
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.rekihaku.ac.jp/

国立歴史民俗博物館　研究部

大学共同利用機関法人　人間文化研究機構　 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）

副館長（館外担当）

０４３－４８６－０１２３（内線　５１０）

syomu@ml.rekihaku.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
　　　　被災文化財の救済・保護等

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 　大学共同利用機関法人人間文化研究機構

研究組織・
センター等名

　国立民族学博物館

U  R  L 　http://www.minpaku.ac.jp/

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

　管理部総務課総務係

　06-6878-8205

　ssoumu@idc.minpaku.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2-③

平成23年4月1日現在

 C. 放射性物質、放射能に関して

大学共同利用機関法人　高エネルギー加速器研究機構

放射線科学センター

http://rcwww.kek.jp/

担当名
（係等）

総務課総務係

電話番号 ０２９－８６４－５１１４

e-mail shomu@mail.kek.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2-①

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://noe.ism.ac.jp/survey/

統計数理研究所　調査科学研究センター

情報・システム研究機構　統計数理研究所

吉野諒三　(センター長)

０５０－５５３３－８５５８

yoshino@ism.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
　メンタルヘルスケアに関して直接対処するものではないが、関連する
　調査資料収集や今後の政策のための基礎情報収集のための調査の
　アドバイス

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

情報・システム研究機構

統計数理研究所　予測発見戦略研究センター（地震関係）

http://www.ism.ac.jp/~ogata/Ssg/ssg.html

担当名
（係等）

尾形良彦

電話番号 050-5533-8533

e-mail ogata@ism.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

情報・システム研究機構

統計数理研究所　データ同化研究開発センター（津波関係）

http://daweb.ism.ac.jp/

担当名
（係等）

樋口知之

電話番号 050-5533-8506

e-mail higuchi@ism.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

情報・システム研究機構

国立遺伝学研究所　放射線・アイソトープセンター

http://www.nig.ac.jp/

担当名
（係等）

管理部　研究推進課　研究推進チーム

電話番号 055-981-6711

e-mail kenkyo-mail@lab.nig.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

情報・システム研究機構

統計数理研究所　リスク解析戦略研究センター
　　環境リスク研究グループ、医薬品食品リスク研究グループ

http://www.ism.ac.jp/risk/

担当名
（係等）

椿広計、岡本基：リスク解析戦略研究センター長室

電話番号 050-5533-8562

e-mail tsubaki@ism.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

国立大学における震災復興・防災・日本再生
に係る教育・研究組織一覧について

 大 学 名 情報・システム研究機構

研究組織・
センター等名

国立情報学研究所

U  R  L http://www.nii.ac.jp/

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

総務部研究促進課推進チーム（総務担当）

03-4212-2000

soumu@nii.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
　　　（安心安全な学校のための情報共有基盤の構築等）

　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
　論文等の学術情報の発信

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.ism.ac.jp/risk/

統計数理研究所　リスク解析戦略研究センター

情報・システム研究機構 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）

椿広計、岡本基（リスク解析戦略研究センター長室）

050-5533-8562

tsubaki@ism.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
　　　　基準値作成の方法論、頑健設計技法、
　　　　極値論に基づく耐震（津波）リスク評価

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）

吉野諒三　(センター長)

０５０－５５３３－８５５８

yoshino@ism.ac.jp

http://noe.ism.ac.jp/survey

統計数理研究所　調査科学研究センター

情報・システム研究機構 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 政策立案のための実証的調査データの収集と解析

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 情報・システム研究機構

研究組織・
センター等名

統計数理研究所　モデリング研究系

U  R  L http://www.ism.ac.jp/souran/kenkyusya/maruyama_hiroshi.html

　　　対応窓口（外部からの照会に確実に対応できる窓口）

丸山宏、松井知子

丸山宏　　　　050-5533-8536
松井知子　   050-5533-8537

丸山宏　　　　hm2@ism.ac.jp
松井知子　 　tmatsui@ism.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
　　　　震災アーカイブ（災害一次情報の横断的アーカイブ）の構築

　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
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