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所　属 氏　名 区　分 詳　細

機械工学科 久保田　正広 社会活動 一般社団法人 日本機械学会 

役職名 関東支部　千葉ブッロク運営委員

期間 令和2年4月1日～令和3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 最終審査委員長

期間 令和2年4月1日～令和3年3月31日

社会活動 一般社団法人 軽金属学会

役職名 関東支部　支部長

期間 平成31年4月1日～令和3年3月31日

社会活動 一般社団法人日本マグネシウム協会

役職名 学生マグネシウム・デザインコンテスト審査委員長

期間 平成29年4月1日～令和3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 日本代表

期間 令和2年4月1日～令和3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 令和2年4月1日～令和3年3月31日

野村　浩司 社会活動（国内） 成田航空科学博物館で小学生対象の出張授業

役職名 講師

期間 令和2年8月29日～8月30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 令和2年4月1日～令和3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～令和4年6月

社会活動 プラズマ・核融合学会

役職名 プラズマ・核融合学会誌　編集委員長

期間 令和2年7月～令和4年6月

社会活動 プラズマ・核融合学会

役職名 Plasma and Fusion Research Editor in Chief

期間 令和2年7月～令和4年6月

社会活動 プラズマ・核融合学会

役職名 基礎領域長

期間 平成30年7月～令和4年6月

新妻　清純 社会活動 習志野市個人情報保護審議会

役職名 委員

期間 令和3年4月1日～令和5年3月31日

社会活動 電気学会調査専門委員会

役職名 委員

期間 令和3年4月1日～令和4年3月31日

矢澤　翔大 社会活動(国内) 静電気学会　増田賞

役職名 RFプラズマ処理によるステンレス箔の窒化

期間 令和2年 9月24日

社会活動 八千代市消防団　第四分団

役職名 消防団員

期間 令和2年9月1日～

土木工学科 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31年4月1日～令和4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31年4月1日～令和4年3月31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21年4月1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～

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～

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～

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～

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～

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～

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～

社会活動 鎌ケ谷市　公共下水道事業審議会委員
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役職名 副委員長

期間 平成30年4月1日～

社会活動 習志野市　環境審議会委員

役職名 委員長

期間 令和2年2月27日～

社会活動 白井市　上下水道事業審議会委員

役職名 委員長

期間 令和2年3月16日～

社会活動 文部科学省　文部科学大臣表彰審査委員会科学技術審査部会

役職名 委員

期間 平成2年11月1日～

社会活動 和歌山県　汚水処理普及率向上検討会

役職名 委員長

期間 平成3年1月1日～令和3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 令和2年4月1日～令和3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 令和2年4月1日～令和3年3月31日

髙橋　岩仁 社会活動 千葉県県土整備公共事業評価審議会

役職名 委員

期間 令和2年8月1日～令和3年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 令和2年4月1日～令和3年3月31日

社会活動 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 令和2年4月10日～令和3年3月31日

社会活動 八千代市入札契約適正化委員会

役職名 委員長

期間 令和2年4月1日～令和3年3月31日

加納　陽輔 社会活動(国内） 土木技術映像委員会（土木学会）

役職名 委員兼幹事

期間 平成19年4月～

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 委員兼幹事

期間 平成19年4月～

社会活動(国内） 土木学会舗装工学委員会（土木学会）

役職名 委員

期間 平成26年4月～

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24年4月～

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24年4月～
社会活動(国際） 舗装技術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～

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～

社会活動(国内） 関東支部企画部会（土木学会）

役職名 委員

期間 平成28年4月～

社会活動(国内） e-learning運営小委員会（土木学会）

役職名 委員

期間 平成29年4月～

社会活動(国内） 「舗装」編集委員会（建設図書）

役職名 委員

期間 平成30年4月～

社会活動(国内） 東京外かく環状国道事務所総合評価審査分科会（国土交通省）

役職名 委員

期間 令和2年4月～
社会活動(国内） 東京国道事務所総合評価審査分科会（国土交通省）

役職名 委員

期間 令和2年4月～

社会活動(国内） 舗装再生小委員会（日本道路協会）

役職名 委員

期間 令和2年4月～

社会活動(国内） 新技術検討委員会（国土交通省）

役職名 委員

期間 令和2年4月～

社会活動(国内） 石油学会論文賞受賞

論文名 劣化アスファルトに対する水熱分解の回復効果

表彰日 令和3年2月25日（通知）～令和3年11月11日（授賞式）

建築工学科 北野　幸樹 社会活動(国内） 八千代市都市マスタープラン策定会議

役職名 委員
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期間 令和2年12月1日～

社会活動(国内） 八千代市空家等対策協議会

役職名 会長

期間 令和2年7月1日～

社会活動(国内） 木更津市 庁舎整備検討委員会

役職名 委員長

期間 令和元年7月1日～

社会活動(国内） 浦安市 建築審査会

役職名 委員

期間 平成31年4月1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～令和2年3月

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～令和2年3月18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～

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 令和2年4月1日～令和3年3月31日
廣田　直行 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31年4月1日～令和3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31年4月1日～令和3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31年4月1日～令和3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31年4月1日～令和3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31年4月1日～令和3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31年4月1日～令和3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31年4月1日～令和3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31年4月1日～令和3年3月31日

社会活動 成田市建築審査会

役職名 委員長

期間 令和2年4月1日～令和3年3月31日

社会活動 鋸南町都市交流施設周辺整備設計業務プロポーザル選定委員会

役職名 委員長

期間 令和3年1月28日〜令和3年3月31日

社会活動 千葉県千葉リハビリテーションセンター建築工事　建設コンサルタント選定委員会

役職名 副委員長

期間 令和2年7月28日～令和3年3月31日

社会活動 千葉県企業局庁舎等建設コンサルタント公募型プロポーザル専門委員会

役職名 副委員長

期間 令和2年11月1日～令和2年11月27日
社会活動 柏市プロポーザル方式選定委員会（中原ふれあい防災公園多目的管理事務所整備事業）
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役職名 委員長

期間 令和2年7月6日～令和2年8月7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31年4月1日～令和3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31年4月1日～令和3年3月31日

湯浅  昇 社会活動 日本コンクリート工学会役員調整推薦委員会

役職名 委員長

期間 令和2年4月1日～令和2年5月31日

社会活動 日本コンクリート工学会

役職名 代議員

期間 令和2年12月23日～令和3年3月31日

社会活動 セメント協会論文審査委員会

役職名 委員長

期間 令和2年5月1日～令和3年3月31日

社会活動 日本仕上学会論文審査委員会

役職名 委員長

期間 令和2年4月1日～令和3年3月31日

社会活動 日本建築仕上学会

役職名 理事

期間 令和2年4月1日～令和3年3月31日

社会活動 日本建築学会建築物の解体工事研究小委員会

役職名 主査

期間 令和2年5月1日～令和3年3月31日

社会活動 日本非破壊検査協会鉄筋コンクリート構造物の非破壊試験部門

役職名 主査

期間 令和2年4月1日～令和3年5月31日

社会活動 日本非破壊検査協会規格委員会鉄筋コンクリート構造物の非破壊試験部門

役職名 委員長

期間 令和2年4月1日～令和3年3月31日

社会活動 日本非破壊検査協会NDIS3418 コンクリート構造物の目視試験方法改正準備WG

役職名 委員長

期間 令和2年4月1日～令和3年3月31日

社会活動 日本非破壊検査協会NDIS3438コンクリートの反発速度比の測定方法原案作成WG

役職名 委員長

期間 令和2年4月1日～令和3年3月31日

社会活動
日本非破壊検査協会NDIS3439コンクリートからの小径コア採取方法及び小径コア供試体を用いた圧縮強度
試験方法原案作成WG

役職名 委員長

期間 令和2年4月1日～令和3年3月31日

社会活動 （公社）全国解体工事業連合会解体工事施工技士試験委員会

役職名 副委員長

期間 令和2年4月1日～令和3年3月31日

社会活動 （公社）全国解体工事業連合会

役職名 理事

期間 令和2年4月1日～令和3年5月31日

社会活動 独立行政法人日本学術振興会科学研究費委員会

役職名 専門委員

期間 令和2年12月1日～令和3年3月31日

社会活動 国立研究開発法人科学技術振興機構創発的研究支援事業

役職名 外部専門家

期間 令和2年8月3日～令和2年12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 令和2年4月1日～令和3年3月31日

社会活動 日本建築センター既存建築物の耐用年数評価委員会

役職名 委員

期間 令和2年4月1日～令和3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 令和2年4月1日～令和3年5月31日

社会活動(国内） 日本コンクリート工学会賞（功労賞）受賞

論文名 コンクリート工学の発展に対する多大なる貢献

表彰日 令和2年6月19日

社会活動(国内） 日本建築学会九州支部春季セミナー招待講演

論文名 表層コンクリートの品質に関する一連の研究（令和元年日本建築学会賞受賞研究）

表彰日 令和2年3月10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31年4月1日～令和3年3月31日

古田 莉香子 社会活動(国内） 習志野市消防団　第２分団

役職名 団員

期間 令和2年4月1日～令和3年3月31日

応用分子化学科 岡田　昌樹 社会活動 分離技術会

役職名 理事

期間 令和2年7月1日～令和3年3月31日

社会活動 日本海水学会

役職名 常任編集委員
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期間 令和2年4月1日～令和3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～令和3年3月31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～

マネジメント工学科 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31年4月1日～令和3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31年4月1日～令和3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31年4月1日～令和3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31年4月1日～令和3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31年4月1日～令和3年3月31日

鈴木 邦成 社会活動 大田区景観審議会

役職名 委員

期間 令和元年6月1日～令和3年5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21年4月1日～令和4年3月31日

数理情報工学科 角田　和彦 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 令和2年4月1日～令和3年3月31日

社会活動（国際） 計算&実験理工学国際会議(ICCES2020)

役職名 座長

期間 令和3年3月31日

社会活動（国際） ICCES2020　T.H.H. PIAN AWARD

論文名 粒子法の計算流体力学に関する研究

表彰日 令和3年1月9日（コロナ感染により表彰日は令和4年1月11日に変更）

社会活動（国内） 日本計算数理工学会

役職名 評議員

期間 令和2年4月1日～令和3年3月31日

環境安全工学科 坂本　恵一 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 厚生労働省千葉労働局

役職名 粉塵対策指導委員

期間 平成29年2月2日～　　

野中 崇志 社会活動 大規模災害衛星画像解析支援チーム

役職名 委員

期間 令和2年4月1日～令和3年3月31日

教養・基礎科学系 菊地　俊紀 社会活動 習志野市スポーツ推進審議会

役職名 委員

期間 令和2年4月1日～令和3年3月31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～令和3年3月31日

高澤　弘明 社会活動 習志野市行政不服審査会委員

役職名 会長

期間 令和2年4月1日～令和3年3月31日

町田　祐一 社会活動 千葉市史　編さん委員会

役職名 委員

期間 令和2年9月1日～

社会活動 TOKAS　３DVR製作で調査協力

役職名 資料提供・調査協力

期間 令和2年9月1日～令和2年11月30日

以　　上　


