
 

 

日本ヒートアイランド学会 2018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 東京都市大学 

    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（6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 埼玉環境科学国際センター 

    重田 祥範 公立大学法人鳥取環境大学 

    岡田  牧 一般財団法人日本気象協会 

    平山 由佳里 株式会社ミサワホーム総合研究所 

 

 ＊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 

    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 

    桝元 慶子 大阪市立環境科学研究センター 

    菅原 広史 防衛省防衛大学校 

 

 ＊企画・全国大会運営委員会（24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センター 

    柴田 忠裕 株式会社常磐植物化学研究所 

    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 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 
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    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 

    竹林 英樹 国立大学法人神戸大学 

    鍋島 美奈子 公立大学法人大阪市立大学 

    鳴海 大典 国立大学法人横浜国立大学 

    平野  聡 国立研究開発法人産業技術総合研究所 

    平山 由佳里 株式会社ミサワホーム総合研究所 

    藤田  茂 有限会社緑花技研 

    本條  毅 国立大学法人千葉大学 

    村上  浩 株式会社 ＮＩＰＰＯ 

    八木 麻未子 

    山田 宏之 公立大学法人大阪府立大学 〔第 13回全国大会実行委員会〕 

    吉田 篤正 公立大学法人大阪府立大学 〔第 13回全国大会実行委員会〕 

 

 ＊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センター 

 

 ＊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 晃 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センター 

    與語 基宏 一般社団法人日本気象予報士会 

  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 神戸大学名誉教授 

    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（12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 

    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センター 

  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 

    志藤 文武 

    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（5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 

     

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 埼玉環境科学国際センター 

 事務局長代理  重田 祥範 公立大学法人鳥取環境大学 

 事務担当   平山 由佳理 株式会社ミサワホーム総合研究所 

 


