更に関する講習会「受発注者のための設計変更と工期設定」（大阪）

役職名

期間 平成27年5月13日

社会活動 公共工事の契約と設計変更に関する講習会「受発注者のための設計変更と工期設定」（沖縄）

役職名

期間 平成27年5月20日

社会活動 公共工事の契約と設計変更に関する講習会「受発注者のための設計変更と工期設定」（名古屋）

役職名

期間 平成27年6月3日

社会活動 公共工事の契約と設計変更に関する講習会「受発注者のための設計変更と工期設定」（仙台）

役職名

期間 平成27年6月10日

社会活動 国土技術研究センター研究報告会「品質と価格のバランスが取れた調達のための企業実績評価に関する研究」(東京)

役職名

期間 平成27年6月11日

社会活動 公共工事の契約と設計変更に関する講習会「受発注者のための設計変更と工期設定」（福岡）

役職名

期間 平成27年6月17日

社会活動 公共工事の契約と設計変更に関する講習会「受発注者のための設計変更と工期設定」（札幌）

役職名

期間 平成27年6月24日

社会活動 公共工事の契約と設計変更に関する講習会「受発注者のための設計変更と工期設定」（東京）

役職名

期間 平成27年7月1日

社会活動 全日本建設技術協会講演会「公共工事調達の今後について」(富山)

役職名

期間 平成27年7月29日

社会活動 公共工事の契約と設計変更に関する講習会２「受発注者のための設計変更と工期設定」（東京）

役職名

期間 平成27年7月31日

社会活動 2015年度建設マネジメント委員会研究成果発表会及び表彰式「公共工事発注者のあり方研究小委員会中間報告」（東京）

役職名

期間 平成27年8月3日

社会活動 沖縄しまたて協会講演会「公共事業執行システム改革の道筋　2014年公共工事品質確保法の改正を踏まえて」（那覇）

役職名

期間 平成27年8月13日

社会活動 建設コンサルタンツ協会講演会「建設生産システム改革の道筋」（大阪）

役職名

期間 平成27年10月22日

社会活動 建設コンサルタンツ協会講演会「建設生産システム改革の道筋」（名古屋）

役職名

期間 平成27年12月2日

社会活動 島根県土地家屋調査士協会公開講座「競争社会の公共調達を考える」（松江）

役職名

期間 平成27年12月10日

澤野利章 社会活動(国内） 土木学会関東支部技術情報部会

役職名 委員

期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日

社会活動(国内） 土木学会関東支部企画部会

役職名 委員
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期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日

森田弘昭 社会活動 ベトナムのインフラ整備支援

役職名 下水道協会ベトナム委員会委員長

期間 平成２６年６月　　日～　　月　　日

社会活動 市川市下水道審議会

役職名 委員長

期間 平成２７年4月1日～平成29年3月31日

社会活動 浜松市PFI委員会

役職名 委員長

期間 平成２７年４月１日～　　月　　日

社会活動 国土交通省PFI委員会

役職名 委員長

期間 平成27年4月1日～　　月　　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８月４日

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２８年２月２６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２７年５月２５日～平成２８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２７年５月２２日～平成２８年３月３１日

社会活動(国内） 日本下水道管路管理業協会試験審査委員会

役職名 委員長

期間 平成２７年４月２２日～平成２８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総合評価委員会

役職名 委員

期間 平成２７年８月１２日～平成２８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２７年7月１日～平成２８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）　先進レーダ衛星ミッション定義審査

役職名 外部審査委員

期間 平成２７年１１月１６日～平成２７年１２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要求審査

役職名 外部審査委員

期間 平成２７年３月１日～平成２８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 幹事長

期間 平成26年4月～現在

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）
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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） 土木学会舗装工学講演会幹事長

役職名 幹事長

期間 平成26年12月～現在

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～現在

大内宏友
社会活動

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２７年４月１日～平成２８年３月３１日

社会活動
	日本建築学会大会　研究協議会　主催：タイトル「地域の「リジリエンス」向上へとつなぐ地域空間情報の応用と展開」	　　　　日本
建築学会	情報システム技術委員会	地域空間情報モデリング小委員会

役職名 地域空間情報モデリング小委員会　　主査

期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日

社会活動 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システム構築「車椅子ウォーカー」:

役職名 学術委員

期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日

社会活動 「みんなでつくるバリアフリーマップ「b-Free」イベントZero」	イベント協力：大内宏友研究室で計10名が参加し企画・運用の協力

役職名 協力委員

期間 平成　２８年　３月　５日

社会活動
平成27年度　第2回　関東学生景観デザインコンペティション
テーマ	「歴史文化の生きづく景観デザイン」

役職名 審査員

期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日

社会活動 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２７年４月１日～平成２８年３月３１日

社会活動 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２７年４月１日～平成２８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２７年４月１日～平成２８年３月３１日

社会活動 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２７年４月１日～平成２８年３月３１日

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

社会活動 習志野市情報公開審査会

役職名 会長

期間 平成２４年８月２９日～平成２８年３月３１日

廣田直行 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） 千葉県教育委員会建設工事総合評価

役職名 委員

期間 平成25年05月01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

役職名 委員長

期間 平成26年11月18日	〜	平成28年03月31日

社会活動(国内） 習志野市建築審査会

役職名 委員長



氏名 区分 詳細

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29年03月23日

師橋憲貴 社会活動 習志野市まち・ひと・しごと創生総合戦略等策定懇話会

役職名 委員

期間 平成２７年７月１０日～平成２８年３月３１日

湯浅　昇 社会活動(国内) 日本建築学会

役職名 代議員

期間 平成	27年　4月～現在

社会活動(国内) 日本建築仕上学会

役職名 理事

期間 平成	27年	5月～現在

社会活動(国内) （公社）日本コンクリート工学会

役職名 理事

期間 平成	26年	5月～現在

社会活動(国内) （公社）全国解体工事業連合会

役職名 理事	

期間 平成	22年	6月～現在

社会活動(国内) 日本学術振興会建設材料第76委員会

役職名 常任幹事

期間 平成	17年	5月～現在

社会活動(国内) 日本床施工技術研究協議会

役職名 理事

期間 平成	11年	5月～現在

社会活動(海外) 第12回日本・韓国建築材料施工Joint	Symposium

役職名 組織委員長

期間 平成	27年	7月

社会活動(国内) 国土交通省　解体工事の適正な施工確保に関する検討会

役職名 委員

期間 平成	26年8月～現在

社会活動(国内) 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	23年	4月～現在

社会活動(国内) 習志野市　公共施設再生に関する委員会

役職名 委員

期間 平成	27年	5月～現在

永井香織 社会活動 神奈川県建設工事紛争審査会

役職名 専門委員

期間 平成　２７年　４月　１日～　平成28年　３月　３１日

社会活動 千葉県入札監視委員会

役職名 監視委員

期間 平成　２７年４月　１日～　　平成28年　３月３１日

社会活動 習志野市環境審議会

役職名 審議委員

期間 平成　２７年　４月　１日～　平成28年　４月　１日

社会活動 福島県放射線対応住宅検討のための寄付活動

役職名 日本建築士会連合会女性委員長

期間 平成２７年　４月　１日～平成２８年　　３月　３１日

社会活動 千葉県酒々井飯沼本家文化財登録のための調査

役職名 甲子蔵調査・所見作成担当

期間 平成２７年　４月　１日～平成２８年　　３月　３１日

社会活動 インテリアプランナー試験作成委員

役職名 副委員長

期間 平成２８年　１月　１日～平成２８年　　３月　３１日

鎌田貴久 社会活動
埼玉県次世代住宅産業プロジェクト
「乾式製造法による木質系断熱材技術開発部会」

役職名 委員

期間 平成27年9月1日～平成28年２月２８日

社会活動 （社）木を活かす建築推進協議会		木材・木造建築に係る連続講座委員会

役職名 委員

期間 平成２５年　９月１日～　　月　　日

社会活動 日本建築学会		木質構造振動障害データ解析ＷＧ

役職名 委員

期間 平成25年4月1日～　　月　　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～　　月　　日

清水正一 社会活動(国内） 公益財団法人習志野文化ホール

役職名 評議員

期間 平成２７年4月１日～平成２８年３月３１日

社会活動(国内） 一般社団法人近畿化学協会

役職名 代議員

期間 平成２７年4月１日～平成２８年３月３１日

山田和典 社会活動 高分子学会関東支部



氏名 区分 詳細

役職名 常任幹事

期間 平成２６年４月　日～平成２８年３月３１日

社会活動 高分子学会千葉地域活動高分子研究交流会

役職名 代表幹事

期間 平成２６年４月１日～平成２８年３月３１日

社会活動 高分子学会第23回ポリマー材料フォーラム

役職名 運営委員会委員

期間 平成２７年　４月　　日～２７年１１月２７日

岡田昌樹 社会活動 分離技術会編集委員会

役職名 副委員長

期間 平成27年	5月29日～　　月　　日

社会活動 分離技術会幹事会

役職名 幹事

期間 平成27年	5月29日～　　月　　日

社会活動 日本海水学会編集委員会

役職名 常任編集委員

期間 平成27年	7月	1日～　　月　　日

齋藤和憲 社会活動(国内） 日本分析化学会

役職名 代議員

期間 平成２６年４月１日～平成２８年３月１日

社会活動(国内） 日本分析化学会		関東支部

役職名 常任幹事

期間 平成２６年３月１日～　　月　　日

社会活動(国内） 日本分析化学会		関東支部若手の会

役職名 幹事（代表）

期間 平成２５年３月１日～　　月　　日

五十部誠一郎 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２７年４月1日～平成２８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２７年４月1日～平成２８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２７年４月１日～平成２８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２７年４月１日～平成２８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２７年５月１３日～平成２８年３月３１日

鈴木邦成 社会活動(国内） 一般社団法人日本SCM協会かご車効率化委員会

役職名 委員長

期間 平成　27　年　４　月　１　日～　平成28年３　月　３１　日

社会活動(国内） 一般社団法人日本SCM協会　日本SCM大賞

役職名 選考委員

期間 平成　28　年　１　月　５　日～　１月　１５　日

平田光子 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

期間 平成２７年６月８日～平成３０年６月７日

山本壽夫 社会活動（国際） 社団法人日本ペンクラブ電子文藝館に論文掲載・公開中

役職名 会員（日本ペンクラブは世界ペンクラブの日本支部）

期間 平成　27　年　4　月　1　日～　平成　28年　3　月　31　日

社会活動（国内） 日本ホスピタリティ・マネジメント学会	活動

役職名 副会長　理事　学術・論文委員長　関東支部長　表彰委員

期間 平成　27　年　4　月　1　日～　平成　28年　3　月　31　日

社会活動（国内） 日本ホスピタリティ・マネジメント学会	特別賞受賞

役職名 会員

受賞日 平成　28　年　2　月　13　日

社会活動（国内） 社会福祉法人かやの実社	理事会

役職名 理事

期間 平成　27　年　4　月　1　日～　平成　28年　3　月　31　日

社会活動（国内） 日本女子大学の2016年度一般入試問題に私論文を採用

役職名 日本大学教授（なお、一般入試問題：国語に採用）

期間 平成　28　年　2　月　1　日～　平成　28年　2　月　3　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28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



氏名 区分 詳細

期間 平成27年4月1日～平成28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28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27年3月31日

角田和彦 社会活動(国際） 米国（リノ）で開催の計算&実験理工学国際会議(ICCES'15)に参加

役職名 シンポジウム編集委員、座長、フェロー受賞講演

期間 平成２７年７月２０日～７月２４日

社会活動(国際） 米国（リノ）で開催の計算&実験理工学国際会議(ICCES'15)に参加

役職名 Distinguished	Fellow	of	ICCES（ICCESフェロー受賞）

期間 平成２７年７月２３日

社会活動(国際） CMES:	Computer	Modeling	in	Engineering	&	Sciences	

役職名 Editorial	Board(編集委員会委員)

期間 平成２７年４月１日～平成２８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２７年４月１日～平成２８年３月３１日

松田　聖 社会活動(国際) IEEE/INNS	International	Joint	Conference	on	Neural	Networks

役職名 Program	Committee	member

期間 平成２６年１０月１日～平成２７年７月１７日

社会活動（国内） 特定非営利活動法人実務能力認定機構

役職名 講座審査委員会委員

期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日

目黒光彦 社会活動(国際）

役職名

期間

五十畑弘 社会活動(国内） 土木学会表彰委員会

役職名 委員

期間 平成２７年４月～平成２８年３月

社会活動(国内） 土木学会出版文化賞選考委員会

役職名 委員長

期間 平成２７年４月～平成２８年３月

社会活動(国内） 平成27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２７年７月～平成２８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２７年４月～平成２８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２７年４月～平成２８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２７年４月～平成２８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２７年４月～平成２８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２７年４月～平成２８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２７年４月～平成２８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２７年４月～平成２８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２７年４月～平成２８年３月

社会活動(国内） 富山県文化財審議会

役職名 委員

貢献賞（研究専門委員会運営）
電子情報通信スマートインフォメディアシステム研究専門委員会の運営及び活動に対する貢献　　　平成２７年９月９日
一般社団法人　電子情報通信学会　基礎・境界ソサイエティより授与
平成２７年９月９日



氏名 区分 詳細

期間 平成２７年４月～平成２８年３月

社会活動(国内） 立山砂防の世界的評価に関する有識者会議

役職名 学識経験者

期間 平成２７年４月～平成２８年３月

社会活動(国内） 世界遺産登録推進シンポジウム「立山砂防を世界遺産に」

役職名 パネリスト

期間 平成２７年１１月３日開催

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２７年４月～平成２８年３月

岩下圭之 社会活動 米国環境庁(US	EPA)の水質解析チームのメンバーとしての衛星データ解析に寄与

役職名 EPA	StarGrant	Program	;	Water	Quality	Professional	member

期間 平成23年8月1日～継続中

社会活動 USGS	(U.S.	Geological	Survey)	,	Far-East	Asia	Public	Relations	Committee

役職名 USGS	Marine	Science	Divisionの広報委員

期間 平成16年8月1日～継続中

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２７年１０月１１日～１０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

今村　宰 社会活動(国際） 30thISTS（第30回宇宙技術および科学の国際シンポジウム）

役職名
Program	Subcommittee	Members　a)	Session　Co-Chairperson	(aセッション	プログラム小委員会副委員長)
　a-15		Chairperson　（座長）

期間 平成２７年７月４日～７月１０日

社会活動(国内） 人事院

役職名 試験専門委員

期間 平成２６年９月１日～平成２８月３１日

西　恭一 社会活動(国内） クレー射撃における技術協力

役職名 コーチ

期間 平成２５年９月１３日～現在

遠田　敦 社会活動 日本建築学会	人間-没入型仮想環境評価WG

役職名 幹事

期間 平成27年　4月　1日～　　現在に至る

社会活動 日本建築学会	スマート建築モニタリング応用小委員会

役職名 幹事

期間 平成27年　4月　1日～　　現在に至る

社会活動 日本建築学会	建築人間工学初学者用関連情報WG

役職名 幹事

期間 平成26年　4月　1日～　　平成28年　3月　31日

山家哲雄 社会活動(国内） (一社)照明学会

役職名 評議委員

期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日

社会活動(国内） (一社)照明学会　照明年報委員会

役職名 第７章(照明環境の設計・評価)主査

期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日

社会活動(国内） (一社)照明学会　東京支部

役職名 幹事（旧名称　支部役員）

期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日

社会活動(国内） (一社)照明学会　日本のあかり文化調査委員会

役職名 照明学会誌	特集号企画編纂ＷＧ主査

期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日

社会活動(国内） (一社)照明学会　照明プロフェッショナル資格審査委員会

役職名 委員

期間 平成２７年４月１日～平成２８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	2016	プロジェクト」

役職名 実行委員(デザイン監修担当)

期間 平成２７年４月１日～平成２８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　「雪あかりのまち	川湯温泉　千の雪あかり	2016	プロジェクト」

役職名 照明デザイン監修(主幹)

期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日

功労に対する贈呈歴(国
内）

(一社)摩周湖観光協会からの感謝状　(2014年度、2015年度に引き続き、３年連続の贈呈)

贈呈理由 「雪あかりのまち	川湯温泉　千の雪あかり	2016」	の	照明デザイン監修

贈呈期日 平成28年3月9日

南澤宏明 社会活動（国内） 国立科学博物館主催２０１５夏休みサイエンススクエア

役職名 企画協力者

期間 平成２７年８月１０日～　８月１３日



氏名 区分 詳細

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 企画協力者

期間 平成２７年１０月３１日～　　月　　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２７年１１月２７日～　　月　　日

山川一三男 社会活動 国立科学博物館主催２０１５夏休みサイエンススクエア

役職名 企画協力者

期間 平成２７年８月１０日～　８月１３日

社会活動 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 企画協力者

期間 平成２７年１０月３１日～　　月　　日

社会活動 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２７年１１月２７日～　　月　　日

三木久美子 社会活動 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 企画協力者

期間 平成２７年１０月３１日～　　月　　日

社会活動 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２７年１１月２７日～　　月　　日

森　健太郎 社会活動（国内） 国立科学博物館主催２０１５夏休みサイエンススクエア

役職名 企画協力者

期間 平成２７年８月１０日～　８月１３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 企画協力者

期間 平成２７年１０月３１日～　　月　　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２７年１１月２７日～　　月　　日


