
6 学内委員会・学会活動等

6-1 学内各議委員

[農林工学系} {生物資源学類}

委員会等名称 委員名 委員会等名称 委員名

人警選考委員 前JII[学系長]、天国、安部、木村

、議問、小池、佐藤、佐原、佐竹、

滋回、西尾、氷銀、藤村 生物資源学類長 2若田

運営委員 前JIIl学系長]、安部、佐竹、佐藤

、氷飽、梶山、議沢、杉浦、瀧JII、

宮本、安回 人事検討委員会 笈呂、藤村

学系長代行 安部 運営委員 富田、西尾、塩沢、木村

総務 安部、杉務 学生担当教宮 安田

経理 佐竹、宮本 奨学生等選抜委員 安田

研究推進 佐藤、安田 学類学生委員 足立

施設・絞係i 氷錦、機JII 教育採緩委員 富田、藤村、木村、塩沢

広報・編集 梶山、議沢 学類就綴委員 足立、梶山

広報委員会(農林工学系) 塩沢[委員長、ホームページ担当]

、石JII[英文カタログ担当]、梶山

[年報担当]、ノーマン、藤巻、中

JII 入学者選抜法方改善専門委員 氷銀

LAN後段会(農林3学系) 極沢[委員長]、長谷川 学類入試委員 富田、氷銀、藤村

マルチメディア委員会 氷飽[委員長]、塩沢、灘JII、
(生燦4学系) 長谷川 学類経理委員 大井

関欝委員 足立 総合科目編成委員 塩沢

安全管理委員 藤村 学類広報委員 瀧JJI

実験溌楽物取扱資任者 梶山 系主任(工学系) 藤村

消朗会幹事 佐藤、杉浦、田村 主導攻主在(生物資源機能科学) 藤村

将来誇i樋蓄を員会 安部、佐竹、氷銀、杉浦、瀧JII、

安田、足立、内海、大井 領域主任(地域環境管理学) 塩沢

学系iVf究救済活性化方策WG 西経、佐竹、議問、緩村、氷銀、

木村 領域主佳(生物機能利用学) 藤村

学系名称検討委員会 佐藤、熊回、佐竹、伊媛、塩沢、

灘JII、山口 領域主任(食物システム学) 木村

将来検討委員会 天国、安部、富田、前JII、佐藤、

木村、藤村、伊藤、佐竹、灘JII、
山口 1年次クラス担在 佐藤、塩沢

学系25:í~ミ誌編集委員会 天国、安部、黒田、小池、藤村、

前JI/、佐竹、塩沢、滋JI/、長板、

大井、張、院多本、長谷川、水野 2年次クラス担笹 氷銀、大井

3年次クラス担任 藤村、足立

4年次クラス担任 木村、梶山

[全学]

委員会等名称 委員名

評議会 前JII、箆田 [第二学群}

研究審議会 前)11、護国 委員会等名称 委員名

農林関連援会議 総}If、富田 第二学群教員会議 木村、富田、藤村、安田

入試実施主島民 氷銘 第二学群運営委員 富田、藤村

安全管理委長造会査察委員 山口 第二学群交通安全対策委員 安田

修士繰程委民会広報委員会 佐竹 他学君学教員会議 木村

研修施設運営委員、 佐渡

レクリエーション委員 説多本 山中研修所運営委員

スペースコラボレーションシステム 佐竹、氷鐙

委員 選挙管理委員 安田

閣議委員会 足立

就織委員会 足立、伊藤
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{センタ一等} [バイオシステム研究科;

委員会等名称 委員名 委員会等名称 委員名

幾林t支議センター運営委員 小池 運営委員会

農林技稀センター 研究科長代行

研究報告巌集委員 山口、佐藤、議)11 ;蒸留

議林技第七ンター 総務担当

渓習林報告繕集委員 緊密、奨絞 前)11

農林技術センター留際交流委員 伊藤 研究担当 藤村、山口

アペイド毒事業委員 長谷川 経理委員 佐竹

TASAE総織委員 長谷川、良夜 入試案蕗委員 藤村

議物見本陣委員 伊藤 学生就職委員 佐竹

バイオトロン榛運営委員 部)JI、院多本 広報委員 佐竹、山口

遺伝子実験センター遼営委員 藤村 修士論文委員 佐竹、機)11

工作センター運営委員 小池 1年次クラス担任 山口

分析センタ一連営委員 議回 2年次クラス担託 杉浦

外麗謡センター運営委員 小池 施設・投儀委員 杉浦

陸域環境研究センター運営委員 宮本 年報言語集塾長 山口

f理室長ミ 梶山 オリエンテーション委員 !ll口、松竹、杉浦

将来計i滋養ぷ 議問、藤村、前JII、難JII、杉浦、 i勾

海

[環境科学研究科} 大学問交告を塾員 }狗J1I

委員会等名称 委員名 総点大学交流選営委員 前)11、木村、山口、佐竹

環境科学研究科長 天白 社会人対策委員 織的、総村、木村、大井

人事検討委員会 安部、天間、滋問、氷鎧 数湾等不11m委員 木村、議問、磯村、佐竹

将来検討委員 天国、 富奪回 建物静部委員 J~邸

カリキュラム委員 氷鐙 安全管理委員 黒田、磯村、大井

マルチメディア委員 氷鎧 各分野焚任者一 部)11

研究科将来機懇検討¥VG 氷鎚 続雄会幹事 i勾泌

修士課程委員 天白 教育園議委員 杉長官

入学試験委員 天白 入学資格饗査委員 磯村

入学試験実施委員 天国 危終防止主任者 大井

環境科学実習委員 伊藤 廃棄物取扱責任者 大井

教育用図書委員 |佐久間 遠隔講義支擾システム世話人 佐竹

{農学研究科}

委員会等名称 委員名 [生命・環境科学研究科}

専攻主任 小池 委員会等名称 委員名

運営委員 藤村、佐竹 国際地縁技術開発科学専攻長 木村

論文審査委員 黒田 研究科運営委員 木村、小池

入試実施委員 瀧)1/、山口 専攻運営委員 黒田

経理委員 佐竹、奨板 入試実施委員 瀧)11

カリキュラム委員 佐竹、安田 選挙管理委員 安田
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6-2. 学会活動

天田高白

1. 砂防学会理事

伊藤太-

1. lnternational Union of Forestry Research Organizations (S6.01-Deputy 1εader) 
2000.8-現在

2. An1erican Society for Environn1ental History， USA (Book Reviewer)， 1996-現在

佐久間泰-

1. 農業土木学会関東支部幹事

2. 農業土木学会関東支部評議員

佐藤政良

平成8年~現在

平成10年~現在

1. 農業土木学会ビジョン検討委員会委員，

2. 農業土木学会農業土木学技術体系調査検討委員会委員，

3. 農業土木学会水田用水基礎諸元調査委員会委員長，

4. 水文・水資源学会理事，平成6年8月~現在

杉浦異Ij夫

1. IJ本水環境学会 編集査読部会委員、

2. 日本水処理生物学会評議員、

査読委員、

3. International Association on Water Quality査読委員、

4. III立環境研究所 客員研究員、

5. 茨城大学工学部 非常勤講師、

西尾道徳

平成4年4月~平成 10年 3月

平成 5年 12丹~現在、

平成 10年 12月~現在

平成 8年 3月~現在

平成2年 6月~現在

平成 12年 4丹1日"'-'9月 30日

1. 日本土壌肥料学会会長 2000年4月'"'-2002年4月

2. 日本農学会評議員 1996年4月'"'-2002年4月

3. 百本学術会議 土壌・肥料・植物栄養学研究連絡委員会委員 2000年10月"'-'2003年9月

氷鈎揚四郎

1. 日本地域学会常任理事(庶務担当) 平成5年1月一現在

2. 日本地域学会常任理事(総務担当・事務局長) 平成10年1月一現在

3. 日本地域学会『地域学研究』編集委員会委員 平成4年 1月一現在

4. 日本地域学会学術委員会委員副委員長 平成10年一現在

5. 日本地域学会広報委員会委員長 平成11年一現在

6. 日本地域学会名誉会員推薦委員会委員 平成11年一現在

7. 日本地域学会学会賞選考委員会委員 平成3年一現在

8. 日本地域学会年次大会準備委員会委員 昭和58年一現在

9. Managing Editor Studies in Regional Science， 1998-現在

10. Conci1lor， The Pacific Regional SciencεConference Organization (PRSCO) of the 
Regional Sciεnce Association International (RSAI)， 平成10年1月一現在

11. Executive Secretary， The PRSCO of the RSAI， 平成10年1丹-現在

12. Men1ber， The Nomination Conlittεof Founder's Mεdal of the RSAI 
13. 日本計画行政学会 理事 平成10年4月一現在

14. (社)環境科学会 環境科学会誌編集委員(常在) 平成10年3月一現在

15. 日本環境共生学会 常務理事(留際担当，東部支部担当) 平成10年3丹-現在

16. 日本環境共生学会 思際委員会副委員長 平成10年一現在

17. 日本社会情報学会 常任理事 平成10年11月一現在

18. 自本社会情報学会 学術委員会副委員長 平成10年11月一現在

19. Journal of Regional Sciencε(Blackvvell Publishers)， Associate Editor， 1998-現在

20. Pap巴rsin Region丘1Sci己ncε(Spnngεr-V e rlag) ， Associa tεEditor， 1998-現在
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21. Network and Spatial Theiry (Klu¥vεr Pub. Co.)， Associate Editoτ， 2000-現在

22. The Australasian Jouγnalof Regional Studies， Asi呂n-PacificEditor， 2000一現在

23. 日本学術会議経済政策研究連絡委員会委員(日本地域学会選出)、 平成6年一現在

平成12年一現在24. 日本学術会議経済政策研究連絡委員会

25. B本学術会議矯報技第革新と経済@社会特別委員会委員、

26. 日本学策会議行DP専門委員会委員、

27. B本学術会議 HDP専門委員会 GERT小委員会委員、

28‘ 日本経済学会連合評議員(日本地域学会選出)、

29. B本地理関連学会連合連絡担当員〈百本地域学会選出)

襲被秀二

1. 砂防学会誌編集委員長

2. 砂防学会編集部幹事

3. 砂防学会賞選考委員会委員

4. INγfERPRAEVENT JAP‘心~2002 学術担当代表幹事

宮本邦明

1. 土木学会火山工学研究小委員会委員

2. 土木学会非線型解析研究小委員会委員

3. 砂防学会編集委員

小池正之

1 .農業機械学会 評議員，関東支部幹事長，

2 . B本砂丘学会 評議員，編集委員，

3. 東南アジア国際農学会(ISSAAS) 編集委員，

4. タイ国農学会 (ASST) 論文査読委員，

5. 日本農業工学会 代議員，

6. B本熱帯農業学会 編集委員事

7. 日本農学会 評議員，

瀬能誠之

1 .日本家畜管理学会 評議員，

2. 日本家畜管理学会 幹事，

3.農林水産省農林水産統計観測審議会委員、

4. 農林漁業体験協会評議員、

瀧JI!真弘

1. 農業機械学会評議委員，編集委員

2. 農作業学会編集副委員長，常任幹事

長釜JI!英夫

1. 農業機械学会関東支部幹事(セミナー担当)

2. B本農作業学会編集委員会委員(経理担当)

3. 日本農作業学会 用語集作成委員会委員(幹事)

山口智治

1 .農業施設学会 常任理事，事業計画委員長，編集幹事

2. 日本沙漠学会財務理事

平成12年12月1B -15年7月21日

平成9年一現在

平成9年一現在

平成12年一現在

平成11年一現在

1998年5月~現在

1998年5月~現在

1998年11月~現在

1999年~現在

1995年4月~現在

1994年4月~現在

1995年11FJ ~現在
19991:れ OJ~ My現在

1995年4月~現在

1996年4n~現在

1997年10月~現在

平成 7年 4月 ~

平成 7年 4FJ'"'-' 

平成10年11月~平成12年11丹

平成12年3月~平成13年3月

平成10年4月~現在

乎成10年4丹~現在

平成11年4月~

平成 9年~現在

平成10年~現在

3. 日本学術会議農業環境工学研究連絡委員会オブザーバー委員 平成11年'"'-'12年6月

余白章

1. B本農作業学会編集委員 平成10年4丹~現在
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石川豊

1. 農業施設学会庶務幹事、

2. 日本包装学会 企画委員、

3. 日本包装学会理事、

大井洋

1. 臼本木材学会 SYLVAVOC委員会委員

平成11年6月~現在

平成6年10月~現在

平成12年6丹~現在

(思際林業研究機関連合一日本委員会SylvaVoc-J委員会委員) 平成 9年12月22日~現在

平成9年10月 1白~現在2. 紙パルプ技術協会〈日本) パルプ技術委員会委員

梶山幹夫

1. 日本接着学会 評議員

木村俊範

1.日本農学会 評議員

2. 日本農業工学会 代議員

3. 日本食品科学工学会 編集委員会委員

4. 農業施設学会常任理事PE特別委員長、財務委員会幹事

平成10年6月~現在

平成9年12月一平成12年12月

平成10年4月~現在

平成 8年 4月~現在

平成11年4月~現在

5. Member of Executive Board， Afro-Asian Federation of Food Science & Technology 
Institutions 平成10年11}3'"'-'現在

黒田健一

1. EI本分析化学会 代議員 2000'"'-' 
2. 日本木材学会 林産教育強化委員会第二分科会委員 1999'"'-' 

3. 日本木材学会 JABEE小委員会委員

4. B本木材学会 学会賞・奨励賞選考委員

5. 日本木材学会 連絡幹事

6. iAPAST-森と木の先端技術情報~J 編集委員

佐竹隆顕

1. 日本学術会議

2.日本農業工学会

3.国際農業工学会

4.農業施設学会

5. Iゴ本熱帯農業学会

張振蓋

1. 農業施設学会

富田文一郎

農業環境工学研究連絡委員会委員，

代議員，

2000年記念世界大会運営委員会委員，

編集幹事，編集委員，理事，

評議員，電子情報委員会委員長，編集委員，

編集委員

平成12年10月~現在

平成10年1月~現在

平成9年12月~平成13年3月

平成3年11月~現在

平成2年5月~現在

平成11年~現在

1. B本学術会議会員

2. 日本木材学会

日本学術会議木材学研究連絡委員会委員長

理事、評議委員

3. (社)日本木材加工技術協会 理事

前JlI孝:昭
1.日本農業工学会 理事

2. 農業施設学会 常在理事、会長

3. 日本植物工学会 評議員

4. 日本食品科学工学会 食品容器包装リサイクル高度化技術の開発事業研究評価推進委員

5. 日本学術会議研究連絡委員(農業環境工学)

6. 日本学術会議研究連絡委員(農業機械学)
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6-3‘ その他学外活動

天田高岳

1.茨城県公共事業再評価委員ユ茨城県環境審議会特別委員

伊藤太-

1. (財)冨際緑化推進センタ一、多様化森林造成・技術開発調査委員会委員、 1995年4月~現在

内海翼生

1.環境庁冨立環境研究所共同研究員 承認日""H13.3.31 
2. (社)資源協会地球科学技術推進機構課題検討会議およびサブテーマ会議委員承認、日 ~H13.3.31

茜尾道徳

1 .中央環境審議会臨時委員(土壌農薬部会 2001年2月""2003年1)=J

2.環境保全型農業のための先進計測技術の開発事業研究推進評部委員 2000年4月 ~2004年3J~
3. 東京農工大学農学部非常勤講師 2000年10月"-'2001年3月

震板秀二

1 . (財)建設技術研究所 砂坊水理模型実験検討委員会委員 2000年6丹~現在

宮本邦sJ3
1. 栃木県那須岳火山想定災害調査に係る検討委員会委員

2. 土石流対策施設に関する検討委員会委員

3. 国土交通省中部地方整備局 砂防勉強会講師

小池正之

上じniversitiPutra Mal丘ysiaExtemal Assessor， External Examiner for Ph.D. Thesis， 

1997年9月~現在

2. 鯉淵学園 非常勤講部， 平成12年4月"-'9月
3. 三重大学大学院生物資源科学研究科 非常勤講部， 平成10年4月~現在

4. 国際協力事業団筑波国際センター 「農業機械化問コース，講義担当

瀧JlI真弘

L 茨城県農業総合センター客員研究員

安田裕

1. 国際協力事業団研修 乾燥地水資源の開発と環境評価における講義

大井洋

1. 社団法人産業環境管理協会

委員会委員

2. 茨城県テクノエキスパート

ECFにおけるダイオキシン発生メカニズムに関する調査研究

平成 12年 2月 18""平成 13年 3月31日

平成 13年 2月1日~平成 13年 3月31日
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木村俊範

1. 農林水産省高性能農業機械実用化促進事業学識委員

2. 農林水産省食品製造ゼロエミッションシステム構築事業推進委員

3. 農林水産省高品質再生有機質肥料広域流通促進事業学識委員

4. 農林水産省農林水産技術会議 プロジェクト研-究「米の流通・消費の多様化に対応した新食味評

価手法の開発j 評価委員(農林水産省食品総合研究所)

5. 農林水産省農林水産技術会議 地域先端技術共同研究開発促進事業「酵素等による食品廃棄物等

有効利用技術の開発j 評価委員(農林水産省食品総合研究所)

6. 農林水産省農林水産技術会議活際プロジェクト研究「東南アジアにおける穀類、のポストハーベ

ストロス低減技術の開発j 評価委員(農林水産省国際農林水産業研究センター)

7. a本貿易振興会エネルギー・環境技術普及協力事業派遣専門家(フィリピン)

8. 国際協力事業団短期派遣専門家(中菌、中国環境科学院)

9. 三重大学生物資源学部非常勤講師

10. 茨城県，立農業大学校研究科非常勤講師

11. 国際協力事業部集団研修コース「農業機械化コースJ、 「精米・ポストハーベスト技術コースJ

非常勤講師

佐竹経顕

1. 人事院国家公務員採用i種試験試験専門委員， 平成10年7月~現在

2. 中小企業金融公庫成長新事業育成審査会新規性審査員， 平成13年2月~現在

3. 国際協力事業団筑波留際農業研修センター農業機械設計コース非常勤講師，平成6年5月~現在

4. 韓国農村振興庁海外名誉研究官， 平成8年9月~現在

清水直人

1. 農林水産省食品総合研究所特別研究員

2. 茨城県立農業大学校研究科非常勤講師

前JlI孝昭

1. 茨城県環境アドバイザー

平成12年7月~平成13年3月

平成立年~現在

2. 社団法人農林水産技術情報協会「エネルギー管理型農業生産システム開発調査j 調査検討委員

3. 佐久市 新農業技術開発拠点整備検討委員

4. 日本有機資源協会技術委員会 生物系廃棄物資源化マニュアル策定専門委員会 熱・エネルギー

分科会主査

5. 財団法人畜産環境整備機構 「家畜排せつ物を中心としたメタン発酵処理技術J研究会委員
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