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総務委員会 Committee on General Affairs 
委員長：窪田順平（人間文化研究機構総合地球環境学研究所） 
アドバイザー：近藤昭彦（千葉大学環境リモートセンシングセンター） 
委員：風間 聡（東北大学大学院工学研究科，研究調整委員長） 

杉田倫明（筑波大学大学院生命環境科学研究科） 
豊田康嗣（財団法人電力中央研究所） 
深見和彦（独立行政法人土木研究所，企画事業委員長） 
福島武彦（筑波大学大学院生命環境科学研究科，表彰選考委員長） 
堀 智晴（京都大学防災研究所，編集出版委員長） 
増本隆夫（農研機構農村工学研究所，財務委員長） 

   山敷庸亮（京都大学防災研究所，国際誌編集委員長） 
陸 旻皎（長岡技術科学大学工学部，情報基盤システム委員長） 

   吉谷純一（国土交通省国土技術政策総合研究所，国際委員長） 
 
財務委員会 Committee of Financial Affairs 
委員長：増本隆夫（農研機構農村工学研究所） 
アドバイザー：堀 智晴（京都大学防災研究所） 
委員：中山幹康（東京大学大学院新領域創成科学研究科） 

恩田裕一（筑波大学大学院生命環境科学研究科） 
   真木雅之（独立行政法人防災科学技術研究所） 
   風間 聡（東北大学大学院工学研究科） 
   中村哲己（(株)建設技術研究所） 
 
国際委員会 Committee on International Affairs 
委員長：吉谷純一（国土交通省国土技術政策総合研究所） 
アドバイザー：伊藤一正（(株)建設技術研究所） 
委員：加藤 亮（茨城大学農学部） 

楠田哲也（北九州市立大学国際環境工学部） 
蔵治光一郎（東京大学大学院農学生命科学研究科） 
佐合純造（財団法人リーバーフロント整備センター） 
田中賢治（京都大学防災研究所） 
手計太一（富山県立大学工学部） 
中村茂（日本工営(株)中央研究所） 

 
APHW 対応小委員会 Sub-Committee for APHW 
委員長：楠田哲也（北九州市立大学国際環境工学部） 
副委員長：中山幹康（東京大学大学院新領域創成科学研究科） 
委員：大町利勝（(株)八千代エンジニアリング） 

沖 大幹（東京大学生産技術研究所） 
鼎信次郎（東京工業大学大学院情報理工学研究科） 
蔵治光一郎（東京大学大学院農学生命科学研究科） 
栗城 稔（財団法人河川情報センター） 
小尻利治（京都大学防災研究所） 
寶 馨（京都大学防災研究所） 
田中賢治（京都大学防災研究所） 
中北英一（京都大学防災研究所） 



広瀬典昭（日本工営(株)） 
吉谷純一（国土交通省国土技術政策総合研究所） 
渡邉紹裕（人間文化研究機構総合地球環境学研究所） 

 
編集出版委員会 Committee on Editorial and Publication Affairs 
委員長：堀 智晴（京都大学防災研究所） 
アドバイザー：大手信人（東京大学大学院農学生命科学研究科） 
副委員長：玉井幸治（独立行政法人森林総合研究所） 
幹事長：松山 洋（首都大学東京大学院都市環境科学研究科） 
幹事：嵯峨 浩（北海学園大学工学部） 

山崎 剛（東北大学大学院理学研究科） 
恩田裕一（筑波大学大学院生命環境科学研究科） 
鼎信次郎（東京工業大学大学院情報理工学研究科） 
樋口篤志（千葉大学環境リモートセンシング研究センター） 
鷲見哲也（大同工業大学工学部） 
城戸由能（京都大学防災研究所） 
近森秀高（岡山大学大学院環境学研究科） 

委員： 
[北海道] 

井上 京（北海道大学大学院農学研究院） 
田中 岳（北海道大学大学院工学研究科） 
中津川誠（室蘭工業大学大学院くらし環境系領域） 
八田茂実（苫小牧工業高等専門学校環境都市工学科） 
早川博（北見工業大学社会環境工学科） 
広田知良（農研機構北海道農業研究センター） 
山本太郎（(株)北海道技術コンサルタント） 

[東北] 
石田祐宣（弘前大学大学院理工学研究科） 
川越清樹（福島大学共生システム理工学研究科） 
佐藤 威（独立行政法人防災科学技術研究所） 
野口正二（独立行政法人森林総合研究所） 
本谷 研（秋田大学教育文化学部） 
横尾善之（福島大学共生システム理工学研究科） 

［筑波］ 
大野弘之（独立行政法人中央農業総合研究センター） 
黒田久雄（茨城学農学部） 
高藪 出（気象庁気象研究所） 
坪山良夫（独立行政法人森林総合研究所） 
中村 茂（日本工営(株)中央研究所） 
深見和彦（独立行政法人土木研究所） 
大楽浩司（独立行政法人防災科学技術研究所） 

［東京］ 
飯田俊彰（東京大学大学院農学生命科学研究科） 
屋井裕幸（社団法人雨水貯留浸透技術協会） 
木内 豪（東京工業大学大学院情報理工学研究科） 
清水基成（財団法人日本気象協会） 
白木克繁（東京農工大学大学院農学研究院） 
玉本昌司（(株)建設技術研究所） 
藤村和正（明星大学理工学部） 
渕上吾郎（財団法人水資源協会） 



［関東甲信越］ 
荒巻俊也（東洋大学国際地域学部） 
石平 博（山梨大学大学院医学工学総合研究部） 
市川 温（山梨大学大学院医学工学総合研究部） 
小川 進（東京大学空間情報科学研究センター） 
熊倉俊郎（長岡技術科学大学工学部） 
小松陽介（立正大学大学院地球環境科学研究科） 
田中克典（独立行政法人海洋研究開発機構地球環境フロンティア研究センター） 
松島 大（千葉工業大学工学部） 

［中部］ 
庄建治郎（名古屋工業大学都市社会工学科） 
鈴木正人（岐阜工業高等専門学校環境都市工学科） 
田中隆文（名古屋大学大学院生命農学研究科） 
手計太一（富山県立大学工学部） 
藤田耕史（名古屋大学大学院環境学研究科） 
松尾奈緒子（三重大学大学院生物資源学研究科） 

［関西］ 
秋山道雄（滋賀県立大学環境科学部） 
江種伸之（和歌山大学システム工学部） 
大石 哲（神戸大学都市安全研究センター） 
小杉賢一朗（京都大学大学院農学研究科） 
細田育広（独立行政法人森林総合研究所） 
檜山哲哉（人間文化研究機構総合地球環境学研究所） 

［西日本］ 
猪迫耕二（鳥取大学農学部） 
大上博基（愛媛大学農学部） 
宗村広昭（島根大学生物資源科学部） 
竹下伸一（宮崎大学農学部） 
智和正明（九州大学大学院農学研究院） 
中川 啓（鹿児島大学農学部） 
永禮英明（岡山大学大学院環境学研究科） 
西山浩司（九州大学大学院工学研究院） 
森脇 亮（愛媛大学大学院理工学研究科） 

 
企画事業委員会 Committee on Planning and Project Management 
委員長：深見和彦（独立行政法人土木研究所） 
アドバイザー：土屋十圀（前橋工科大学工学部） 
委員：小川田大吉（日本工営（株）中央研究所） 

国分邦紀（東京都土木技術支援・人材育成センター） 
佐藤康晴（(株)建設技術研究所） 
図師義幸（(株)環境モニタリング研究所） 
高崎忠勝（東京都土木技術支援・人材育成センター） 
手計太一（富山県立大学工学部） 
中井裕一郎（独立行政法人森林総合研究所） 
藤村和正（明星大学理工学部） 

 
実務・技術部門小委員会  
Sub-Committee on Synergy with Business and Operational Technology 
委員長：深見和彦（独立行政法人土木研究所） 
委員：小川田大吉（日本工営(株)中央研究所） 



国分邦紀（東京都土木技術支援・人材育成センター） 
佐藤康晴（(株)建設技術研究所） 
図師義幸（(株)環境モニタリング研究所） 
高崎忠勝（東京都土木技術支援・人材育成センター） 
手計太一（富山県立大学工学部） 

 
研究調整委員会 Committee on Research Coordination 
委員長：風間 聡（東北大学大学院工学研究科） 
アドバイザー：田中丸治哉（神戸大学大学院農学研究科） 
委員：飯田俊彰（東京大学大学院農学生命科学研究科） 

蔵治光一郎（東京大学大学院農学生命科学研究科） 
豊田康嗣（財団法人電力中央研究所） 
樋口篤志（千葉大学環境リモートセンシング研究センター） 
本谷 研（秋田大学教育文化学部） 

 
表彰選考委員会 Committee on Prizes 
委員長：福島武彦（筑波大学大学院生命環境科学研究科） 
アドバイザー：谷 誠（京都大学大学院農学研究科） 
委員：井上隆信（豊橋技術科学大学工学部） 

大手信人（東京大学大学院農学生命科学研究科） 
風間 聡（東北大学大学院工学研究科） 
黒田久雄（茨城大学農学部） 
小尻利治（京都大学防災研究所） 
近藤昭彦（千葉大学環境リモートセンシング研究センター） 
山中 勤（筑波大学陸域環境研究センター） 
渡邉 紹裕（人間文化研究機構総合地球環境学研究所） 

 
情報基盤システム委員会 Committee on Information Systems 
委員長：陸 旻皎（長岡技術科学大学工学部） 
アドバイザー：立川康人（京都大学大学院工学研究科） 
委員：鈴木善晴（宇都宮大学工学部） 

田村隆雄（徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部） 
花崎直太（独立行政法人国立環境研究所） 

 
国際誌編集委員会 Committee on Editorial Affairs for International Journal 
委員長：山敷庸亮（京都大学防災研究所） 
アドバイザー：沖 大幹（東京大学生産技術研究所） 
       寶  馨（京都大学防災研究所） 

竹内邦良（ICHARM UNESCO-PWRI） 
虫明功臣（法政大学大学院工学研究科（客員教授）） 
安成哲三（名古屋大学地球水環境研究センター） 

副委員長：鼎信次郎（東京工業大学大学院情報理工学研究科） 
辻村真貴（筑波大学大学院生命環境科学研究科） 
仲江川敏之（気象庁気象研究所） 
中山恵介（北見工業大学土木開発工学科） 
ベヘラ・スワディヒン（独立行政法人海洋研究開発機構） 
村上茂樹（独立行政法人森林総合研究所） 

委員：浅沼 順（筑波大学陸域環境研究センター） 
大石 哲（神戸大学都市安全研究センター） 
大手信人（東京大学大学院農学生命科学研究科） 



勝山正則（京都大学大学院農学研究科） 
神田 学（東京工業大学大学院理工学研究科） 
葛葉泰久（三重大学大学院生物資源学研究科） 
窪田順平（人間文化研究機構総合地球環境学研究所） 
熊谷朝臣（九州大学農学部附属演習林） 
桑形恒男（独立行政法人農業環境技術研究所） 
小林健一郎（京都大学学際融合教育研究推進センター） 
佐山敬洋（水災害・リスクマネジメント国際センター） 
立川康人（京都大学大学院工学研究科） 
田中賢治（京都大学防災研究所） 
田中丸治哉（神戸大学大学院農学研究科） 
中山幹康（東京大学大学院新領域創成科学研究科） 
村上雅博（高知工科大学工学部） 
横尾善之（福島大学共生システム理工学研究科） 
山中 勤（筑波大学陸域環境研究センター） 
芳村 圭（東京大学大気海洋研究所） 

在外委員：Andras Szollosi-Nagy (UNESCO-IHE, Netherland) 
Assela Pathirana (Unesco-IHE Institute for Water Education, Netherland) 
Benedito Braga (University of São Paulo, Brazil)  
Carlos Fernandez-Jauregui (WASA-GN, Spain) 
Carlos Tucci (IPH-UFRGS, Brazil) 
Dawen YANG (Tsinghua University, China) 
Dushmanta Dutta (Monash University, Australia) 
Giuseppe Arduino (UNESCO-IHP, Indonesia) 
Jeremy Bricker (URS Co., USA) 
Joong Hoon Kim (Korea University, Korea) 
Maria Concepcion Donoso (UNESCO-IHP, Uruguay) 
Masato Kobiyama (UFSC, Brazil) 
Murugesu Sivapalan (University of Illinois, USA) 
Paul Smith (Optimatics, Australia) 
Richard Robarts (UNEP GEMS/Water, Canada) 
Roy Sidle (Appalachian State University, USA) 
San Lin (State of California, USA) 
Takehiro Nakamura (UNEP-IETC, Japan) 
Wilfried Brutsaert (Cornell University, USA) 
Yoshiyuki IMAMURA (World Bank, USA) 

 
法人化特別小委員会 Special Sub-Committee on Incorporation 
小委員長：窪田順平 （人間文化研究機構総合地球環境学研究所） 
委員：伊丹光則（内外エンジニアリング(株)） 

大槻恭一（九州大学大学院農学研究院） 
開發一郎（広島大学大学院総合科学研究科） 
風間 聡（東北大学大学院工学研究科） 
椎葉充晴（京都大学大学院工学研究科） 
中村 茂（日本工営(株)中央研究所） 
中村哲己（(株)建設技術研究所） 
中山幹康（東京大学大学院新領域創成科学研究科） 
深見和彦（独立行政法人土木研究所） 
福島武彦（筑波大学大学院生命環境科学研究科） 
堀 智晴（京都大学防災研究所） 



増本隆夫（農研機構農村工学研究所） 
山敷庸亮（京都大学防災研究所） 
山田 正（中央大学理工学部） 
吉谷純一（国土交通省国土技術策総合研究所） 
陸 旻皎（長岡技術科学大学工学部） 

 
事務局 
崔 由美 （(株)国際文献印刷社 


