
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.shiga-u.ac.jp/main.cgi?c=4/2/5

保健管理センター

滋賀大学

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

保健管理センター

０７４９－２７－１０２４

hoken@biwako.shiga-u.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
　被災地の教員からのメンタルヘルスケアに関する相談の受付（電話可）

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

滋賀大学

経済学部附属リスク研究センター

http://www.econ.shiga-u.ac.jp/main.cgi?c=10/2

担当名
（係等）

滋賀大学経済学部総務係

電話番号 0749-27-1030

e-mail ksyomu@biwako.shiga-u.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

滋賀大学

経済学部附属リスク研究センター

http://www.econ.shiga-u.ac.jp/main.cgi?c=10/2

担当名
（係等）

滋賀大学経済学部総務係

電話番号 0749-27-1030

e-mail ksyomu@biwako.shiga-u.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 ksyomu@biwako.shiga-u.ac.jp

http://www.econ.shiga-u.ac.jp/main.cgi?c=10/2

経済学部附属リスク研究センター

滋賀大学 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）

滋賀大学経済学部総務係

0749-27-1030

　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）

滋賀大学教育学部総務係

０７７－５３７－７７０４

syomu@edu.shiga-u.ac.jp

http://www.edu.shiga-u.ac.jp/

教育学部

滋賀大学

　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
　　　　減災教育

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

病院管理課病院企画係

０７７－５４８－２４６４

hqiji@belle.shiga-med.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.shiga-med.ac.jp/hospital/

医学部附属病院　「心のケアチーム」

滋賀医科大学

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

mailto:hqiji@belle.shiga-med.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

医学部附属病院・救急集中治療部

滋賀医科大学 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）

病院管理課病院企画係

０７７－５４８－２４６４

hqiji@belle.shiga-med.ac.jp

http://www.shiga-
med.ac.jp/hospital/doc/department/central/emergency/index.html

mailto:hqiji@belle.shiga-med.ac.jp�
http://www.shiga-med.ac.jp/hospital/doc/department/central/emergency/index.html�
http://www.shiga-med.ac.jp/hospital/doc/department/central/emergency/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

渉外部社会連携推進課博物館グループ

075-753-7720

880museum※mail2.adm.kyoto-u.ac.jp　※を＠に置きかえてお送りください。

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.museum.kyoto-u.ac.jp/

　総合博物館

　京都大学

○ 　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

http://www.h.kyoto-u.ac.jp/jinkan/

大学院人間・環境学研究科

京都大学

人間・環境学研究科総務掛

075-753-6533

110soumu※mail2.adm.kyoto-u.ac.jp　※を＠に置きかえてお送りください。

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

○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

http://www.educ.kyoto-u.ac.jp/soudan.htm

　大学院教育学研究科附属臨床教育実践研究センター「心理教育相談室」

　京都大学　

該当する項目

大学院教育学研究科附属臨床教育実践研究センター

０７５－７５３－３０５２

prcfcpe※educ.kyoto-u.ac.jp　※を＠に置きかえてお送りください。

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.educ.kyoto-u.ac.jp/soudan.htm�


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

医学研究科事務部　総務・人事室総務担当

075-753-4324

shomu※office.med.kyoto-u.ac.jp　※を＠に置きかえてお送りください。

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.kyoto-u.ac.jp/J/

大学院医学研究科

　京都大学

○ 　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

こころの未来研究センター事務室

０７５－７５３－９６７０

kokoro※educ.kyoto-u.ac.jp　※を＠に置きかえてお送りください。

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://kokoro.kyoto-u.ac.jp/

こころの未来研究センター

京都大学

○ 　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
①現地の臨床心理士、養護教員、消防士などの、ケアをする人のメンタルヘルス
ケアとスーパーヴィジョン
②伝統文化の心と体のワザ（瞑想・武道・気功など）を活用したメンタルヘルスケ
ア

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

医学部附属病院総務課総務掛

075-751-3005

soumuk※ml.kuhp.kyoto-u.ac.jp　※を＠に置きかえてお送りください。

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.kuhp.kyoto-u.ac.jp/

医学部附属病院

京都大学

○ 　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

霊長類研究所総務掛（心の先端研究ユニット担当）

0568-63-0512

matsuzaw※pri.kyoto-u.ac.jp　※を＠に置きかえてお送りください。

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

http://www.kokoro-kyoto.org

学際融合教育研究推進センター・心の先端研究ユニット

京都大学

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）

「心の健康」ないし「被災者のメンタルヘルスケア」に関する全国の研究者に、基
礎的な研究をおこなうための施設・設備と助言を提供する。

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

京都大学

防災研究所

http://www.dpri.kyoto-u.ac.jp

担当名
（係等）

　京都大学宇治地区事務部総務課　総務・企画広報グループ

電話番号 　0774-38-3367

e-mail 　uji.soumu※mail2.adm.kyoto-u.ac.jp　※を＠に置きかえてお送りください。

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

京都大学

大学院人間・環境学研究科

http://www.h.kyoto-u.ac.jp/jinkan/

担当名
（係等）

人間・環境学研究科総務掛

電話番号 075-753-6533

e-mail 110soumu※mail2.adm.kyoto-u.ac.jp　※を＠に置きかえてお送りください。

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

　京都大学

　大学院理学研究科

　http://www.sci.kyoto-u.ac.jp/modules/tinycontent/

担当名
（係等）

　理学研究科事務部総務掛

電話番号 　０７５－７５３－３６００

e-mail 　somu※office.sci.kyoto-u.ac.jp　※を＠に置きかえてお送りください。

※地震、活断層等、教員の専門分野における事業に参加

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

京都大学

大学院工学研究科

http://www.t.kyoto-u.ac.jp/ja

担当名
（係等）

工学研究科事務部総務課総務掛

電話番号 075-383-2000

e-mail shomu※adm.t.kyoto-u.ac.jp 　※を＠に置きかえてお送りください。

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

　京都大学

　大学院理学研究科

　http://www.sci.kyoto-u.ac.jp/modules/tinycontent/

担当名
（係等）

　理学研究科事務部総務掛

電話番号 　０７５－７５３－３６００

e-mail 　somu※office.sci.kyoto-u.ac.jp　※を＠に置きかえてお送りください。

※人体スクリーニング調査､大気の線量調査

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

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

京都大学

　大学院地球環境学堂

http://www.ges.kyoto-u.ac.jp/cyp/index.php?ml_lang=ja

担当名
（係等）

物質動態・分子機能論分野

電話番号 075-753-6836

e-mail
masahito.sugiyama※sojin0206.mbox.media.kyoto-u.ac.jp　※を＠に置き
かえてお送りください。

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

京都大学

放射線生物研究センター

http://www.rbc.kyoto-u.ac.jp/

担当名
（係等）

医学研究科総務・人事室総務担当

電話番号 075-753-4324

e-mail shomu※office.med.kyoto-u.ac.jp　※を＠に置きかえてお送りください。

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

京都大学

学際融合教育研究推進センター・生存基盤科学研究ユニット

http://iss.iae.kyoto-u.ac.jp/iss/jp/index.html

担当名
（係等）

宇治地区事務部研究協力課ユニット担当

電話番号 0774-38-4544

e-mail iss-office※iss.iae.kyoto-u.ac.jp　※を＠に置きかえてお送りください。

　　　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

　京都大学

　化学研究所

　http://www.kuicr.kyoto-u.ac.jp/index_J.html

担当名
（係等）

　京都大学宇治地区事務部総務課　総務・企画広報グループ

電話番号 　0774-38-3367

e-mail 　uji.soumu※mail2.adm.kyoto-u.ac.jp　※を＠に置きかえてお送りください。

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

京都大学

エネルギー理工学研究所

http://www.iae.kyoto-u.ac.jp/

担当名
（係等）

　京都大学宇治地区事務部総務課　総務・企画広報グループ

電話番号 　0774-38-3367

e-mail 　uji.soumu※mail2.adm.kyoto-u.ac.jp　※を＠に置きかえてお送りください。

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

　京都大学

　生存圏研究所

http://www.rish.kyoto-u.ac.jp/

担当名
（係等）

　京都大学宇治地区事務部総務課　総務・企画広報グループ

電話番号 　0774-38-3367

e-mail 　uji.soumu※mail2.adm.kyoto-u.ac.jp　※を＠に置きかえてお送りください。

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

京都大学

大学院人間・環境学研究科

http://www.h.kyoto-u.ac.jp/jinkan/

担当名
（係等）

人間・環境学研究科総務掛

電話番号 075-753-6533

e-mail 110soumu※mail2.adm.kyoto-u.ac.jp　※を＠に置きかえてお送りください。

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

京都大学

医学部附属病院

http://www.kuhp.kyoto-u.ac.jp/

担当名
（係等）

医学部附属病院総務課総務掛

電話番号 075-751-3005

e-mail soumuk※ml.kuhp.kyoto-u.ac.jp　※を＠に置きかえてお送りください。

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

京都大学

環境安全保健機構附属放射性同位元素総合センター

http://www.esho.kyoto-u.ac.jp/

担当名
（係等）

環境安全保健機構附属放射性同位元素総合センター放射線安全管理室

電話番号 075－753－7503

e-mail rix※mail2.adm.kyoto-u.ac.jp　※を＠に置きかえてお送りください。

　　　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

 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）

グローバルCOE事務局

075－753-3307

gcoe-office※energy.kyoto-u.ac.jp　※を＠に置きかえてお送りください。

　http://www.energy.kyoto-u.ac.jp/gcoe/

大学院エネルギー科学研究科・グローバルCOEプログラム　「地球温暖化時代のエネ
ルギー科学拠点 –CO2ゼロエミッションをめざして」

京都大学

　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

 大 学 名 京都大学

研究組織・
センター等名

エネルギー理工学研究所

U  R  L http://www.iae.kyoto-u.ac.jp/

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

　京都大学宇治地区事務部総務課　総務・企画広報グループ

　0774-38-3367

　uji.soumu※mail2.adm.kyoto-u.ac.jp　※を＠に置きかえてお送りください。

　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

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

農学研究科等事務部総務課総務掛

０７５－７５３－６００４

soumu※adm.kais.kyoto-u.ac.jp　　※を＠に置きかえてお送りください。

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 京都大学

研究組織・
センター等名

フィールド科学教育研究センター

U  R  L http://fserc.kyoto-u.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）

医学研究科事務部　総務・人事室総務担当

075-753-4324

shomu※office.med.kyoto-u.ac.jp　※を＠に置きかえてお送りください。

http://www.med.kyoto-u.ac.jp/J/

大学院医学研究科

　京都大学 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　（注：災害医療情報のエビデンス提供）

　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
　　①当面の若手研究者支援、関連部門への受入、そのほか研究活動に
　　関連した支援一般、研究機器、器材の利用機会の提供
　　②新しい形態の在宅医療を考えた町の復興

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）

　京都大学宇治地区事務部総務課　総務・企画広報グループ

　0774-38-3367

　uji.soumu※mail2.adm.kyoto-u.ac.jp　※を＠に置きかえてお送りください。

　http://www.kuicr.kyoto-u.ac.jp/index_J.html

　化学研究所

　京都大学

　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）

宇治地区事務部研究協力課ユニット担当

0774-38-4544

iss-office※iss.iae.kyoto-u.ac.jp　※を＠に置きかえてお送りください。

http://iss.iae.kyoto-u.ac.jp/iss/jp/index.html

　学際融合教育研究推進センター・生存基盤科学研究ユニット

　京都大学 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
　　放射性物質汚染の経済と地域再生に向けた複合問題

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　小学校・中学校等地域の教育システムの復興・再建

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

理事補、大学院教育学研究科教授　高見　茂

075-753-3081

takami.shigeru.5e※kyoto-u.ac.jp　※を＠に置きかえてお送りください。

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 　京都大学

研究組織・
センター等名

学際融合教育研究推進センター・地域生存学総合実践研究ユニット

U  R  L http://www.cpier.kyoto-u.ac.jp/about/unit10/



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　心のケアに関する長期的な専門的支援

 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）

大学院教育学研究科附属臨床教育実践研究センター

０７５－７５３－３０５２

prcfcpe※educ.kyoto-u.ac.jp　※を＠に置きかえてお送りください。

http://www.educ.kyoto-u.ac.jp/center/index.html

　大学院教育学研究科附属臨床教育実践研究センター

　京都大学

http://www.educ.kyoto-u.ac.jp/center/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

　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.gsm.kyoto-u.ac.jp/jp/

大学院経営管理研究部

京都大学 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）

経営管理大学院　院長+A1

０７５－７５３－３４２１

inchou※gsm.kyoto-u.ac.jp　※を＠に置きかえてお送りください。

http://www.gsm.kyoto-u.ac.jp/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）

経済学研究科事務部　総務掛長

075-753-3403

soumu※econ.kyoto-u.ac.jp　※を＠に置きかえてお送りください。

http://www.econ.kyoto-u.ac.jp/

大学院経済学研究科

京都大学 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

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）

経済研究所総務掛

075-753-7102

soumu※kier.kyoto-u.ac.jp　※を＠に置きかえてお送りください。

http://www.kier.kyoto-u.ac.jp/jpn/index.html

経済研究所

京都大学 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
     震災復興に向けた経済政策

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）

法学研究科総務掛

075-753-3102

soumu03※mail2.adm.kyoto-u.ac.jp　※を＠に置きかえてお送りください。

http://www.sg.kyoto-u.ac.jp/

大学院公共政策連携研究部

　京都大学 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

http://www.t.kyoto-u.ac.jp/ja

大学院工学研究科

京都大学 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）

工学研究科事務部総務課総務掛

075－383－2000

shomu※adm.t.kyoto-u.ac.jp　※を＠に置きかえてお送りください。

　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.i.kyoto-u.ac.jp/

大学院情報学研究科

京都大学 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）

情報学研究科総務・教務掛

075-753-5500

soumu※i.kyoto-u.ac.jp　※を＠に置きかえてお送りください。

　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
　
　　　ICTに関する知見を活かした支援

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）

人間・環境学研究科総務掛

075-753-6533

110soumu※mail2.adm.kyoto-u.ac.jp　※を＠に置きかえてお送りください。

http://www.h.kyoto-u.ac.jp/jinkan/

大学院人間・環境学研究科

京都大学

　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

 大 学 名 　京都大学

研究組織・
センター等名

生存圏研究所

U  R  L http://www.rish.kyoto-u.ac.jp/

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

　京都大学宇治地区事務部総務課　総務・企画広報グループ

　0774-38-3367

　uji.soumu※mail2.adm.kyoto-u.ac.jp　※を＠に置きかえてお送りください。

　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
　　　　減災を目指した地震に強い木造住宅の提案

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）

渉外部社会連携推進課博物館グループ

075-753-7720

880museum※mail2.adm.kyoto-u.ac.jp　※を＠に置きかえてお送りください。

http://www.museum.kyoto-u.ac.jp/

　総合博物館

　京都大学 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
        研究者の科学コミュニケーション、国民の科学リテラシー

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）

京都大学東南アジア研究所等事務部
地域研究統合情報センター事務担当

０７５－７５３－９６０３

ciasjimu※cias.kyoto-u.ac.jp　※を＠に置きかえてお送りください。

http://www.cias.kyoto-u.ac.jp/

地域研究統合情報センター

京都大学 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

　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

 大 学 名 　京都大学

研究組織・
センター等名

　大学院地球環境学堂

U  R  L http://www.ges.kyoto-u.ac.jp/

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

健康リスク管理論分野

075-383-3254

itoh※urban.env.kyoto-u.ac.jp　※を＠に置きかえてお送りください。

http://www.ges.kyoto-u.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

 大 学 名 京都大学

研究組織・
センター等名

大学院地球環境学堂国際環境防災マネジメント論分野

U  R  L http://www.iedm.ges.kyoto-u.ac.jp/

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

国際環境防災マネジメント論分野

075-753-5708

shaw※global.mbox.media.kyoto-u.ac.jp　※を＠に置きかえてお送りください。

http://www.iedm.ges.kyoto-u.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

 大 学 名 京都大学

研究組織・
センター等名

大学院地球環境学堂　環境マーケティング論分野

U  R  L http://www.eeso.ges.kyoto-u.ac.jp/

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

環境マーケティング論分野

075-753-5921

yoshino.a※ks2.ecs.kyoto-u.ac.jp　※を＠に置きかえてお送りください。

http://www.eeso.ges.kyoto-u.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

 大 学 名 京都大学

研究組織・
センター等名

大学院地球環境学堂

U  R  L http://www.ges.kyoto-u.ac.jp/

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

社会基盤親和技術論分野

075-753-9205 / 5752

katsumi.takeshi.6v※kyoto-u.ac.jp / inui.toru.3v※kyoto-u.ac.jp　※を＠に置きかえてお
送りください。

http://www.ges.kyoto-u.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.kais.kyoto-u.ac.jp/japanese/

大学院農学研究科・農学部

京都大学 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）

農学研究科等事務部総務課総務掛

０７５－７５３－６００４

soumu※adm.kais.kyoto-u.ac.jp　　※を＠に置きかえてお送りください。

　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.bun.kyoto-u.ac.jp/

　大学院文学研究科

　京都大学 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）

　文学研究科事務部総務掛

　０７５－７５３－２７００

　010somu※mail2.adm.kyoto-u.ac.jp　※を＠に置きかえてお送りください。

○ 　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）

法学研究科事務部総務掛

075-753-3102

soumu03※mail2.adm.kyoto-u.ac.jp　※を＠に置きかえてお送りください。

http://kyodai.jp/

大学院法学研究科

　京都大学

○ 　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

 大 学 名 京都大学

研究組織・
センター等名

防災研究所

U  R  L http://www.dpri.kyoto-u.ac.jp

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

　京都大学宇治地区事務部総務課　総務・企画広報グループ

　0774-38-3367

　uji.soumu※mail2.adm.kyoto-u.ac.jp　※を＠に置きかえてお送りください。

○ 　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

　京都大学

　大学院薬学研究科

　http://www.pharm.kyoto-u.ac.jp/index.html

　薬学研究科総務係

　０７５－７５３－４５１０

　somu1※jimu.pharm.kyoto-u.ac.jp　※を＠に置きかえてお送りください。

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． 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・研究機関等への研究教育支援

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

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）

　理学研究科事務部総務掛

　０７５－７５３－３６００

　somu※office.sci.kyoto-u.ac.jp　※を＠に置きかえてお送りください。

　http://www.sci.kyoto-u.ac.jp/modules/tinycontent/

　大学院理学研究科

　京都大学 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
　　被災研究者を対象に、共同研究を公募し、研究活動を支援する。

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）

ウイルス研究所　総務担当

０７５－７５１－４００２

zimusomu※virus.kyoto-u.ac.jp　※を＠に置きかえてお送りください。

http://www.virus.kyoto-u.ac.jp/

ウイルス研究所

京都大学 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

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）

こころの未来研究センター事務室

０７５－７５３－９６７０

kokoro※educ.kyoto-u.ac.jp　※を＠に置きかえてお送りください。

http://kokoro.kyoto-u.ac.jp/

こころの未来研究センター

京都大学 大 学 名

研究組織・
センター等名

U  R  L

　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
①伝統文化および民俗芸能・芸術、聖地文化・癒し空間を活用した復興と再生
②国外との情報共有関連：メディア報道の国際比較ならびに国内外の報道が与
えるインパクトに関する研究

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）

医学部附属病院総務課総務掛

075-751-3005

soumuk※ml.kuhp.kyoto-u.ac.jp　※を＠に置きかえてお送りください。

http://www.kuhp.kyoto-u.ac.jp/

医学部附属病院

京都大学 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

http://www.media.kyoto-u.ac.jp/

学術情報メディアセンター

京都大学 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）

情報部・情報推進課・総務掛

０７５－７５３－７４００

soumu※media.kyoto-u.ac.jp　※を＠に置きかえてお送りください。

　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
    　・震災関連シミュレーションの支援
    　・被災・電力逼迫地域の計算需要の受入

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）

環境安全保健機構附属環境科学センター事務掛

075-753-7701

kyoin※eprc.kyoto-u.ac.jp　※を＠に置きかえてお送りください。

http://eprc.kyoto-u.ac.jp/ja/
http://eprc.kyoto-u.ac.jp/saigai/index.html

環境安全保健機構附属環境科学センター

京都大学 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：「災害廃棄物対策と循環処理」（廃棄物資源循環学会
の災害廃棄物対策・復興タスクチームのコアメンバーとして活動し、同情報
プラットホームのウェブ管理を行っているところ）

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）

基礎物理学研究所　総務掛

075-753-7003

soumu※yukawa.kyoto-u.ac.jp　※を＠に置きかえてお送りください。

http://www.yukawa.kyoto-u.ac.jp/

基礎物理学研究所

京都大学

　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
　　本研究所の滞在プログラム（アトム型研究員、ＧＣＯＥビジター、ビジター制度）を利用した
　　　被災研究者・学生の受け入れ

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）

再生医科学研究所総務担当

０７５－７５１－３８０２

soumu※frontier.kyoto-u.ac.jp　※を＠に置きかえてお送りください。

http://www.frontier.kyoto-u.ac.jp/

再生医科学研究所

京都大学 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　震災により研究の継続が困難になった大学・研究機関
の研究者等の受入、生物資源の分担保存を行うなど研究・教育活動を支援す
る。

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

http://www.zinbun.kyoto-u.ac.jp

人文科学研究所

京都大学 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）

人文科学研究所総務掛

０７５－７５３－６９０２

zb-soumu※zinbun..kyoto-u.ac.jp　※を＠に置きかえてお送りください。

　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　　研究スペースの提供や、旅費・文献複写　料負担等、
    積極的に研究の継続が困難な研究者を受入れ支援する予定

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）

数理解析研究所事務部共同利用掛

０７５－７５３－７２０６

kyodo※kurims.kyoto-u.ac.jp　※を＠に置きかえてお送りください。

http://www.kurims.kyoto-u.ac.jp/ja/index.html

数理解析研究所

京都大学

　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
　　　　　　東日本における研究・教育活動を支援する（別紙参照）

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.ecology.kyoto-u.ac.jp/

生態学研究センター

京都大学 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）

生態学研究センター総務担当

０７７－５４９－８２００

office※ecology.kyoto-u.ac.jp　※を＠に置きかえてお送りください。

　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：
　　　　生物多様性への影響調査と再生シナリオの構築に向け、
       関連学会などとの協力のもとに活動する予定

○ 　９． その他（大学の設定する項目）

　　具体的項目名
　　　　研究者・大学院学生への研究施設利用の便宜供与

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

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）

低温物質科学研究センター 事務室

(075)753-4057

jimu※ltm.kyoto-u.ac.jp　※を＠に置きかえてお送りください。

http://www.ltm.kyoto-u.ac.jp/

低温物質科学研究センター

　京都大学 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: １．可能な限り、本学 『東北地方太平洋沖地震により被災した
    大学又は研究機関の学生及び教員等の受入れに関する規程』に対応する
    研究者・学生の受入を行う．　２．被災地で不足している研究教育資材で，
　　センターで余裕があるものがあれば貸与する．

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）

福井謙一記念研究センター事務室

（０７５）７１１－７７０８

090akinen※mail2.adm.kyoto-u.ac.jp　※を＠に置きかえてお送りください。

www.fukui.kyoto-u.ac.jp

福井謙一記念研究センター

京都大学 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
　　１．福井センターフェロー（被災研究者支援）の募集
　　　被災されたポスドク等を緊急に本センターフェロー(特定研究員)として
　　　雇用する予定。
　　２．福井センター共同研究員（被災研究者支援）の募集
　　　被災された大学等の研究者を緊急に受け入れ、研究環境を提供する
　　　予定。この場合、本学規程の「特別共同研究者」の身分により受け入
　　　れる。

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）

文化財総合研究センター事務室

０７５－７５３－７６９１

bunkazai※mail2.adm.kyoto-u.ac.jp　※を＠に置きかえてお送りください。

http://www.kyoto-u.ac.jp/maibun/index-cao.html

文化財総合研究センター

京都大学 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
　　　文化財の被災調査と修復事業

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）

霊長類研究所総務掛

0568-63-0512

soumu※pri.kyoto-u.ac.jp　※を＠に置きかえてお送りください。

http://www.pri.kyoto-u.ac.jp

霊長類研究所

京都大学

　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）

共同利用・共同研究拠点として、被災地ならびに計画停電等で研究の困難な東
日本の研究者に臨時追加募集をして、研究室と研究設備と研究費と宿舎をワン
パッケージで提供する。

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.kyokyo-u.ac.jp/ccpe/

教育臨床心理実践センター

京都教育大学

企画広報課研究支援グループ

０７５－６４４－８７９３

kikakoho@kyokyo-u.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

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

京都教育大学

　特別支援教育臨床実践センター

http://rinshou.kyokyo-u.ac.jp/

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

企画広報課研究支援グループ

０７５－６４４－８７９３

kikakoho@kyokyo-u.ac.jp

 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
　　　　　　　障害のある子どもに対するメンタルヘルスケア

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.kit.ac.jp/

大学院工芸科学研究科

京都工芸繊維大学 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）

総務企画課危機管理室

０７５－７２４－７０１２

ab7012@jim.kit.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

　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

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.ugscd.osaka-u.ac.jp/

大阪大学・金沢大学・浜松医科大学連合小児発達学研究科

大阪大学

該当する項目

医学系研究科総務課連合小児発達学研究科担当

０６－６８７９－３０２６

office@ugscd.osaka-u.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

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://cli-psy.hus.osaka-u.ac.jp/index.html

大学院人間科学研究科　心理教育相談室

大阪大学

該当する項目

心理教育相談室

06-6879-8135（午前１０時～午後５時）*土日・祝日を除く

現在メールでのご相談、ご質問等は受け付けておりません。

http://cli-psy.hus.osaka-u.ac.jp/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

○ 　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

研究組織・
センター等名

U  R  L http://www.med.osaka-u.ac.jp/pub/psy/www/jp

医学系研究科　精神医学

大阪大学

　　　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

メンタルヘルスケア担当事務

06-6879-3051

psymhc@psy.med.osaka-u.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 糖尿病患者の自己管理支援、親と子の心のケア

http://sahswww.med.osaka-u.ac.jp/www/home.html

　大学院医学系研究科保健学専攻

　大阪大学

該当する項目

保健学事務室庶務係

06-6879-2504

i-hoken-syomu@office.osaka-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

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

　大阪大学

　工学研究科

　http://www.eng.osaka-u.ac.jp/ja/

担当名
（係等）

　総務課庶務係

電話番号 　０６（６８７９）７２０５

e-mail 　kou-soumu-syomu@office.osaka-u.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

大阪大学

理学研究科

http://www.sci.osaka-u.ac.jp/index-jp.html

担当名
（係等）

廣野　哲朗

電話番号 06-6850-5796

e-mail hirono@ess.sci.osaka-u.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

　大阪大学

　工学研究科

　http://www.eng.osaka-u.ac.jp/ja/

担当名
（係等）

　総務課庶務係

電話番号 　０６（６８７９）７２０５

e-mail 　kou-soumu-syomu@office.osaka-u.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

大阪大学

理学研究科

http://www.sci.osaka-u.ac.jp/index-jp.html

担当名
（係等）

松多　健策（放射線取扱主任者）

電話番号 06-6850-5520

e-mail matsuta@vg.phys.sci.osaka-u.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

mailto:matsuta@vg.phys.sci.osaka-u.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

　大阪大学

　医学系研究科　　放射線基礎医学

http://www.med.osaka-u.ac.jp/pub/radbio/www/index-jp.html

担当名
（係等）

藤堂　剛、本行忠司，中島裕夫，石川智子

電話番号 ０６−６８７９−３８１１

e-mail todo@radbio.med.osaka-u.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

大阪大学

大学院医学系研究科保健学専攻

http://sahswww.med.osaka-u.ac.jp/www/home.html

担当名
（係等）

保健学事務室庶務係

電話番号 06-6879-2504

e-mail i-hoken-syomu@office.osaka-u.ac.jp

放射線治療患者の被ばく線量モニタリングを日本放射線腫瘍学会と協働して計画中。

これらの長期データは今後国内外の被ばく管理に貴重な情報をもたらす。

当学科担当者は同学会データベース委員長であり、この計画の統括責任者である。

　　　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

　大阪大学

　ラジオアイソトープ総合センター

　http://www.rirc.osaka-u.ac.jp/

担当名
（係等）

　吹田本館管理室

電話番号 　０６（６８７９）８８２１

e-mail 　rircjim@rirc.osaka-u.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

大阪大学

核物理研究センター

http://www.rcnp.osaka-u.ac.jp/jp/topics/index.html

担当名
（係等）

核物理研究センター事務部庶務係

電話番号 ０６－６８７９－８９０２

e-mail kakubuturi-syomu@office.osaka-u.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.rcnp.osaka-u.ac.jp/jp/topics/index.html�
mailto:kakubuturi-syomu@office.osaka-u.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

　大阪大学

レーザーエネルギー学研究センター　

http://www.ile.osaka-u.ac.jp/

担当名
（係等）

（放射線関係担当教員）乗松孝好

電話番号 06-6879-8779

e-mail norimats@ile.osaka-u.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
　　　　　ボランティア行動学

大学院人間科学研究科　先端人間科学講座　減災人間科学研究分野

大阪大学 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）

減災人間科学研究分野　渥美教授

研究室ＦＡＸ: 06-6879-8070

atsumi@hus.osaka-u.ac.jp

http://cdv.hus.osaka-u.ac.jp/

mailto:atsumi@hus.osaka-u.ac.jp�
http://cdv.hus.osaka-u.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：緊急事態対応医学研究を通じた災害対応に関する
システム、教育の構築

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）

救急医学講座 教授　嶋津岳士

06-6879-5707

shimazu@hp-emerg.med.osaka-u.ac.jp

http://www.med.osaka-u.ac.jp/

医学系研究科　救急医学

大阪大学 大 学 名

研究組織・
センター等名

U  R  L

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 (小児救急医療）

　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

06-6879-3932

ikyokucho@ped.med.osaka-u.ac.jp

該当する項目

U  R  L http://www.med.osaka-u.ac.jp/pub/ped/www/Welcome-jp.html

　　　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 大阪大学

研究組織・
センター等名

医学系研究科・小児科学

小児科診療局長



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）

　　がん放射線治療、地域受け入れ可能情報提供
　　　日本放射線腫瘍学会と協働

http://sahswww.med.osaka-u.ac.jp/www/home.html

大学院医学系研究科保健学専攻

大阪大学 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）

保健学事務室庶務係

06-6879-2504

i-hoken-syomu@office.osaka-u.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）

歯学研究科総務課庶務係

06-6879-2831

si-soumu-syomu@office.osaka-u.ac.jp

http://www.dent.osaka-u.ac.jp/
http://hospital.dent.osaka-u.ac.jp/

大学院歯学研究科
歯学部附属病院

大阪大学 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

　大学院情報科学研究科

  大阪大学 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）

　情報科学研究科事務部庶務係

　06-6879-4503 , 4299

　jyouhou-syomu@office.osaka-u.ac.jp

　http://www.ist.osaka-u.ac.jp/japanese/



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.protein.osaka-u.ac.jp/

蛋白質研究所

大阪大学 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）

共同利用係

０６－６８７９－８５９６

tanpakuken-kyoudo@office.osaka-u.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

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）

村上匡且

06-6879-8743

murakami-m@ile.osaka-u.ac.jp

http://www.ile.osaka-u.ac.jp/

レーザーエネルギー学研究センター

大阪大学 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

mailto:murakami-m@ile.osaka-u.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.cmc.osaka-u.ac.jp/j/index.html

サイバーメディアセンター

大阪大学 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）

情報推進部情報企画課総務係

06-6879-8804

zyosui-kikaku-soumu@office.osaka-u.ac.jp

http://www.cmc.osaka-u.ac.jp/j/index.html�
mailto:zyosui-kikaku-soumu@office.osaka-u.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
      分析装置利用協力

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）

研究推進課プロジェクト研究推進係

06-6850-6709

HAYASHI-N＠office.osaka-u.ac.jp

http://www.reno.osaka-u.ac.jp/

科学教育機器リノベーションセンター

大阪大学 大 学 名

http://www.reno.osaka-u.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）

　環境イノベーションデザインセンター事務局

　０６（６８７９）４１５０

　sdc-jim@sdc.osaka-u.ac.jp

　http://www.ceids.osaka-u.ac.jp/

　環境イノベーションデザインセンター

　大阪大学 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

　大阪大学

　工学研究科

　http://www.eng.osaka-u.ac.jp/ja/

担当名
（係等）

　総務課庶務係

電話番号 　０６（６８７９）７２０５

e-mail 　kou-soumu-syomu@office.osaka-u.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
　　　　基礎構造の耐震性能の高度化、地盤建物間相互作用、制震・免震
　　　　復興計画に係るシミュレーション

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 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）

大阪大学接合科学研究所　庶務係　係長　森継明広

０６－６８７９－８６７７

moritsugu-a@office.osaka-u.ac.jp

http://www.jwri.osaka-u.ac.jp/index.jsp

接合科学研究所

大阪大学 大 学 名

研究組織・
センター等名

U  R  L

mailto:moritsugu-a@office.osaka-u.ac.jp�
http://www.jwri.osaka-u.ac.jp/index.jsp�


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 　大阪大学

研究組織・
センター等名

　国際公共政策研究科

U  R  L http://www.osipp.osaka-u.ac.jp

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

星野　俊也教授

０６－６８５０－５８４４

dean@osipp.osaka-u.ac.jp

該当する項目

http://www.osipp.osaka-u.ac.jp/�
mailto:dean@osipp.osaka-u.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

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

和田　誠嗣
（学術部附属学校課学校危機メンタルサポートセンター係長）

072-752-9905

nmsc@bur.osaka-kyoiku.ac.jp

http://www.osaka-kyoiku.ac.jp/~nmsc/

学校危機メンタルサポートセンター

大阪教育大学

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　　教職員のメンタルヘルスケア

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

　学校危機メンタルサポートセンター

　大阪教育大学 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）

和田　誠嗣
（学術部附属学校課学校危機メンタルサポートセンター係長）

072-752-9905

nmsc@bur.osaka-kyoiku.ac.jp

http://www.osaka-kyoiku.ac.jp/~nmsc/

　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　　学校の再生・復興、安全管理　

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

総務部総務課秘書室

0795-44-2333

office-hisyo-r@hyogo-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

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.edu.hyogo-u.ac.jp/hcenter/index.html

　発達心理臨床研究センター

　兵庫教育大学

○ 　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
　　　　災害救援者に対するメンタルヘルスケア

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
　　教員、スクールカンセラーの支援

該当する項目

U  R  L http://www.h.kobe-u.ac.jp/1314

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

ＨＣセンター事務室

０７８－８０３－７９７０

hc@ml.h.kobe-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 　神戸大学

研究組織・
センター等名

　大学院人間発達環境学研究科 心理教育相談室

http://www.h.kobe-u.ac.jp/1314�
mailto:hc@ml.h.kobe-u.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

医学研究科精神医学分野
保健学研究科総務係

078-382-6065 （医学研究科精神医学分野)
078-792-2555 (保健学研究科総務係)

psychiat@med.kobe-u.ac.jp (医学研究科精神医学分野)
syomu2@ams.kobe-u.ac.jp (保健学研究科総務係)

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 　神戸大学

研究組織・
センター等名

　大学院医学研究科・大学院保健学研究科・医学部附属病院

該当する項目

U  R  L
http://www.med.kobe-u.ac.jp/gs/index.html
http://www.ams.kobe-u.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）



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

神戸大学

附属図書館　震災文庫

http://www.lib.kobe-u.ac.jp/eqb/

担当名
（係等）

社会科学系情報サービス係

電話番号 ０７８－８０３－７３４２

e-mail shakei-service@lib.kobe-u.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

神戸大学

大学院工学研究科

http://www.eng.kobe-u.ac.jp/

担当名
（係等）

工学研究科総務係

電話番号 078-803-6333

e-mail eng-soumu@office.kobe-u.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.eng.kobe-u.ac.jp/�
mailto:eng-soumu@office.kobe-u.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

神戸大学

自然科学系先端融合研究環　都市安全研究センター

http://www.rcuss.kobe-u.ac.jp

担当名
（係等）

工学研究科総務係

電話番号 078-803-6333

e-mail eng-soumu@office.kobe-u.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.rcuss.kobe-u.ac.jp/�
mailto:eng-soumu@office.kobe-u.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

　神戸大学

　大学院海事科学研究科

　http://www.maritime.kobe-u.ac.jp/

担当名
（係等）

　海事科学研究科　総務係

電話番号 　078-431-6200

e-mail 　gmsc-soumu@office.kobe-u.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

神戸大学

研究基盤センター　アイソトープ部門

http://www.csrea.kobe-u.ac.jp/isotope/

担当名
（係等）

研究推進課研究基盤支援係

電話番号 ０７８－８０３－５３９８

e-mail taisuken@dolphin.kobe-u.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.csrea.kobe-u.ac.jp/isotope/�


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

　神戸大学

　大学院海事科学研究科

　http://www.maritime.kobe-u.ac.jp/

担当名
（係等）

　海事科学研究科　総務係

電話番号 　078-431-6200

e-mail 　gmsc-soumu@office.kobe-u.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
　　　　　災害復興や地震研究・防災対策に役立つ震災にかかわる
　　　　　資料の収集・公開及びデジタル化による情報発信

附属図書館　震災文庫

神戸大学 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）

社会科学系情報サービス係

０７８－８０３－７３４２

shakei-service@lib.kobe-u.ac.jp

http://www.lib.kobe-u.ac.jp/eqb/



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
　　ボランティアコーディネート

該当する項目

U  R  L http://www.h.kobe-u.ac.jp/1313

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

HCセンター事務室

０７８－８０３－７９７０

hc@ml.h.kobe-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 　神戸大学

研究組織・
センター等名

　大学院人間発達環境学研究科 ヒューマン・コミュニティ創成研究センター

http://www.h.kobe-u.ac.jp/1313�
mailto:hc@ml.h.kobe-u.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
　　　企業経営

経営学研究科　総務係

078-803-7256

bsomu@b.kobe-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 神戸大学

研究組織・
センター等名

大学院経営学研究科

該当する項目

U  R  L http://www.b.kobe-u.ac.jp/

　　　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
　　　ロボットによる遠隔操縦に関する技術的な情報提供
　　　災害状況を観測する無人飛行船・飛行機
　　　生産設備（工作機械）の知能化･自律化に関する技術的な情報提供
　　　生産設備（工作機械）の精度測定および調整支援

工学研究科総務係

078-803-6333

eng-soumu@office.kobe-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 神戸大学　

研究組織・
センター等名

大学院工学研究科

該当する項目

U  R  L http://www.eng.kobe-u.ac.jp/

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

mailto:eng-soumu@office.kobe-u.ac.jp�
http://www.eng.kobe-u.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

工学研究科総務係

078-803-6333

eng-soumu@office.kobe-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 神戸大学

研究組織・
センター等名

自然科学系先端融合研究環　都市安全研究センター

該当する項目

U  R  L http://www.rcuss.kobe-u.ac.jp

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

mailto:eng-soumu@office.kobe-u.ac.jp�
http://www.rcuss.kobe-u.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
　　　河川・海等の水質汚染や、土壌汚染の分析・調査

施設部施設企画課センター事務係

０７８－８０３－５９９０

cema@research.kobe-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 神戸大学

研究組織・
センター等名

環境管理センター

該当する項目

U  R  L http://www.research.kobe-u.ac.jp/cema/

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

mailto:cema@research.kobe-u.ac.jp�
http://www.research.kobe-u.ac.jp/cema/�


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

　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）

　　農学研究科総務係

　　０７８－８０３－５９２１

　　ans-soumu@office.kobe-u.ac.jp

http://www.ans.kobe-u.ac.jp

　　大学院農学研究科

　　神戸大学 大 学 名

研究組織・
センター等名

U  R  L

http://www.ans.kobe-u.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）

　自然科学系先端融合研究環　総務係

078-803-5332

oast-soumu@office.kobe-u.ac.jp

http://www.oast.kobe-u.ac.jp/

　自然科学系先端融合研究環

　神戸大学 大 学 名

研究組織・
センター等名

U  R  L

mailto:oast-soumu@office.kobe-u.ac.jp�
http://www.oast.kobe-u.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

大学院医学研究科　災害・救急医学分野

神戸大学 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）

医学部総務課庶務第一係

078-382-5015

sousyoi@med.kobe-u.ac.jp

http://www.med.kobe-u.ac.jp/gs/field/clinical/disaster.html

mailto:sousyoi@med.kobe-u.ac.jp�
http://www.med.kobe-u.ac.jp/gs/field/clinical/disaster.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

保健学研究科　総務係

078-796-4502

syomu2@ams.kobe-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 神戸大学

研究組織・
センター等名

大学院保健学研究科　災害対策委員会

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）

mailto:syomu2@ams.kobe-u.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

該当する項目

秘書・企画課秘書担当

０７４２－２７－９１０７

hisyo-kikaku@nara-edu.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.nara-edu.ac.jp/CSNE/csne-index.htm

教育研究支援機構（特別支援教育研究センター、教育実践開発研究センター）

奈良教育大学

http://www.nara-edu.ac.jp/CERT/



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
小学校・中学校・高等学校の教育に関する学習・教育支援

 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）

秘書・企画課秘書担当

０７４２－２７－９１０７

hisyo-kikaku@nara-edu.ac.jp

http://www.nara-edu.ac.jp/NUE/faculty.html

教育学部

奈良教育大学



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

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

学務課大学院係

０７４２－２０－３２０８

daigakuin@cc.nara-wu.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 奈良女子大学

研究組織・
センター等名

大学院人間文化研究科

U  R  L http://www.nara-wu.ac.jp/daigakuin/



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）

研究協力課

0742-20-3762

kenkyou@cc.nara-wu.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 奈良女子大学

研究組織・
センター等名

共生科学研究センター

U  R  L http://www.nara-wu.ac.jp/kyousei

mailto:kenkyou@cc.nara-wu.ac.jp�
http://www.nara-wu.ac.jp/kyousei�


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

073-457-7965

hokekan@center.wakayama-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

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.wakayama-u.ac.jp/hoken/index.cgi

保健管理センター

和歌山大学

　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2-②

平成23年4月1日現在

 B. 地震、活断層、津波に関して

和歌山大学

防災研究教育センター

http://www.wakayama-u.ac.jp/bousai.html

担当名
（係等）

創造教育課

電話番号 073-457-8500

e-mail bousai＠center.wakayama-u.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
　　情報システムインフラの整備

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）

企画総務課総務係

０７４３－７２－５０２４

somu@ad.naist.jp

http://itcw3.naist.jp/mandara.ja.html

情報科学研究科

奈良先端科学技術大学院大学 大 学 名

研究組織・
センター等名

U  R  L

該当する項目

mailto:somu@ad.naist.jp�
http://isw3.naist.jp/home-ja.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

奈良先端科学技術大学院大学 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）

企画総務課総務係

０７４３－７２－５０２４

somu@ad.naist.jp

http://itcw3.naist.jp/mandara.ja.html

物質創成科学研究科

mailto:somu@ad.naist.jp�
http://mswebs.naist.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

　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
　　全学情報環境システム及び電子図書館内の資料・オンラインジャーナル
　　の外部からの利用

somu@ad.naist.jp

http://itcw3.naist.jp/mandara.ja.html

総合情報基盤センター

奈良先端科学技術大学院大学 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）

企画総務課総務係

０７４３－７２－５０２４

mailto:somu@ad.naist.jp�
http://itcw3.naist.jp/mandara.ja.html�
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