
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

東日本大震災に関する救援・復興支援室

03-5841-2393

fukkoushien@ml.adm.u-tokyo.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）

http://www.h.ims.u-tokyo.ac.jp/

医科学研究所附属病院

東京大学

　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

東日本大震災に関する救援・復興支援室

03-5841-2393

fukkoushien@ml.adm.u-tokyo.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.h.u-tokyo.ac.jp/

医学部附属病院

東京大学

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

東日本大震災に関する救援・復興支援室

03-5841-2393

fukkoushien@ml.adm.u-tokyo.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）

大学院医学系研究科・医学部

東京大学

　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

※個人からの問合せにつきましては、ご配慮願います。

※１～３については、特に指定はいたしません。

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

○ 　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

東日本大震災に関する救援・復興支援室

03-5841-2393

fukkoushien@ml.adm.u-tokyo.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）

　http://www.s.u-tokyo.ac.jp/

　大学院理学系研究科・理学部

　東京大学



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

　東京大学

　大気海洋研究所・海洋底科学部門

http://ofgs.aori.u-tokyo.ac.jp/

担当名
（係等）

東日本大震災に関する救援・復興支援室

電話番号 03-5841-2393

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）

e-mail fukkoushien@ml.adm.u-tokyo.ac.jp



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

東京大学

史料編纂所

http://www.hi.u-tokyo.ac.jp/index-j.html

担当名
（係等）

東日本大震災に関する救援・復興支援室

電話番号 03-5841-2393

e-mail fukkoushien@ml.adm.u-tokyo.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）



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

東京大学

生産技術研究所附属海中工学国際研究センター

http://seasat.iis.u-tokyo.ac.jp/

担当名
（係等）

東日本大震災に関する救援・復興支援室

電話番号 03-5841-2393

e-mail fukkoushien@ml.adm.u-tokyo.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）



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

東京大学

生産技術研究所附属都市基盤安全工学研究センター

http://icus.iis.u-tokyo.ac.jp/

担当名
（係等）

東日本大震災に関する救援・復興支援室

電話番号 03-5841-2393

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）

e-mail fukkoushien@ml.adm.u-tokyo.ac.jp



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

　東京大学

　地震研究所

　http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/Jhome.html

担当名
（係等）

東日本大震災に関する救援・復興支援室

電話番号 03-5841-2393

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）

e-mail fukkoushien@ml.adm.u-tokyo.ac.jp



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

東京大学

大学院情報学環・学際情報学府

http://www.iii.u-tokyo.ac.jp/

担当名
（係等）

東日本大震災に関する救援・復興支援室

電話番号 03-5841-2393

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）

e-mail fukkoushien@ml.adm.u-tokyo.ac.jp



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

　東京大学

　新領域創成科学研究科

http://www.k.u-tokyo.ac.jp/

担当名
（係等）

東日本大震災に関する救援・復興支援室

電話番号 03-5841-2393

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）

e-mail fukkoushien@ml.adm.u-tokyo.ac.jp



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

　東京大学

工学系研究科

http://www.t.u-tokyo.ac.jp/tpage/index.html

担当名
（係等）

東日本大震災に関する救援・復興支援室

電話番号 03-5841-2393

e-mail fukkoushien@ml.adm.u-tokyo.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）

mailto:fukkoushien@ml.adm.u-tokyo.ac.jp�


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

　東京大学

　大学院理学系研究科・理学部

　http://www.s.u-tokyo.ac.jp/
地震・活断層について対応可

担当名
（係等）

東日本大震災に関する救援・復興支援室

電話番号 03-5841-2393

e-mail fukkoushien@ml.adm.u-tokyo.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）



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

東京大学

人文社会系研究科

http://www.l.u-
tokyo.ac.jp/laboratory/database/8.html?department=2

担当名
（係等）

電話番号

e-mail

関東大震災の被災状況と応急対応の歴史的検討

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）

東日本大震災に関する救援・復興支援室

03-5841-2393

fukkoushien@ml.adm.u-tokyo.ac.jp

http://www.l.u-tokyo.ac.jp/laboratory/database/8.html?department=2�
http://www.l.u-tokyo.ac.jp/laboratory/database/8.html?department=2�


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

東京大学

アイソトープ総合センター

http://www.ric.u-tokyo.ac.jp/

担当名
（係等）

東日本大震災に関する救援・復興支援室

電話番号 03-5841-2393

e-mail fukkoushien@ml.adm.u-tokyo.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）



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

東京大学

先端科学技術研究センター

http://www.rcast.u-tokyo.ac.jp/ja/

担当名
（係等）

東日本大震災に関する救援・復興支援室

電話番号 03-5841-2393

e-mail fukkoushien@ml.adm.u-tokyo.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

　東京大学

大気海洋研究所・海洋底科学部門

http://ofgs.aori.u-tokyo.ac.jp/

担当名
（係等）

東日本大震災に関する救援・復興支援室

電話番号 03-5841-2393

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）

e-mail fukkoushien@ml.adm.u-tokyo.ac.jp



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

東京大学

宇宙線研究所附属宇宙ニュートリノ観測情報融合センター

http://www-rccn.icrr.u-tokyo.ac.jp/index.html

担当名
（係等）

東日本大震災に関する救援・復興支援室

電話番号 03-5841-2393

e-mail fukkoushien@ml.adm.u-tokyo.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）



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

東京大学

医科学研究所附属病院

http://www.h.ims.u-tokyo.ac.jp/

担当名
（係等）

東日本大震災に関する救援・復興支援室

電話番号 03-5841-2393

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）

e-mail fukkoushien@ml.adm.u-tokyo.ac.jp



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

東京大学

医科学研究所

http://www.ims.u-tokyo.ac.jp/imsut/jp/

担当名
（係等）

東日本大震災に関する救援・復興支援室

電話番号 03-5841-2393

e-mail fukkoushien@ml.adm.u-tokyo.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）



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

東京大学

医学部附属病院

http://www.h.u-tokyo.ac.jp/

担当名
（係等）

東日本大震災に関する救援・復興支援室

電話番号 03-5841-2393

　　　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

e-mail fukkoushien@ml.adm.u-tokyo.ac.jp



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

東京大学

大学院医学系研究科・医学部

担当名
（係等）

東日本大震災に関する救援・復興支援室

電話番号 03-5841-2393

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）

e-mail fukkoushien@ml.adm.u-tokyo.ac.jp

※個人からの問合せにつきましては、ご配慮願います。



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

　東京大学

　農学生命科学研究科

http://www.a.u-tokyo.ac.jp/

担当名
（係等）

東日本大震災に関する救援・復興支援室

電話番号 03-5841-2393

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）

e-mail fukkoushien@ml.adm.u-tokyo.ac.jp



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

　東京大学

工学系研究科

http://www.t.u-tokyo.ac.jp/tpage/index.html

担当名
（係等）

東日本大震災に関する救援・復興支援室

電話番号 03-5841-2393

e-mail fukkoushien@ml.adm.u-tokyo.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）

mailto:fukkoushien@ml.adm.u-tokyo.ac.jp�


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

東京大学

総合文化研究科

http://www.c.u-tokyo.ac.jp/

担当名
（係等）

東日本大震災に関する救援・復興支援室

電話番号 03-5841-2393

e-mail fukkoushien@ml.adm.u-tokyo.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）



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

　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
　　　　生命倫理、環境倫理、死生学などの専門知識の提供

 大 学 名

研究組織・
センター等名

U  R  L

該当する項目

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）

東日本大震災に関する救援・復興支援室

03-5841-2393

fukkoushien@ml.adm.u-tokyo.ac.jp

HP構築中（参考URL 次世代人文学開発センター：http://www.l.u-
tokyo.ac.jp/laboratory/institution.html?page=10）

人文社会系研究科　　附属死生学・応用倫理センター

東京大学



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

　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
　　　　○戦前の科学技術政策・防災施策の研究、
　　　　○政策評価の基礎材料（社会調査）

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 東京大学

研究組織・
センター等名

人文社会系研究科

U  R  L http://www.l.u-tokyo.ac.jp/index.html

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

東日本大震災に関する救援・復興支援室

03-5841-2393

fukkoushien@ml.adm.u-tokyo.ac.jp

該当する項目

http://www.l.u-tokyo.ac.jp/index.html�


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

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

東日本大震災に関する救援・復興支援室

03-5841-2393

fukkoushien@ml.adm.u-tokyo.ac.jp

http://www.e.u-tokyo.ac.jp/index.html

経済学研究科

東京大学 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

東京大学

総合文化研究科

http://www.c.u-tokyo.ac.jp/

担当名
（係等）

電話番号

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

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）

東日本大震災に関する救援・復興支援室

03-5841-2393

fukkoushien@ml.adm.u-tokyo.ac.jp

 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

　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

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

東日本大震災に関する救援・復興支援室

03-5841-2393

fukkoushien@ml.adm.u-tokyo.ac.jp

該当する項目

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 東京大学

研究組織・
センター等名

工学系研究科

U  R  L http://www.t.u-tokyo.ac.jp/tpage/index.html



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

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

東日本大震災に関する救援・復興支援室

03-5841-2393

fukkoushien@ml.adm.u-tokyo.ac.jp

http://www.a.u-tokyo.ac.jp/

　農学生命科学研究科

　東京大学 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）

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）

東日本大震災に関する救援・復興支援室

03-5841-2393

fukkoushien@ml.adm.u-tokyo.ac.jp

http://www.h.u-tokyo.ac.jp/

医学部附属病院

東京大学

　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

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）

東日本大震災に関する救援・復興支援室

03-5841-2393

fukkoushien@ml.adm.u-tokyo.ac.jp

http://www.k.u-tokyo.ac.jp/

　新領域創成科学研究科

　東京大学

○ 　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

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

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

東日本大震災に関する救援・復興支援室

03-5841-2393

fukkoushien@ml.adm.u-tokyo.ac.jp

http://www.i.u-tokyo.ac.jp/

　大学院情報理工学系研究科

　東京大学 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）

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

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

東日本大震災に関する救援・復興支援室

03-5841-2393

fukkoushien@ml.adm.u-tokyo.ac.jp

http://www.iii.u-tokyo.ac.jp/

大学院情報学環・学際情報学府

東京大学 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）

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

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

東日本大震災に関する救援・復興支援室

03-5841-2393

fukkoushien@ml.adm.u-tokyo.ac.jp

http://www.pp.u-tokyo.ac.jp/

　公共政策学連携研究部･教育部

東京大学 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）

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 東京大学

研究組織・
センター等名

医科学研究所

U  R  L http://www.ims.u-tokyo.ac.jp/imsut/jp/

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

東日本大震災に関する救援・復興支援室

03-5841-2393

fukkoushien@ml.adm.u-tokyo.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

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

　http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/Jhome.html

　地震研究所

　東京大学 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）

東日本大震災に関する救援・復興支援室

03-5841-2393

fukkoushien@ml.adm.u-tokyo.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

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

http://jww.iss.u-tokyo.ac.jp

社会科学研究所

東京大学 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）

東日本大震災に関する救援・復興支援室

03-5841-2393

fukkoushien@ml.adm.u-tokyo.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

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

http://www.iis.u-tokyo.ac.jp/

生産技術研究所　人間・社会学系部門

東京大学 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）

東日本大震災に関する救援・復興支援室

03-5841-2393

fukkoushien@ml.adm.u-tokyo.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

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

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 東京大学

研究組織・
センター等名

生産技術研究所附属都市基盤安全工学研究センター

U  R  L http://icus.iis.u-tokyo.ac.jp/

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

東日本大震災に関する救援・復興支援室

03-5841-2393

fukkoushien@ml.adm.u-tokyo.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

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

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 東京大学

研究組織・
センター等名

生産技術研究所附属海中工学国際研究センター

U  R  L http://seasat.iis.u-tokyo.ac.jp/

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

東日本大震災に関する救援・復興支援室

03-5841-2393

fukkoushien@ml.adm.u-tokyo.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

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

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 東京大学

研究組織・
センター等名

生産技術研究所附属先進モビリティ研究センター

U  R  L http://www.its.iis.u-tokyo.ac.jp/index_j.html

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

東日本大震災に関する救援・復興支援室

03-5841-2393

fukkoushien@ml.adm.u-tokyo.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

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

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 東京大学

研究組織・
センター等名

生産技術研究所附属エネルギー工学連携研究センター

U  R  L http://www.energy.iis.u-tokyo.ac.jp/

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

東日本大震災に関する救援・復興支援室

03-5841-2393

fukkoushien@ml.adm.u-tokyo.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

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

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）

東日本大震災に関する救援・復興支援室

03-5841-2393

fukkoushien@ml.adm.u-tokyo.ac.jp

　http://www.aori.u-tokyo.ac.jp/

　大気海洋研究所

　東京大学 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）

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）

東日本大震災に関する救援・復興支援室

03-5841-2393

fukkoushien@ml.adm.u-tokyo.ac.jp

http://www.rcast.u-tokyo.ac.jp/ja/

先端科学技術研究センター

東京大学

○ 　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

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

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

東日本大震災に関する救援・復興支援室

03-5841-2393

fukkoushien@ml.adm.u-tokyo.ac.jp

www.esc.u-tokyo.ac.jp

環境安全研究センター

東京大学 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）

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

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

東日本大震災に関する救援・復興支援室

03-5841-2393

fukkoushien@ml.adm.u-tokyo.ac.jp

http://www.race.u-tokyo.ac.jp

人工物工学研究センター

東京大学 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）

電話番号

e-mail

park.itc.u-tokyo.ac.jp/biotec-res-ctr/ - 

　生物生産工学研究センター

　東京大学 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）

東日本大震災に関する救援・復興支援室

03-5841-2393

fukkoushien@ml.adm.u-tokyo.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

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

　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　　地理情報整備関連

http://www.csis.u-tokyo.ac.jp/japanese/index.html

空間情報科学研究センター

東京大学 大 学 名

研究組織・
センター等名

U  R  L

該当する項目

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）

東日本大震災に関する救援・復興支援室

03-5841-2393

fukkoushien@ml.adm.u-tokyo.ac.jp

http://www.csis.u-tokyo.ac.jp/japanese/index.html�


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.tmd.ac.jp/medhospital/index.html

医学部附属病院

東京医科歯科大学

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

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

医学部・医学部附属病院　総務課庶務第二掛

03-5803-5097

syomu2.adm@cmn.tmd.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2-③

平成23年4月1日現在

 C. 放射性物質、放射能に関して

　東京医科歯科大学

　医歯学総合研究科救急災害医学分野，医学部附属病院救命救急センター

　http://www.tmd.ac.jp/med/accm/

担当名
（係等）

　医学部附属病院救命救急事務室

電話番号 　０３－５８０３－５１０２

e-mail a.kudou.adm@cmn.tmd.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

国立大学法人東京医科歯科大学

医歯学研究支援センター　アイソトープ部門

http://www.tmd.ac.jp/cmn/ric/ri.htm

担当名
（係等）

研究・産学連携推進機構事務部　研究協力掛

電話番号 03-5803-5778

e-mail k.akira.adm@cmn.tmd.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）



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

　医歯学総合研究科救急災害医学分野，医学部附属病院救命救急センター

　東京医科歯科大学 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）

　医学部附属病院救命救急事務室

　０３－５８０３－５１０２

　a.kudou.adm@cmn.tmd.ac.jp

　http://www.tmd.ac.jp/med/accm/

　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）

杉澤　経子（多言語・多文化教育研究センター　特定研究員）

042-330-5441

tc@tufs.ac.jp

http://www.tufs.ac.jp/blog/ts/g/cemmer/

多言語・多文化教育研究センター

東京外国語大学

　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
　　国内の情報を17言語に翻訳しての発信
　　被災外国人のための電話法律相談への多言語通訳支援

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.u-gakugei.ac.jp/04kenkyu/12.html

　総合教育科学系教育心理学講座

　東京学芸大学

教育研究支援課総合教育科学系事務係

０４２－３２９－７４０２

soukei@u-gakugei.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 　東京学芸大学

研究組織・
センター等名

　総合教育科学系特別支援科学講座

U  R  L http://www.u-gakugei.ac.jp/04kenkyu/13.html

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

教育研究支援課総合教育科学系事務係

０４２－３２９－７４０２

soukei@u-gakugei.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
　　　障害児者に対する支援

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 　東京学芸大学

研究組織・
センター等名

教育実践研究支援センター教育臨床研究部門

http://www.for-supporters.net/

U  R  L

http://crsep.u-gakugei.ac.jp/bumon/bumon1.html

http://www.u-gakugei.ac.jp/~crsep/c3cl/tsk.html

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

教育研究支援課研究センター係

０４２－３２９－７８６７

scadmin@u-gakugei.ac.jpe mail

　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
　　  ・子どもの心のケアに関する教師および支援者への支援
　　　 ・特別な支援を必要とする子どもへの対応や処遇などに関する支援
　　　 ・教育の復興

scadmin@u gakugei.ac.jp

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 　東京学芸大学

研究組織・
センター等名

教育実践研究支援センター特別ニーズ教育支援部門

U  R  L http://crsep.u-gakugei.ac.jp/bumon/bumon4.html

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

教育研究支援課研究センター係

０４２－３２９－７８６７

scadmin@u-gakugei.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
　　　特別な教育的ニーズを有する児童・生徒への支援

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 　東京学芸大学

研究組織・
センター等名

教育実践研究支援センター生涯発達支援部門

U  R  L http://crsep.u-gakugei.ac.jp/bumon/bumon5.html

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

教育研究支援課研究センター係

０４２－３２９－７８６７

scadmin@u-gakugei.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
　　　発達支援を必要とする乳幼児と保護者への支援

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 　東京学芸大学

研究組織・
センター等名

国際教育センター

U  R  L http://crie.u-gakugei.ac.jp

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

松井智子（教授）

０４２－３２９－７７２７

matsui@u-gakugei.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
（特に多文化児童生徒⇒外国人児童生徒，国際結婚家庭の児童生徒）

○ 　３． その他（大学の設定する項目）

　　具体的項目名
　　　多文化児童生徒を指導する教員・学校への支援）

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.tuat.ac.jp/~health/

保健管理センター

東京農工大学

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

学生支援チーム

042-367-5828

gaksien@cc.tuat.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2-③

平成23年4月1日現在

 C. 放射性物質、放射能に関して

東京農工大学

放射線研究室

担当名
（係等）

環境安全管理センター

電話番号 042-367-5933

e-mail mahamada@cc.tuat.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）

ＢＡＳＥ事務室

０４２－３８８－７２２０

basesomu@cc.tuat.ac.jp

http://www.tuat.ac.jp/~basehome/

大学院生物システム応用科学府

東京農工大学 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

　農学研究院

東京農工大学 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）

府中地区総務チーム庶務係

042-367-5655

asyomu@cc.tuat.ac.jp

http://www.tuat.ac.jp/department/graduate_school/index.html

　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

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）

　羽藤（建築科）

　０５０－５５２５－２２３４

khato.fa@gmail.com

http://www.geidai.ac.jp/archi/index.html

　美術学部・大学院美術研究科

　東京藝術大学 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）

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 東京藝術大学　

研究組織・
センター等名

大学院美術研究科　文化財保存学専攻

U  R  L http://www.geidai.ac.jp/art/graduate.html#15

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

保存修復日本画研究室　助教　並　木　秀　俊

050-5525-2276

muginzo@hotmail.com

　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）

　　有形文化財（絵画・彫刻・工芸品・建造物など）のレスキューと
　　保存修復にかかる協力，それらを通じての地域の復興

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

　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：地上の情報通信網が混乱する期間、本学の衛星通信遠隔教
育システムを用いて、生涯学習プログラムとして、震災、原子力発電所、保険健
康、科学技術リテラシーに関する講座を配信する．
各避難所に仮設の受信設備を設置すれば、さまざまな事態に不安を感じる人々
に、大学からの生涯学習プログラムを提供し、状況の適切な理解や、今後の各
自の対策の一助となるようにする。

http://www.cradle.titech.ac.jp/index_j.html

　教育工学開発センター

　東京工業大学

該当する項目

社会理工等グループ

03-5734-7683

syariko@jim.titech.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）

mailto:syariko@jim.titech.ac.jp�


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

　東京工業大学

　火山流体研究センター

www.ksvo.titech.ac.jp

担当名
（係等）

小川康雄

電話番号 ０３－５７３４－２６３９

e-mail oga@ksvo.titech.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

http://www.ksvo.titech.ac.jp/�
mailto:oga@ksvo.titech.ac.jp�


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

東京工業大学

都市地震工学センター

http://www.cuee.titech.ac.jp/

担当名
（係等）

都市地震工学センター　大岡山事務局　（土屋、赤坂）

電話番号 03-5734-3200

e-mail office@cuee.titech.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

　東京工業大学　

　大学院理工学研究科理学系　

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

担当名
（係等）

大岡山第１事務区理学系事務グループ 　内山弘子

電話番号 03-5734-3102

e-mail rig.jim@jim.titech.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

　東京工業大学

　総合理工学研究科：
　　　創造エネルギー専攻、化学環境学専攻、メカノマイクロ工学専攻

http://www.igs.titech.ac.jp/outline/education.html

担当名
（係等）

すずかけ台地区事務部　総務課　総合理工事務グループ
担当　平山･石田

電話番号 045-924-5951

e-mail suz.sorijim@jim.titech.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

http://www.igs.titech.ac.jp/outline/education.html�
mailto:suz.sorijim@jim.titech.ac.jp�


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

東京工業大学

原子炉工学研究所

http://www.nr.titech.ac.jp/

担当名
（係等）

大岡山第二事務区原子炉研グループ

電話番号 03-5734-3052

e-mail gensiro@jim.titech.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

　東京工業大学

バイオ研究基盤支援総合センターアイソトープ分野

http://www.grc.bio.titech.ac.jp/cat8/detail_16.html

担当名
（係等）

放射線安全管理室

電話番号 ０４５－９２４－５８９６，５９４８，５８９７

e-mail inquiry@ric.titech.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

　東京工業大学

環境エネルギー機構

http://www.eae.titech.ac.jp/

担当名
（係等）

環境エネルギー機構事務局

電話番号 ０３-５７３４-３９５５

e-mail secee@eae.titech.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

http://www.eae.titech.ac.jp/�
mailto:secee@eae.titech.ac.jp�


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

　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

大学院理工学研究科（工学系）

東京工業大学 大 学 名

研究組織・
センター等名

U  R  L

該当する項目

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）

大岡山第一事務区工学系事務第一グループ

03-5734-3103

kog.jim1@jim.titech.ac.jp

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



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

　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
　　　　　　　再生計画・政策の合意形成支援

　大学院総合理工学研究科

　東京工業大学 大 学 名

研究組織・
センター等名

U  R  L

該当する項目

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）

すずかけ台地区事務部　総務課　総合理工事務グループ
担当　平山･石田

045-924-5951

suz.sorijim@jim.titech.ac.jp

http://www.igs.titech.ac.jp/outline/education.html

mailto:suz.sorijim@jim.titech.ac.jp�
http://www.igs.titech.ac.jp/outline/education.html�


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

　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

http://www.dst.titech.ac.jp/index-j.html

大学院社会理工学研究科

東京工業大学 大 学 名

研究組織・
センター等名

U  R  L

該当する項目

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）

大岡山第二事務区社会理工等グループ

０３－５７３４－２１０４

syariko@jim.titech.ac.jp

http://www.dst.titech.ac.jp/index-j.html�
mailto:syariko@jim.titech.ac.jp�


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

　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

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）

すずかけ台地区事務部総務課　精密工学研究所担当

045-924-5963

suzu.seiken@jim.titech.ac.jp

http://www.pi.titech.ac.jp/

精密工学研究所

　東京工業大学 大 学 名

研究組織・
センター等名

U  R  L

mailto:suzu.seiken@jim.titech.ac.jp�
http://www.pi.titech.ac.jp/�


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

　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

http://www.msl.titech.ac.jp/

応用セラミックス研究所/建築物理研究センター

東京工業大学 大 学 名

研究組織・
センター等名

U  R  L

該当する項目

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）

岡田　清（所長）

045-924-5301

okada@msl.titech.ac.jp

http://www.msl.titech.ac.jp/�
mailto:okada@msl.titech.ac.jp�


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

　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
　　地震・津波で発生した大量の廃棄物処理・有効利用

http://yk.wtert.jp

　フロンティア研究機構

　東京工業大学 大 学 名

研究組織・
センター等名

U  R  L

該当する項目

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）

吉川邦夫

045-924-5507

yoshikawa.k.aa@m.titech.ac.jp

http://yk.wtert.jp/�
mailto:yoshikawa.k.aa@m.titech.ac.jp�


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

　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：教育施設の計画・設計、構造設計、環境設計
　　（幼稚園、保育園、小学校、中学校、高校、学童保育所、
　　　その他教育関連施設（集会施設、図書館等））

http://www.rcfef.gh4.titech.ac.jp/center/index.htm

教育環境創造研究センター

東京工業大学 大 学 名

研究組織・
センター等名

U  R  L

該当する項目

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）

教育環境創造研究センター　宮本文人研究室

03-5734-2384

miyamoto.f.aa@m.titech.ac.jp

mailto:miyamoto.f.aa@m.titech.ac.jp�


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

　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

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）

都市地震工学センター　大岡山事務局　（土屋、赤坂）

03-5734-3200

office@cuee.titech.ac.jp

http://www.cuee.titech.ac.jp/

　都市地震工学センター

　東京工業大学 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

○ 　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

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）

環境エネルギー機構事務局

０３-５７３４-３９５５

http://www.eae.titech.ac.jp/

環境エネルギー機構

　東京工業大学 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

　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 センサーネットワーク／Smart Grid/HEMS

該当する項目

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）

異種機能集積研究センター／
ソリューション研究機構Green ICE Initiative 菅沼隆史

045-924-5056

suganuma@ssr.titech.ac.jp

異種機能集積研究センター（益　一哉センター長）

東京工業大学 大 学 名

研究組織・
センター等名

U  R  L

mailto:suganuma@ssr.titech.ac.jp�


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

東京海洋大学

海洋科学技術研究科

http://www.g.kaiyodai.ac.jp/grad-school.html

担当名
（係等）

国際・研究協力課研究協力係

電話番号 ０３－５４６３－４１９７

e-mail 国際・研究協力課 研究協力係 <ke-ken@kaiyodai.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

http://www.g.kaiyodai.ac.jp/grad-school.html�
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平成23年4月1日現在

 C. 放射性物質、放射能に関して

東京海洋大学

海洋科学技術研究科

http://www.g.kaiyodai.ac.jp/grad-school.html

担当名
（係等）

国際・研究協力課研究協力係

電話番号 ０３－５４６３－４１９７

e-mail 国際・研究協力課 研究協力係 <ke-ken@kaiyodai.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

http://www.g.kaiyodai.ac.jp/grad-school.html�


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

　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：
　　　災害時の物流

http://www.e.kaiyodai.ac.jp/

海洋工学部

東京海洋大学 大 学 名

研究組織・
センター等名

U  R  L

該当する項目

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）

国際・研究協力課研究協力係

０３－５４６３－４１９７

国際・研究協力課 研究協力係 <ke-ken@kaiyodai.ac.jp>

http://www.e.kaiyodai.ac.jp/�


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

　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：

http://www.s.kaiyodai.ac.jp/

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

国際・研究協力課研究協力係

０３－５４６３－４１９７

国際・研究協力課 研究協力係 <ke-ken@kaiyodai.ac.jp>

該当する項目

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 東京海洋大学

研究組織・
センター等名

海洋科学部

U  R  L

http://www.s.kaiyodai.ac.jp/�


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

　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（苦瀬）

○ 　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：

http://www.g.kaiyodai.ac.jp/grad-school.html

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

国際・研究協力課研究協力係

０３－５４６３－４１９７

国際・研究協力課 研究協力係 <ke-ken@kaiyodai.ac.jp>

該当する項目

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 東京海洋大学

研究組織・
センター等名

海洋科学技術研究科

U  R  L

http://www.g.kaiyodai.ac.jp/grad-school.html�


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

　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

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 お茶の水女子大学

研究組織・
センター等名

文教育学部　

該当する項目

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）

人間社会科学科　教育科学コース　准教授　冨士原　紀絵

03-5978-5472

fujiwara.kie@ocha.ac.jp

mailto:fujiwara.kie@ocha.ac.jp�


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

　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

文教育学部

お茶の水女子大学

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

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

該当する項目

日本語教育講座・グローバル文化学環　教授加賀美　常美代

０３－５９７８－5194

kagami.tomiyo@ocha.ac.jp

mailto:kagami.tomiyo@ocha.ac.jp�


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

○ 　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

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

発達臨床心理学講座研究室　アカデミック・アシスタント　中島

03-5978-2048

hatsurin@cc.ocha.ac.jp

該当する項目

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 お茶の水女子大学

研究組織・
センター等名

　大学院人間文化創成科学研究科附属心理臨床相談センター

U  R  L http://www.develop.ocha.ac.jp/soudan.html

mailto:hatsurin@cc.ocha.ac.jp�
http://www.develop.ocha.ac.jp/soudan.html�


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

お茶の水女子大学

ラジオアイソトープ実験センター

担当名
（係等）

放射線取扱主任者

電話番号 03-5978-5818

e-mail kikakukeiei@cc.ocha.ac.jp, roumu-anzen@cc.ocha.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

　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

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 お茶の水女子大学

研究組織・
センター等名

文教育学部　

該当する項目

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）

グローバル文化学環　准教授　荒木　美奈子、客員教授　内海成治

03-59785190

araki.minako@ocha.ac.jp

mailto:araki.minako@ocha.ac.jp�


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

　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

文教育学部

お茶の水女子大学 大 学 名

研究組織・
センター等名

U  R  L

該当する項目

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）

人文科学科　地理学コース　教授　水野　勲
　　　　　　　　　　　　　　　　　　准教授　長谷川直子

03-5978-5188
03-5978-5196

mizuno.isao@ocha.ac.jp
hasegawa.naoko@ocha.ac.jp

mailto:mizuno.isao@ocha.ac.jphasegawa.naoko@ocha.ac.jp�
mailto:mizuno.isao@ocha.ac.jphasegawa.naoko@ocha.ac.jp�


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

　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

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 お茶の水女子大学

研究組織・
センター等名

情報科学科

U  R  L http://www.is.ocha.ac.jp/

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

小林一郎（学科長）

03-5978-5708

koba@is.ocha.ac.jp

該当する項目

http://www.is.ocha.ac.jp/�
mailto:koba@is.ocha.ac.jp�


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

　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）

○

　　　　　災害時の食事と健康

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

香西みどり

03-5978-5761

kasai.midori@ocha.ac.jp

該当する項目

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 お茶の水女子大学

研究組織・
センター等名

生活科学部食物栄養学科

U  R  L http://www.food.ocha.ac.jp

mailto:kasai.midori@ocha.ac.jp�
http://www.food.ocha.ac.jp/�


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

　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）

　

　　　　

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 お茶の水女子大学

研究組織・
センター等名

湾岸生物教育研究センター

U  R  L http://marine.bio.ocha.ac.jp/

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

センター長　・　清本正人

0470-29-0838

kiyomoto.masato@ocha.ac.jp

該当する項目

http://www.food.ocha.ac.jp/�
mailto:kasai.midori@ocha.ac.jp�


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

http://www.awcc.uec.ac.jp

先端ワイヤレスコミュニケーション研究センター

電気通信大学 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・広報係

042-443-5862

soumusoumu-k@office.uec.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

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.hit-u.ac.jp/soudan/counseling/

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

学生支援課学生相談主担当

042-580-8137

stu-gs.g@dm.hit-u.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 一橋大学

研究組織・
センター等名

学生相談室

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

保健センター

042-580-8172

hoken.g@dm.hit-u.ac.jp

http://www.hit-u.ac.jp/hoken/index.html

保健センター

一橋大学

　　　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

○ 　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　　　　精神科診療

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

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）

イノベーション研究センター事務室

042-580-8411

iir.g@dm.hit-u.ac.jp

http://www.iir.hit-u.ac.jp

イノベーション研究センター

一橋大学 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
　　　イノベーションによる震災復興及び日本再建

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

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）

大学院経済学研究科・教授・齊藤 　誠

042-580-8807

makoto@econ.hit-u.ac.jp

http://www.econ.hit-u.ac.jp/~kmkj/index.html

大学院経済学研究科

一橋大学 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）

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）

経済研究所事務室

042-580-8312

ier-so@dm.hit-u.ac.jp

http://www.ier.hit-u.ac.jp/

経済研究所

一橋大学 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

http://www.grips.ac.jp/jp/index.html

政策研究科

政策研究大学院大学 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）

組織マネジメント課

03-6439-6018

soshiki-ml@grips.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
   Disaster Management Policy Program

該当する項目
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 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）

組織マネジメント課

03-6439-6018

soshiki-ml@grips.ac.jp

http://r-center.grips.ac.jp/JPSite

政策研究センター

政策研究大学院大学 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
　　財政政策、産業政策、行政組織

該当する項目
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