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土木学会 地球温暖化対策特別委員会 

委員会構成 

役職 氏名 勤務先名称 

委員長 石井 弓夫 （株）建設技術研究所  代表取締役会長 

副委員長 石田 東生 筑波大学 大学院システム情報工学研究科社会システム・マネジメント専攻  
 教授 

小委員長 花木 啓祐 東京大学 大学院工学系研究科都市工学専攻 教授 

小委員長 三村 信男 茨城大学 広域水圏環境科学教育研究ｾﾝﾀｰ 教授 

小委員長 山田 正 中央大学 理工学部土木工学科 教授 

幹事長 松岡 譲 京都大学 大学院工学研究科都市環境工学専攻 教授 

委員 池田 駿介 東京工業大学 大学院理工学研究科 土木工学専攻 教授 

委員 大塚 久哲 九州大学 大学院工学研究院建設デザイン部門 教授 

委員 栢原 英郎 （社）日本港湾協会  会長 

委員 阪田 憲次   岡山大学名誉教授 

委員 布村 明彦 国土交通省 国土技術政策総合研究所 所長 

委員 廣瀬 典昭 日本工営（株）  代表取締役社長 

委員 古木 守靖 （社）土木学会  専務理事 

委員 湯本 登 (株)エネルギー環境研究所  代表取締役 

委員 吉見 憲一 ㈱間組  技術・環境本部長 

幹事 荒巻 俊也 東洋大学 国際地域学部 国際地域学科 教授 

幹事 米田 稔 京都大学 大学院工学研究科都市環境工学専攻 教授 

 

幹事会構成 

役職 氏名 勤務先名称 

顧問 青山 俊介 （株）環境構想研究所  代表取締役 

顧問 北田 敏廣 豊橋技術科学大学 工学部 エコロジー工学系 教授 

幹事長 松岡 譲 京都大学 大学院工学研究科都市環境工学専攻 教授 

特別委員 溝口 宏樹 国土交通省 大臣官房 技術調査課 環境安全・地理空間情報技術調整官 

（前 五道 仁実 国土交通省 河川局 河川計画課 河川情報対策室長） 

特別委員 室石 泰弘 環境省 大臣官房 地球環境局地球温暖化対策課 課長補佐 

特任幹事 松下 潤 芝浦工業大学 ｼｽﾃﾑ工学部 環境ｼｽﾃﾑ学科 教授 

特任幹事 松本 亨 北九州市立大学 国際環境工学部環境生命工学科 教授 

特任幹事 三村 信男 茨城大学 広域水圏環境科学教育研究ｾﾝﾀｰ 教授 

特任幹事 宮本 善和 中央開発（株） 環境防災事業部 事業部長 
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幹事 須賀 正 清水建設(株) 土木技術本部先端技術部環境グループ グループ長 

幹事 荒巻 俊也 東洋大学 国際地域学部 国際地域学科 教授 

幹事 米田 稔 京都大学 大学院工学研究科都市環境工学専攻 教授 

幹事 池野 正明 （財）電力中央研究所  環境科学研究所 物理環境領域 上席研究員 

幹事 石川 一 （株）ドーコン 役員室 取締役 

幹事 市川 陽一 龍谷大学 理工学部環境ソリューション工学科  

幹事 大西 文秀 （株）竹中工務店 プロジェクト開発推進本部  

幹事 川原 博満 （株）環境計画研究所 環境情報解析チーム 主任研究員 

幹事 倉田 学児 京都大学 大学院 工学研究科 都市環境工学専攻 准教授 

幹事 小池 勝則 鹿島建設（株） 環境本部地球環境室 室長 

幹事 柵瀬 信夫 鹿島建設（株） 環境本部環境計画担当 担当部長 

幹事 島田 幸司 立命館大学 経済学部 教授 

幹事 鈴木 武 国土交通省 国土技術政策総合研究所 沿岸海洋研究部 室長 

幹事 竹本 和彦 環境省 (地球環境審議官）  

幹事 田畑 喜彦 中部電力(株) 技術開発本部電力技術研究所土木建築ｸﾞﾙｰﾌﾟ構築ﾁｰﾑ  

幹事 那須 清吾 高知工科大学 社会システム工学科  教授 

幹事 奈良 松範 諏訪東京理科大学 システム工学部機械システムデザイン工学科 教授 

幹事 藤原 健史 岡山大学 廃棄物マネジメント研究センター 教授 

幹事 藤原 靖 大成建設（株）技術センター 土木技術研究所  部長 

幹事 松嶋 健太 （株）建設技術研究所 東京本社社会システム部環境システム室  

幹事 松村 寛一郎 関西学院大学 総合政策学部メディア情報学科 准教授 

幹事 真鍋 章良 復建調査設計(株) 経営企画本部技術研究所 課長 

幹事 村尾 直人 北海道大学  大学院 工学研究科 環境フィールド工学専攻 准教授 

幹事 室町 泰徳 東京工業大学 大学院総合理工学研究科人間環境システム専攻  

幹事 山蔭 聡司 （株）大林組 東京本社地球環境室  主任 

幹事 山下 隆男 広島大学 大学院国際協力研究科開発科学専攻  

幹事 横木 裕宗 茨城大学 広域水圏環境科学教育研究センター 准教授 

幹事 尾澤 卓思 国土交通省近畿地方整備局 河川部 部長 

幹事 笠 博義 (株)間組 技術・環境本部 環境事業部環境技術課 課長 

幹事 風間 聡 東北大学 大学院環境科学研究科環境科学専攻 准教授 

幹事 岸 利治 東京大学 生産技術研究所 人間・社会系部門 准教授 

幹事 岸田 弘之 国土交通省 国土技術政策総合研究所環境研究部 部長 

幹事 佐藤 健人 (株)大林組 東京土木事業部 営業部長 

幹事 鷲見 浩一 金沢工業大学 環境・建築学部環境土木工学科 准教授 
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幹事 藤原 拓 高知大学 教育研究部自然科学系農学部門 准教授 

幹事 増山 幸衛 世紀東急工業(株) 技術本部 技術研究所 副所長 

 

地球温暖化影響小委員会構成 

役職 氏名 勤務先名称 

小委員長 三村 信男 茨城大学 広域水圏環境科学教育研究ｾﾝﾀｰ 教授 

委員 荒巻 俊也 東洋大学 国際地域学部 国際地域学科 教授 

委員 池野 正明 （財）電力中央研究所  環境科学研究所 物理環境領域 上席研究員 

委員 風間 聡 東北大学 大学院環境科学研究科環境科学専攻 准教授 

委員 小池 勝則 鹿島建設（株） 環境本部地球環境室 室長 

委員 鈴木 武 国土交通省 国土技術政策総合研究所 沿岸海洋研究部 室長 

委員 肱岡 靖明 （独）国立環境研究所 社会環境システム研究領域統合評価研究室  
 主任研究員 

委員 藤森 眞理子 パシフィックコンサルタンツ（株） 地球環境部 主任コンサルタント（技術課長） 

委員 藤原 拓 高知大学 教育研究部自然科学系農学部門 准教授 

委員 松嶋 健太 （株）建設技術研究所 東京本社社会システム部環境システム室  

委員 横木 裕宗 茨城大学 広域水圏環境科学教育研究センター 准教授 

 

緩和策小委員会構成 

役職 氏名 勤務先名称 

小委員長 花木 啓祐 東京大学 大学院工学系研究科都市工学専攻 教授 

幹事長 荒巻 俊也 東洋大学 国際地域学部 国際地域学科 教授 

委員 川原 博満 （株）環境計画研究所 環境情報解析チーム 主任研究員 

委員 島田 幸司 立命館大学 経済学部 教授 

委員 関根 裕治 東京電力(株) 技術開発研究所設備基盤技術ク゛ルーフ゜ 主管研究員 

委員 松本 亨 北九州市立大学 国際環境工学部環境生命工学科 教授 

委員 室町 泰徳 東京工業大学 大学院総合理工学研究科人間環境システム専攻 

 

適応策小委員会構成 

役職 氏名 勤務先名称 

小委員長 山田 正 中央大学 理工学部土木工学科 教授 

幹事長 尾澤 卓思 国土交通省近畿地方整備局 河川部 部長 

委員 大平 一典 国土交通省国土技術政策総合研究所 河川研究部 部長 

委員 岡安 章夫 東京海洋大学 海洋科学部海洋環境学科 教授 
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委員 沖 大幹 東京大学 生産技術研究所  教授 

委員 川池 健司 京都大学防災研究所 流域災害研究センター 河川防災システム研究領域  
 准教授 

委員 小林 智尚 岐阜大学 工学研究科 環境エネルギーシステム専攻 教授 

委員 齋藤 利晃 日本大学 理工学部土木工学科 准教授 

委員 佐藤 弘泰 東京大学 大学院新領域創成科学研究科環境学系 社会文化環境学専攻  
 准教授 

委員 関本 恒浩 五洋建設(株) 技術研究所  

委員 田中 仁 東北大学 大学院工学研究科土木工学専攻 教授 

委員 中北 英一 京都大学 防災研究所 気象・水象災害研究部門水文気象災害研究分野  
 教授 

委員 中山 哲嚴 独立行政法人 水産総合研究センター  
 水産工学研究所開発システム研究室 室長 

委員 藤田 正治 京都大学防災研究所 流域災害研究センター 流砂災害研究領域 教授 

委員 増田 貴則 鳥取大学 大学院工学研究科社会基盤工学専攻 准教授 

委員 松下 拓 北海道大学  
 大学院工学研究科環境創生工学専攻 水代謝システム講座環境リスク工学 

委員 山下 隆男 広島大学 大学院国際協力研究科開発科学専攻  

幹事 市川 温 山梨大学大学院 医学工学総合研究部工学学域社会システム工学系 准教授 

幹事 鼎 信次郎 東京大学 生産技術研究所 准教授 

幹事 横木 裕宗 茨城大学 広域水圏環境科学教育研究センター 准教授 

 




