
社会防災研究部門

 都市空間安全制御 川瀬  博 松島 信一 矢野佐永子

伊藤 晴子(tw)

岡田 達司(tw) 野田 卓見(O・A)・八木 尊慈(O・A)・小林 冬芽(O・A)

 都市防災計画 牧　紀男◎ 関口 春子 西村 真由美(t)

 防災技術政策 寶　馨 佐山 敬洋 井上　園・才寺 香織

 防災社会システム 多々納裕一 畑山 満則  山下 敦代

国際防災共同研究（客員） 宮内 智子

港湾物流BCP（共同研究） 小野 憲司 熊谷 兼太郎 横尾 真由美・西川 洋子

附属巨大災害研究センター

 巨大災害過程 矢守 克也◎ 鈴木 進吾 清水 豊子・大橋 由季 岩堀 卓弥(r)・LEE, Fu Hsing(特）

酒井 順子・西田 真理子 杉山 高志(r)・枝元 咲(O・A)

 災害情報システム 林　春男 松本 充代・飯山　円(t)

 災害リスクマネジメント Ana Maria CRUZ 横松 宗太 石渡 裕明(O・A)・舩越 康希(O・A)・梅原 明彦(O・A)

 歴史災害史料解析（客員） 矢野 桂司☆ 八ツ塚 一郎☆

 地域災害（客員） 中谷内 一也☆ 西野 智研☆

 情報ネットワーク（客員） MAMULA-SEADON，Ljubica☆※

地震災害研究部門 （部門長：岩田 知孝　　27.4.1～ 28.3.31  ）

 強震動 岩田 知孝◎ 浅野 公之 浅野 幸

 耐震基礎 澤田 純男 後藤 浩之 森　美穂(兼） 木村 紗也佳(O・A)・池田 貴昭(O・A)

 構造物震害 田中 仁史 荒木 紀子(兼）

地震防災研究部門 （部門長：大志万　直人　27.4.1～28.3.31  ）

 耐震機構 中島 正愛 倉田 真宏 蒲生 千里・桂　聖賀(tw)

 地震テクトニクス 大志万直人◎ 吉村 令慧 松鳥 正美(兼）

 地震発生機構 MORI,James Jiro 大見 士朗 山田 真澄 松鳥 正美(兼）

附属地震予知研究センター

 地殻活動 澁谷 拓郎 徐 培亮 坪内 まどか・秋月 美佳

松尾　香・田中 三恵(t)

 海溝型地震 橋本 学 西村 卓也 山下 裕亮(宮） 平尾 由美香(tw) 長谷川　崇(r)

 内陸地震 飯尾 能久◎(阿） 深畑 幸俊 谷村 美弥子・阪口 光(t)(阿）

矢守 克也（兼）(阿） 森山 富士子(tw)・安江尚子(t)

 地震予知情報 西上 欽也 伊藤 喜宏 加納 靖之 三和佐知栄・水島 理恵(t)

谷口 佳世

寺石 眞弘(宮） 年見 文子(宮)

 地球計測 宮澤 理稔 森井 亙

 リアルタイム総合観測 片尾 浩 山﨑 健一(宮）

 地球物性（客員) 吉岡 祥一☆

附属火山活動研究センター

 火山噴火予知 井口 正人◎ 中道 治久 味喜 大介 池田 幸美(l)・武盛 照美 堀田 耕平(r)

山本 圭吾 安藤 あゆみ(t)・森田 依子(t)

為栗 健 平嶺 浩人(t)

地盤災害研究部門

 地盤防災解析 井合  進 飛田 哲男 上田 恭平 山岡 孝子

 山地災害環境 千木良雅弘◎ 松四 雄騎 齊藤 隆志 北村 和子 平田 康人(O.A, r)・鄒 青穎(k)・荒井 紀之(r)

平松 日祥(O・A)・渡壁 卓磨(O.A, r)

當坂 康紘(O・A)・荒井 紀之(O.A, r)

 傾斜地保全 松浦 純生 寺嶋 智巳 石田 美穂

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◎ 土井 一生 中辻 久美子

 地すべり計測 王　功輝 阿佐 知幸(徳地) 向井 道文(g)(徳地)

伊藤 恵理(O・A)・福岡 侑里(O・A)・廣川 夕貴(O・A)

伊藤 光菜畝(O・A)・萬保 篤人(O・A)・池内 菜の花(O・A)

太田 和晃(特）・片上 智史(O・A)

阿部 雅史(k)・張　雷(r)

（ センター長：飯尾 能久　27.4.1～29.3.31 ） 　

（ センター長：井口 正人　26.4.1～28.3.31 ）　

（部門長：千木良　雅弘　27.4.1～28.3.31 ）

岡﨑 智久(O・A)

田村 理納(O・A)

李　小華(r)・BARBAGALLO, Francesca(g)

青木 将(r)・木下 千裕(O・A)

宝音図(k)・長嶋 史明(r)

准教授

 地震・火山研究グループ　（ グループ長：岩田　知孝　27．4．1～28．3．31  )

非常勤研究員等

田中 傑(特)

助  教

 総合防災研究グループ　（ グループ長：牧　紀男　27．4．1～28．3．31 )

事務・技術補佐員等教   授

（部門長：牧 　紀男　27.4.1～28.3.31 ）　

後藤　周(O・A)

下村 智也(O・A)

 地盤研究グループ　（ グループ長：釜井　俊孝　　27．4．1～28．3．31 ) 

大澤　光(r)

（ センター長：釜井 俊孝　27.4.1～29.3.31 ） 　　

研究グループ名・部門・センター名

防　災　研　究　所　職　員　配　置　表

木内 亮太(r)

南葉 潤一(O・A)・吉川 拓弥(O・A)

    所長 : 寶 　馨（ ２７. ４. 1 ～ ２９. ３. ３１ ）　　副所長 : 中北　英一・西上　欽也・丸山　敬

平成２７年８月１日現在

（ センター長：矢守 克也　27.4.1～29.3.31 ）　　

鈴木 健士(r)

― 184 ―



 

気象・水象災害研究部門 （部門長：中北  英一　27.4.1～28.3.31 ）

 災害気候 向川 均 榎本　剛 井口 敬雄 西出 依子

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 戸田 嘉子

 耐風構造 丸山 敬 西嶋 一欽 登阪 美穂 西村 宏昭(k)・ガヴァンスキ 江梨(k)

 沿岸災害 間瀬 肇 森　信人 安田 誠宏 神崎 景子・吉村 美希 PRASETYO Adi(r)・梁　靖雅(r)・岡田靖子（特）

 水文気象災害 中北 英一◎ 辻　まゆみ・荒木 紀子(兼） 蒋 新宇(特)・伊東 瑠衣(特）・峠 嘉哉(特）

ALY El-DIEN, Ahmed Abd Elh(k)

気象水文リスク情報(寄附） 井上　実 山口 弘誠 田伐 久美子

本間 基寛 

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) 田中 佳代(宇)

 都市耐水 五十嵐　晃 米山　望 森　美穂(兼）

 河川防災システム 中川 一（宇） 川池 健司（宇） 杉村 夏世(t)(宇) 橋本 雅和（特）(宇)・長谷川 祐治（特）(宇)

氷室 智子（兼）・山﨑 美樹 角　聡子(g)(宇)

 沿岸域土砂環境 平石 哲也（宇) 東　良慶（宇) 氷室 智子（兼）

 流域圏観測 氷室 智子（兼）

堤　大三（穂）

馬場 康之（白) 水谷 英朗（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 小﨑幸子・高田 尚子

 地域水環境システム 田中 茂信◎ 田中 賢治 浜口 俊雄 川﨑 裕子・古谷 千絵 PAVETTI INFANZON,Alicia(r)

辻廣 智子(t)・浅野　剛(t)

 社会・生態環境 角　 哲也 竹門 康弘 茨木 純子・森本 慎子 小林 草平(k)

KANTOUSH, Sameh Ahmed 小原 久恵

 水資源分布評価・解析（客員） 小野 裕一☆ 佐藤 嘉展☆

研究企画推進室 　西上 欽也室長(兼）

真田 奈生子(tw)

広報出版企画室

 　室　　　員 松浦 秀起(技術職員　兼） 近藤 幸子(t)

技　  術　  室 非常勤研究員等

　室　    長 高橋 秀典 蟹口 和枝(ｇ)

　観測技術グループ 園田 忠臣(桜）

久保 輝広(白）・市田 児太朗（穂）・小松 信太郎（宮）

　実験技術グループ 高橋 秀典(兼)

冨阪 和秀・加茂 正人(宇）・中川　潤・波岸 彩子

　機器開発技術グループ 三浦 勉

米田 格（阿）・西村 和浩（休）･長岡 愛理

　情報技術グループ　 高橋 秀典

山崎 友也・松浦 秀起・澤田 麻沙代・川﨑 慎吾

 　　(t)…技術補佐員　(l)･･･労務補佐員 　(r)…リサーチ・アシスタント　(O・A)…オフィス・アシスタント　(ta)…ティーチング・アシスタント　＊…再雇用職　

（ センター長：藤田 　正治　27.4.1～29.3.31 ）　

内山　清(k)

河内　啓(g)（潮）

平成２７年８月１日現在

非常勤研究員等

 マネージャー：佐伯 かおる（◇）　26.4.1～31.3.31 ・ JAMES, Wilma Theonesta （◇）  27.7.13～29.3.31

NGUYEN, Toan Manh Minh(r)

 　　◎…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　(s)…教務補佐員　(ｇ)…研究支援推進員　　　       　　  　   　　　  　

　 　(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 　（ｕ)…宇治勤務　（宇)…宇治川水理実験所　　 (潮)…潮岬風力実験所　　　(白)…白浜海象観測所　 　(穂)…穂高砂防観測所　 　

　　（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　　（休）…休職　　（育休）…育児休業　　

技　術　職　員

 大気・水研究グループ　（ グループ長：藤田　 正治　　27．4．1～28．3．31 ) 

教   授

（ センター長：田中　茂信　27.4.1～29.3.31 ）　　

准教授 助  教

KHUJANAZAROV,Temur（特）・YU, Wansik(特)

KJERLAND,Marc Pierre(特）・ガヴァンスキ 江梨(k)

事務・技術補佐員等

千木良 雅弘教授（兼）・角　哲也教授（兼）・向川　均教授（兼）・竹見 哲也准教授（兼）・飛田 哲男准教授(兼）

研究グループ名・部門・センター名

吉岡 大秋(r)

Samaddar,Subhajyoti(特)・鵜沼　昴(k)

一般職(一）1７ 特定 特定 特定 特定 特定 再雇用

外国人
教授 准教授 助教 研究員 職員 職　員

教　務 事　務 技　術 非常勤 研究支援 派  遣
研究員 補佐員 補佐員 補佐員 研究員 推 進 員 社  員

１２６（１２３）

T・Ａ

02 0 207 612

R・Ａ

常　勤　職　員　１０５

８８

34

准教授 助教

317

客員教員・研究　８

30 4

教授

1

准教授

24

技術職員

133

Ｏ・Ａ

1 285

教授

482 0
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