
別紙2-①

平成23年4月1日現在

 A. 被災者へのメンタルヘルスケアに関して

担当名
（係等）

電話番号

e-mail

http://www.hokudai.ac.jp/hokekan/index.html

保健センター

北海道大学

国立大学における震災復興・防災・日本再生
に係る教育・研究組織一覧について

 大 学 名

研究組織・
センター等名

U  R  L

学務部学生支援課保健担当

０１１－７０６－５３４５

hoke-kan@jimu.hokudai.ac.jp

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

○ 　１． 長期避難者へのメンタルヘルスケア

○ 　２． 児童生徒学生に対するメンタルヘルスケア

　３． その他（大学の設定する項目）

　　具体的項目名

該当する項目



別紙2-①

平成23年4月1日現在

 A. 被災者へのメンタルヘルスケアに関して

担当名
（係等）

電話番号

e-mail

国立大学における震災復興・防災・日本再生
に係る教育・研究組織一覧について

 大 学 名

研究組織・
センター等名

U  R  L

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

http://www.med.hokudai.ac.jp/

医学研究科

北海道大学

医学系事務部総務課庶務担当

０１１－７０６－５００３

shomu@med.hokudai.ac.jp

○ 　１． 長期避難者へのメンタルヘルスケア

○ 　２． 児童生徒学生に対するメンタルヘルスケア

　３． その他（大学の設定する項目）

　　具体的項目名

該当する項目



別紙2-①

平成23年4月1日現在

 A. 被災者へのメンタルヘルスケアに関して

担当名
（係等）

電話番号

e-mail

http://www.edu.hokudai.ac.jp/

教育学研究院

北海道大学

国立大学における震災復興・防災・日本再生
に係る教育・研究組織一覧について

 大 学 名

研究組織・
センター等名

U  R  L

教育学事務部庶務担当

０１１－７０６－３９６５

shomu@edu.hokudai.ac.jp

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

　１． 長期避難者へのメンタルヘルスケア

○ 　２． 児童生徒学生に対するメンタルヘルスケア

　３． その他（大学の設定する項目）

　　具体的項目名

該当する項目



別紙2-②

平成23年4月1日現在

 B. 地震、活断層、津波に関して

北海道大学

理学研究院

http://www.sci.hokudai.ac.jp/

担当名
（係等）

理学・生命科学事務部庶務担当

電話番号 ０１１－７０６－３８１１

e-mail shomu@sci.hokudai.ac.jp

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

国立大学における震災復興・防災・日本再生
に係る教育・研究組織一覧について

 大 学 名

研究組織・
センター等名

U  R  L



別紙2-②

平成23年4月1日現在

 B. 地震、活断層、津波に関して

北海道大学

工学研究院

http://www.eng.hokudai.ac.jp/

担当名
（係等）

工学系事務部総務課総務担当

電話番号 ０１１－７０６－６１１５

e-mail shomu@eng.hokudai.ac.jp

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

国立大学における震災復興・防災・日本再生
に係る教育・研究組織一覧について

 大 学 名

研究組織・
センター等名

U  R  L



別紙2-②

平成23年4月1日現在

 B. 地震、活断層、津波に関して

北海道大学

地球環境科学研究院

http://www.ees.hokudai.ac.jp/

担当名
（係等）

環境科学事務部総務担当

電話番号 ０１１－７０６－２２０２

e-mail somu@ees.hokudai.ac.jp

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

国立大学における震災復興・防災・日本再生
に係る教育・研究組織一覧について

 大 学 名

研究組織・
センター等名

U  R  L



別紙2-③

平成23年4月1日現在

 C. 放射性物質、放射能に関して

北海道大学

医学研究科

http://www.med.hokudai.ac.jp/

担当名
（係等）

医学系事務部総務課庶務担当

電話番号 ０１１－７０６－５００３

e-mail shomu@med.hokudai.ac.jp

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

国立大学における震災復興・防災・日本再生
に係る教育・研究組織一覧について

 大 学 名

研究組織・
センター等名

U  R  L



別紙2-③

平成23年4月1日現在

 C. 放射性物質、放射能に関して

北海道大学

工学研究院

http://www.eng.hokudai.ac.jp/

担当名
（係等）

工学系事務部総務課総務担当

電話番号 ０１１－７０６－６１１５

e-mail shomu@eng.hokudai.ac.jp

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

国立大学における震災復興・防災・日本再生
に係る教育・研究組織一覧について

 大 学 名

研究組織・
センター等名

U  R  L



別紙2-③

平成23年4月1日現在

 C. 放射性物質、放射能に関して

北海道大学

アイソトープ総合センター

http://www.hokudai.ac.jp/radiois/

担当名
（係等）

医学系事務部総務課庶務担当

電話番号 ０１１－７０６－５００３

e-mail shomu@med.hokudai.ac.jp

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

国立大学における震災復興・防災・日本再生
に係る教育・研究組織一覧について

 大 学 名

研究組織・
センター等名

U  R  L



別紙2-③

平成23年4月1日現在

 C. 放射性物質、放射能に関して

北海道大学

工学研究院附属エネルギー・マテリアル融合領域研究センター

http://www.caret.hokudai.ac.jp/index-old.html

担当名
（係等）

工学系事務部総務課総務担当

電話番号 ０１１－７０６－６１１５

e-mail shomu@eng.hokudai.ac.jp

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

国立大学における震災復興・防災・日本再生
に係る教育・研究組織一覧について

 大 学 名

研究組織・
センター等名

U  R  L



別紙2-④

平成23年4月1日現在

 Ｄ. 復興から、日本再生へのシナリオに関して

担当名
（係等）

工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当

電話番号 ０１１－７０６－６５１４

e-mail soumu@ist.hokudai.ac.jp

国立大学における震災復興・防災・日本再生
に係る教育・研究組織一覧について

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

http://www.ist.hokudai.ac.jp/index_jp.php

情報科学研究科

北海道大学 大 学 名

研究組織・
センター等名

U  R  L

　１． 国のあり方（外交政策を含む）等

　２． 新たな防災・減災対策

　３． エネルギー確保・エネルギー政策、及び安全管理

　４． 農林水産業の復興計画

　５． 地域の復興、都市計画

○ 　６． 建物，道路，港湾、通信等のインフラ整備

　７． 救急、災害医療

　８． 環境（自然）再生

　９． その他（大学の設定する項目）

　　具体的項目名

該当する項目



別紙2-④

平成23年4月1日現在

 Ｄ. 復興から、日本再生へのシナリオに関して

担当名
（係等）

函館キャンパス事務部庶務担当

電話番号 ０１３８－４０－５５０５

e-mail shomu@fish.hokudai.ac.jp

国立大学における震災復興・防災・日本再生
に係る教育・研究組織一覧について

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

http://www2.fish.hokudai.ac.jp/

水産科学研究院

北海道大学 大 学 名

研究組織・
センター等名

U  R  L

　１． 国のあり方（外交政策を含む）等

　２． 新たな防災・減災対策

　３． エネルギー確保・エネルギー政策、及び安全管理

○ 　４． 農林水産業の復興計画

　５． 地域の復興、都市計画

　６． 建物，道路，港湾、通信等のインフラ整備

　７． 救急、災害医療

○ 　８． 環境（自然）再生

　９． その他（大学の設定する項目）

　　具体的項目名

該当する項目



別紙2-④

平成23年4月1日現在

 Ｄ. 復興から、日本再生へのシナリオに関して

担当名
（係等）

農学事務部庶務担当

電話番号 ０１１－７０６－２４２０

e-mail shomu@agr.hokudai.ac.jp

国立大学における震災復興・防災・日本再生
に係る教育・研究組織一覧について

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

http://www.agr.hokudai.ac.jp/

農学研究院

北海道大学 大 学 名

研究組織・
センター等名

U  R  L

　１． 国のあり方（外交政策を含む）等

　２． 新たな防災・減災対策

　３． エネルギー確保・エネルギー政策、及び安全管理

○ 　４． 農林水産業の復興計画

　５． 地域の復興、都市計画

　６． 建物，道路，港湾、通信等のインフラ整備

　７． 救急、災害医療

○ 　８． 環境（自然）再生

　９． その他（大学の設定する項目）

　　具体的項目名

該当する項目



別紙2-④

平成23年4月1日現在

 Ｄ. 復興から、日本再生へのシナリオに関して

担当名
（係等）

工学系事務部総務課総務担当

電話番号 ０１１－７０６－６１１５

e-mail shomu@eng.hokudai.ac.jp

国立大学における震災復興・防災・日本再生
に係る教育・研究組織一覧について

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

http://www.eng.hokudai.ac.jp/

工学研究院

北海道大学 大 学 名

研究組織・
センター等名

U  R  L

　１． 国のあり方（外交政策を含む）等

○ 　２． 新たな防災・減災対策

○ 　３． エネルギー確保・エネルギー政策、及び安全管理

　４． 農林水産業の復興計画

○ 　５． 地域の復興、都市計画

○ 　６． 建物，道路，港湾、通信等のインフラ整備

　７． 救急、災害医療

　８． 環境（自然）再生

　９． その他（大学の設定する項目）

　　具体的項目名

該当する項目



別紙2-④

平成23年4月1日現在

 Ｄ. 復興から、日本再生へのシナリオに関して

担当名
（係等）

法学研究科・法学部事務部庶務担当

電話番号 ０１１－７０６－３１１８

e-mail shomu@juris.hokudai.ac.jp

国立大学における震災復興・防災・日本再生
に係る教育・研究組織一覧について

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

http://www.hops.hokudai.ac.jp/

公共政策学連携研究部

北海道大学 大 学 名

研究組織・
センター等名

U  R  L

○ 　１． 国のあり方（外交政策を含む）等

　２． 新たな防災・減災対策

　３． エネルギー確保・エネルギー政策、及び安全管理

　４． 農林水産業の復興計画

　５． 地域の復興、都市計画

　６． 建物，道路，港湾、通信等のインフラ整備

　７． 救急、災害医療

　８． 環境（自然）再生

　９． その他（大学の設定する項目）

　　具体的項目名

該当する項目



別紙2-④

平成23年4月1日現在

 Ｄ. 復興から、日本再生へのシナリオに関して

担当名
（係等）

北海道大学病院総務課総務係

電話番号 ０１１－７０６－５６０５

e-mail syomuk@med.hokudai.ac.jp

国立大学における震災復興・防災・日本再生
に係る教育・研究組織一覧について

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

http://www.huhp.hokudai.ac.jp/index.html

病院

北海道大学 大 学 名

研究組織・
センター等名

U  R  L

　１． 国のあり方（外交政策を含む）等

　２． 新たな防災・減災対策

　３． エネルギー確保・エネルギー政策、及び安全管理

　４． 農林水産業の復興計画

　５． 地域の復興、都市計画

　６． 建物，道路，港湾、通信等のインフラ整備

○ 　７． 救急、災害医療

　８． 環境（自然）再生

　９． その他（大学の設定する項目）

　　具体的項目名

該当する項目



別紙2-④

平成23年4月1日現在

 Ｄ. 復興から、日本再生へのシナリオに関して

担当名
（係等）

法学研究科・法学部事務部スラブ事務担当

電話番号 ０１－７０６－３１５６

e-mail jimu@slav.hokudai.ac.jp

国立大学における震災復興・防災・日本再生
に係る教育・研究組織一覧について

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/

スラブ研究センター

北海道大学 大 学 名

研究組織・
センター等名

U  R  L

○ 　１． 国のあり方（外交政策を含む）等

　２． 新たな防災・減災対策

　３． エネルギー確保・エネルギー政策、及び安全管理

　４． 農林水産業の復興計画

　５． 地域の復興、都市計画

　６． 建物，道路，港湾、通信等のインフラ整備

　７． 救急、災害医療

　８． 環境（自然）再生

　９． その他（大学の設定する項目）

　　具体的項目名

該当する項目



別紙2-④

平成23年4月1日現在

 Ｄ. 復興から、日本再生へのシナリオに関して

担当名
（係等）

情報環境推進本部情報推進課総務企画担当

電話番号 ０１１－７０６－２９２３

e-mail syomu@iic.hokudai.ac.jp

国立大学における震災復興・防災・日本再生
に係る教育・研究組織一覧について

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

http://www.iic.hokudai.ac.jp/

情報基盤センター

北海道大学 大 学 名

研究組織・
センター等名

U  R  L

　１． 国のあり方（外交政策を含む）等

　２． 新たな防災・減災対策

　３． エネルギー確保・エネルギー政策、及び安全管理

　４． 農林水産業の復興計画

　５． 地域の復興、都市計画

○ 　６． 建物，道路，港湾、通信等のインフラ整備

　７． 救急、災害医療

　８． 環境（自然）再生

　９． その他（大学の設定する項目）

　　具体的項目名

該当する項目



別紙2-④

平成23年4月1日現在

 Ｄ. 復興から、日本再生へのシナリオに関して

担当名
（係等）

北方生物圏フィールド科学センター事務部庶務担当

電話番号 ０１１－７０６－２５８４

e-mail syomu@fsc.hokudai.ac.jp

国立大学における震災復興・防災・日本再生
に係る教育・研究組織一覧について

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

http://www.hokudai.ac.jp/fsc/

北方生物圏フィールド科学センター

北海道大学 大 学 名

研究組織・
センター等名

U  R  L

　１． 国のあり方（外交政策を含む）等

　２． 新たな防災・減災対策

　３． エネルギー確保・エネルギー政策、及び安全管理

○ 　４． 農林水産業の復興計画

　５． 地域の復興、都市計画

　６． 建物，道路，港湾、通信等のインフラ整備

　７． 救急、災害医療

○ 　８． 環境（自然）再生

　９． その他（大学の設定する項目）

　　具体的項目名

該当する項目



別紙2-④

平成23年4月1日現在

 Ｄ. 復興から、日本再生へのシナリオに関して

担当名
（係等）

獣医学研究科・獣医学部事務部庶務担当

電話番号 ０１１－７０６－５１７３

e-mail syomu@vetmed.hokudai.ac.jp

国立大学における震災復興・防災・日本再生
に係る教育・研究組織一覧について

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

http://www.hokudai.ac.jp/czc/

人獣共通感染症リサーチセンター

北海道大学 大 学 名

研究組織・
センター等名

U  R  L

　１． 国のあり方（外交政策を含む）等

　２． 新たな防災・減災対策

　３． エネルギー確保・エネルギー政策、及び安全管理

　４． 農林水産業の復興計画

　５． 地域の復興、都市計画

　６． 建物，道路，港湾、通信等のインフラ整備

　７． 救急、災害医療

　８． 環境（自然）再生

○ 　９． その他（大学の設定する項目）

　　具体的項目名
       ・感染症対策

該当する項目



別紙2-①

平成23年4月1日現在

 A. 被災者へのメンタルヘルスケアに関して

担当名
（係等）

電話番号

e-mail

なし

大学院教育学研究科

北海道教育大学

総務部総務課

011-778-0301

s-sap@j.hokkyodai.ac.jp

国立大学における震災復興・防災・日本再生
に係る教育・研究組織一覧について

 大 学 名

研究組織・
センター等名

U  R  L

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

○ 　１． 長期避難者へのメンタルヘルスケア

○ 　２． 児童生徒学生に対するメンタルヘルスケア

　３． その他（大学の設定する項目）

　　具体的項目名

該当する項目



別紙2-①

平成23年4月1日現在

 A. 被災者へのメンタルヘルスケアに関して

担当名
（係等）

電話番号

e-mail

保健管理センター

0143-46-5855

junmiura@mmm.muroran-it.ac.jp

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

http://www.muroran-it.ac.jp/

保健管理センター

室蘭工業大学

国立大学における震災復興・防災・日本再生
に係る教育・研究組織一覧について

 大 学 名

研究組織・
センター等名

U  R  L

　１． 長期避難者へのメンタルヘルスケア

○ 　２． 児童生徒学生に対するメンタルヘルスケア

　３． その他（大学の設定する項目）

　　具体的項目名

該当する項目



別紙2-①

平成23年4月1日現在

 A. 被災者へのメンタルヘルスケアに関して

担当名
（係等）

電話番号

e-mail

http://www.muroran-it.ac.jp

環境科学・防災研究センター

室蘭工業大学

環境科学・防災研究センター

０１４３－４６－５７５２

hmatsuya@mmm.muroran-it.ac.jp

国立大学における震災復興・防災・日本再生
に係る教育・研究組織一覧について

 大 学 名

研究組織・
センター等名

U  R  L

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

　１． 長期避難者へのメンタルヘルスケア

○ 　２． 児童生徒学生に対するメンタルヘルスケア

　３． その他（大学の設定する項目）

　　具体的項目名

該当する項目



別紙2-②

平成23年4月1日現在

 B. 地震、活断層、津波に関して

室蘭工業大学

環境科学・防災研究センター

http://www.muroran-it.ac.jp

担当名
（係等）

環境科学・防災研究センター

電話番号 ０１４３－４６－５７５２

e-mail hmatsuya@mmm.muroran-it.ac.jp

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

国立大学における震災復興・防災・日本再生
に係る教育・研究組織一覧について

 大 学 名

研究組織・
センター等名

U  R  L



別紙2-③

平成23年4月1日現在

 C. 放射性物質、放射能に関して

　室蘭工業大学

　機器分析センター

http://www.cia.muroran-it.ac.jp/

担当名
（係等）

機器分析センター

電話番号 0143-46-5911

e-mail okino@mmm.muroran-it.ac.jp

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

国立大学における震災復興・防災・日本再生
に係る教育・研究組織一覧について

 大 学 名

研究組織・
センター等名

U  R  L



別紙2-④

平成23年4月1日現在

 Ｄ. 復興から、日本再生へのシナリオに関して

担当名
（係等）

電話番号

e-mail

研究組織・
センター等名

U  R  L

国立大学における震災復興・防災・日本再生
に係る教育・研究組織一覧について

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

環境科学・防災研究センター

０１４３－４６－５７５２

hmatsuya@mmm.muroran-it.ac.jp

http://www.muroran-it.ac.jp

環境科学・防災研究センター

室蘭工業大学 大 学 名

　１． 国のあり方（外交政策を含む）等

○ 　２． 新たな防災・減災対策

○ 　３． エネルギー確保・エネルギー政策、及び安全管理

　４． 農林水産業の復興計画

○ 　５． 地域の復興、都市計画

○ 　６． 建物，道路，港湾、通信等のインフラ整備

　７． 救急、災害医療

　８． 環境（自然）再生

　９． その他（大学の設定する項目）

　　具体的項目名

該当する項目



別紙2-④

平成23年4月1日現在

 Ｄ. 復興から、日本再生へのシナリオに関して

担当名
（係等）

電話番号

e-mail

 大 学 名

研究組織・
センター等名

U  R  L

国立大学における震災復興・防災・日本再生
に係る教育・研究組織一覧について

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

　総務課総務係

　0134-27-5206

  shomu@office.otaru-uc.ac.jp

　http://office.cbc-s.otaru-uc.ac.jp/

　ビジネス創造センター，現代商学専攻

　小樽商科大学

　１． 国のあり方（外交政策を含む）等

○ 　２． 新たな防災・減災対策

　３． エネルギー確保・エネルギー政策、及び安全管理

　４． 農林水産業の復興計画

　５． 地域の復興、都市計画

○ 　６． 建物，道路，港湾、通信等のインフラ整備

　７． 救急、災害医療

　８． 環境（自然）再生

　９． その他（大学の設定する項目）

　　具体的項目名

該当する項目



別紙2-②

平成23年4月1日現在

 B. 地震、活断層、津波に関して

帯広畜産大学

地域環境学研究部門

http://www.obihiro.ac.jp/~aes/

担当名
（係等）

企画総務部総務課総務係

電話番号 0155-49-5216

e-mail soumu@obihiro.ac.jp

＊本学の教員が所属している「公益社団法人地盤工学会」では，東北支部との
連携により，調査団を構成して，調査にあたっています。

国立大学における震災復興・防災・日本再生
に係る教育・研究組織一覧について

 大 学 名

研究組織・
センター等名

U  R  L

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）



別紙2-③

平成23年4月1日現在

 C. 放射性物質、放射能に関して

帯広畜産大学

放射性同位元素実験室

担当名
（係等）

企画総務部総務課総務係

電話番号 0155-49-5216

e-mail soumu@obihiro.ac.jp

＊専門知識の提供可能

国立大学における震災復興・防災・日本再生
に係る教育・研究組織一覧について

 大 学 名

研究組織・
センター等名

U  R  L

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）



別紙2-④

平成23年4月1日現在

 Ｄ. 復興から、日本再生へのシナリオに関して

担当名
（係等）

電話番号

e-mail

国立大学における震災復興・防災・日本再生
に係る教育・研究組織一覧について

 大 学 名 帯広畜産大学

研究組織・
センター等名

地域環境学研究部門

U  R  L http://www.obihiro.ac.jp/~aes/

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

企画総務部総務課総務係

0155-49-5216

soumu@obihrio.ac.jp

　１． 国のあり方（外交政策を含む）等

　２． 新たな防災・減災対策

　３． エネルギー確保・エネルギー政策、及び安全管理

○ 　４． 農林水産業の復興計画

　５． 地域の復興、都市計画

　６． 建物，道路，港湾、通信等のインフラ整備

　７． 救急、災害医療

　８． 環境（自然）再生

　９． その他（大学の設定する項目）

　　具体的項目名

＊本学の教員が所属している「緑化工学会」では，対策本部を設け，復興再生に
必要な調査研究を予定しています。

該当する項目



別紙2-④

平成23年4月1日現在

 Ｄ. 復興から、日本再生へのシナリオに関して

担当名
（係等）

電話番号

e-mail

 大 学 名

研究組織・
センター等名

U  R  L

国立大学における震災復興・防災・日本再生
に係る教育・研究組織一覧について

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

企画総務部総務課総務係

0155-49-5216

soumu@obihiro.ac.jp

http://www.obihiro.ac.jp/~protozoa/

原虫病研究センター　

帯広畜産大学

　１． 国のあり方（外交政策を含む）等

　２． 新たな防災・減災対策

　３． エネルギー確保・エネルギー政策、及び安全管理

　４． 農林水産業の復興計画

　５． 地域の復興、都市計画

　６． 建物，道路，港湾、通信等のインフラ整備

　７． 救急、災害医療

　８． 環境（自然）再生

○ 　９． その他（大学の設定する項目）

　　具体的項目名
　　被災大学院生支援「施設の利用・技術移転研修」

該当する項目



別紙2-①

平成23年4月1日現在

 A. 被災者へのメンタルヘルスケアに関して

担当名
（係等）

電話番号

e-mail

http://www.asahikawa-med.ac.jp/

病院

旭川医科大学

病院事務部経営企画課病院庶務係
　　　　　　同　　　 　　　　病院法務係

0166-69-3006（病院庶務係）
0166-69-3024（病院法務係）

iji-iji@jimu.asahikawa-med.ac.jp

国立大学における震災復興・防災・日本再生
に係る教育・研究組織一覧について

 大 学 名

研究組織・
センター等名

U  R  L

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

○ 　１． 長期避難者へのメンタルヘルスケア

　２． 児童生徒学生に対するメンタルヘルスケア

　３． その他（大学の設定する項目）

　　具体的項目名

該当する項目



別紙2-①

平成23年4月1日現在

 A. 被災者へのメンタルヘルスケアに関して

担当名
（係等）

電話番号

e-mail

国立大学における震災復興・防災・日本再生
に係る教育・研究組織一覧について

 大 学 名 旭川医科大学

研究組織・
センター等名

遠隔医療センター

U  R  L http://astec.asahikawaidai.jp/

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

病院事務部経営企画課病院庶務係
　　　　　　同　　　 　　　　病院法務係

0166-69-3006（病院庶務係）
0166-69-3024（病院法務係）

iji-iji@jimu.asahikawa-med.ac.jp

○ 　１． 長期避難者へのメンタルヘルスケア

　２． 児童生徒学生に対するメンタルヘルスケア

　３． その他（大学の設定する項目）

　　具体的項目名

該当する項目



別紙2-④

平成23年4月1日現在

 Ｄ. 復興から、日本再生へのシナリオに関して

担当名
（係等）

電話番号

e-mail

 大 学 名

研究組織・
センター等名

U  R  L

国立大学における震災復興・防災・日本再生
に係る教育・研究組織一覧について

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

病院事務部経営企画課病院庶務係
　　　　　　同　　　 　　　　病院法務係

0166-69-3006（病院庶務係）
0166-69-3024（病院法務係）

iji-iji@jimu.asahikawa-med.ac.jp

http://www.asahikawa-med.ac.jp/

病院

旭川医科大学

　１． 国のあり方（外交政策を含む）等

　２． 新たな防災・減災対策

　３． エネルギー確保・エネルギー政策、及び安全管理

　４． 農林水産業の復興計画

　５． 地域の復興、都市計画

　６． 建物，道路，港湾、通信等のインフラ整備

○ 　７． 救急、災害医療

　８． 環境（自然）再生

　９． その他（大学の設定する項目）

　　具体的項目名

該当する項目



別紙2-④

平成23年4月1日現在

 Ｄ. 復興から、日本再生へのシナリオに関して

担当名
（係等）

電話番号

研究組織・
センター等名

U  R  L

国立大学における震災復興・防災・日本再生
に係る教育・研究組織一覧について

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

総務課総務担当

0157-26-9113

http://www.kitami-it.ac.jp/

工学部

北見工業大学 大 学 名

e-mail

　１． 国のあり方（外交政策を含む）等

○ 　２． 新たな防災・減災対策

○ 　３． エネルギー確保・エネルギー政策、及び安全管理

　４． 農林水産業の復興計画

○ 　５． 地域の復興、都市計画

○ 　６． 建物，道路，港湾、通信等のインフラ整備

　７． 救急、災害医療

○ 　８． 環境（自然）再生

　９． その他（大学の設定する項目）

　　具体的項目名

該当する項目

soumu04@desk.kitami-it.ac.jp
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