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委員/常時参加者構成（2022 年 8 月時点） 

原子力土木委員会 第 8 期津波評価小委員会 

 

役職 氏名 勤務先名称 

委員長 高橋 智幸 関西大学 副学長 

顧問 首藤 伸夫 東北大学 災害科学国際研究所 名誉教授 

顧問 河田 惠昭 関西大学 社会安全学部 社会安全研究ｾﾝﾀｰ ｾﾝﾀｰ長 教授 

顧問 磯部 雅彦 高知工科大学 学長 

委員 安中 正 東電設計(株) 技師長 兼 土木本部地震・地震動解析専門職 

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 (一財)電力中央研究所 名誉研究ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 

委員 家島 大輔 中国電力(株) 電源事業本部安全審査土木ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

委員 加藤 史訓 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 金戸 俊道 東京電力ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株) 原子力設備管理部 

委員 菅野 剛 東北電力(株) 発電・販売ｶﾝﾊﾟﾆｰ 土木建築部(土木建築業務ｸﾞﾙｰﾌﾟ) 副長 

委員 後藤 和久 東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻 地球生命圏科学講座 教授 

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 鴫原 良典 防衛大学校 システム工学群建設環境工学科 准教授 

委員 菅原 大助 東北大学 災害科学国際研究所 

委員 髙川 智博 海上・港湾・航空技術研究所 港湾空港技術研究所 沿岸水工研究領域 津波
高潮研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

委員 富田 孝史 名古屋大学 減災連携研究ｾﾝﾀｰ 教授 

委員 橋 和正 中部電力(株) 原子本部 原子力土建部 調査計画ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

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 福谷 陽 関東学院大学 理工学部理工学科土木学系 准教授 

委員 松山 昌史 (一財)電力中央研究所 原子力ﾘｽｸ研究ｾﾝﾀｰ自然外部事象研究ﾁｰﾑ ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 

委員 八木 勇治 筑波大学大学院 生命環境科学研究科 准教授 

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 

委員 米山 望 京都大学防災研究所 流域災害研究ｾﾝﾀｰ 都市耐水研究領域 准教授 

常時参加者 奥寺 健彦 北海道電力(株) 土木部 海洋技術ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

常時参加者 川真田 桂 電源開発(株) 原子力技術部 原子力土木室 総括ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

常時参加者 徳永 仁志 九州電力(株) ﾃｸﾆｶﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ統括本部 土木建築本部 原子力ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

常時参加者 西坂 直樹 四国電力(株) 土木建築部 地盤耐震ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾘｰﾀﾞｰ 

常時参加者 野瀬 大樹 日本原子力発電(株) 開発計画室 地盤・津波ｸﾞﾙｰﾌﾟ 主任 

常時参加者 浜田 昌明 北陸電力(株) 土木建築部 

常時参加者 福本 惣太 関西電力(株) 原子力事業本部 土木建築技術ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾘｰﾀﾞｰ 
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幹事構成 

原子力土木委員会 第 8 期津波評価小委員会 

 

役職 氏名 勤務先名称 

幹事長 木原 直人 (一財)電力中央研究所 ｻｽﾃﾅﾌﾞﾙｼｽﾃﾑ研究本部 気象・流体科学研究部門 研
究推進ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

幹事 石島 清宏 ｴﾑ･ｱｰﾙ・ｱｲ ﾘｻｰﾁｱｿｼｴｲﾂ(株) 技術・安全事業部 

幹事 石原 史隆 (株)ユニック 数値解析研究室 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

幹事 稲葉 大介 (株)セレス 技術本部 水理部 

幹事 及川 兼司 東京電力ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株) 原子力設備管理部 

幹事 甲斐田秀樹 (一財)電力中央研究所 ｻｽﾃﾅﾌﾞﾙｼｽﾃﾑ研究本部 気象・流体科学研究部門 主
任研究員 

幹事 加藤 勝秀 中部電力(株) 原子本部 原子力土建部 調査計画ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

幹事 金子 聡志 東京電力ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株) 原子力設備管理部 原子力耐震技術ｾﾝﾀｰ土木調査
ｸﾞﾙｰﾌﾟ 副長 

幹事 木村 達人 東電設計(株) 土木本部 社会基盤推進部津波評価技術ｸﾞﾙｰﾌﾟ 課長代理 

幹事 栗田 哲史 東電設計(株) 土木本部 技術開発部 地震動評価担当職 

幹事 木場 正信 (株)エングローブコンサルタント 取締役 

幹事 佐藤 嘉則 (株)ユニック 水理・水工担当 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

幹事 志方 建仁 (株)ニュージェック 港湾・海岸ｸﾞﾙｰﾌﾟ 海岸・海洋ﾁｰﾑ 

幹事 芝 良昭 (一財)電力中央研究所 ｻｽﾃﾅﾌﾞﾙｼｽﾃﾑ研究本部 構造・耐震工学研究部門 上
席研究員 

幹事 土屋 悟 (株)ユニック 応用力学担当 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

幹事 中田 隆 ｴﾑ･ｱｰﾙ・ｱｲ ﾘｻｰﾁｱｿｼｴｲﾂ(株) 技術・安全事業部 

幹事 永松 直樹 中部電力(株) 原子本部 原子力土建部 調査計画ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

幹事 平井 翔太 (株)ニュージェック 港湾・海岸ｸﾞﾙｰﾌﾟ 海岸・海洋ﾁｰﾑ 

幹事 藤井 直樹 東電設計(株) 土木本部 津波解析専門職 兼 技術・技能強化推進担当職 専
門職 

幹事 保坂 幸一 八千代ｴﾝｼﾞﾆﾔﾘﾝｸﾞ(株) 総合事業本部 河川部 技術第一課 主任 

幹事 森 勇人 中部電力(株) 原子本部 原子力土建部 調査計画ｸﾞﾙｰﾌﾟ 副長 

幹事 山木 滋 (有)シーマス 代表取締役社長 

幹事 吉井 匠 (一財)電力中央研究所 ｻｽﾃﾅﾌﾞﾙｼｽﾃﾑ研究本部 気象・流体科学研究部門 主
任研究員 
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ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ構成 

原子力土木委員会 第 8 期津波評価小委員会 

 

役職 氏名 勤務先名称 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 市川 卓也 東電設計(株) 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 伊藤 公人 中部電力(株) 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 大谷 章仁 (株)IHI 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 小川健太郎 東京電力ホールディンス(株) 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 神田 典昭 電源開発(株) 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 金原 勲 金沢工業大学 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 栗山 透 関西電力(株) 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 小池 雄大 関西電力(株) 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 坂上 武晴 日本原子力発電(株) 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 佐藤栄二郎 九州電力(株) 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 島村 和夫 (株)IHI 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 下口裕一郎 四国電力(株) 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 豊田 真 (株)IHI 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 南波 宏介 (一財)電力中央研究所 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 二木 敬右 北陸電力（株） 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 野尻 慶介 関西電力(株) 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 別府万寿博 防衛大学校 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 前川 宏一 横浜国立大学 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 宮川 義範 (一財)電力中央研究所 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 山川 大貴 東電設計(株) 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 山田 安平 海上・港湾・航空技術研究所 海上技術安全研究所 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 重光 泰宗 関西電力(株) 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 吉次 真一 中国電力(株) 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 和仁 雅明 中部電力(株) 

 

 


