
執筆者一覧 

 

１．気象概要 

国土交通省国土技術政策総合研究所 防災・減災研究推進本部ワーキンググループ 

  社会資本マネジメント研究センター 国土防災研究官（併任）企画部 植田彰 

 

２．被害の概要 

国土交通省国土技術政策総合研究所 防災・減災研究推進本部ワーキンググループ 

    下水道研究部 下水道エネルギー・機能復旧研究官  横田敏宏 

下水道研究部 下水道エネルギー・機能復旧研究官 高村和典 

（現 地方共同法人日本下水道事業団） 

河川研究部 水環境研究官 福濱方哉 

土砂災害研究部 深層崩壊対策研究官 水野正樹 

道路構造物研究部 道路構造物管理システム研究官 星隈順一 

社会資本マネジメント研究センター 国土防災研究官（併任）企画部 植田彰 

 

３．各機関の初動対応  

国土交通省国土技術政策総合研究所 

企画部企画課 課長 尾崎悠太 

国立研究開発法人土木研究所 

企画部研究企画課 課長 猪股広典  

（現 水工研究グループ水理チーム 主任研究員）     

国立研究開発法人建築研究所 

企画部企画調査課 課長 渡辺春彦 

 

４．下水道施設の被害 

国土交通省国土技術政策総合研究所 

 下水道研究部 エネルギー・機能復旧研究官 横田敏宏 

下水道研究部 エネルギー・機能復旧研究官 高村和典 

（現 地方共同法人日本下水道事業団） 

下水道研究部下水道研究室 室長 岡安祐司 

下水道研究部下水処理研究室 室長 田隝淳 

下水道研究部下水処理研究室 研究官 山本明広 

（現 地方共同法人日本下水道事業団） 

下水道研究部下水処理研究室 研究官 松橋学   

国立研究法人独立行政法人土木研究所 

先端材料資源研究センター(iMaRRC)  材料資源研究グループ 上席研究員 重村浩之 

先端材料資源研究センター(iMaRRC)  材料資源研究グループ 主任研究員 諏訪守 

  （現 水環境研究グループ水質チーム 総括主任研究員） 



５．河川管理施設の被害 

国土交通省国土技術政策総合研究所 

 河川研究部 水環境研究官 福濱方哉 

 河川研究部 河川構造物管理研究官 諏訪義雄 

 河川研究部 水防災システム研究官 服部敦  

 河川研究部河川研究室 室長 福島雅紀 

 河川研究部河川研究室 主任研究官 瀬崎智之 

 河川研究部河川研究室 主任研究官 山本陽子 

 河川研究部河川研究室 研究官 笹岡信吾 

 河川研究部河川研究室 研究官 神谷電 

 河川研究部河川研究室 研究官 大坪摩耶 

 河川研究部河川研究室 研究員 下津隆介 

河川研究部河川研究室 交流研究員 田中秀岳 

（現 応用地質株式会社 ）  

 河川研究部河川研究室 交流研究員 森本洋一 

国立研究法人土木研究所 

 地質・地盤研究グループ土質・振動チーム 上席研究員 佐々木哲也 

地質・地盤研究グループ土質・振動チーム 主任研究員 石原雅規 

地質・地盤研究グループ土質・振動チーム 主任研究員 梶取真一 

（現 企画部研究企画課 副参事） 

地質・地盤研究グループ土質・振動チーム 交流研究員 杉山詠一 

地質・地盤研究グループ土質・振動チーム 交流研究員 田川央 

水工研究グループ水理チーム 研究員 髙田翔也 

寒地水圏研究グループ 上席研究員（特命事項担当） 前田俊一 

寒地水圏研究グループ寒地河川チーム 主任研究員 横山洋 

寒地水圏研究グループ寒地河川チーム 主任研究員 川村里実 

寒地水圏研究グループ寒地河川チーム 主任研究員 井上卓也 

寒地水圏研究グループ寒地河川チーム 研究員   伊波友生 

 

６．土砂災害 

国土交通省国土技術政策総合研究所  

土砂災害研究部 部長 西井洋史  

土砂災害研究部 深層崩壊対策研究官 水野正樹  

土砂災害研究部砂防研究室 室長 山越隆雄  

土砂災害研究部砂防研究室 主任研究官 坂井佑介  

土砂災害研究部砂防研究室 研究官 泉山寛明  

土砂災害研究部砂防研究室 研究員 西脇彩人  

土砂災害研究部砂防研究室 交流研究員 對馬美沙  

土砂災害研究部砂防研究室 交流研究員  永谷直昌  

土砂災害研究部砂防研究室 交流研究員  平田育士  



土砂災害研究部土砂災害研究室 室長 中谷洋明  

土砂災害研究部土砂災害研究室 主任研究官 野村康裕  

（現 富山県土木部 参事兼砂防課長）  

土砂災害研究部土砂災害研究室 研究官 金澤瑛  

土砂災害研究部土砂災害研究室 研究官 鈴木大和  

土砂災害研究部土砂災害研究室 交流研究員 松田昌之 

国立研究開発法人土木研究所  

土砂管理研究グループ火山・土石流チーム 主任研究員 林真一郎  

（現 国土交通省水管理・国土保全局砂防部砂防計画課 課長補佐）  

土砂管理研究グループ火山・土石流チーム 交流研究員 山本望  

土砂管理研究グループ地すべりチーム 主任研究員 竹下航  

 

７．道路の性能に影響を及ぼした被害 

国土交通省国土技術政策総合研究所 

道路構造物研究部 道路構造物管理システム研究官 星隈順一 

道路構造物研究部橋梁研究室 室長 白戸真大 

道路構造物研究部橋梁研究室 主任研究官 市川幸治 

道路構造物研究部橋梁研究室 主任研究官 餘久保陽 

道路構造物研究部橋梁研究室 研究官 大西諒 

（現 本州四国連絡高速道路株式会社しまなみ今治管理センター橋梁維持課） 

道路構造物研究部橋梁研究室 研究官 髙橋慶 

（現 国土交通省国土政策局総合計画課国土計画推進係長（併任）政策統括官付） 

道路構造物研究部橋梁研究室 交流研究員 平野義徳 

道路構造物研究部構造・基礎研究室 室長 七澤利明 

道路構造物研究部構造・基礎研究室 主任研究官 伊藤浩和 

道路構造物研究部構造・基礎研究室 主任研究官 藤田智弘 

道路構造物研究部構造・基礎研究室 主任研究官 宮原史 

道路構造物研究部構造・基礎研究室 研究官 佐々木惇郎 

道路構造物研究部道路基盤研究室 室長 渡邉一弘 

道路構造物研究部道路基盤研究室 主任研究官 藤原年生 

道路構造物研究部道路地震防災研究室 研究官 大道一歩 

（現 国土交通省国土政策局国土情報課高精度測位社会プロジェクト推進係長（併任）

政策統括官付） 

社会資本マネジメント研究センター熊本地震復旧対策研究室 室長 西田秀明 

社会資本マネジメント研究センター熊本地震復旧対策研究室 交流研究員 鈴木慎也 

（現 株式会社エイト日本技術開発） 

国立研究開発法人土木研究所 

 構造物メンテナンス研究センター(CAESAR)  上席研究員 石田雅博 

 構造物メンテナンス研究センター(CAESAR)  上席研究員 上仙靖 

構造物メンテナンス研究センター(CAESAR)  主任研究員 山本将 



構造物メンテナンス研究センター(CAESAR)  主任研究員 堀内智司 

構造物メンテナンス研究センター(CAESAR)  研究員 吉田英二 

構造物メンテナンス研究センター(CAESAR)  研究員 坂本佳也 

構造物メンテナンス研究センター(CAESAR) 研究員 二宮智大 

構造物メンテナンス研究センター(CAESAR) 交流研究員 中浦慎之介 

 地質・地盤研究グループ施工技術チーム 上席研究員 宮武裕昭 

 地質・地盤研究グループ 上席研究員（特命事項担当） 浅井健一 

 地質・地盤研究グループ地質チーム 主任研究員 梶山敦司 

 

８．建築物等の被害 

国土交通省国土技術政策総合研究所 

建築研究部構造基準研究室 室長 喜々津仁密 

建築研究部評価システム研究室 室長 石原直 

国立研究開発法人建築研究所 

構造研究グループ長 奥田泰雄 

（現 構造研究グループシニアフェロー） 

構造研究グループ 主任研究員 中島昌一 

構造研究グループ 研究員 髙舘祐貴 

（現 国土交通省住宅局建築指導課 構造係長）  

材料研究グループ 上席研究員 槌本敬大 

材料研究グループ 主任研究員 山﨑義弘 

 

【編集】 

国土交通省国土技術政策総合研究所 防災・減災研究推進本部 

 研究総務官 天野邦彦 

 河川研究部 水環境研究官 福濱方哉 

 社会資本マネジメント研究センター 国土防災研究官（併任）企画部 植田彰 

国立研究開発法人土木研究所 

  研究調整監 盛谷明弘  

国立研究開発法人建築研究所 

  研究総括監 内田純夫  

 


