
⽣年：1955年

出⾝地：徳島県

専⾨分野：地域防災学、沿岸域⼯学、リスクマネジメント

出⾝⼤学：京都⼤学⼤学院⼯学研究科修⼠課程⼟⽊⼯学専攻 修了 学位 博⼠（⼯学）

経歴職歴：
昭和56年4⽉運輸省港湾技術研究所海洋⽔理部
昭和62年4⽉徳島⼤学助⼿ ⼯学部建設⼯学科
昭和63年1⽉徳島⼤学講師 ⼯学部建設⼯学科
平成7年4⽉徳島⼤学助教授 ⼯学部建設⼯学科
平成17年4⽉徳島⼤学助教授 環境防災研究センター防災科学部⾨主任（併任）
平成18年4⽉徳島⼤学助教授 ⼤学院ソシオテクノサイエンス研究部
平成19年4⽉徳島⼤学准教授 ⼤学院ソシオテクノサイエンス研究部
平成20年4⽉徳島⼤学教授 ⼤学院ソシオテクノサイエンス研究部
平成21年4⽉環境防災研究センター 危機管理部⾨主任（併任）に所属替
平成22年4⽉環境防災研究センター 副センター⻑（併任）
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平成17年4⽉徳島⼤学助教授 環境防災研究センター防災科学部⾨主任（併任）
平成18年4⽉徳島⼤学助教授 ⼤学院ソシオテクノサイエンス研究部
平成19年4⽉徳島⼤学准教授 ⼤学院ソシオテクノサイエンス研究部
平成20年4⽉徳島⼤学教授 ⼤学院ソシオテクノサイエンス研究部
平成21年4⽉環境防災研究センター 危機管理部⾨主任（併任）に所属替
平成22年4⽉環境防災研究センター 副センター⻑（併任）

中野 晋
徳島⼤学院ソシオテクノサイエンス研究部 教授
環境防災研究センター 副センター⻑（併任）

徳島⼤学

主な著書：
• 津波から⽣き残る〜その時までに知ってほしいこと〜（共著：⼟⽊学会）
• 防災事典 海岸災害編（分担：築地書館）
• ⽇本の河⼝ 第23章吉野川（古今書院）

主な著書：
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上⽉ 康則
徳島⼤学⼤学院ソシオテクノサイエンス研究部 教授

徳島⼤学

⽣年：1964年

出⾝地：⼤阪府
専⾨分野：津波防災，環境⼯学，⾃然と⼈とのかかわりに関すること

出⾝⼤学：徳島⼤学⼤学院博⼠後期課程修了

経歴職歴：
平成 2年4⽉ 徳島⼤学⼯業短期⼤学部⼟⽊⼯学科 助⼿
平成 6年4⽉ 阿南⼯業⾼等専⾨学校建設システム⼯学科 助⼿
平成 8年4⽉ 徳島⼤学⼯学部建設⼯学科 講師
平成 9年4⽉ 徳島⼤学⼤学院⼯学研究科エコシステム⼯学専攻 助教授
平成18年4⽉ 徳島⼤学⼤学院ソシオテクノサイエンス研究部エコシステム

デザイン部⾨ 教授

趣味：博物館めぐり，⾃然を楽しむ，JAZZを聴く
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デザイン部⾨ 教授

趣味：博物館めぐり，⾃然を楽しむ，JAZZを聴く

主な著書・論⽂：
• ⽯河, 上⽉, ⼭中ら: 津波に対する緩傾斜堤の粘り強さのメカニズムに関する考察, ⼟

⽊学会論⽂集B, Vol.68, No.2, 1336〜1340, 2012
• 井若, 上⽉, ⼭中ら:徳島県における地震・津波碑の価値と活⽤について,⼟⽊学会論⽂

集B2, Vol.67, No.2, 1261〜1265, 2011
• 井若, 上⽉, 花倉ら:安政・昭和南海地震時における津波避難⾏動に関する⼀考察,⼟⽊

学会論⽂集B2, Vol.66, No.1, 1306〜1310, 2010
• 上⽉, 井若ら:わが国における⼤学防災の現状に関する調査研究,安全問題研究論⽂集, 

Vol.3, 185〜190, 2008

主な著書・論⽂：
• ⽯河, 上⽉, ⼭中ら: 津波に対する緩傾斜堤の粘り強さのメカニズムに関する考察, ⼟

⽊学会論⽂集B, Vol.68, No.2, 1336〜1340, 2012
• 井若, 上⽉, ⼭中ら:徳島県における地震・津波碑の価値と活⽤について,⼟⽊学会論⽂

集B2, Vol.67, No.2, 1261〜1265, 2011
• 井若, 上⽉, 花倉ら:安政・昭和南海地震時における津波避難⾏動に関する⼀考察,⼟⽊

学会論⽂集B2, Vol.66, No.1, 1306〜1310, 2010
• 上⽉, 井若ら:わが国における⼤学防災の現状に関する調査研究,安全問題研究論⽂集, 

Vol.3, 185〜190, 2008



出⾝地：⼤阪府吹⽥市

専⾨分野：地震⼯学、構造動⼒学、橋梁⼯学、危機管理学

出⾝⼤学：徳島⼤学⼤学院⼯学研究科博⼠後期課程⽣産開発⼯学専攻 修了
博⼠（⼯学） （徳島⼤学）

経歴職歴：
平成12年4⽉ 京都⼤学⼯学部 教務補佐員
平成12年10⽉ 京都⼤学⼤学院⼯学研究科 リサーチ・アソシエイト
平成13年4⽉ 京都⼤学⼯学部 教務補佐員
平成13年10⽉ 独⽴⾏政法⼈⼟⽊研究所 耐震研究グループ 任期付研究員
平成16年8⽉ 群⾺⼯業⾼等専⾨学校 環境都市⼯学科 講師
平成21年4⽉ 群⾺⼯業⾼等専⾨学校 環境都市⼯学科 准教授
平成24年6⽉ 株式会社エイト⽇本技術開発 東京⽀社 保全・耐震・防災部 主査
平成25年4⽉ 公益財団法⼈地震予知総合研究振興会

東濃地震科学研究所 副主任研究員
平成26年9⽉ 現職
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平成16年8⽉ 群⾺⼯業⾼等専⾨学校 環境都市⼯学科 講師
平成21年4⽉ 群⾺⼯業⾼等専⾨学校 環境都市⼯学科 准教授
平成24年6⽉ 株式会社エイト⽇本技術開発 東京⽀社 保全・耐震・防災部 主査
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東濃地震科学研究所 副主任研究員
平成26年9⽉ 現職

三上 卓
環境防災研究センター 特任准教授

徳島⼤学

主な著書・論⽂：
1. 三上卓：東⽇本⼤震災の津波犠牲者に関する調査分析〜⼭⽥町・⽯巻市〜，

⼟⽊学会論⽂集A1（構造・地震⼯学），Vol.70，No.4，I_908- I_915，⼟⽊学会，2014.5
2. 三上卓，笹⽥修司，三上市藏：橋梁建設で⽣じるCO2 排出量に基づく⼩規模⽊製歩道橋の有効性，

構造⼯学論⽂集，pp.900-907，Vol.57A，⼟⽊学会，2011.3.
3. 三上卓, 君島康太, 時沢英明, 笹⽥修司：避難所の地震時使⽤性に基づく 避難所設備の評価と整備優先順位の決定⼿法，

⼟⽊学会論⽂集A1（構造・地震⼯学），Vol.65，No.1，661-668，⼟⽊学会，2009.12
4. 三上卓，⼩川雄⼆郎，泉博允，原⽥紹⾂，後藤洋三：住⺠参加型防災啓発教育の試⾏とその効果，

安全問題研究論⽂集，pp.95-100，Vol.4，⼟⽊ 学会，2009.11
5. 家村浩和，三上卓：⽬標耐震性能に必要な降伏強度と塑性率のスペクトル，

⼟⽊学会論⽂集，I-57/ Vol.689，pp.333-342，2001.10.
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出⾝地：徳島県徳島市

専⾨分野：事業継続マネジメント、危機管理

出⾝⼤学：中央⼤学

経歴職歴：2001年4⽉ 株式会社百⼗四銀⾏
2005年4⽉ 徳島県中⼩企業団体中央会
2013年4⽉ 徳島⼤学環境防災研究センター 助教

趣味：ジョギング、旅⾏、⾷べ歩き

出⾝地：徳島県徳島市
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湯浅 恭史
環境防災研究センター助教

徳島⼤学

資格：BCAO認定事業継続主任管理者、中⼩企業診断⼠
英ThinkBuzan社公認マインドマップインストラクター

資格：BCAO認定事業継続主任管理者、中⼩企業診断⼠
英ThinkBuzan社公認マインドマップインストラクター


