
社会防災研究部門

 都市空間安全制御 川瀬  博 西野智研

福井良祐(OA)・萬保篤人(OA)・池内菜の花(OA)

PARK, Jin Seob(OA)

 都市防災計画 牧　紀男 関口春子

 防災技術政策 寶　馨 佐山敬洋
LAHOURNAT, Florence

 防災社会システム 多々納裕一◎ SAMADDAR, Subhajyoti  

国際防災共同研究（客員） FANG, Liping☆※

附属巨大災害研究センター

 巨大災害過程 矢守克也 大西正光 林　春男(K)・LEE, Fu Hsing(特)・岩堀卓弥（特）

杉山高志（学）・中野元太（学）・岡田夏美(r)

河田滋人(r)

 災害情報システム 畑山満則◎ 中居楓子(K)・西脇文哉(OA)・上山遥路(OA)

劉　英楠(OA)

 災害リスクマネジメント Ana Maria CRUZ 横松宗太 HAMIDZADA, Marina(r)

 歴史災害史料解析（客員） 古橋大地☆ 宮本　匠☆ SUAREZ PABA, Maria Camila(r)

 地域災害（客員） 湧川勝己☆

 国際災害情報ネットワーク（客員） ALCANTARA AYALA Irasema☆
※

地震災害研究部門 （部門長：松島信一　　29.4.1～ 30.3.31  ）

 強震動 岩田知孝 浅野公之

 耐震基礎 澤田純男 後藤浩之 江口拓生(OA)・豊増明希(OA)・林　穂高(OA)

松本幸士郎(OA)

 構造物震害 松島　信一◎

地震防災研究部門

 耐震機構 池田芳樹 倉田真宏

SKALOMENOS Konstantinos Athanassios(K)

MARZANO, Giuseppe Antonio(r)

 地震テクトニクス 大志万直人 吉村令慧

 地震発生機構 MORI,James Jiro◎ 大見士朗 山田真澄

附属地震予知研究センター

 地殻活動 澁谷拓郎 野田博之 徐　培亮

 海溝型地震 橋本　学 西村卓也 山下裕亮(宮）

 内陸地震 飯尾能久(阿） 深畑幸俊 宮﨑真大(上)

矢守克也（兼）(阿）

 地震予知情報 西上欽也◎ 伊藤喜宏 加納靖之

寺石眞弘(宮） 植村美優(OA)・山村紀香(OA)

 地球計測 宮澤理稔 森井 亙 岡﨑智久(r)

 リアルタイム総合観測 片尾 浩 山﨑健一(宮）

 地球物性（客員) 片山郁夫☆

附属火山活動研究センター

 火山噴火予知（桜） 井口正人◎ 中道治久 味喜大介 堀田耕平（特）・棚田嘉博(K)

大志万直人（兼） 大見士朗（兼） 山本圭吾

藤田正治（兼） 堤大三（兼） 為栗　健 三反田めぐみ(g)

宮田秀介（兼） POULIDIS，Alexandros-Panagiotis（特）

地盤災害研究部門

 地盤防災解析 渦岡良介 上田恭平

 山地災害環境 千木良雅弘◎ 松四雄騎 齊藤隆志 PADILLA MORENO，Cristobal Alfonso(K)

平田康人（学）・荒井紀之(r)・西山成哲(r)

渡壁卓磨(r・OA)・趙思遠(r)・太田凌嘉(OA)

 傾斜地保全 松浦純生 寺嶋智巳

附属斜面災害研究センター

 地すべりダイナミクス 釜井俊孝◎ 王　功輝 土井一生

松浦純生(兼）

 地すべり計測

（ センター長：井口 正人　28.4.1～30.3.31 ）　

 地震・火山研究グループ　（ グループ長：井口正人　29．4．1～30．3．31  )

馬　寧(r)

菊地和平(K)・阪口　光(ｇ)(阿）・伊東優治（学）

GARCIA,EmmanuelSolimanMortel（特）・大邑潤三(K)

MENESES GUTIERREZ Angela Del Valle（特）

（部門長：MORI,James Jiro　29.4.1～30.3.31  ）

 地盤研究グループ　（ グループ長：釜井 俊孝　　29．4．1～30．3．31 ) 

大澤　光(r)

（ センター長：釜井 俊孝　29.4.1～31.3.31 ） 　　

（部門長：千木良 雅弘　29.4.1～30.3.31 ）

林　和宏(K)･新本翔太（学）・張　雷(r)

片上智史(r)・木下千裕(r)・村本智也(OA)

太田和晃(特）・津田寛大(r)・高橋温志(r)

（ センター長：西上欽也　29.4.1～31.3.31 ） 　

    所長・京都大学防災学系長 : 中川　一（ 29. 4. 1 ～ 31. 3. 31 ）　　副所長 : 堀　智晴・澁谷拓郎・牧　紀男

岡﨑智久(r)・比嘉哲也(r)・鈴木健士(r)

教   授

（部門長：多々納裕一　29.4.1～30.3.31 ）　

藤井 将大(OA)・張　雅琳(OA)・近藤　一飛(OA)

平成29年8月1日現在

AUNG, Phyoe Swe(OA)

 総合防災研究グループ　（ グループ長：多々納裕一　29．4．1～30．3．31 )

非常勤研究員等

京　都　大　学　防　災　研　究　所　組　織

助　教研究グループ名・部門・センター名

長嶋史明（特）・門田竜太郎(OA)・八木尊慈(OA)

准教授･講師

（ センター長：畑山 満則　29.4.1～31.3.31 ）　　

― 325 ―



 

気象・水象災害研究部門 （部門長：向川　均　29.4.1～30.3.31 ）

 災害気候 向川均◎ 榎本　剛 井口敬雄

時長宏樹（特・白眉）

 暴風雨・気象環境 石川裕彦 竹見哲也 堀口光章

 耐風構造 丸山　敬 西嶋一欽 西村宏昭(K)・表　弘(K)・土井こずえ(k)

中村遂彦（特）

 沿岸災害 森　信人 間瀬　肇(K)・宮下卓也(r)

TROSELJ,Josko（特）・宮下卓也(OA)

今井優樹（学）・KAMRANZAD, Bahareh（学・外）

 水文気象災害 中北英一 山口弘誠 HARJUPA, Wendi(r)・WU Ying-Hsin（学・外）

 気象水文リスク情報(寄附） 辻本浩史　 志村智也
竹之内健介 本間基寛(K)

附属流域災害研究センター

 流砂災害 藤田正治（宇） 竹林洋史（宇） 宮田秀介（宇)

 都市耐水 五十嵐晃◎ 米山　望 魏　威（特）・川中龍児(K)・唐尾 太智(OA)

 河川防災システム 中川　一（宇） 川池健司（宇） 橋本雅和（特）(宇)・長谷川祐治（特）(宇)

藤田久美子(特)(宇)・徳永千鶴(g)(宇)・Shampa(r)

韓宗秀(特)（宇）・KARKI, Saroj(r)・SADIK, Md Shibly(r)

 沿岸域土砂環境 平石哲也（宇) 水谷英朗（宇) NOERDIN, Basir(r)・内山　清(K)（大）

 流域圏観測 井口正人(兼）（穂） 堤　大三（穂） 佐藤宏美(g)（潮）

馬場康之（白)・吉田　聡（白)

附属水資源環境研究センター

 地球水動態 堀　智晴 野原大督

 地域水環境システム 田中茂信◎ 田中賢治 胡　茂川（特）・安富奈津子(特)

PAVETTI INFANZON, Alicia(K)・KHUJANAZAROV,T.（学・外）

 社会・生態環境 角　哲也 竹門康弘 小林草平(K)・DOAN, Binh Van(r)

KANTOUSH, Sameh Ahmed AHMED, Mohamed Saber Mohamed Sayed(K)

 水資源分布評価・解析（客員） 井上素行☆ 重本達哉☆

研究企画推進室 澁谷拓郎室長(兼）

広報出版企画室 　

 　室　　　員 松浦秀 起(技術職員　兼）

技　  術　  室 非常勤研究員等

　室　    長 高橋秀典 田中愛子(g)

　観測技術グループ 園田忠臣(桜） 山部天資（◇）

久保輝広(白）・市田児太朗（穂）・小松信太郎（宮）・竹中悠亮(桜）・中本幹大（上）

　実験技術グループ 三浦　勉(宇）

冨阪和秀（兼）(阿）・加茂正人(宇）・波岸彩子・荒上夏奈

　機器開発技術グループ 冨阪和秀（阿）

三浦　勉（兼）（宇）・西村和浩（宇）・米田　格･中川　潤・長岡愛理・栗栖理恵

　情報技術グループ　 山崎友也

松浦秀 起・澤田麻沙代・川﨑慎吾

 (ｇ)…研究支援推進員　(r)…リサーチ・アシスタント　(OA)…オフィス・アシスタント

 (T・A)…ティーチング・アシスタント　（学）…学振特別研究員　（学・外)…学振・外国人特別研究員　

マネージャー：佐伯かおる（◇）　26.4.1～31.3.31 ・ JAMES, Wilma Theonesta （◇）  29.4.1～30.3.31

山野井一輝（特）（宇）

（ センター長：五十嵐　晃　29.4.1～31.3.31 ）　

教   授

 大気・水研究グループ　（ グループ長：田中茂信　　29．4．1～30．3．31 ) 

助  教 非常勤研究員等

大志万直人教授（兼）・矢守克也教授（兼）・伊藤喜宏准教授（兼）・寺嶋智巳准教授（兼）・森　信人准教授(兼）

 ◎…部門長，センター長　☆…客員教員　※…外国人研究員　(特）特定教員・研究員　◇特定職員　　(K)…非常勤研究員(防災研）　（ｋ)…非常勤研究員(外部資金）　　       　　  　

 (穂)…穂高砂防観測所(徳地)…徳島地すべり観測所 　 (大)…大潟波浪観測所　（上)…上宝観測所　（北)…北陸観測所　（阿)…阿武山観測所　 （鳥)…鳥取観測所　　   　 　　　　　　

（tw)…派遣社員 　(兼）…複数研究室兼務 　（宇)…宇治川オープンラボラトリー　　 (潮)…潮岬風力実験所　　　(白)…白浜海象観測所　 　 　

（徳)…徳島観測所　　（屯)…屯鶴峯観測所　  （宮)…宮崎観測所　　 （桜)…桜島火山観測所　　（育休）…育児休業　　

技　術　職　員

准教授

秋岡大秋(r)・塩崎公大(r)

吉田敏哉(r)・山崎聖太(r)・山本雄平(r)

研究グループ名・部門・センター名

（ センター長：田中茂信　29.4.1～31.3.31 ）　　

平成２９年８月１日現在

一般職
(一）21 特定 特定 特定 特定 特定

外国人
教授 准教授 助教 研究員 職員 教　務労　務事　務技　術非常勤非常勤 学振 学振 研究支援 派 遣

研究員 補佐員補佐員補佐員補佐員 研究員
(防災
研）

研究員
(外部資
金）

研究員
(国内）

研究員
(外国
人）

推進員 社 員

８８
１５２

53 0 3117 612

R・ＡＯ・Ａ

常　勤　職　員　１０９

33

准教
授 助教

321

客員教員・研究　９

35 4

教授

1

准教授

19

技術
職員

1802

講師

1 241

教授

462 1

T・Ａ

06 3
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