
（公社）大気環境学会委員会名簿 令和2～3年度
2021年4月22日現在

(1) 倫理委員会
氏名 所属

委員長 伊豆田 猛 東京農工大学
大泉  毅 アジア大気汚染研究センター

大原 真由美 元 広島県保健環境センター
柴田 慶子 いすゞ中央研究所
米持 真一 埼玉県環境科学国際センター

(2) 編集委員会
氏 名 所 属

編集委員長 速水 洋 早稲田大学
副編集委員長 上野 広行 東京都環境科学研究所

板橋 秀一 電力中央研究所
市川 有二郎 埼玉県環境科学国際センター
中嶋 吉弘 東京農工大学
早崎 将光 日本自動車研究所
堀本 泰秀 千葉県環境研究センター
山田 裕之 東京電機大学
和田 龍一 帝京科学大学
渡辺 誠 東京農工大学

浅川 大地 大阪市立環境科学研究センター
堅田 元喜 キヤノングローバル戦略研究所
勝見 尚也 石川県立大学
亀田 貴之 京都大学
川島 洋人 秋田県立大学
黄瀬 佳之 山梨大学
篠原 直秀 産業技術総合研究所
柴田 慶子 いすゞ中央研究所
関口 和彦 埼玉大学
中村 篤博 日本大学
秦 寛夫 産業技術総合研究所

増田 淳二 大阪市立環境科学研究センター
道岡 武信 近畿大学

森川 多津子 日本自動車研究所
山本 重一 福岡県保健環境研究所
弓本 桂也 九州大学

委員

編集実務委員

編集委員



(3) 国際交流委員会
氏名 所属

委員長 松田 和秀 東京農工大学
板橋 秀一 電力中央研究所
奥田 知明 慶應義塾大学
黒川 純一 アジア大気汚染研究センター
櫻井 達也 明星大学

島田 幸治郎 琉球大学
茶谷 聡 国立環境研究所
伴 聡美 日本環境衛生センター

(4) 学会賞選考委員会
氏名 所属

委員長 近藤 明 大阪大学
井川    学 神奈川大学
市川 陽一 元龍谷大学
近藤 裕昭 気象協会
佐治 光 国立環境研究所
島 正之 兵庫医科大学

(5) 論文賞選考委員会
氏名 所属

委員長 速水 洋 早稲田大学
副委員長 上野 広行 東京都環境科学研究所

青野 光子 国立環境研究所
大河内 博 早稲田大学
片谷 教孝 桜美林大学
兼保 直樹 産業技術総合研究所
堺 温哉 日本自動車研究所

櫻井 達也 明星大学
中嶋 吉弘 東京農工大学
藤谷 雄二 国立環境研究所

委員

委員

委員



(6) 広報委員会
氏名 所属

委員長 大河内 博 早稲田大学
藍川 昌秀 北九州市立大学
岩崎 綾 沖縄県衛生環境研究所
小林 拓 山梨大学

反町 篤行 福島県立医科大学
竹内 政樹 徳島大学
南齊 勉 静岡理工科大学

(7) 企画運営委員会兼産官学民連絡協議会
氏名 所 属

委員長 大河内 博 早稲田大学

副委員長 上野 広行 東京都環境科学研究所
池盛 文数 名古屋市環境科学調査センター

市川 有二郎 埼玉県環境科学国際センター
緒方 裕子 柴田科学株式会社
堅田 元喜 キヤノングローバル戦略研究所
佐瀨 裕之 アジア大気汚染研究センター
反町 篤行 福島県立医科大学
田中 伸幸 一般財団法人電力中央研究所
西村 理恵 大阪府立環境農林水産総合研究所
三阪 和弘 グリーンブルー株式会社

委員

委員



(8) AJAE委員会
氏名 所属

委員長 櫻井 達也  明星大学
松田 和秀 東京農工大学
飯島 明宏 高崎経済大学
猪俣 弥生 金沢大学
岩本 洋子 広島大学
大西 一成 聖路加国際大学
梶野 瑞王 気象研究所
桐山 悠祐 アジア大気汚染研究センター
定永 靖宗 大阪府立大学
佐藤 啓市 アジア大気汚染研究センター
嶋寺 光 大阪大学

瀧本 浩史 電力中央研究所
唐 寧 金沢大学

中嶋 吉弘 東京農工大学
伴 聡美 日本環境衛生センター

丸本 幸治 水俣病総合研究センター
皆巳 幸也 石川県立大学
米倉 哲志 埼玉県環境科学国際センター

(9)「大気環境未来 60」募金委員会
氏名 所属

委員長 近藤 明 大阪大学
戸矢崎 保雄 紀本電子工業(株)

速水 洋 早稲田大学
藤原 雅彦 (株)堀場製作所
松田 和秀 東京農工大学
森 康彰 日本気象協会

委員

副委員長

委員



(10) 年会委員会
氏名 所属

委員長 奥田 知明 慶應義塾大学
板橋 秀一 電力中央研究所
工藤 慎治 滋賀県立大学
黄瀬 佳之 山梨大学
松田 和秀 東京農工大学
峰島 知芳 国際基督教大学
山口 真弘 長崎大学

(11) 地方環境研究所等委員会
氏名 所属

委員長 上野 広行 東京都環境科学研究所
副委員長 米持 真一 埼玉県環境科学国際センター

浦西 克維 大阪大学
小松 宏昭 神奈川県環境科学センター
藤井 佑介 大阪府立大学
藤原 誠 島根県保健環境科学研究所

山神 真紀子 名古屋市環境科学調査センター

委員

委員


