
日本ヒートアイランド学会 2016年度 委員会名簿 

 

1. 委員 

＊総務・財務委員会（10名） 

委員長 高木 直樹 国立大学法人信州大学 

幹事 浅輪 貴史 国立大学法人東京工業大学 

   親川 昭彦 太陽工業株式会社 

委員 三坂 育正 学校法人日本工業大学 

  竹林 英樹 国立大学法人神戸大学 

  木下 進一 公立大学法人大阪府立大学 

  鍋島 美奈子 公立大学法人大阪市立大学 

  橋田 祥子 学校法人明星大学 

與語 基宏 一般社団法人日本気象予報士会 

藤田 茂  有限会社緑化技研 

 

＊学会誌委員会（5名） 

委員長 日下 博幸 国立大学法人筑波大学 

委員 井原 智彦 国立大学法人東京大学 

原  政之 埼玉県環境科学国際センター 

重田 祥範 公立鳥取環境大学環境学部 

岡田  牧 一般財団法人日本気象協会 

 

＊学術委員会（6名） 

委員長 酒井 敏  国立大学法人京都大学 

幹事 小松 義典 国立大学法人名古屋工業大学 

委員  青柳 暁典 気象庁気象研究所 

足永 靖信 国土交通省国土技術施策総合研究所 

山田 宏之 公立大学法人大阪府立大学 

河端 隆司 学校法人関西大学 

   

＊企画・全国大会運営委員会（25名） 

委員長 西村 伸也 公立大学法人大阪市立大学 

副委員長  西岡 真稔 公立大学法人大阪市立大学 

幹事 浅輪 貴史 国立大学法人東京工業大学 

中大窪 千晶 国立大学法人佐賀大学 

桝元 慶子 大阪市立環境科学研究所 

柴田 忠裕 株式会社常磐植物化学研究所、株式会社サバンナブラン 

菅原 広史 防衛省防衛大学校 

熊倉 永子 公立大学法人首都大学東京 

委員 青柳 曉典 気象庁気象研究所 

井原 智彦 国立大学法人東京大学 

大久保 憲郎 英弘精機株式会社 



親川 昭彦 太陽工業株式会社 

亀卦川 幸浩 学校法人明星大学 

日下 博幸 国立大学法人筑波大学 

佐藤 公敏 東北大学 高度教養教育・学生支援機構 

髙田 眞人 国立大学法人熊本大学 

竹林 英樹 国立大学法人神戸大学 

辻井 豪  大成ロテック株式会社 

鍋島 美奈子 公立大学法人大阪市立大学 

平野 聡  国立研究開発法人産業技術総合研究所 

平山 由佳理 株式会社ミサワホーム総合研究所 

福田 南帆子 

藤田 茂  有限会社緑化技研 

森本 太一 

八木 麻未子  

 

＊広報ネットワーク委員会（5名） 

委員長 中大窪 千晶 国立大学法人佐賀大学 

幹事 日下 博幸 国立大学法人筑波大学 

委員 親川 昭彦 太陽工業株式会社 

  熊倉 永子 公立大学法人首都大学東京 

桝元 慶子 大阪市立環境科学研究所 

 

＊ヒートアイランド対策事典編集委員会（18名） 

委員長 梅干野 晁 放送大学 

幹事 平野 聡  国立研究開発法人産業技術総合研究所 

日下 博幸 国立大学法人筑波大学 

中大窪 千晶 国立大学法人佐賀大学  

藤田 茂  有限会社緑花技研 

桝元 慶子 大阪市立環境科学研究所 

與語 基宏 一般社団法人気象予報士会 

     委員    浅輪 貴史 国立大学法人東京工業大学 

足永 靖信 国土交通省国土技術政策総合研究所 

親川 昭彦 太陽工業株式会社 

酒井 敏  国立大学法人京都大学 

中尾 正喜 公立大学法人大阪市立大学 

西岡 真稔 公立大学法人大阪市立大学 

西村 伸也 公立大学法人大阪市立大学 

堀越 哲美 学校法人愛知産業大学 

森山 正和 学校法人常翔学園摂南大学 

八木 麻未子  

吉田 篤正 公立大学法人大阪府立大学 

 



 ＊Webコンテンツ編集委員会（11名） 

  委員長 平野 聡  国立研究開発法人産業技術総合研究所 

  幹事 柴田 忠裕 株式会社常磐植物化学研究所、株式会社サバンナブラン 

   中大窪 千晶 国立大学法人佐賀大学 

   桝元 慶子 大阪市立環境科学研究所 

  委員 井原 智彦 国立大学法人東京大学 

   熊倉 永子 公立大学法人首都大学東京 

   鍋島 美奈子 公立大学法人大阪市立大学 

   西岡 真稔 公立大学法人大阪市立大学 

   三坂 育正 学校法人日本工業大学 

   竹林 英樹 国立大学法人神戸大学 

   木下 進一 公立大学法人大阪府立大学 

 

＊Next10検討チーム（6名） 

チーム長 親川 昭彦 太陽工業株式会社 

チーム員 浅輪 貴史 国立大学法人東京工業大学 

中大窪 千晶 国立大学法人佐賀大学 

三坂 育正 学校法人日本工業大学 

熊倉 永子 公立大学法人首都大学東京 

福田 南帆子 

 

 

2. 事務局 

事務局長  日下 博幸 国立大学法人筑波大学 

事務局長代理 井原 智彦 国立大学法人東京大学 

事務局長代理 原  政之 埼玉県環境科学国際センター 

事務局長代理 重田 祥範 公立鳥取環境大学環境学部 

 


