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運営委員会
氏　名 　　所属機関名 役職

委員長 岡田　義光 （独）防災科学技術研究所 理事長

1 池内　幸司 国土交通省　水管理・国土保全局　河川計画課 課長

2 上田　博 名古屋大学 地球水循環研究センター 局域水循環過程研究部門 教授

3 佐々木　喜一 気象庁 観測部観測課 課長

4 島村　誠 東日本旅客鉄道 東日本研究開発センター 防災研究所 所長

5 田中　淳 東京大学大学院 情報学環 総合防災情報研究センター センター長 教授

6 中北　英一 京都大学 防災研究所　気象・水象災害部門 教授

7 新野　宏 東京大学　大気海洋研究所 所長、教授

8 藤吉　洋一郎 大妻女子大学　文学部 教授

9 眞木　雅之 （独）防災科学技術研究所　観測・予測研究領域 領域長

10 山田　正 中央大学　理工学部 教授

11 吉崎　正憲 (独)海洋研究開発機構　地球環境変動領域 技術研究統括

12 山田　芳則 気象庁 気象研究所　予報研究部 室長

13 三隅　良平 （独）防災科学技術研究所　観測・予測研究領域 総括主任研究員

14 中村　功 東洋大学　社会学部 教授

連絡協議会
氏　名 　　所属機関名 役職

議長 眞木　雅之 （独）防災科学技術研究所　観測・予測研究領域 領域長

1 山田　芳則 気象庁 気象研究所　予報研究部 室長

2 鳥居　謙一 国土交通省 国土技術政策総合研究所　河川研究部 水防災ｼｽﾃﾑ研究官

3 中村　功 東洋大学　社会学部 教授

4 山路　昭彦 （一財）日本気象協会　事業本部　防災事業部 部長代理

5 藤吉　康志 北海道大学 低温科学研究所　水・物質循環研究部門 教授

6 安井　元昭 （独）情報通信研究機構　電磁波計測研究所 ｾﾝｼﾝｸﾞ基盤研究室 室長

7 牛尾　知雄 大阪大学大学院　工学研究科　 准教授

8 鈴木　靖 京都大学防災研究所 水資源環境研究センター　水文環境システム研究領域 特定教授

9 中森　広道 日本大学　文理学部 教授

10 佐野　哲也 山梨大学大学院 医学工学総合研究部 国際流域環境研究センター 特任助教

11 山田　正 中央大学　理工学部　 教授

12 小林　文明 防衛大学校　応用科学群　 教授

13 吉原　貴之 （独）電子航法研究所 航法システム領域 主任研究員

14 平口　博丸 （一財）電力中央研究所地球工学研究所　流体科学領域 上席研究員

15 横山　仁 （公財）東京都環境整備公社 東京都環境科学研究所 副参事研究員

16 竹花　勝明 東京消防庁　防災部　 課長

17 淺川　賢次 東京都 江戸川区役所　土木部 部長

18 桐原　隆 横浜市役所　道路局河川部 部長

19 塩原　圭 藤沢市役所　総務部 主幹

20 田代　満 南足柄市役所 　総務防災部 参事兼課長

21 外狩　麻子 東日本旅客鉄道 東日本研究開発センター 防災研究所 課長

22 辻井　大二 東海旅客鉄道株式会社　総合技術本部技術開発部 グループリーダー

23 大塚　清敏 株式会社大林組 技術研究所　環境技術研究部 主任研究員

24 村野　隆 株式会社東芝 社会インフラシステム社　小向事業所　電波応用技術部 グループ長
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稠密観測ワーキンググループ
氏　名 　　所属機関名 役職

主査 足立　アホロ 気象庁 気象研究所 主任研究官

1 牛尾　知雄 大阪大学大学院 准教授

2 菅原　広史 防衛大学校 准教授

3 小司　禎教 気象庁 気象研究所 室長

4 鈴木　真一 （独）防災科学技術研究所 主任研究員

5 藤吉　康志 北海道大学 低温科学研究所 教授

6 村野　隆 株式会社東芝　社会インフラシステム社　小向事業所 ｸﾞﾙｰﾌﾟ長

7 安井　元昭 （独）情報通信研究機構 電磁波計測研究所 室長

監視・予測システムワーキンググループ
氏　名 　　所属機関名 役職

主査 鈴木　真一 （独）防災科学技術研究所 主任研究員

1 岡部　真人 中央大学 教育技術員

2 小林　文明 防衛大学校 教授

3 佐野　哲也 山梨大学大学院 特任助教

4 小司　禎教 気象庁 気象研究所 室長

5 杉本　聡一郎 （一財）電力中央研究所 主任研究員

6 鈴木　靖 京都大学防災研究所 特定教授

7 鳥居　謙一 国土交通省 国土技術政策総合研究所 水防災ｼｽﾃﾑ研究官

8 山路　昭彦 （一財）日本気象協会 部長代理

9 横山　仁 （公財）東京都環境整備公社 東京都環境科学研究所 副参事研究員

10 吉原　貴之 （独）電子航法研究所 主任研究員

社会実験ワーキンググループ
氏　名 　　所属機関名 役職

主査 中村　功 東洋大学 教授

1 大塚　清敏 株式会社大林組 技術研究所 主任研究員

2 塩原　圭 藤沢市役所 主幹

3 関谷　直也 東洋大学 准教授

4 竹花　勝明 東京消防庁 課長

5 田代　満 南足柄市役所 参事兼課長

6 千葉　廣通 横浜市役所 課長

7 辻井　大二 東海旅客鉄道株式会社 グループリーダ

8 外狩　麻子 東日本旅客鉄道 課長

9 中川　栄治 東京都 江戸川区役所 係長

10 中森　広道 日本大学 教授

11 宮城　仁史 気象庁 調査官

12 山路　昭彦 （一財）日本気象協会 部長代理

13 横山　仁 （公財）東京都環境整備公社 東京都環境科学研究所 副参事研究員
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