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 調査研究部門/原子力土木委員会 /津波評価小委員会 

役職 氏名 勤務先名称                                         

委員長 高橋 智幸 関西大学 社会安全学部 教授 

幹事長 松山 昌史 (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 

委員 天野 智之 中部電力(株) 発電本部 土木建築部 原子力土建グループ 課長 

委員 有光 剛 関西電力㈱ 研究開発室 電力技術研究所 構築研究室シニア・リサーチャー 

委員 安中 正 東電設計㈱ 技師長兼土木本部地震・地震動解析専門職  

委員 磯部 雅彦 高知工科大学  副学長 

委員 今村 文彦 東北大学 災害科学国際研究所 所長 

委員 蛯沢 勝三 一般財団法人 電力中央研究所 企画グループ 上級特別契約研究員 

委員 河田 惠昭 関西大学 社会安全研究ｾﾝﾀｰ ｾﾝﾀｰ長，教授 

委員 後藤 和久 東北大学災害科学国際研究所  
 災害リスク研究部門 低頻度リスク評価研究分野 准教授 

委員 榊山 勉 (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 

委員 佐竹 健治 東京大学 地震研究所 地震火山情報ｾﾝﾀｰ 教授 

委員 清水 雄一 中国電力株式会社 電源事業本部（耐震土木） ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

委員 諏訪 義雄 国土交通省 国土技術政策総合研究所 河川研究部 海岸研究室 室長 

委員 谷 智之 東京電力㈱原子力設備管理部 原子力耐震技術ｾﾝﾀｰ 土木調査Gﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

委員 富田 孝史 (独)港湾空港技術研究所 海洋環境・津波研究領域 領域長 

委員 能島 暢呂 岐阜大学 大学院工学研究科 社会基盤工学科 教授 

委員 野中 則彦 原子力安全・保安院 原子力発電安全審査課 安全主席分析官 

委員 平田 一穂 東北電力株式会社 土木建築部 課長 

委員 平田 賢治 防災科学技術研究所 災害リスク研究ユニット 総括主任研究員 

委員 山中 佳子 名古屋大学 大学院環境学研究科附属地震火山研究ｾﾝﾀｰ 専任准教授 

常時参加者 入谷 剛 日本原子力発電株式会社 開発計画室  
 土木設計グループマネージャー（課長） 

常時参加者 奥寺 健彦 北海道電力㈱ 土木部 原子力土木グループ  

常時参加者 笹田 俊治 九州電力(株) 技術本部 原子力グループ 原子力土木建築担当 

常時参加者 中嶋 光浩 北陸電力㈱ 土木部（土木耐震・品質保証担当） 課長 

常時参加者 松崎 伸一 四国電力㈱ 土木建築部 地盤耐震ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ補佐 

常時参加者 若松 光希 電源開発㈱ 原子力事業本部 原子力建設部 原子力土木室 室長代理    
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顧問 首藤 伸夫 東北大学 災害科学国際研究所 名誉教授 

小委員会幹事 池野 正明 (一財)電力中央研究所 環境科学研究所 水域環境領域 上席研究員 

小委員会幹事 稲垣 和男 ㈱ユニック 環境水理担当 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

小委員会幹事 岩森 暁如 関西電力㈱  土木建築室 原子力土木建築ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

小委員会幹事 内野 大介 中部電力㈱ 発電本部 土木建築部 原子力土建ｸﾞﾙｰﾌﾟ 副長 

小委員会幹事 木場 正信 ㈱エングローブコンサルタント  取締役 

小委員会幹事 芝 良昭 (一財)電力中央研究所 地球工学研究所 地震工学領域 上席研究員 

小委員会幹事 殿最 浩司 ㈱ニュージェック 港湾・海岸グループ グループマネジャー 

小委員会幹事 藤井 直樹 東電設計㈱ 土木本部  

小委員会幹事 藤田 尚毅 ㈱三菱総合研究所 科学・安全政策研究本部 社会イノベーショングループ  
 研究員 

小委員会幹事 山木 滋 （有）シーマス  代表取締役社長 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 飯塚 敬一 東電設計株式会社 土木本部 社会基盤推進部 津波評価技術グル－プ  

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 木原 直人 (一財)電力中央研究所 地球工学研究所 流体科学領域 主任研究員 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 栗田 哲史 東電設計㈱ 土木本部 社会基盤推進部 防災ｸﾞﾙｰﾌﾟ  

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 佐々木 俊法 (一財)電力中央研究所 地球工学研究所 地圏科学領域（構造地質ｸﾞﾙｰﾌﾟ）  
 主任研究員 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 佐藤 広章 ㈱ニュージェック 港湾・海岸グループ 海岸・海洋チーム マネジャー 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 佐藤 嘉則 ㈱ユニック 水理・水工担当 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 志方 建仁 ㈱ニュージェック 港湾・海岸グループ 海岸・海洋チーム  

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 鈴木 義和 一般社団法人 原子力安全推進協会 技術支援部 プラント設備グループ  

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 土屋 悟 ㈱ユニック 応用力学担当 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 文屋 信太郎 ㈱三菱総合研究所 科学・安全政策研究本部 社会ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ  

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 村上 嘉謙 関西電力(株) 土木建築室 原子力土木建築グル－プ  

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 森 勇人 中部電力株式会社 発電本部土木建築部原子力土建グループ 主任 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 吉井 匠 (一財)電力中央研究所 環境科学研究所 水域環境領域 主任研究員 
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