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地域に根差した災害研究の重要性 

 

九州大学西部地区自然災害資料センター  

センター長 塚原 健一 

 

 本号では西部地区、各大学での災害研究の活動を紹介しています。その狙いは、災害

は一つとして同じものはなく、事象や対策は地域ごとにそれぞれ特徴を持つものであり、

各地域に根差した大学ごとの災害研究の特色を紹介したいと考えたからです。 

 2018 年度も、年度途中ではありますが、多くの災害に見舞われました。とくに 6 月

以降、大阪府北部地震、西日本を中心とした平成 30 年 7 月豪雨、平成 30 年台風 21 号、

北海道胆振東部地震と、災害研究に携わる人々にとって息つく暇もない状況です。そし

てこれらの被害状況、被災後対策は災害により、そして被災地域によりそれぞれ特色が

はっきりと表れています。これは、防災・減災対策そしてその研究は、国家一律ではな

く、地域ごとの特性を反映して行わなければ効果を発揮しないことを示しています。 

 2015 年に第 3 回国連世界防災会議採択された仙台防災枠組でも、「指導原則」におい

て、「(i) リスクの発生要因は、地方、国、地域及びグローバルなものまで様々である

一方、災害リスクは、災害リスク削減の手法を決定するために理解されなければならな

い、各地方に特有な性質を有しているものである。」と、地域の特性を踏まえた災害リ

スクへの理解の必要性を謳っています。 

 国においては、災害対策基本法や水防法など、防災・減災に関する重要な法制度を逐

次改正し、防災力を高める制度設計を進めています。例えば平成 27 年の水防法改正で

は、これまで河川整備の計画規模を対象としていた浸水想定を、想定しうる最大規模の

浸水を対象としました。これは災害研究の立場からすれば正しい方向性です。一方で、

その最大規模の浸水に対応する方策は地域によりさまざまで、かつ技術的にも社会的に

も大変困難な対応が求められます。これらの課題を解決してゆくのは、国ではなく地域

です。この点からも、国レベルで災害対応を高度化してゆくに従い、地域での災害研究

の重要性は益々増大してきます。 

 九州・沖縄で地域に根差した災害研究を行っている研究機関の活動状況を特集いたし

ました。もちろんこれらの機関以外にも災害研究を行い地域の防災力向上に貢献してい

る研究機関が多く存在することは承知しております。紙面の都合上、西部地区自然災害

資料センターで日頃より連携を行っている研究機関に寄稿のお願いをいたしました点、

ご理解いただければと存じます。 

 

 (専門：都市・地域計画) 

 

巻頭言  



九州大学大学院 工学研究院 

附属アジア防災研究センタ

ーの紹介 
 

アジア防災研究センター  

センター長 三谷 泰浩 

 

１．設立の経緯 
これまで培ってきた災害研究の推進に

も関わらず、先進国、発展途上国の双方で、

災害による被害が依然として増加してい

ます。巨大な自然災害は水、食料、エネル

ギー、環境などの人間の安全保障を脅か

しています。さらに、災害は九州という地

域レベル、日本という国レベルを超えて、

経済・社会活動の国際化は、局所的な危機

を世界の持続的な経済発展への脅威とし

ており、この傾向は経済発展と人口増加

が著しいアジア地域で特に顕著です。 

九州北部豪雨災害や西日本豪雨災害な

どの気象の凶暴化による大規模災害の頻

発、東日本大震災で明らかになったハー

ドに過度に依存した防災体制の限界、原

子力災害等、低頻度・大規模・複合型災害

への対応の必要性等を踏まえ、防災・減災

分野の応用科学技術の開発を目指すため、

九州大学大学院工学研究院において、土

木系部門の防災関係講座が中心となり、

原子力災害に対応するエネルギー量子工

学部門、火山災害に対応する地球資源シ

ステム工学部門と連携し、2013 年 4 月に

工学研究院附属アジア防災研究センター

を設立しました。 

 

２．研究方針 
アジア防災研究センターの研究分野は、

統合的な防災システム研究、原子力災害

対応研究、極端気象災害対応研究、地域・

国際連携の 4 分野にわたります。 

第一は原子力災害等、低頻度・大規模・

複合型災害に対応するための、国際社会、

地域社会と連携したソフト対策も含む統

合的な防災システム確立のための研究を

行います。本分野は国際科学会議(ICSU)

の 提 唱に よ り Integrated Research on 

Disaster Risk (IRDR)の概念で近年自然災

害への適用が研究され、実社会へ貢献し

てきましたが、気候変動による気象の凶

暴化に激しく直面するアジア地域や九州

地域においてはその対応が特に強く望ま

れます。 

第二はアジア地域で今後予想される原

子力発電所の増設、大都市圏に近接した

原子力発電所を抱える九州の特性を踏ま

えた、原子力災害への防災体制の確立に

関する研究です。 

第三は熱帯・亜熱帯気候にみられる極

端気象による大規模水害や深層崩壊等大

規模土砂災害に関する研究です。熱帯・亜

熱帯アジア地域と連携した災害対策に関

する研究は日本にとっても今後の気候変

動を考えると非常に重要な課題です。 

第四として地域・国際連携に力を入れ、大

規模かつ複合化する防災対策に地域防災

計画への協力や、それを通じた新たな研

究ニーズの発掘、またアジア地域との実

務及び研究協力の強化を図ります。 

 

３．研究組織 
アジア防災研究センターは専任教員を

配置する 4つの研究分野（防災システム、

水関連災害、土砂災害、都市地域防災・国

際連携）と兼務教員による４つの研究分

野（原子力災害、災害廃棄物、火山災害、

地震災害）から構成されます。各研究分野

の構成員は以下の通りです。 

 

防災システム分野  

教授）三谷泰浩 助教）池見洋明 

水関連災害分野  

教授）橋本典明 准教授）山城 賢 

土砂災害分野 

都市地域防災・国際連携分野 

教授）塚原健一 

原子力災害分野  

教授）出光一哉※ 

災害廃棄物分野  

教授）島岡隆行※ 准教授）中山裕文※ 

火山災害分野  

教授）渡邊公一郎※ 教授）藤光康宏※ 



地震災害分野  

教授）松田泰治※ 准教授）梶田幸秀※ 

（※ 兼務教員） 

 

４．研究分野の活動 
(1)防災システム分野 
1）研究分野概要 

防災システム分野では、地圏を取り巻

く環境問題、災害、防災をシステムとして

とらえ、望ましい地圏環境創出のための

新しい体系の確立を目指しており、地圏

の開発・利用のあり方、さらには、これら

が自然環境、社会環境に及ぼす影響を総

合的に評価して、環境と調和した開発、建

設技術のあり方について研究を行ってい

ます。また、情報技術を活用した防災に関

する研究を行っています。そのため、研究

の対象となる領域は幅広く、地盤工学、地

質学、水工学、河川工学、計画学、農学、

生態学、経済学、情報学などの知識、技術

も取り込んだ研究を官民と協力しながら、

研究に取り組んでいます。 

2)特徴ある研究 

近年、日本各地では、地震、集中豪雨や

台風等による大規模かつ広域的な豪雨災

害が多発し、風水害・土砂災害による甚大

な人的・経済的被害を受けています。防災

に対する意識は、自治体からの公助だけ

に頼るのではなく、住民が自ら身を守る、

自助・共助の重要性が認識されつつあり

ます。一方、地方自治体が抱える課題とし

て、職員間や伝達すべき部局との伝達が

十分に行き届いていないことや、限られ

た要員による災害対応への人的リソース

の限界等の様々な課題が生じているのが

実状です。そこで、行政が所有している各

種の防災関連情報（例えば、避難所位置、

洪水シミュレーション結果など）、国や県

などから提供される気象情報、河川ライ

ブカメラによる映像や河川の水位情報な

どの監視情報、住民がスマートフォンや

タブレットなどの GPS 端末で降雨状況や

災害状況などを撮影して投稿する現況情

報など、多種多様な情報を地理空間情報

（G 空間情報）としてリアルタイムに住

民と行政が共有できるＧ空間情報収集シ

ステム(図-1)とこれらの情報を用いて地

方自治体が災害時の意思決定支援を行う

ための防災支援システムを活用し、地域

のための新しい防災システムを構築する

研究を行っています。 

(2)水関連災害分野 

1)研究分野概要 

近年では、世界的にも猛烈な台風やハ

リケーンによるすさまじい洪水災害や高

潮災害が頻発しており、我が国において

も、毎年のように豪雨災害が発生してい

ます。将来的には、温暖化による更なる集

中豪雨の増加や台風の強化が懸念されて

おり、気候変動の影響を考慮した具体的

な検討が喫緊の課題となっています。水

関連災害分野では、これまで以上の豪雨

や台風に見舞われた場合の災害の想定、

さらに、現実的に適用可能な対策の選定

とその効果の評価を主な研究テーマとし

ています。このような研究を実施するに

あたり、最新の将来気象予測データを使

用し、様々なシミュレーションモデルの

精度向上を図り、具体的な適応策の検討

においては、自治体等と協同しておこな

っています。 

2）特徴ある研究 

水関連災害分野の主な研究として、気

候変動が及ぼす影響のうち、特に高潮と

洪水および地盤に関する災害の影響を評

価して、それらに対する適応策の検討と

効果について定量的に把握し、今後の災

害対策に資する情報を提供することを目

的とした研究を行っています。具体的に

は佐賀平野を対象に、数値シミュレーシ

ョンを用いた検討を行っています。佐賀

平野は、干満差が我が国で最も大きい有

明海の湾奥部に面した広い低平地で、軟

弱な粘性土地盤が広域にわたって深く堆

積しており、洪水や高潮に対する脆弱性

が極めて高い地域です。図-2は、非常に勢

力の強い台風が佐賀平野に来襲したとき

の高潮氾濫シミュレーション結果の例で

す。左の図は、台風通過後の浸水深を示し

ており、佐賀平野が広域にわたって浸水

していることが分かります。また、右の図

は堤防の決壊を考慮した場合の浸水深の 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

増加量を示しています。このように、堤防

の決壊による浸水規模の変化の推定や、

防潮堤の嵩上げ、排水ポンプなどの一般

的に適用可能な適応策の効果について検

討しています。 

(3)都市地域防災・国際連携分野 

1) 研究分野概要 

都市地域防災・国際連携分野では、日本 

国内の中央政府及び地方公共団体、アジ

ア各国の政府機関及び大学、国際協力機 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関と連携し、これらが求める九州大学の

リソースへのニーズ、九州大学のシーズ

を整理統合し、他の研究分野と連携して

地域社会及びアジア地域の防災・減災研

究を進め、社会実装により防災力を高め

ることを目的としています。国際連携 

としては、国際連合防災戦略(UNISDR)事

務局や国際協力機構（JICA）などと連携 

て科学技術の防災力向上への貢献を図っ

ています。国内においては、防災・減災を 

 

図-1 G空間防災情報 

 

 

 

 

 

収集システム 

 

図-2 佐賀平野に非常に強い台風が来襲し浸水したときの高潮氾濫シミュレーション結果の

例（左図：浸水深、右図：堤防の決壊よる浸水深の変化） 



国土計画、土地利用の観点から分析し、災

害に強い国土づくり、地域づくりを実現

するための研究を行っています。 

2）特徴ある研究 

国際連携の分野では、JICA プロジェク

トにて継続的にアフガニスタン政府から

留学生を受け入れ、アフガニスタンの都

市と防災問題を研究しています。 

また、2011 年のバンコク大洪水に際し

ては、都市発展、土地利用の観点から被害

拡大の原因について研究を行いました。 

国内においては、都市開発による災害

に対する脆弱性の増大や、人口減少化の

コンパクトシティ政策推進による地域の

災害に対する脆弱性の変化について研究

しています。また、地元福岡市の、水害や

地震の最大想定を用いて、必要な災害対

策についての研究も行っています(図-3)。 

(4)原子力災害分野 

1)研究分野概要 

 原子力災害分野では、平成 23 年 3 月 11

日に発生した東日本大震災によって引き

起こされた福島第一原子力発電所事故を

教訓に、原子力災害に対応する国や自治

体の活動を支援することを目標に研究活

動を実施しています。具体的には、事故 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を起こした原子力施設の廃炉、特に廃棄

物の安定化に関する研究、デブリ物性測

定に関する技術開発に注力しています。

また、地方自治体による災害時の避難訓

練や教育訓練への協力を行っています。 

2)特徴ある研究 

 福島第一原子力発電所事故においては、

汚染した大量の廃水が発生し、それを処

理するため大量の吸着剤を使用した。そ

の汚染吸着剤を処理する必要がある。こ

のため、吸着剤に融剤を加え、ガラス形態

に固化する方法を開発している。揮発性

のセシウムをガラスに安定に固定するこ

とと、固化した放射性セシウムの溶出速

度を抑えるためにガラス組成を最適化す

ることを目指している(図-4)。デブリの物

性測定に関しては、レーザー光を用いた

無容器法による融点測定装置の開発を行

っています。 

 地方自治体の活動への協力に関しては、

佐賀県職員への定期的な教育実習を実施

している。即ち、放射線の基礎、被ばく防

護、原子炉のしくみと安全性、事故時の対

応について教育を行い、放射線測定装置

の取り扱いや防護服の着脱実習を指導し 

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図-3 福岡市の地区別避難所収容能力の分析

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5)災害廃棄物分野 

1)研究分野概要 

 災害後の復旧・復興に向けて最初に必

要となるのが、大量に発生する災害廃棄

物の処理です。災害廃棄物分野では、適切

な災害廃棄物処理のための事前の処理計

画の策定、発災後の災害廃棄物仮置場の

設置・運営等の初動・初期対応、広域処理

を含めた災害廃棄物処理の実行のための

中長期的対応に貢献するための研究に取

り組んでいます。例えば、災害時における 

伝達に関する研究、災害廃棄物発生量推

進室計の基盤情報となる被災家屋からの

災害廃棄物発生原単位の推計、災害廃棄

物仮置場における廃棄物量を効率的に把

握するためのドローンの活用に関する研

究、災害廃棄物の広域処理に関するコス

ト評価等に関する研究等を行っています。 

2)特徴ある研究 

 2016 年の熊本地震では、地震により 3

万 5 千棟を超える家屋等が解体され、約

300 万トンの災害廃棄物が発生しました。 

このような大規模災害時に災害廃棄物

を速やかに処理するには、災害廃棄物の

発生量を迅速に推計し、その結果から処

理実行計画を策定する必要があります。 

地震による被災家屋からの廃棄物発生

量を推計するためには、家屋１棟あたり

の災害廃棄物の発生原単位と損壊棟数を

正確に把握することが重要です。そのた

めの基礎的な研究調査として熊本県甲佐 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

町内の家屋における解体作業工程を調査

することにより、①熊本地震により発生

した災害廃棄物の発生量の精緻化、②解

体時間の把握、③二次仮置場での選別ラ

インの最適化等の検討を行い、被災家屋

解体により発生する廃棄物量推計及び災

害廃棄物処理の加速化に貢献しました

(図-5)。この際、解体現場や仮置場におい

てドローンによる写真撮影と Structure 

from Motion(SfM)技術を用いた廃棄物の

体積測定、トラックスケールによる重量

計測を実施し、災害廃棄物の種類別単位

体積重量の推定手法や災害廃棄物の迅速

計測手法の開発を行いました。 

(6)火山災害分野 

1)研究分野概要 

火山災害分野では、噴火活動の時間的、

空間的な変化のモニタリングや活動の推

移の予測を行うための研究に加えて、平

常時においても、次の噴火活動に備えて

火山の地下構造や過去の活動史、火山の

熱水系の解明のための研究を推進してい

ます。これらの研究には地質学的、地球化

学的、地球物理学的手法が適用されてい

ます。また、1995 年に水蒸気噴火を起こ

した大分県の九重火山については、気象

庁と連携して活動の監視を続けています。 

2)特徴ある研究 

大分県の九重火山では、1995 年の水蒸

気噴火以前から現在まで、微小地震観測、

地磁気地電流法探査、火山ガス成分分析、 

図-4 マイクロチャンネル試験装置 

固化体の溶出挙動を様々な条件下で試験できる装置。溶出後の固体表面の観察を行うことが

できるので、溶解機構の詳細な検討が可能となる。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

噴気放熱量測定、重力探査などの各種調

査を実施しており、これらのフィールド

調査及び数値モデリング手法により浅部

熱構造はかなり明らかになってきました。

これをさらに進めてより深部の熱構造の

解明を目指します。 

火山の初期噴火活動時の火山灰中に新

たなマグマ由来の本質物が含まれること

があります。これまで、1990 年の雲仙火

山の初期噴火（図-6）、1995 年の九重火山

の初期噴火で検出に成功しました。この

ような噴火活動初期の岩石学的モニタリ

ングによるマグマの挙動を予測する研究

を行っています。 

(7)地震災害分野 

1)研究分野概要 

地震災害分野では、地震による死者数

をゼロにすること、地震発生後も速やか

に日常の生活に戻れるようにすることを

目標に、地震に強い構造物の開発、地震発

生後の速やかな健全度判断技術の確立、

被害予測の精緻化などの研究を行ってい 

ます。また、IoT 技術の発達により、被災

現場に直接赴くことなく、発災直後に得

られる被害状況のデータ量も増え、それ

らのデータとAI技術の活用により早期の 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被害状況の分析、また、地震による構造物

の応答を計算することなく、これまでの

被害情報データを活用した被害予測など、

最新技術も取り込んだ研究を産官学と協

力しながら取り組んでいます。 

2)特徴ある研究 

1995 年に発生した阪神・淡路大震災か

ら約 20 年が経過し、我が国では、阪神・

淡路大震災の被害をふまえた設計基準で

建設された、補強された橋が増えてきて

います。2000 年代に入り、2004 年新潟県

中越地震、2007 年新潟県中越沖地震、2008 

年岩手・宮城内陸地震などにおいて、新し

い設計基準は地震動に対しては安全性を

発揮してきました。しかし、2011 年東北

地方太平洋沖地震では津波が、2016 年熊

本地震では 2 回続けて起きた大地震と活

断層による地盤変位が構造物の被害を大

きくする要因となりました。そこで、構造

物単体ではなく、構造物とその周辺地盤

もモデル化した数値解析による被害予測

を行うことで、地盤の応答も考慮に入れ

た構造物の応答を検討する研究（図-7）や、

活断層による地盤変位が起き、構造物の

応答変位が大きくなったとしても落橋を 

 

 

コンクリートがら（1.25 t/m3 ） 木くず（0.16 t/m3 ）

瓦（1.07 t/m3 ）混合廃棄物（1.33 t/m3 ）

図-5 家屋解体により発生した災害廃棄物の 3Dモデル 

（カッコ内は単位体積重量の推定値） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防ぐことを目的とする、落橋防止構造の

耐荷性を検討するための研究を実施して

います。 

 

５．おわりに 
アジア防災研究センターでは、昨年の

九州北部豪雨災害を契機に大学内の教員

を分野横断的に集めて「九州大学平成 29

年 7 月九州北部豪雨災害調査・復旧・復

興支援団」を組織し、九州北部豪雨災害の

被災地である朝倉市、東峰村を中心に

様々な活動を実施してきました。センタ

ーを中心に約 50名以上の教員が参画しま

した。今後も、九州大学の防災減災研究の 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

拠点として各研究分野との連携をとりな

がら、地域そしてアジアの防災・減災（対

策）技術の普及、防災意識の啓蒙などを行

う予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-6（左）1995 年噴火活動中の九重火山の熱赤外画像（上）と可視画像（下） 

  （右）1990 年雲仙火山の初期噴火火山灰中に見出した本質マイクロパミス 

図-7 構造物－地盤の連成を考慮した数値解析モデル 

  



長崎大学大学院工学研究科

インフラ長寿命化センター

の紹介 
 

長崎大学大学院工学研究科インフラ長寿

命化センター 

センター長 松田 浩 

特任研究員 高橋 和雄 

 

１．まえがき 
 国立大学法人化を受け、長崎大学はこ

れまでの研究室・学科単位の研究スタイ

ルから競争力があるプロジェクト型の重

点研究を育てることによってグローバル

COE 等に申請できるような研究拠点を形

成する取組みを行った。工学部では工学

部重点研究センター構想を掲げ、機械系、

電気系、建設系および物質系毎に研究課

題を設定し、大学の重点研究の指定を目

指した。当時の社会開発工学科と構造工

学科はインフラ長寿命化研究を研究課題

とした。この数年前から、21世紀 COEや

文部科学省概算要求の採択を目指した課

題であった。この課題については大学当

局や文部科学省は、長崎県等の行政が支

援すべきとの認識があり、大学や文部科

学省の支援が得られなかった。このよう

な背景もあって、インフラ長寿命化セン

ター(以下センターと略称)は、“ヒト” “モ

ノ” “場所” “金”もないバーチャルなセン

ターであるが、これを有効活用し、外部資

金等を獲得して、工学部センターとして

機能させたいという趣旨で 2007年 1月に

設立された。センターの実質化は若い世

代に託することになった。将来を託され

た若い先生方は大学や学部に頼らず、

次々と外部資金を獲得して、現在では大

学院工学研究科にとって重要な組織とな

っている。 

 センターは、①インフラ長寿命化に特

化した教育研究拠点形成、②インフラ長

寿命化に係る人材育成、③地方自治体等

への技術支援等の地域貢献等を業務とし、 

研究開発部門および人材育成部門から講 

成される。センターには、教職員は配置さ

れておらず、外部資金で雇用した非常勤

職員が業務に当たっている。兼務教職員 

30 人が運営、研究開発を担当している。

大学や工学部から校費の配分はなく光熱

水費等は外部資金の間接経費によってま

かなわれている。センターの組織を表-1

に示す。以下にセンターの特徴ある取組

みのいくつかを示す。  

 

２．道守養成講座 
道守養成講座は、現在のようなインフ

ラの老朽化対策が喫緊の課題となる以前

の 2008 年度からの 5 年間は文部科学省

「科学技術戦略推進費(科学技術振興調整

費)」の支援を得て開催された。観光立県

を目指す長崎県には世界遺産の登録候補

である教会群等の観光資源が離半島に点

在し、それらを結ぶ道路、渡海橋、港湾等

のインフラが多数存在する。県の財政状

況は厳しく、建設事業費は削減され、維持

管理費の増額が見込めない状況下で、こ

れらのインフラの維持管理に関する財源

や人材の面で課題が顕在化していた。こ

れを踏まえて長崎大学は長崎県と連携を

密接に図り、県内の自治体、建設業、コン

サルタント業、NPO、地域住民を対象とし、

“まちおこし”の基盤となる道路施設等の

インフラの維持管理や再生・長寿命化に

係る各種技術レベルを有する道守の養成

に着手した。観光立県の交通インフラ施

表-1 センターの組織(2018年度) 

センター長 松田 浩教授 

副センター長 山下敬彦教授、中村聖三教授 

 

研究開発部門 

部門長：才本明秀教授 

副部門長：西川貴文准教授 

 兼務教職員 

 

人材育成部門 

部門長：奥松俊博准教授 

副部門長：山口浩平准教授 

 兼務教職員 

 



設の維持管理に貢献するとともに、新た

なインフラ維持管理の技術と産業を振興

し、観光の両面から地域の再生と活性化

の支援を目的とした。 

(1)実施体制 

センターが母体となって、長崎県土木

部、(一社)長崎県建設業協会、(一社) 長崎

県設計コンサルタンツ協会および(公財)

長崎県建設技術研究センター(NERC)から

なる運営協議会を設置して関係機関の緊

密な連携をもとに道守講座の教育カリキ

ュラムを確立してきた(図-1)。育成された

人材は、設立当初からボランティアとし

て県職員と県職員 OB とで毎年実施して

いる橋梁、斜面、トンネル点検等に参加し

ている。さらに、身近なインフラ構造物の

異常を発見し、スマートフォン等の ICT

技術を活用して、道路管理者に報告を行

っており、県内の安全安心な社会の形成

に貢献している。これらの取組みは、イン

フラの維持管理における人材不足を解決

するために長崎県で独自に実施されたも

のであり、全国的にも極めて先駆的であ

った。 

2013 年度からの 5 年間は文部科学省

「成長分野等における中核的専門人材養

成等の戦略的推進事業」等の支援を得た。

この事業では、岐阜大学、長岡技術科学大

学、愛媛大学、山口大学および舞鶴工業高

等専門学校と連携してカリキュラムの改

善等を図った。 

(2)道守養成講座の内容 

道守養成講座の教育プログラムは、図-

2 に示すように学習ユニット積み上げ方

式で、技術者に対しては道守補コース、特

定道守コースおよび道守コースの 3 ステ

ップから構成される。地場の建設業界に

は技術者が少ないため、一括して連続開

催した場合に生ずる長期間に渡る受講者

の派遣は無理で、分割開催して欲しいと

する地域の要望に応えたものである。道

守補助員コースは、入門コースで一般市

民等を対象にしている。 

①道守補コース  

本コースは道路インフラ施設(コンクリ

ート橋、鋼橋、トンネル、道路斜面)の点 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検作業・記録ができる人材の養成を行う。 

研修期間は 8 日間とし、カリキュラム

は講義、点検演習および点検実習で構成

される。コースの半分は演習と実習で構

成されるように、実務でのキャリアアッ

プを目指しており、受講者から高い評価

を得ている。カリキュラムの一部は、長崎

県内自治体向けのインフラ研修、JICAの

研修、大学院工学研究科のカリキュラム

に有効に活用されている。 

②特定道守コース  

本コースは道守補コースの合格者を対

象にコンクリート構造および鋼構造の 2

つの専門分野を設定し、道路インフラ施

設の診断ができる人材の養成を行う。研

修期間は 9 日間とし、カリキュラムは講

義・演習・実験で構成され、斜面・トンネ

ル・舗装の維持管理、計測モニタリング等

の共通科目および各専門コースの材料、 

 
図-1 道守養成ユニット運営協議会の構成 

 

 

図-1 道守養成ユニット運営協議会の構成 

 

図-2 道守養成講座のコースと内容 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施工、調査・診断・評価、補修・補強、施

工・架設、材料実験、プロジェクト演習等

を実施する。 

③道守コース  

本コースは特定道守コースの 2つの専

門分野の合格者を対象に、点検・診断の

結果の妥当性を適切に評価し総合的な判

段することができ、さらに維持管理に関

するマネジメントができる人材の養成を

行う。研修期間は 3日間とし、アセット

マネジメント、リスクマネジメント、ラ

イフサイクルマネジメント、道守総合演

習等を行う。道守総合演習は講座で得た

全ての知識を活用し実践的マネジメント

力を身につけることを目的とする。 

④道守補助員コース 

本コースは長崎県内各地に出向いて一

般市民を対象に開催するものである。道

路インフラ施設の維持管理の重要性につ

いて啓発活動を行うとともに、道路イン

フラ施設の変状をいち早く発見できる人

材の養成を行うことが目的である。本コ

ースは半日とし、カリキュラムは講義・

現場実習で構成される。 

(3)養成した人数  

2018 年 4 月現在の養成人数は、道守補

助員 412 人、道守補 260 人、特定道守 62

人および道守 31人となっている。ステッ

プアップ方式のため道守の資格は上位コ

ースの資格で認定している。県内の振興 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

局ごとに維持管理する橋梁や道路斜面の

数を勘案した必要養成人数を設定したた

め、県内くまなく養成され、地域バランス

を反映した養成者数となっている。また、

県や市町の管理者も戦略的に受講したこ

とから、認定者の 20%は県や市町の職員

が占める。これらのことにより、公共工事

に活用しやすい環境が整えられつつある。 

(4)民間資格への登録技術者としての活

用の検討  

2014 年度に国土交通省は点検・診断業

務の質の確保と技術者の育成を図ること

を目的として、既存の民間資格を申請に

基づいて評価・登録する民間資格の登録 

を開始した。道守養成講座の内、道守補が 

コンクリート橋、鋼橋およびトンネルの

点検の担当技術者、特定道守が専門のコ

ンクリート橋もしくは鋼橋の診断の担当

技術者として登録された(表-2)。 

道守の登録は、大学発の資格として、か

つ地方発の資格として初めてで唯一であ

った。これにより、認定者の活動はこれま

でのボランティアから実務に必要なキャ

リアに認定され専門の技術者として評

価・活用される存在となった。この状況を

踏まえて、長崎県建設産業団体連合会が

設置した産学官連携建設業人材確保育成

協議会において、「道守の活用」が提案さ

れた。協議会はこれを承認し WG「道守活

用検討部会」を設置した。 

表-2 民間資格への登録分野 

コース名 橋梁(鋼橋) 橋梁(Con橋) トンネル 

 点検 診断 点検 診断 点検 診断 

道守補 ○ － ○ － ○ － 

特定道守 

(鋼構造) 
○ ○ ○ － ○ － 

特定道守 

(Con構造) 
○ － ○ ○ ○ － 

道守 ○ ○ ○ ○ ○ － 

○：申請  －：申請しなかった分野 



事業計画として産官学が連携して公共

インフラ維持管理の人材確保育成を推進

するとともに技術導入・普及を図ること

を決定した。関係者の努力によって国土

交通省の登録資格の点検・診断業務だけ

でなく、長崎県独自の取組みとして、県お

よび市町村の橋梁点検業務の制限付き一

般競争入札の参加条件や長崎県総合評価

落札方式の橋梁上部工新設工事の加点等

が実現した。 

都市部から離れた長崎県内の土木技術

者が東京や福岡に出張して資格を取得す

ることは少なく、道守養成講座は長崎県

内の土木技術者が取得しやすい資格とな

っている。認定者へのアンケート調査に

よれば、維持管理関係の他の資格を持っ

た技術士は少なく、道守は長崎県内で優

位な資格になっている。 

このように、道守が長崎県内では維持

管理の業務や工事に活用できる環境が整

いつつある。長崎県の方向性を定める長

崎県総合計画や国土強靭化長崎県地域計

画に「道守の活用」が位置付けられた。 

(5)継続体制  

①2018年度にこれまで継続した文部科学

省の人材育成の支援制度は終了した。地

域からは道守養成講座の継続を望む要望

があることから、これまで無料であった

道守養成講座の受講および更新を有料化

した。 

②維持管理に係る人材の育成は喫緊の課

題で、道守養成講座が完成の域に達して

いることから、2017 年度から道守補コー

スを宮崎県で開催し、道守補の資格認定

を行っている。このような取組みを今後

大阪市等で拡大・実施する予定でいる。 

③道守認定者の会「道守養成ユニットの

会」が 2017 年 11月に結成された。道守

養成ユニットの会と連携して、認定者の

技術力の向上、組織的な活動に今後取組

む。道守認定者に SIP等の新技術の講習

を行い、地場の技術者が新技術を用いて

業務・工事に当たることができるスーパ

ー道守の養成を検討する。 

 

 

３．SIP九州・山口地域実装支援プロ

ジェクト  
 内閣府の戦略的イノベーション創造プ

ログラム(SIP)において、「インフラ維持

管理・更新・マネジメント技術」に関す

る研究開発が 2014 年～18年度に推進さ

れている。研究開発が中間段階に入った

3年目の 2016 年度に地方自治体のインフ

ラ維持管理への展開等を目指した「アセ

ットマネジメントに関する技術の地域へ

の実装支援」の公募がなされた。センタ

ーは実施責任機関としてこの募集に「イ

ンフラ維持管理に向けた革新的先端技術

の社会実装の研究開発」の課題名で応募

して採択された。 

長崎大学の拠点は、九州・山口地域に

おいて研究開発技術を地域実装支援する

ことが期待されており、研究担当者に各

県の 11大学・高専の教職員 57 人が参加

している。本拠点が採択された主な理由

は、道守養成講座の開催を通じて長崎県

で維持管理に関して産官学連携が構築さ

れ、地域実装支援体制が整っていたこと

に加えて、当地域では(一社)九州橋梁・

構造工学研究会(KABSE)の研究活動を通

じて、コンクリート工学を中心として構

造工学関係の研究者の連携ができていた

ことによるものである。 

研究開発チームでは、SIP研究開発技

術等について実用化・実装に向けての検

討を行うとともに、新技術を地域に実装

するために、県別実装支援チームを編成

して地域特性を踏まえた、使ってみたい

研究開発技術等の選定、技術説明会の開

催および主として橋梁を対象とした現場

実証試験に取組んでいる(図-3、写真-

1)。県別の現場実証試験が単なるデモス

トレーションにならないように、実証試

験の成果を評価・比較する観点をもっ

て、計画的に実施している。 

いくつかの県では、新技術を地域で活

用する産官学のプラットフォームを構築

しつつある。さらに、インフラメンテナ

ンス国民会議九州フォーラムとの連携や 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KABSE内に「維持管理に関する新技術に

関する分科会」の設置によって、新技術の

自治体等への実装を継続的に取組む体制

を構築しつつある。   

佐世保市の人工斜面地盤に「多点傾斜

変位と土壌水分の常時監視による斜面崩

壊早期警報システム」(SIP No.27)を現場実

装して長期モニタリングを実施、大学で

データを取得している。同じ地点に当研

究科の電気系と土木系の若い先生方が開

発した「ワイヤレスセンサネットワーク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

によるモニタリングシステム」を設置し 

て、比較や検証を継続している。 

 

４．関連研究プロジェクト 
兼務教職員は、維持管理に関する研究

を科学研究費補助金、大型競争資金、共同

研究、受託研究等の外部資金を獲得して

研究開発に取組んでいる。長崎大学の維

持管理分野の科学研究費補助金の採択額

が全国 7 位であった年もある。維持管理

に関する関連研究で特筆すべきは国土交

通省建設技術研究助成で、2008年～09年

度に「光学的非接触全視野計測法による

コンクリート構造物のマルチスケール診

断法の開発」、2014 年～15 年度に「光学

的計測法を用いた効率的・低コストな新

しい橋梁点検手法の開発」および 2018年

～19 年度「中小スパン橋梁の点検・補修

補強用移動足場ロボットの開発と維持管

理プラットフォームの構築」が採択され

た。この他、2014 年度に長崎市から受託

研究「端島遺構状況記録調査業務委託」、

2014 年～15 年度に諫早市から受託研究

「諫早市公共施設等総合管理基本計画策

定業務委託」等を受けた。 

県別にわかれ
①県の道路管理者
と連携し，使っ
てみたいSIP技
術を選定

②選定したSIP開
発技術の説明
会・現場実証試
験を実施し評価

※技術的な評価は，橋梁，トンネル，斜面
など分野ごとにKABSE分科会や研究開発
グループのメンバーから選抜して実施 （下線付＝エリア代表）

実装支援グループ
H29～

山口県
麻生稔彦（山口大学）
田島啓司（山口大学）

大分県
一宮一夫（大分高専）
日野伸一・工藤宗治・
名木野晴暢(大分高専)

宮崎県
森田千尋（宮崎大学）
李春鶴・福林良典・神山惇・
安井賢太郎（宮崎大学）

熊本県
葛西昭(熊本大学)
尾上幸造・山尾敏孝・

重石光弘（熊本大学）
岩坪要（熊本高専）

鹿児島県
山口明伸(鹿児島大
学)
武若耕司・審良善和・
小池賢太郎(鹿児島大学)

福岡県（福岡地区）
佐川康貴（九州大学）
濵田秀則・園田佳巨・玉井宏
樹・梶田幸秀・貝沼重信・高田
仁・松田泰治（九州大学）佐藤
研一・渡辺浩（福岡大学）牧角
龍憲（NME研究所）毛利淳一
郎（ﾈｸｽﾄﾁｪﾝｼﾞ）

佐賀県
伊藤幸広(佐賀大学)
三田勝也・帯屋洋之・末
次大輔（佐賀大学）

福岡県（北九州地区）
合田寛基(九州工業大学)
山口栄輝・日比野誠（九州工
業大学）

長崎県
松田浩(長崎大学)
中村聖三・才本明秀・
勝田順一・奥松俊博・
佐々木謙二・出水享・
蒋宇静・大嶺聖・杉本
知史・石塚洋一・藤本
孝文・藤島友之・西川
貴文・高橋和雄・山口
浩平・吉田裕子（長崎
大学）

研究開発グループ
引き続き研究開発を実施

(a：マネジメント)
牧角龍憲（NME研究所），高橋和雄（長崎大学），
毛利淳一郎（ﾈｸｽﾄﾁｪﾝｼﾞ）

(b：耐震補強)
松田泰治・梶田幸秀（九州大学），山尾敏孝・葛西
昭（熊本大学）

道路全体のアセットマネジメント

園田佳巨・高田仁(九州大学)，山口浩平(長崎大学)

橋梁のアセットマネジメント

蒋宇静・杉本知史（長崎大学）

トンネル・道路斜面のアセットマネジメント

西川貴文（長崎大学），佐藤研一（福岡大学）

道路舗装のアセットマネジメント

グループ再編成後

写真-1 橋梁点検ロボットカメラ現場性能検

証（長崎県西海市） 

図-3 組織編制～九州・山口地域の力の結集～ 

 



５．自然災害の調査研究および防災

の取組み 
 センターでは災害研究を活動の柱に挙

げていない。しかし、兼務教職員や特任研

究員に土木工学や建築学を専門とする先

生方が多く、九州で発生した豪雨、地震、

火山噴火等による災害の調査、学会や行

政機関の委員会活動に参画している。特

に、長崎大学は 1982 年長崎豪雨災害と

1991年雲仙岳噴火災害等の大災害の調査 

研究の実績を持っている。 

 

６．定期刊行物、ホームページ等 
 センターでは、全体の活動については、

ホームページ http://ilem.jp/、SIPについて 

は http://ilem-sip.jp/で、さらに印刷したパ

ンフレットで情報を提供している。また、 

2014年 9月に Facebookを開設し更新を続

けている。2018 年 8 月時点のいいね数は

1,064 人、フォロー数は 1,045 人となって

いる。評価スコアは 5 で最高を開設以来

維持している。  

 冊子体としての情報提供としては、セ

ンターの活動をまとめた「インフラ長寿

命化センター活動報告書」を 2007 年度か

ら毎年刊行している。また、プロジェクト

毎に文部科学省科学技術戦略推進費によ

る「観光ナガサキを支える"道守"養成ユニ

ット成果報告書」(2008～12年度)、文部科

学省「成長分野等における中核的専門人

材養成等の戦略推進事業」等による「長崎

の地域特性を考慮したインフラ再生技術

者育成のためのカリキュラム構築」(2013

～17年度)の事業報告を刊行している。 

これらはセンターのホームページの他

に長崎大学学術研究成果リポジトリにも 

掲載されている。センター活動報告のダ 

ウンロード回数は多く、1万件を超える報

告もある。道守認定者を主たる対象とし

た道守広報誌「道しるべ」は年に 3 回刊

行されており、2018年 7月に 30号を刊行

した。センター職員の作成によるアット

ホームな読みやすい広報誌で、認定者へ

の情報提供に役立っている。さらに、道守

養成ユニットの成果報告会や SIP 地域実

装支援成果報告会等において道守認定者、

行政関係者、民間企業の技術者を対象と

した特別講演会を開催している。長崎県

のみならず東京都、福岡県等の県外から

も参加を得た評価が高い講演会として定

着している。イベントとして毎年、九州建

設技術フォーラム、長崎県建設技術フェ

ア等にブースを展示して、産官学の連携

を図っている。このほか、全国から議会・

大学・各種団体の研修、修学旅行の研修等

も可能な限り受け入れている。また、全国

で開催される講演会、研修会の講師を積

極的に引き受けている。 

 

７．表彰 
 センターの活動に対して、最近各種の

表彰を受賞している。2017 年 7 月には第

1 回インフラメンテナンス大賞のメンテ

ナンスを支える活動部門で、「健全なイン

フラメンテナンスをリードする技術者の

育成事業(ME養成および道守養成)」が文

部科学省特別賞に選ばれた。同年 8 月に

は日本工学教育協会の工学教育賞業績部

門において、「インフラ維持管理・長寿命

化専門人材「道守」の養成」が団体受賞し

た。同年 8 月には日本道路協会から、道

路愛護団体(道路)道守養成ユニット長崎

地区の活動に対して道路功労者の表彰を

受けた。2018 年 8 月には、土木学会建設

マネジメント委員会から、「インフラ再生

技術者育成のための道守養成講座の構築

と認定者の活用の取組み」に対して、「グ

ッドプラクティス賞」の表彰を受けた。 

 

８．おわりに 
 本報告で 11年間の活動の一端を紹介し

た。西部地区の各センターとの連携が図

られたら、新たな活動や効率的な活動が

できると期待している。 



名称 熊本大学ましきラボ
住所 熊本県上益城郡益城町大字寺迫44-3地先
敷地面積 331.47
建築面積 29.52
建蔽率 8.91
延べ面積 29.52

  

  

  

%

熊本大学ましきラボにおけ

る実践的復興の取り組みに

ついて 
 

くまもと水循環・減災研究教育センター 

特別研究員 吉海 雄大 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

１．はじめに 

 平成 28(2016)年 4 月 14 日及び 16 日に

熊本を震源として発生した平成 28年熊本

地震では最大震度 7 を二度も観測し、人

身並びに家屋等に壊滅的な被害を与えた。

熊本大学は地元の国立大学として、熊本

に関する課題研究に取り組んできており、

研究成果による被災地域の復興支援を検

討した。同年 6 月 14 日に 本学は「熊本

復興支援プロジェクト」を立ち上げ、集積

してきた教育研究資源を活用することと

した。その中の取り組みの一つとして地

域の将来像を描く支援を行う『熊本大学

ましきラボ』(以下、ましきラボ)を設置し

た。ましきラボでは教員だけでなく、学生

を含めて約 20 名が活動しており、そこで

の取組内容は多岐にわたる。本稿では、ま

しきラボを介して行ってきた様々な活動

を紹介し、最後にその意義と課題を記述

するものとしたい。 

 

２．ましきラボ 

(1)ましきラボの概要 

 ましきラボは、熊本県益城町の秋津川

河川公園内に設置されており(図-1)、名称

や住所等の基礎情報は表-1 に示す通りで

ある。 

(2)ましきラボとは 

ましきラボは住民が日常生活のなかで、

ふらりと立ち寄りやすい施設となること

を目指し、平成 28 年 10 月 16 日に開所し

た。幾つかの敷地に候補があった中、益城

町の中心部に位置する秋津川河川公園内

にその敷地を定める。設計は、熊本大学 

土木建築学科 田中智之教授によるもの

である。工期の短縮、コストの削減、移転

可能性を考慮して躯体にはコンテナを 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つ使用し、それを L 字状に配置、コンテ

ナ同士をウッドデッキでつなげた。2 つの

コンテナが作り出す空間がまちにとって”

縁側”或いは”舞台”として振る舞うことを

期待した設計となっている (図-1) 。 

河川沿いの空間は季節を問わず来訪者

にとって居心地のいい空間となっている

(図-2)。 

(3)オープンラボ 

ましきラボの主な活動として「オープ 

ンラボ」がある(写真-3)。毎週土曜日の 14

時〜17 時の間、最低でも教員が 1 名と数 

表-1「ましきラボ」基礎情報 

図-1 ましきラボの「位置」 

図-2「ましきラボ」のイメージパース 1） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名の学生がましきラボに待機し、来所さ

れた住民等と意見交換を行う機会となっ

ている。平成 30 年 7 月時におけるオープ

ンラボの回数は 80 回を超え、来所者数も

500 名を超えた。来所者の約 6 割は一般市

民であり、そのうち 7 割(全体の約 4 割程

度)は益城町住民の方である。益城町では

県道の 4 車線化や区画整理事業、災害公

営住宅等、複数の事業が動いており、これ

らの計画に携わっている教員や学生がラ

ボに滞在することで、相談や悩みを共有

している。また、一般市民以外にも他大学

等の教育機関、行政機関、企業等様々な来

所者が相談に訪れる。 

(4)イベント 

 「イベント」の企画・運営もましきラ 

ボの活動を記述するうえで重要なことで

ある。ましきラボを開所してから 1 年 8

ヶ月が経過し、これまで 40 回(平成 30 年

7 月時点)イベントをし、多くの住民参加

につなげることができている。現在も月 1

回のペースでイベントを開催しており、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その主催は必ずしもましきラボのみによ

るものではない。住民依頼によるイベン

トや住民が自発的に企画したイベント等、

住民発のものも少なくない。また、幾つか

のイベントは行政、企業、大学と企画し携

わることできている。下記にその例を示

す。 

例 1）ラボ教員による勉強会(写真-4) 

 定期的に勉強会を開催している。断層

や復興計画などをテーマに専門的な話題

を題材に講演を行う。その後質疑応答を

行い、住民が抱えている不安や悩みを共

有し意見交換を行う。 

例 2）益城町平田地区まち歩き(写真-5) 

 益城町住民或いは一般市民、多くの参

加者とまち歩きを行っている。専門知識

を有したラボ関係者と一緒に歩くことで、

まちを再認識するきっかけを共有してい 

る。現在では住民による「震災フットパス」

を利用したまち歩きイベントの企画・運

営のお手伝いを行っている。 

 

３．益城町との関わり 

 発災時からの貢献が評価され、地震か

らおよそ 1 年後の平成 29 年 4 月 12 日に

は、益城町と熊本大学において「包括的連

携協定」が結ばれた。下記に示す活動はそ

の一環である。 

(1)県道 4車線化事業 

 ましきラボは平成 30 年 2 月 21 日「27m

県道の姿をみんなで考えるオープンラ

ボ」、同年 5 月 28 日「第 2 回県道の姿を

みんなで考えるオープンラボ〜提言に向

写真-3 オープンラボの様子 

写真-4 勉強会＠ましきラボ 

写真-5 まち歩きの様子 



けて〜」と 2 度、県道四車線化事業に関

するイベントを開催(写真-6)。対象となっ

ている県道は、益城町の中心的な道路で

ありながら最も狭いところで幅員 10m、

歩道もない劣悪な道路環境であった。発

災時においては家屋の倒壊、電信柱の倒

壊により、通行困難な状況が発生し、避

難・復旧に対して大きな障害となった。そ

のため、この道路の拡幅事業も復興計画

の一つとして位置づけられたのである。

熊本市と益城町の境界から全長 3.5km、横

断構成は車道 3.25km×4、路側帯 1.5m×2、

植樹帯 1.5m×2、自転車歩行者道 4.0m×2 の

全幅 27.0m となっている。道路拡幅事業

が、まちに与える影響は大きい。特に沿道

に住む住民にとっては日常生活に大きく

関係してくる。また、影響関係を把握する

のは複雑であり、復旧・復興のスパンも多

様である中、行政と住民だけで合意形成

を図っていくのは困難であった。したが

って、ましきラボは包括的連携協定に基

づき新しい県道のデザイン案を住民に提

示し、意見交換を行うことによってその

可能性や課題を明らかにし、行政へ提言

することとなった。そのために前述した

イベントを通して住民や市民の意見を募

ることとした。そのうえで、平成 30 年 2

月の時点においては、都市計画決定と同

様の幅員構成の「一般道路型」、植樹帯を

中央に集約した「グリーンベルト型」、歩

道の中央に植樹帯を設置し、自転車と歩

行者の分離を促し、沿道と道が一体利用

につながる「沿道にぎわい型」の 3 案を

1/100 の模型で提示した。加えて、その後

1 ヶ月間定例活動である「オープンラボ」

や益城町のお母さん方が集まる場でも意

見を収集している。 

 平成 30 年 5 月、第 2 回のイベントで

は最も評価の高かった「沿道にぎわい 

型」をベースとして、安全性の確保や沿道

建物と道の関係、植栽の維持管理などに

ついてより詳細に検討を行った。そのう

えで、道の具体的な使い心地や新しい街

並みを理解できるような、1/75 の模型で 

提示している(写真-7)。工事中の代替地探

し、沿道事業者の生活再建を支援するソ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フトの整備等、デザインへの指摘だけで

なくソフトへの懸念も多く感じられた。2

回の会を経てハードだけでなくソフトも

併せて検討することの重要性を強く感じ

ることとなった。このことをラボ教員で

ある星野裕司准教授は「いい道は、道だけ

ではできない」と述べている。今後は前述

で得られた知見を基に提言としてまとめ

る予定である。 

(2)益城ふるさとキャンパスマップ 

 「益城町は市街部と集落部の 2 つの

復興を行わないといけないということが

大きな難しさである」と星野准教授は述

べている。益城町は、市街化区域の市街部

と調整区域の集落では被災の状況も被災

前から抱えていた課題も大きく異なり、

ましきラボは県道四車線化のような市街

部だけでなく集落部の復興にも参画して

いる。また、数名のラボ教員はまちづくり

協議会と連携して活動する「平成 28 年熊

本地震記憶の継承」検討・推進委員会に参 

加している。ここでは、委員会内における 

写真-7 道路空間模型 1/75 

写真-6 27m県道の姿をみんなで考えるオ

ープンラボ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

震災復興記念公園部会の活動である記憶

の継承を可能とする場づくりを紹介する。 

 益城らしい記憶の継承の場づくりとは

何かと模索するところから議論を始めた。 

 記憶の継承に必要な場とは、立派だが 1

年に 1 度しか行かないような場所ではな

く暮らしの傍にあって、毎日のように遊

んだり憩ったりする先に地震の記憶や追

悼の想いを持てるような場所ではないか

と考えたのである。また、前述した様に益

城町のそれぞれの地域は多様な個性を持

っているということも重要だと考え、地

域の中で点在し、ネットワークされるも

のとして位置づけた。公園部会で前述の

内容を共有後、益城町にある 5 つの校区

毎に「座談会」を開き身近な場がネットワ

ークされたものを記憶の継承の場として、

それぞれの地域で展開していきたいとい

う考え方に意見をもらい、それぞれの地

域でヒアリングしていった。 

 ヒアリング後、得られた記憶の継承の

場づくりの考え方や収集された地域資源

をイラストマップ化したモノを「益城ふ

るさとキャンパスマップ」(図-8)と呼び、

それぞれの地域が 1 つの個性をもったキ 

ャンパスであるとした。このキャンパス 

マップを活用してもう１度 5 つの校区を

廻り、更に多くの情報を聞くことができ

た。現在は、それらの情報に基づきキャン

パスマップの改訂作業に入っている。今

後は、マップに描かれた個々の場の設え

や改善をその他の事業や「益城町復興ま 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ちづくり計画」と連携しながら具体化す

ることが求められ、防災教育における地

域学習の教材としても活用することが期

待されている。 

 

４．ましきラボの意義と課題 

 本項では、前述した各項及びこれまで

の活動よりましきラボの意義とその課題

を記述する項とする。 

(1)媒介性 / ましきラボの意義 

 ましきラボにおける意義のひとつとし

てその媒介性が挙げられる。ましきラボ

設立当初から益城町と熊本大学の間で連

携を図り、オープンラボ等の定期的な活

動を通して住民と行政をつなぐ役割が期

待されていた(図-9)。 

ラボメンバーが同行して神戸を視察し

ている(写真-10)。事の発端はましきラボ

が開所 1 周年で、阪神・淡路大震災の経

験を持つ小林郁雄氏をゲストに呼んだと

ころから始まった。神戸では六甲地区の

視察を行い、益城町木山地区で検討中の

区画整理にも参考になる貴重な機会とな

っている。また、同年 7 月には、建築家で

あり東京大学名誉教授である内藤廣氏を

招いたシンポジウム「復興のデザイン～

この町で暮らし続けるために～」を開催

している。シンポジウムは内藤氏の基調

講演後、内藤氏＋住民＋ラボ教員でパネ

ルディスカッションが行われた(写真-11)。 

当初期待されていた「益城町」と「熊 

図-8 ふるさとキャンパスマップ:津森地区 

図-9「ましきラボ」、住民、行政の関係性 



(2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

本大学」、「住民」と「行政」に加えて「被

災地」と「被災地」の接点をつくり、新た

な媒介性を獲得しているのである。 
  

(2)波及性 / ましきラボの意義 

 ましきラボの継続的な活動による波及

性もラボの意義のひとつだと言える。先

に述べた「オープンラボ」は無理のない範

囲でほぼ毎週土曜日開催している。一時

期は低迷し、来所者がぐっと減った時 

期もあったが、現在ではオープンラボ担

当教員をチェックして足を運んでくださ

る来所者も少なくない。中には、「大学の

授業を受けている様だ、ありがたい」との

意見を受けたりする。また、来所者の中に

は「ましきラボの様な施設が欲しい」とま

しきラボを直接尋ね視察していくケース

も生まれている。勿論、イベント等による

波及効果はこれまでにもあったが、最近

ではこういった継続的な活動が波及効果

（影響力とも言えるかも知れない）を持

つことがある。影響力の大小はあるが、何

かを学ぶきっかけを生むことや、まちを

再認識するきっかけを生むことも大学が

関わることで得られる強みであると考え

る。 

(3)発信力 / ましきラボが抱える課題 

 多くの被災地が仮設住宅に住んでおり、

ラボの周辺に住んでいる住民が少ない状

況も考慮すると活動における情報発信は

重要なポイントであるといえる。そのた

め、ポスティング場所を変更したり、教育

委員会に依頼し広報をおこなったりする

ことで、それぞれのイベントに合った広

報をしてきた。一方でイベントのみの来

所にとどまることが多く、その後のオー

プンラボに反映されない現状にある。こ

れはラボの価値を構成する要素の一つで

ありながらも、開所当初から課題とされ

てきた要素である。そのため課題解決へ

の対応の一つとして、ラボのパンフレッ

トや報告書を発行することで、より多く

の人にラボのことを知ってもらい、より

活発な活動ができるような工夫も行う必

要がある。 

 

５．おわりに 

 筆者は大学院で建築を専攻しつつラボ

の運営に参加し、本稿で紹介した活動に

も携わっている。多くの活動に参加して

いるとその問題の複雑さや大きさに悩ま

されることも多々あり、復興の過程で起

きる変化にその都度考えさせられてばか

りである。しかし、学生として微力ながら

復興に力添えできることがあると考えて

いる。先述した、ましきラボの様に実践的

な場においては、無理のない範囲で継続

的に続けていくことが大事だ。「復興に失

敗はない」小林郁雄氏の言葉を思い出す。

「復興はそれに関わった人が真摯に向き

合った結果だ」という意味が込められて

いる。復興は変化も大きく、要する時間も

大きいかもしれない。しかし、そんな変化

や影響に対して柔軟でありつつ、変わら

ない活動を続けていきたい。 
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写真-10 意見交換会＠神戸まちづくり
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写真-11 パネルディスカッションの様子 
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大分大学減災・復興デザイン

教育研究センターの活動と 

 

今後の展開 
 

大分大学減災・復興デザイン教育研究セ 

ンター 

次長・教 授  小林 祐司 

准教授 鶴成 悦久 
 

１．センター設立の経緯 

  平成 30 年 1 月 1 日に大分大学におい

て「減災・復興デザイン教育研究センター」

（以下、センターと呼ぶ）が学内共同教育

研究施設（常設センター）として設置され

た。本センターの前身は、大分大学認定研

究チーム（BURST）の制度を活用して認

定された同名称の研究チーム「減災・復興

デザイン教育研究センター」（通称CERD）

である。チームとしての認定は平成 29年

6 月のことである。特に東日本大震災以降、

防災・減災に関わる一部の研究者により

センターの必要性を訴えてきていたが、

チーム発足を前後して、豊後大野市綿田

の地すべり、平成 29年 7月九州北部豪雨、

平成 29 年 9 月台風 18 号による災害が相

次ぎ、本学においても防災・減災に関する

機能強化の必要性が高まることとなった

(写真-1)。 

 6月のチーム発足後、センターの活動の

方向性の検討、規程等の手続きを経て、12

月には学内手続きを完了し、研究チーム

がスライドする形で常設化を果たすこと

となった。 

常設センター化が図られた要因はいく

つかあるが、全学及び所属学部における

上層部の理解・支援、そして研究チーム発

足の段階から産学官連携推進機構および

研究・社会連携部などの事務サイドの支

援が大きかったことがあげられる。セン

ターの社会的要請や必要性については、

関わった多くの方々の理解がなければ常

設センター化は成し得なかったであろう。

センター設立の趣旨と目的は以下の通り

である。 

【センター設立の趣旨と目的】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

我が国日本は「災害大国」とも呼ばれ、

災害に対するリスクが身近に多く存在し

ている。近年、震災（あるいは大規模災害）

と呼ばれる、これまで発生していなかっ

た規模の災害が頻発している状況がみら

れる。ここ大分県においても、近年だけで

も、平成 24年 7月九州北部豪雨、平成 28

年熊本地震、そして本年発生した平成 29

年 7 月九州北部豪雨の大規模災害が発生

しており、大分県でも多様な災害に対す

る平時からの備えなどの防災・減災対策

の重要性が益々高まっており、地域にお

ける取組を総合的に支える仕組みづくり

が求められている。 

 地震や豪雨などの自然現象の脅威は姿

形を変えて、私たち市民や都市・地域の脆

弱性を突くかのように襲ってくる。その

脅威から命を守り、次の復旧・復興に繋げ

るためには、ハード整備にあわせ、一人一

人がどのように対応するのか、地域で何

ができるのか、いかにリスクを共有する

のかなどのソフト対策の充実も求められ

る。 

 本学では、災害医療、防災教育などをは

じめとした防災・減災に関する様々な教

育・研究・地域貢献活動が行われており、

このような社会的要請や課題に十分応え

うる実績とリソースを有している。今後

の災害への対応をより深化させるために、

災害発生前から復旧・復興段階までの各

フェーズにおける活動や取組に対して、

写真-1 台風 18 号被害状況調査 

【センター設立の趣旨と目的】 



学内連携を中心として地域・学外組織・関

連主体とも連携を図りながら、地（知）の

拠点として本センターが大分県における

中心的役割を担い、安全・安心社会の構築

を目指す。 

本センターでは大分県における防災・

減災の実現を目指して、以下の課題に対

して、各学部・センターや学外組織（国、

自治体等）・関連主体との連携を図りなが

ら取り組み、安全・安心社会構築へ資する

ことを目的とする。 

① 分野横断型の教育・研究を行い、安全・

安心社会構築に寄与する人材・技術者

の養成 

② 地域防災力向上のための防災教育と活

動の支援 

③ 救援救護や災害調査を柱とした学内外

との連携による災害支援・災害調査お

よび効率的な情報・データの共有化 

④ 災害後の復旧・復興支援を支える平時

からの地域活性化と復興デザインの取

組 

⑤ その他、地域の防災力向上に寄与しう

る取組 

 

 災害は我々の経験を超える形で確実に

襲ってきている。果たして防災は可能な

のか。必要なハード整備は当然ながら実

施し、防災を目指しつつも、人的被害のゼ

ロを目指す。その姿勢や方向に完全にシ

フトしている。こういった現下の状況を

鑑み、当センターにおいては「減災」そし

て「復興デザイン」という二つの観点から、

事業・活動を実施することとしている。 

 

２．センターの活動 
(1)プロジェクト 

 以下の「災害支援」（救援救護（災害医

療）との連携）、「防災教育」、「復興デザイ

ン」の各プロジェクトに取り組むことと

している。 

①災害支援 

ドローンなどの最新技術を活用し、災

害情報を迅速かつ機動的に調査・収集し、

メカニズムの解明や災害対応のための情

報共有・提供、技術的な支援を行う。医学

部附属病院災害対策室との連携を図る。 

【救援救護・災害支援との連携】医学部附

属病院災害対策室と連携し、災害情報の

共有を図る。 

②防災教育 

地域・学校における防災教育や活動の

支援、地域防災イベントを実施する。また、

学内においては、教養教育科目「防災学」

等の開講、ボランティア教育等により、地

域防災に資する人材育成のための教育の

充実も図る。 

③復興デザイン 

平時には地域づくりや地域分析、そし

て災害後の都市・地域のビジョンを共有

するための取組となる「復興デザイン（事

前復興）」を実施する。また、災害後の文

化財復旧支援、学生ボランティア派遣支

援も学内外の組織と連携し実施する。 

災害時調査においては、関係機関との

連携も含め、早期の復旧・復興に資するこ

とも求められる。そのため、県内各自治体

との平時からの連携も進めている。防災

教育については、センター設置以前から

個々の研究者によって県内外での支援活

動を実施してきている。今後も地域から

のリクエストに応えうるように活動の充

実を図る。復興デザインについては、被災

を想定して、事前に復興のビジョンや地

域課題への取組を平時から進めることを

目指している。事前復興や復興デザイン

については地震・津波に目が行きがちで

はあるが、災害は多様であり、河川氾濫や

火山災害も想定した復興デザインの取組

を進めることとしている。 

(2)組織について 

 本センターは、センター長（兼担）、セ

ンター次長（兼担）、防災コーディネータ

ー、事務補佐員、兼担教員により実質的な

運営を行っている。また、研究・社会連携

部および社会連携課が事務所掌として支

援を行う形で、当該メンバーを中心とし

た業務連絡会を開催している。学内共同

教育研究施設としての運営委員会も設置

しており、兼担教員若干名、各学部等から

の委員により構成され、センターの運営、

教員編成などに対する事項を審議してい



る。 

(3)学内外の連携 

 センターでは、国、自治体、民間企業等

との連携協定を以下の通り締結している。 

○国土交通省九州地方整備局大分河川国

道事務所との連携協定（2018年 4月 5日） 

双方が保有する災害関連情報の相互利

用、災害に備えた防災・減災に関する取組、

調査研究について連携・協力を図ること

により、大分県域の安全・安心なまちづく

りに寄与することを目的とし、連携・協力

に関する協定を締結した。国土交通省大

分河川国道事務所とは、国土交通省が進

める「水防災意識の再構築」に関する取組

を進めることとしている。 

○佐伯市との「災害に強いまち（人）づく

りに関する協定」（2018年 4月 16日） 

 2006 年に締結している「佐伯市と国立

大学法人大分大学との相互協力協定」に

基づき、災害対策や災害対応に関して、相

互に連携・協力することを定めるもので

ある。災害の規模を問わず、平常時から連

携・協力を行う内容となっており、佐伯市

の地域防災力の向上に資する取組や防災

教育、事前復興等の取組、学生災害ボラン

ティア、災害関連情報の相互活用等につ

いて定められている。佐伯市においては、

従来の調査・研究に加えて、復興デザイン

（事前復興）の取組も進めることとして

いる。 

○株式会社大分放送（OBS）との連携協定

（2018年 8月 7日） 

 本協定は、当センターと OBSが、日常

的な啓発活動を通じて、大分県民の防災・

減災に関する意識の涵養を図り、災害か

ら県民の生命・財産を守ることを目的と

したものである。具体的には、災害等に関

する調査・研究・取材成果の相互活用、防

災・減災に関する啓発活動の実施及び情

報発信、災害発生時の情報共有及び情報

発信などの連携・協力を図ることとして

いる。 

その他、大分大学と大分市とは 2017 年

3 月に災害に係る協力体制に係る協定も

締結しており、自治体等の関係機関との

連携を今後の進めることとしている。ま

た、民間企業等との連携も既に始まって

おり、災害予測システムの構築、情報共有

システムの開発と社会実装に向けた活動

を実施している。さらに、センターでは客

員教授・准教授、客員研究の制度を活用し、

センターの機能強化と内外との連携を進

めている。 

 

３．平成 29年度から平成 30年度に発

生した災害への対応 
 地方を中心に過疎高齢化（人口減少化）

が進み、多くの自治体で防災対応、災害復

旧や復興過程で安全・安心な地域づくり

が求められている。一方で近年における

地震や豪雨災害を含めた大規模な自然災

害が各地で頻発し、被災状況の質・量とも

に定量的な情報が災害対応にあたる関係

者のもとで迅速に活用されることが重要

である。 

 センターでは、県内で発生した大規模

な自然災害で UAV（Unmanned Aerial 

Vehicle：通称ドローン）を用いて災害調査

を行っている。ドローンの動画や画像か

ら、被災地の現状や変状を立体的に捉え

ることができ、その発生機構を推定する

ことが可能である。これらの調査結果に

ついては、動画や画像データの他、ブラウ

ザで利用可能な三次元データ（点群）とし

てセンターホームページで速やかに公開

するなどし、災害対応や復旧に携わる関

係者らが、被災状況を定量的かつ迅速に

把握することに寄与している(写真-2)。 

(1)豊後大野市綿田の地すべり 

 平成 29 年 5 月 16 日に豊後大野市朝地

町綿田地区で宅地内の地割れ、ひずみが

市職員によって確認された。その後、地割

れは拡大し 23日には同地区で地すべりの

被害が及ぶことが想定される最大限の範

囲約 34ha を災害対策基本法に基づく「警

戒区域」に設定した。 

 センターでは滑落の運動速度が増して

きたため、発生から 12 日後の 5 月 28 日

に地すべり範囲の推定を目的とした調査

を実施した。調査は現地の微地形や地表

に現れた崩落崖の形状より、地すべり範

囲と流動方向を推定し、その範囲を調べ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-3 大規模な斜面崩壊（日田市小野地区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

た。調査では地すべり沈降部における頭

部の存在や主滑落崖を確認した。また、下

方部隆起部には放射状に広がる亀裂が画

像から確認した。その結果、地すべりは発

生後 12 日で頭部滑落崖の段差は最大で

1mを超え、その運動速度は数十 cm/dayに

達したとみられた。地すべり範囲は約 6°

の緩斜面に馬蹄形で広がり、滑落崖の方

向から南西方向に向かって地塊が移動し

ていると考えられた。 

(2)平成 29年 7月九州北部豪雨 

 平成 29年 7月 5日から 6日かけて福岡

県朝倉市では 1 日の総降水量が最大で

542mm に達するなど、九州北部地方を中

心とした豪雨によって各地で甚大な被害

が発生した。大分県日田市では 1 日の総

降水量が最大で 368mmに達するなど、大

分県でも日田市や中津市を中心に河川の

氾濫が相次いだ。とりわけ日田市小野地

区において大規模な斜面崩壊が発生し、

市内では JR久大本線の鉄橋が流されるな

ど市内各地で河川や土砂災害が相次いだ。 

 豪雨災害を受け、センターでは 7 月 8

日に日田市内を含む小野地区と大肥・大 

鶴地区の被災調査を行った。翌週 7 月 15

日には日田市大鶴地区を始めとする中山

間地の被災状況の把握と、大規模な斜面

崩壊が生じた小野地区の三次元データ取

得のため、被害が発生した各地でドロー

ンを用いた調査を実施した。 

 大鶴地区では小規模の中小河川の流域

では、多くの箇所で斜面や護岸構造物の

崩壊がみられた。特に中小河川の橋梁周

辺では流木が河道を塞いだ影響により周

辺部の被害が拡大したと思われる箇所が

多数で確認できた。小野地区では大規模

な斜面崩壊が発生し(写真-3)、その崩壊斜

面長は約 400m、幅約 250mにおよんだ。

ドローンで撮影した画像から、滑落崖周

辺は山頂周辺から大量の雨水が流れたと

みられる痕跡もあり、集中した雨水が斜

面上部の礫層地盤に浸透し、深層部から

地すべり性の崩壊が発生したと考えられ

た。 

(3)平成 29年 9月台風 18号 

 平成 29 年 9 月 17 日に大型で強い台風

第 18号が九州南部地方に上陸し、同日の

15 時頃に大分に最も接近。その結果、大

分県南地域を中心に多くの地域で家屋の

浸水や斜面崩壊が発生。大分県の発表に

よると住家被害の総件数は大分市を含む

県南地域で合計 3,359棟となり、そのうち、

約半数の 1,530 棟が津久見市に集中した。

津久見市では、集中豪雨に伴い津久見川

が氾濫し、津久見市役所を中心に浸水被

害が広がった(写真-4)。 

 センターでは発生の翌日の 18 日から

写真-2 綿田地すべりの三次元画像 
http://www.cerd.oitau.ac.jp/uav/examples/watada 

 

写真-4 津久見駅周辺の様子 



23 日にかけ、大分市内から、津久見市、

臼杵市、佐伯市の県南地域を中心に被害

状況の調査を実施した。特に津久見市役

所付近（上宮本町）では水深が高いところ

で 1.5mを超えた地域もあったほか、堆積

した土砂が多いところで 5～7cmr 程度の

層厚が確認できた。堆積した土砂は高含

水比の状態であり、その撤去が復旧作業

の障害となった。他方、臼杵市は高台にあ

る住宅地直下から斜面が崩壊するなどし

て住宅 2 棟が倒壊。また沿岸部でも急傾

斜地対策が進んだ住宅の背後地で斜面が

崩壊し、住宅 2 棟が土砂に埋まるなど住

宅被害が発生した。ともに人的被害はな

かったのが幸いである。 

九州北部豪雨を加え平成 29年に大分県

で発生した災害復旧事業費は、県と市町

村を合わせて総額 296 億（財務省九州財

務局）に達した。過去の大分県による災害

復旧事業費では、平成 5 年 6 月梅雨前線

豪雨及び台風第 13 号による災害で約 390

億円、そして平成 2 年 7 月梅雨前線豪雨

災害による約 332 億円に次ぐ災害復旧事

業費となり、大分県にとっては平成に入

り 3 番目となる大規模な災害に見舞われ

た年となった。 

(4)平成 30 年 4 月中津市耶馬溪町金吉で

発生した斜面崩壊 

 平成 30 年 4 月 11 日午前 3 時 40 分ご

ろ、中津市耶馬渓町金吉地区において幅

約 160m、長さ（水平距離：堆積域含む）

220m、最大震度約 35mにわたって大規模

な斜面崩壊が発生(写真-5)。崩壊により住

宅 4棟が土砂に埋まるなどし、6名の安否

が不明となった。現場周辺の地形は柱状

節理が発達した溶結凝灰岩に囲まれ、奇

岩・奇峰が織りなす風光明媚な山間部が

広がる。そこに降雨もなく突如として発

生した大規模な斜面崩壊は、極めて特殊

な災害として、当時の災害対応と捜索活

動は全国から注目された。現場には、崩壊

した推定６万 m3の崩積土とともに、斜面

には車ほどの大きな巨石など、大小様々

な転石が不安定な状態で斜面に点在して

いるなかで、消防、警察、自衛隊による必

死の捜索活動が行われた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

センターは発生当日の 10時に現地に入

りし、中津市現地災害対策本部と連携の

もとでドローンを用いた現地調査を行っ

た。調査では斜面崩壊直後の地形測量と

とともに、斜面の中央部分から大量の地

下水が河川に放出された状況を確認。そ

して、斜面に点在する転石の状況などを

調べ、危険個所等について現地対策本部

と情報を共有するなどした。14 日に中津

市は大分大学に災害派遣を要請。要請を

受けたセンターでは二次災害への助言等

を行うことを目的に学外スタッフを含む

専門家チームを編成し、捜索活動に参加。 

 活動ではドローンによる斜面の状態監

視のほか、掘削工法の検討、家屋位置の復

元測量などを行った。特に、捜索が難航し

た 2 個所に関しては、崩壊した家屋や家

財、そして擁壁などから土砂の流動を推

定し、捜索個所の選定を行った。発生から

12 日目の 4 月 22 日（日）22 時に最後の

1名を発見することができたが、残念なが

ら全員の死亡が確認された。 

 本件で発生した斜面崩壊は、地震や豪

雨に伴う土砂災害とは違い、日常生活下

で突如として発生した極めて稀な災害事

案（無降雨時崩壊）である。現在（8月 20

日時点）、大分県では崩壊原因については

山地崩壊原因究明等検討委員会、災害時

対応については現地災害対策にあたった

関係機関で構成される検証委員会が設置

され、早期の原因究明と今後の災害対応・

対策が待たれるところである。 

写真-5 斜面崩壊現場（発生当日） 



４．防災教育、復興デザインに関する

調査・教育・研究について 
 センターでは、地域のニーズに応える

べく随時防災教育や活動の支援を実施し

ている。特に学校現場への支援、地域から

の要望による講演活動や防災活動の指

導・助言を積極的に行っている(写真-6)。 

 従来から防災教育を個別の研究者に

より行ってきたが、防災コーディネータ

ーを中心として、随時対応できるように

なったことはセンター化の大きなメリッ

トでもある。 

防災コーディネータ−による大学での

「防災講座」も随時受け付けている。 

また、復興デザインに関する取組につ

いては、平時からの地域課題への取組そ

のものが復興デザインに直結しているこ

とを考えれば、従来の都市計画やまちづ

くりに関する調査・研究が有効であるこ

とは間違いなく、そこに災害やリスクへ

の対応をより一層組み込んでいくことが、

求められる。そこでセンターでは、地震津

波への対応だけでなく、昨今多発する水

害、とりわけ「水防災意識の再構築」に関

する取組と並行して、河川災害に復興デ

ザインの概念を注入し、地域での活動を

展開する予定にしている。さらに、5月に

は「雲仙普賢岳の火山災害から学ぶ復興

デザイン」と銘打ったフィールドツアー

を実施し(写真-7)、大分県でも懸念される

火山災害への備えと復興デザインに関す

る取組をスタートさせている。 

 

５．今後の活動方針 
 津波・地震だけでなく、災害をはじめと

するリスクを地域の人々と共有し、行動

へ結びつけていく必要がある。大分県で

は、とりわけ南海トラフ巨大地震への対

応を中心に防災対策が進められてきたが、

昨今の状況を鑑みれば、多様な災害への

対応が求められている。 

例えば、近年活発化している火山活動

を見れば、大分県内では鶴見岳・伽藍岳、

九重山による火山防災への取組は避けて

は通れない。それぞれの地域では平時の 

 

 

まちづくりや観光産業としての対応も含

めて、住民をも巻き込んだ「復興デザイン」

を視野に入れた取組が求められよう。さ

らには、国土交通省が進める「水防災意識

の再構築」への取組も進めなければなら

ない。センターでは、大分川・大野川流域

の水防災意識の再構築と「復興デザイン」

を並行して進めることにしている。 

写真-6 子ども達への防災教育 

（上：まち歩き、下：マップづくり） 

写真-7 雲仙普賢岳の火山災害フィールド

ツアー 



 

原稿執筆時には「防災シンポジウム in 

日田〜九州北部豪雨からの教訓〜」と題

し、2日間（8/17-18）にわたり高校生・大

学生対象のフィールドツアーとシンポジ

ウムを開催している。フィールドツアー

の内容やデザイン・シンキングを通じた

学生提案を「ストーリーマップ」にとりま

とめ、大学生がシンポジウム内で災害対

応の課題や防災・減災対策についての提

案を行った。この提案の一部として作成

した動画をYouTubeでも公開している(写

真-8)。（協力：SAP ジャパン株式会社、

ESRIジャパン株式会社、株式会社ザイナ

ス） 

防災・減災の意識、災害対応・行動は果

たして一朝一夕に進むものであろうか。

これは長い時間をかけて取り組むべき課

題であり、また地域への関わり、地域の次

のあるべき姿を共有し、平時からその課

題へ取り組むことこそが求められており、

防災教育の根本的意義はそこにあるのだ

と考える。ひと任せ、行政任せではなく、

一人一人が責任を持てる社会へと転換が

まさに求められている。子ども達には責

任はない。今を生きる大人にこそ責任が

あり、その責任を果たす姿を見せるべき

である。それが次の世代への責任である。

その責任を果たすべくセンターは地域に

寄り添い、地域の課題を解決すべく活動

を展開していく。 

 

 

大分大学減災・復興デザイン教育研究セ

ンター 

HP：http://www.cerd.oita-u.ac.jp/ 

TEL：097-554-7333（代表） 

FAX：097-554-7338 

E-mail：cerd-office@oita-u.ac.jp 

 

 

写真-8 学生提案の映像の一部 
http://www.cerd.oita-.ac.jp/2018/08/19/bousais

ympo2018_hita/ 

 



「宮崎大学防災環境研究セ

ンターの活動」 
 

宮崎大学大学院農学工学総合研究科防災

環境研究センター 

センター長 稲垣 仁根 

 

１．はじめに 
宮崎大学防災環境研究センターの稲垣

と申します。センター発足以来、センター

長を続けられた原田隆典先生が定年退職

されたので、本年 4 月より、副センター

長だった私が、センター長を引き継いで

おります。専門性からは、工学部の村上啓

介先生が、これまでセンターの運営を中

心的に担ってこられたので、適任なので

すが、村上先生が工学部国際教育センタ

ーの責任者になられたこともあり、農学

部の所属の私が引き受けております。農

学部の教員が、防災センターに関わって

いる点については、他学のセンターでは、

あまり例が無いと思いますが、これは本

学のセンターの組織に理由がありますの

で「センターの成り立ち」をご覧下さい。

活動については、センターが開催した「防

災シンポジウム」を中心に紹介したいと

思います。 

 

２．宮崎大学防災センターの成り立ち 
大学の防災センターは、全学あるいは

学部に付属するセンターが一般的ですが、

宮崎大学の防災センターは、学部から独

立している博士課程後期のみの「農学工

学総合研究科」に付属していることに特

徴があります。農学工学総合研究科は、農

学と工学の学問的背景と連携協力の実績

を踏まえて、農学と工学が連携・融合した

教育研究領域の深化を図ることを目的と

して、平成 19年 4月に設置されています。 

農学部と工学部の研究者が、資源環境

科学、生物機能応用科学、物質・情報工学

の 3専攻に分属して、活動しています。 

本学の防災センターは、原田隆典先生

が、南海トラフによる巨大地震津波の可

能性を危惧されて、原田先生と村上啓介

先生の尽力により、「自然災害から地域に

暮らす人々の生命と環境を守る」ことを

目的として、2011年5月に設立しました。 

ただ、防災センターの正式な稼働開始

が、3.11 の東日本大震災に僅かの差で間

に合わなかったのが、残念なことでした。 
 

３．防災センターの概要 
センターの設置目的と組織について、

大学に、センターの設置申請した当時の

資料から引用します。 

／設置目的／宮崎大学大学院農学工学総

合研究科は、地域に根ざす大学としての

顔が見える地域貢献を目指し、農学と工

学の知を融合して、東アジアを含む南九

州地域の自然災害と環境問題の解決に取

り組み、研究成果を積極的に地域に還元

するために研究科に防災環境研究センタ

ーを設置する(図-1)。 

／組織体制／宮崎大学院農学工学総合研

究科が、農学と工学の社会基盤と環境保

全に関する基礎技術を結集して、地域社

会が抱える課題について、解決策を提示

する。 

創立時のメンバーは、原田隆典先生が

センター長に就任され、工学部からは地

盤・環境、河川・海岸、資源・水質、農学

部からは、水文・流出・気象、衛星調査、

砂防、潅漑・排水の各分野の教員が参加し

て、8名でスタートしております。本学の

センターは、農工連携による研究の進展

だけではなく、宮崎県における地震津波

対策の提言、市民への啓蒙活動など地域

貢献に重点を置いて、活動しております。 
 

４．活動内容の紹介 
防災センターとしては、発足以前から

一般市民向けの防災シンポジウムを外部

からの講師を招いて、定期的に開催して

います。概要について、周知用のチラシを

基に紹介します。防災関連のシンポジウ

ムは、主なものは、補年度のものを含めて

以下の 4件です。 

①地域防災シンポジウム in 宮崎 2010 

「平成 17 年台風 14 号災害から 5 年、自

然災害による犠牲者ゼロを目指して何を 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

をなすべきか？」(図-2) 

平成 17 年 9 月の台風 14 号災害から 5

年目が経過しており、当時の被害や教訓、

そしてその後の対策等を今一度整理し、 

「自然災害による犠牲者ゼロ」を実現す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

るための課題と方策を共有する目的で、

講演とパネルディスカッションを開催し

ました。「NDICセンターニュース No.44 

号」に概要が記載されています。 

 

 

図-1 地域貢献のイメージ図 

図-2 地域防災シンポジウム in 宮崎 2010 のポスターとプログラム 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②防災シンポジウム in 宮崎 2011～口蹄

疫災害、新燃岳火山災害、来る「想定」地 

震・津波災害への備えを考える～（11 月

1 日 宮崎市民ポラザ オルブライトホ

ール） 

平成 22年度に発生した宮崎県での口蹄

疫災害と当時、進行形の新燃岳火山災害

並びに、東日本大震災による教訓を活か

すために地震・津波災害が懸念される宮

崎県において来る「想定」地震・津波によ

る被害とその備えを取り上げてシンポジ

ウムを開催しました(図-3)。 

③「防災・減災研究とその実践に関するシ

ンポジウム －大規模自然災害に対する

大学の役割の明確化－」 

本シンポジウムでは、想定される南海

トラフ巨大地震等の大規模災害時に大学

が取るべき行動と地域における役割につ

いて、熊本地震を例にその経験を共有す

ることを目的としています。具体的には、

熊本大学の災害対応に関係した教職員を

宮崎大学に招き、事前に対応すべき事項、

発災時に対応すべき事項、および大学機

能の早期復旧に必要な事項について、シ

ンポジウム形式で情報の共有を図る内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
図-4 防災・減災研究とその実践に関する 

シンポジウムのポスターとプログラム 

 

 

 

 図-3 防災シンポジウム in宮崎 2011のポスターとプログラム 

 

 

としました(図-4)。 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

午後は、「わけもん（若者）が防災に向き

合う日」を開催し、香川大学の金田義行教

授による防災講座「～南海トラフ巨大地

震・日向灘地震の最前線～」と南海トラフ

地震が発生した時を想定し、大学周辺の

木花地区の地形や大学の教室配置図を元

にした災害図上訓練と避難所運営訓練の

「ワークショップ」を実施しました(図-5)。 

④H30年防災・日本再生シンポジウム～東

日本で想定される“来るべきメガ自然災

害”の脅威と備えを考える(2018 年 11 月

9 日、宮日会館) 

本シンポジウムでは、東九州地区で喫 

緊の課題となる火山災害、地震災害、津波

災害について、最新の学術研究成果を社

会に還元することを目的として、自治体

における対応の現状を交えた市民向けの

情報提供を行います(図-6)。 

⑤調査・委員・出版 

「新燃岳 九州地区国立大学の連携活

動として初の現地調査実施」／県防災教

育教材「学校防災教材資料集・宮崎県から

自然災害をなくすための知識と知恵」の

作成、出版／「宮崎の自然災害」を、防災

センターの教員が分担執筆し、出版した

（平成 24年）／「大分工業用水道給水ネ

ットワーク再構築事業における地震・津

波対策の評価検討」／「ＱＲコードを使っ

た津波避難の実証試験」。 

⑥講師・その他 

宮崎県行政研修会／宮崎公立大学開放 

事業（防災士養成講座）／ＭＲＴラジオ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「みんなの防災」／宮崎県教育委員会「実

践的防災教育総合支援事業における学校

防災アドバイザー活用事業」／「みんなで

つくる防災モデル地区育成事業」／「宮崎

県防災の日フェア」（子ども防災会議・防

災パネル展示・体験コーナー）／ドキュメ

ンタリー映画「あの街に桜が咲けば」上映

会。 

 

５．さいごに 
また、防災センターの活動につきまし

ては、一般社団法人みやざき公共・協働研

究会に、行政やマスコミ、地域団体などの

関係各機関への協力依頼・行事案内など

で多大な協力を頂いております。 

 シンポジウム等では、県民がつくる宮

崎防災ネットワーク／NPO 宮崎県防災士

ネットワーク／宮崎大学発ベンチャー企

業の（株）地震工学研究開発センターの協

力を頂いております。 

本年、3月に 2名の教員が定年退職とな

りましたが、4 月から新たに工学部 5 名、

農学部 1 名の 6 名の若手教員がセンター

に参加し、課題に対する守備範囲が地盤

工学、構造工学、水工水理学、道路工学、

土木計画学、交通工学、国土管理保全学の

各分野に広がり、スタッフが充実してき

ました。また、原田隆典先生は、地震工学

研究開発センターを通じて協力頂いてい

るので、新しいスタッフと一緒に、より活

発な地域貢献を展開したいと考えており

ます。 

図-5 わけもん（若者）が防災に向き合う日(ワークショップ) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図-6 H30 年度防災・日本再生シンポジウムのポスターとプログラム 

 

 

 

 

 



鹿児島大学の防災センター

の活動 

 
鹿児島大学地震火山地域防災センター 

地頭薗 隆 

 
１．はじめに 
南九州から南西諸島にかけては、豪雨、

台風、火山噴火、地震、津波などに起因す

る多様な自然災害が発生している。自然

災害による鹿児島県の犠牲者は、第２次

大戦後でも 1200人を超えている。2011年

に創設した鹿児島大学地域防災教育研究

センター（現：鹿児島大学地震火山地域防

災センター）は、自然災害の防止と軽減を

図るために、災害の実態解明、災害の予測、

防災教育、警戒避難対応、災害応急対応、

災害復旧復興など、地域防災の諸課題に

地域と連携して取り組み、地域防災力の

向上に貢献することを目指している。こ

こでは、鹿児島大学の防災センターの歩

みと活動を紹介する。 

 

２．防災センター創設までの防災に関

する活動 
南九州から南西諸島において、過去 30

年間に発生した主な災害をあげると、

1986年鹿児島市集中豪雨災害、1993年鹿

児島豪雨災害、1997 年鹿児島県北西部地

震、1997 年出水市針原土石流災害、2003

年肥薩地域集中豪雨災害、2006 年鹿児島

県北部豪雨災害、2010 年奄美豪雨災害な

どがある。鹿児島大学は、いずれの災害に

おいても、学部を超えた災害調査チーム

を編成し、調査後は図-1 に示すような報

告書を発行、さらに報告会やシンポジウ

ムを開催して研究成果を地域に還元して

きた。 

報告会の開催後は災害調査チームが解

散されるために、地域防災力のさらなる

向上や長期的な防災対策支援につながら

ない、大学と住民等との連携が途切れて

しまうなどの課題があった。災害が大規

模化、複合化する中で地域防災力の向上  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とそれを支える総合的な防災教育研究を

担う恒常的な組織が求められた。 

 

３．地域防災教育研究センターの創設 

2010 年 10月の奄美豪雨災害、2011 年 1

月の霧島新燃岳噴火、さらに同年 3 月 11

日の東日本大震災を契機に、防災に関す

る全学的な組織設置が議論され、同年 6月

28 日に「鹿児島大学地域防災教育研究セ

ンター」が創設された。 

センターは、調査研究、教育、地域連携

の３部門から構成され、さらに調査研究

部門には総合防災、水害・土砂災害、火山

災害、地震・津波災害、放射線災害の５分

野が設置された（図-2）。 

センターを運営するために、平成 24年

度特別経費（プロジェクト分）概算要求と

して事業名「南九州から南西諸島におけ

る総合的防災研究の推進と地域防災体制

の構築」を申請した（図-3）。本事業は、自

然災害の防止と軽減を図るため、自然災

害の実態解明、予測、防災教育、災害応急

対応、災害復旧復興などの課題に地域と

連携して組織的に取り組むものであった。 

平成 24 年度には地震・津波室内実験シ 

ステムが設置され、南九州から南西諸島

海域における想定地震規模や予測津波遡 

 

図-1 鹿児島大学から発行された災害調査

報告書 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上高の見直し、地域防災計画の再構築の

体制づくりに向けた地震・津波災害の教 

育研究体制が整備された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、平成 24年度補正予算により深

層崩壊・火山災害予測実験観測システム

および総合防災データベース構築システ 

 

 

図-2 地域防災教育研究センターの概要 

図-3 平成 24～27年度に実施されたプロジェクト概要 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ムが整備された。深層崩壊・火山災害予測

実験観測システムは、近年の記録的な大

雨に伴って増加している深層崩壊の予

測・対策と大噴火が想定される桜島や霧

島新燃岳の火山災害対策の教育研究を推

進するための設備であり、総合防災デー

タベース構築システムは、南九州から南

西諸島における既往災害の形態、被災状

況、災害対応、気象、水文、地盤、火山等

に関する総合的な防災教育研究に活用で

きる南九州防災データベースを構築する

ものである。 

本事業は平成 27年度までの 4年間実施

され、この期間にセンターには 3 人の特

任教員が採用され、各学部からの兼務教 

員は 70人となった。 

平成 27 年 5 月 29 日の口永良部島噴火

や霧島や桜島の活発化に伴い、平成 28年

度概算要求として、事業名「大規模火山噴

火にレジリエントな地域社会の実現に向

けた防災減災の取組み」を申請した（図-

4）。 

本事業は、降下火砕物の空間的分布予 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

測手法および噴火被害の定量的評価手法

を新たに開発し、桜島および島嶼部火山

を対象に噴火災害による定量的被害想定

を行い、さらに、事前の備えから発災時の

防災対応、復旧復興までの全過程を通し

た防災減災対策を提案するものである。 

 本事業の遂行にあたって各機関からな

る専門部会を設置し、また、5 つのワーキ

ンググループを組織して大規模火山噴火

が発生したときの被害想定を検討してい

る。なお、平成 27年度補正予算により「大

規模火山噴火災害の定量的予測・分析シ

ステム」が認められ、火山観測用 Kuバン

ド高速スキャンレーダが配備されている。 

 

４．地震火山地域防災センターへの改

組 
平成 30年 4月、地域防災教育研究セン

ターは、地震予知・火山噴火予知研究を推

進してきた理工学研究科附属「南西島弧

地震火山観測所」と統合し、「地震火山地

域防災センター」に改組した。これは、

2015年口永良部島噴火、2016年熊本地震、 

 

図-4 平成 28年度から進行中のプロジェクト概要 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2017年霧島新燃岳噴火、2018年霧島硫黄 

山噴火など、近年、地震や火山噴火が頻発

し、さらに桜島大噴火も心配されている

ことから、両組織が一体となって地震・火

山防災に関する研究を推進することを目

的としたものである。統合によって地震

火山地域防災センターに地震火山観測所

の教員 1人と特任教員 1人が加わった。 

新センターは、調査研究、防災教育、社

会実装の３推進部門と（附属）南西島弧地

震火山観測所から構成され、さらに、調査

研究推進部門には、地震火山防災、気象水

象地盤災害、災害医療総合防災の３研究

分野が設置された（図-5）。 

調査研究推進部門は、災害や防災に関

連する様々な研究を推進し、その成果は

防災教育推進部門や社会実装推進部門の

防災教育や地域防災力の向上に活用され

る。地震火山防災研究分野は、南西島弧地

震火山観測所と連携して地震災害、火山

災害と防災に関する教育研究を推進する。 

一方、2017 年 7月九州北部豪雨や 2018

年 7 月豪雨など、洪水・土砂災害も多発

しており、気象・水象・地盤に関連する

様々な災害の研究と教育はこれまでと同

様に重要視し、気象水象地盤災害研究分

野で取り組んでいく。さらに、東日本大震

災を契機に大規模災害に対応できる災害

医療体制の構築が社会から求められてい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る。災害医療総合防災研究分野は、桜島大 

規模噴火に備える災害医療体制を検討す

るとともに、災害時の避難対応、復旧対応、

災害心理、メンタルケア等に関する総合

防災と教育を推進する。 

防災教育推進部門は、本学の共通教育、

小中高校、市民講座等における防災教育

の企画・運営、地域防災の核となる防災リ

ーダーの養成支援、防災士資格取得支援

などに取り組む。 

社会実装推進部門は、地域連携の窓口

となり、地域防災の課題解決、地域防災計

画の見直し支援、事業所の防災マニュア

ルや事業継続計画の作成支援などに取り

組む。 

南西島弧地震火山観測所は、南九州か

ら南西諸島北部域での地震火山観測研究

を引き続き推進し、また「地震に関する観

測データの流通、保存及び公開について

の協定」に基づいて地震波形データを気

象庁に送り、九州南部の地震活動の把握

に貢献する。 

このように、地震火山地域防災センタ

ーは、地震・火山災害をはじめとする様々

な災害の防災研究、防災教育の中核的な

役割を果たすことを目指している。 

 

５．これまでの主な活動概要 
これまでの活動は下記の本センターの

 

 

 

図-5 地震火山地域防災センターの運営体制 



ホームページで閲覧できる。 

http://bousai.kagoshima-u.ac.jp/ 

以下、主な活動の概要を記載する。 

鹿大防災セミナー 

本センターに係わる教職員および関係

機関の情報交換や交流を目的として、防

災に関する教育・研究や行政等の取り組

みをテーマに、3カ月おきに学内外から講

師を招いてセミナーを実施している（図-

6）。これまでの開催数は 20 回にのぼる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気象レーダによる火山噴火の観測研究 

研究用気象レーダ（KuRAD）を宮崎県

高原町に設置し、霧島新燃岳噴火時の降

灰量分布をリアルタイムで求め、その情

報を高原町の住民や職員に配信する実験

を行っている（図-7）。情報は町役場に設

置した大型モニターに表示されるととも

に携帯や PCでも閲覧できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

デジタルサイネージを活用した防災啓発

に関する社会実験 

デジタルサイネージは、デジタル技術

を利用して様々な情報をスケジュールに

従って伝達・表示する電子看板である。デ 

ジタルサイネージを利用した防災啓発に

関する学内実験を行っている（図-8）。 

キャンパスウェザーと名付けた 15分先

の降雨予報を基本情報とし、災害の発生

の仕組み、過去の自然災害、防災に役立つ

情報を配信している。今後、降灰予測、台

風進路、地震震度分布などの新たな情報

を追加する予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震予知・火山噴火予知の基礎研究 

南西島弧地震火山観測所は、平成 3年 4

月に地震予知・火山噴火予知研究を推進

するための施設として設置され、平成 30

年 4 月に地震火山地域防災センターの附

属施設となった。観測所の研究対象領域

は、主に九州南部から南西諸島北部域で

ある。この領域は、フィリピン海プレート

の高角度沈み込みや沖縄トラフ拡大に関

連した地震・火山活動が活発である。また、

阿蘇・加久藤・姶良・阿多・鬼界の巨大カ

ルデラがわずか 260km の間に 5 つも並ん

でいる。このような現象を引き起こすに

は大量の熱エネルギーが必要であり、地

球表層部のプレート運動という古典的な

プレートテクトニクスの枠組みではエネ

ルギー供給源を説明できない。そこで地

球深部まで考慮したグローバルな地球観

に基づく新しい地球ダイナミクス論を作

り上げる必要がある。本観測所は、南西島

弧域のテクトニクスや環太平洋全域のプ

レート運動の解明を進めて地震予知・火

山噴火予知の基礎研究を推進している

（図-9）。 

 

図-6 鹿大防災セミナー 

 

 

図-8 デジタルサイネージを活用した防災

啓発に関する社会実験 

図-7 気象レーダによる火山噴火の観測研究 

http://bousai.kagoshima-u.ac.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シンポジウム等の開催 

毎年、防災に関するシンポジウムや市

民講座を開催している。以下、これまで実

施した主な行事・催し物を列挙する。 

・平成 23年 10月 23日 防災・日本再生

シンポジウム「奄美防災シンポジウム～

奄美豪雨災害から学ぶ～」（奄美市名瀬公

民館） 

・平成 24 年 10 月 6 日 地域防災教育研

究センター１周年企画シンポジウム「地

域防災力の向上を考える」（鹿児島大学稲

盛会館） 

・平成 25 年 11 月 9 日 防災・日本再生

シンポジウム 鹿児島大学出前シンポジ

ウム「地震・津波に対する学校と地域の防

災を考える」（志布志市文化会館） 

・平成 26 年 9 月 23 日 オープンフォー

ラム「南九州・南西諸島海域における巨大

津波災害の想定」日本自然災害学会と共

同主催（鹿児島大学稲盛会館） 

・平成 26年 10月 25日 防災・日本再生

シンポジウム「桜島火山と地域防災－大

正噴火の経験を活かす－」（かごしま県民

交流センター県民ホール） 

・平成 27 年 1 月 31 日 鹿児島大学シン

ポジウム「島嶼災害の特徴と防災」鹿児島

大学国際島嶼教育研究センターと共同主

催（鹿児島大学共通教育棟） 

・平成 27年 2月 8日 鹿児島大学・奄美

市教育委員会連携シンポジウム「奄美で

の津波避難を考える－最先端の防災科学

と学校での防災教育－」（奄美文化センタ

ーホール） 

・平成 27年 7月 2日 「口永良部島新岳

噴火災害緊急対応」報告会（鹿児島大学連

合農学研究科棟） 

・平成 27年 10 月 11日 一般公開シンポ

ジウム「霧島山の火山ハザード－2011 年

を事例として－」日本地形学連合と共同

主催（鹿児島大学稲盛会館） 

・平成 27 年 12 月 4 日 講演会「看護師

に必要な放射線防護の知識－被ばく低減

のために」（鹿児島大学医学部保健学研究

科棟） 

・平成 28年 2月 6日 第４回かごしま国

際看護フォーラム「島嶼・へき地のルーラ

ルナーシングと災害看護」（サンエールか

ごしま） 

・平成 28年 2月 7日 緊急被ばく医療の

講演会・研修会（鹿児島大学医学部保健学

研究科棟） 

・平成 28 年 2 月 20 日 シンポジウム

「2014 年広島豪雨災害に学ぶ－警戒避難

対応を中心に－」（鹿児島大学稲盛会館） 

・平成 28年 3月 5日 防災ワークショッ

プ「大規模火山噴火時の地域防災」次世代

安心安全 ICT フォーラムと共同主催（鹿

児島大学共通教育棟） 

・平成 28 年 6 月 4 日 口永良部島 2015

噴火災害対応報告会「応急対応・復旧・復

興にかかわる支援活動と研究」（鹿児島大

学稲盛会館） 

・平成 28年 11月 26 日 防災・日本再生

シンポジウム「島嶼の自然災害と防災」

（鹿児島大学工学部） 

・平成 29年 2月 27 日 平成 28年度防災

に係る講演会「平成 28年度熊本地震にお

ける熊本大学の被害・対応と教訓」鹿児島

大学総務課と共同主催（鹿児島大学連合

農学研究科棟） 

・平成 29年 4月 8日 防災シンポジウム

「熊本地震に関する鹿児島大学の活動報

告」（鹿児島大学稲盛会館） 

・平成 29 年 12 月 2 日 防災・日本再生

シンポジウム「桜島大規模噴火を想定し

た災害医療体制の構築」（鹿児島大学医学 

 

図-9 鹿児島大学の GNSS 観測点と GEONET

観測点（青●） 



部鶴陵会館）（図-10） 

・平成 30年 3月 3 日 防災ワークショッ

プⅡ「大規模火山噴火に備える地域防災」

次世代安心安全 ICT フォーラムと共同主

催（鹿児島大学稲盛会館） 

 

鹿児島大学総合防災データベース 
http://db.koukai.bousai.kagoshima-u.ac.jp 

災害に関係した学内外の資料をデータ

ベース化する作業を進めており、閲覧希

望者にはユーザ IDとパスワードを提供す

る予定である（図-11）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-10 平成 29 年度防災・日本再生シンポジウム 

「桜島大規模噴火を想定した災害医療体制の構築」 

 

 

図-11 1938年肝属災害（西ら、1938） 



琉球大学島嶼防災研究セン

ター：球諸島における役割と

その活動 
 

琉球大学島嶼防災研究センター  

センター長 藍檀 オメル 

 

１．前書き 
本センターは、地震、津波、地盤災害（斜

面崩壊、土石流、堰止め湖、シンクホール

など）および気象による台風、洪水といっ

た自然災害を対象として琉球大学が 2008

年 4 月 1 日に設立した研究・調査機関で

ある。 

琉球諸島は、奄美大島から与那国まで

数多くの島々で構成されている長さ

1300kmの巨大な列島であり、本センター

はこの地域の総合的な防災研究機関であ

る。琉球諸島も例外ではなく、フィリピン

海プレートと沖縄トラフに挟まれるよう

な形で位置しており、活発に続くこれら

の地殻変動がこの地域に地震を発生させ

る原因ともなっている。沖縄気象台が記

録・整理した琉球諸島周辺の地震活動を

見ると、かなり活発的である。津波に関し

ても、下地島に世界最大級の津波石のよ

うな巨大な痕跡が存在している。さらに、

同様な巨大津波石は沖縄本島、石垣島や

宮古島にも存在し、巨大津波発生の可能

性が高い地域である。また、琉球諸島は台

風の通路（Alley of Typhoons)と知られ、毎

年数多くの巨大台風に見舞われ、それに

よる被害も発生している。近年、竜巻や突

発的豪雨などが数多く発生している。 

 

２．島嶼防災研究センターの組織、役

割および活動内容 
2008 年 4 月 1 日に設立された島嶼防災

研究センターの組織が、センター長、副セ

ンター長（2名）および琉球大学の 5つの

学部からの 24名の併任教員で構成されて

いる。さらに、センター長、副センター長、

工学部（3名）と医学部、理学部、農学部

および教育学部からそれぞれ 1 名で構成

される運営委員会で運営されている。 

 琉球諸島を中心として、地震、津波、地

盤災害（斜面崩壊、土石流、堰止め湖、シ

ンクホールなど）および気象による台風、

洪水といった自然災害を対象とした総合

的な防災研究・教育・調査機関として役割

を果たしている。選任された併任教員は、

地震、津波、地盤災害および気象による台

風、洪水など、それぞれの自然災害につい

て、災害が発生した場合、早急に調査団を

派遣できるような体制を整えている。ま

た、その調査結果を学・官・民と報道機関

などを通じて県民に知らせることにして

いる。 

 沖縄県において、過去の地震および津

波に対する災害記録が国内の他の地域に

比べ、よく知られていない。この関連で、

1771 年発生した明和地震・津波被害につ

いて宮古島や石垣島などで発掘調査など

が実施してきている。また、琉球諸島に見

られる津波石などを調査し、沖縄県に発

生した巨大地震のマグニチュードなどの

評価を行っている。 

 琉球諸島には、琉球石灰岩層と島尻層

群が広く分布している。琉球石灰岩層に

おける海食崖の崩壊、陥没や、島尻層群に

おける地すべりといった地盤災害が多く

発生している。近年、本センターとして琉

球諸島全体の地盤災害に関する調査を開

始し、各島に発生し得る地盤災害の種類

とその危険性について取り組んでいる。 

 本センターは、自然災害に関連する国

内外の専門家を招請し、特別講演などを

実施している。さらに、毎年、県内の様々

な機関と共催で「防災・環境」をテーマに、

過去 11回のシンポジウムを開催してきて

いる。今年度は、12 月 14日に「防災とエ

ネルギー」をテーマに、第 12回の防災・

環境シンポジウムを開催する予定である。 
 

３．島嶼防災研究センターの近年の活

動内容 
地震被害調査   

 2018 年 3 月 1 日に、西表島を震源とす

る M5.7の地震が発生し、最も大きな揺れ

が竹富島で震度 5 弱であった。本センタ



ーの対応として、3月 2日に調査団を派遣

し、この地震による被害調査を実施した。 

 国内において、この規模の地震による

被害は、ほとんど見受けられないと考え

られる。しかし、石垣島における名倉ダム

において落石や照明柱に亀裂発生あるい

はその拡大、石垣港サザンゲート橋付近

の階段などに若干の被害が認められた。 

 2016 年 4 月、熊本で発生した地震につ

いて本センターは、2 回にわたる調査団を

派遣し（写真-1）、2016年 5月 2日に、学・

官・民を対象に「熊本地震－沖縄県への教

訓」の題名で緊急報告会を開催した。この

報告会は、地元報道機関によって大きく

取り上げられた（写真-2）。 

 本センターとして、この緊急報告の際

に沖縄県への教訓についても報告した。

一般に、琉球諸島は、地震・津波の少ない

地域として考えられ、構造物の耐震設計

の際に利用される地域係数は 0.7 である。

地震が少ないとされ、地域係数が 0.8であ

った九州地域で、2016年 4月 14・16日の

熊本地震で大きな被害が発生したことを

考えると、沖縄県も決して油断できない。 

 近年の地震で、ピロティー形式の建築

物の被害が多く発生している。沖縄県下

でも、ピロティー形式の建築物が数多く

存在しているため、それらの耐震性の検

討・実施が必要であると思われる。沖縄気

象台が記録・整理した琉球諸島周辺の地

震活動を見ると、かなり活発的である。津

波に関しても、下地島に世界最大級の津

波石のような巨大な痕跡が存在している。 

さらに、同様な巨大津波石は沖縄本島、

石垣島や宮古島にも存在し、巨大津波発

生の可能性が高い地域であることを注意

した。2017 年 2 月に沖縄気象台が企画し

た防災講演会「熊本地震の教訓から学ぶ」

でも、地元で同様な内容を伝えた。熊本地

震による被害について、本センターの調

査団として得られた成果を国内外の国際

会議や学術雑誌などで報告した。 

琉球諸島において、1667 年以前の地震

とその被害に関する資料がほとんど見当

たらないのが現状である。本センターの

活動の一つとして、琉球諸島の主な島に 
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おける活断層、地殻の応力状態などにつ

いて、島嶼防災研究センターおよび地殻

工学防災研究所と共同で研究を行ってい

る。 

地震の発生要因である地殻応力につい

ては、今までに沖縄本島、石垣島、北大

東島などについて AE法を用いた計測を

行ってきている。さらに各島で、断層や

過去の地震被害についても調査を行って

きている（写真-3）。 

これらの調査から、断層による地震の発

生機構、マグニチュード、強震特性などを

定量的に評価することが可能である。ま

た、遺跡などの被害の様子から地震の規

模や強震特性の評価も実施している（写真

-4、写真-5）。 

津波 

琉球諸島において、主な島に津波石と

呼ばれている巨大の岩の存在がよく知ら

れている。例えば、石垣島の大浜地域に 

 

写真-1 琉球大学島嶼防災調査団(南阿蘇) 

 

 

 

写真-2 緊急報告会の様子 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

存在する津波石が、1771 年の明和地震で

陸上まで打ち上げられたとされていたが、

Goto ら（2010)の研究で、大浜地域の津波

石は 2000年以上前に陸上に打ち上げられ

たとことが明らかになっている。また、石

垣島で行われた近年の建設工事の際に、

琉球石灰岩層内に過去の津波による津波

石や津波堆積物の存在が確認された。こ

のことは、琉球諸島周辺で繰り返し津波

が発生していることが推測される。沖縄

本島の南部にカサカンジャ、宮古島の東

平安名崎、下地島の西側にある帯大岩と

いった巨大の津波石が存在し、その中で

下地島の帯大岩は世界最大級と考えられ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ている（図-1）。これらの津波石が陸上に

打ち上げる津波を引き起こす地震のマグ

ニチュードは、9以上であることが本セン

ターの調査・研究で明らかになっており、

その成果は海外の学術雑誌で出版される

ことが決定している。 

地盤災害 

琉球列島には、空隙が多く、地質年代が

若い琉球石灰岩が広く分布し、その下部

に泥岩、砂岩および凝灰岩で構成されて

いる島尻層群が存在している。琉球石灰

岩の場合、大きな空洞が形成されやすい

ため、しばしば陥没や崖の崩壊が発生し

ている（写真−6、写真−7）。 

 

写真-3 西原町南上原地域に見られる相対ずれ 10mの正断層 

 
 

写真-4 中城城址で転倒した岩盤ブロックの修復前後

の様子 

写真-5平橋付近に見られる地震の 

痕跡 

 

図-1 琉球諸島における主な島における最大級の津波石と推定地震のマグニチュード 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

島尻層群が地殻変動の影響をうけてい

るため、数多くのを断層が存在している。

さらに、島尻層群内の泥岩層は風化しや

すく、力学的な特性は含水比によって大

きく低下する。したがって、島尻層群が露

頭している地域では地すべりが発生しや

すく、近年北中城（安里）で民家にも影響

を与えるような大規模な地すべりが発生

している（写真-8）。また、琉球諸島は亜

熱帯地域であるため、雨・強風によって運

ばれる塩害などで社会基盤や生活を支え

ているインフラ構造物や建物の劣化・腐

食といった問題は、日本国内の他地域と

比べより深刻な問題である。特に、これら

の現象は自然災害時に大きなダメージを

与え、災害時に期待される役割を果たす

ことができないと同時に、二次災害に至

ることもあり得る。 

気象による台風・竜巻被害 

北半球で毎年平均的に 25－26の台風が

発生し、約 1/3 は沖縄県を直撃し、台風に

よる大雨と強風が毎年様々な被害をもた

らす。特に大雨によって地盤災害が発生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

することが多い。琉球諸島は、台風の通路

（Alley of Typhoon)と知られ、豪雨による

地盤災害と別に洪水、床浸水、強風による

構造物の被害が発生している。近年温暖

化に伴って、台風の発生地域は北上し巨

大化している。それに伴って、構造物の設

計に利用した風荷重の強度も大きくなっ

てきており、今後風による設計荷重に大

きな影響をあたえることが考えられる。 

 本センターとして、2016 年 10 月に久米

島を襲った台風 18号による被害について

調査団を派遣した（写真-9）。台風と別に

竜巻の発生数も増加してきている。2018

年 6月 16日に伊江島で発生した竜巻で空

港の建物に被害をもたらした（写真-10）。 

島嶼防災研究センターの自然災害再現展

示室の設立 

琉球大学工学部の防災教育と沖縄県に

おける社会の防災意識を高める教育に勤

めるため、琉球諸島自然災害研究室と防

災材料研究室を設立し、今後工学部と理

学部にある施設に加え、各自然災害の発

生機構を再現できる展示的な施設を、琉 

 

写真-6沖縄本島備瀬崎の海岸に琉球石灰岩崖の侵食による崩壊した巨大岩盤ブロック 

 

  

写真-8 北上原における島尻層群の岩盤斜面の崩

壊 

写真-7 東平安名崎の陥没孔 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

球大学の H29 年度戦略的研究推進経費の

研究プロジェクト枠内で設立している。 

 この展示施設は、地震学・地震工学、津

波および竜巻を対象とした一流の総合的

防災研究・教育施設である（写真-11）。 

 

３．後書き 
琉球諸島は日本の他の地域と比べ、

1300kmにわたる巨大な地域であり、この

地域に関係した独自の総合的防災・教育

研究機関の存在とその活動が不可欠であ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る。琉球大学島嶼防災センターは、地震、 

津波、地盤災害および気象による台風、洪

水といった災害を対象に総合的防災・教

育研究機関になるための趣旨で設立され

ている。沖縄県が期待するような役割を

果たすため、2008 年 4 月 1 日から活動を

開始し、毎年の研究および教育活動の充

実を図っている。今までソフト的な活動

別に、自然災害再現施設のような施設を

整備し、今後研究・教育活動が一層活発に

なることが期待される。最終的に 1300km

 

写真-9 久米島における台風による被害 

 

写真-11 自然災害展示施設の展示物 

 

写真-10 伊江島における竜巻被害 

 

 



にわたる巨大な地域である琉球諸島に相

応しく、平成 29年に整備した自然災害災

害展示施設が、大規模なな研究・教育セン

ターに成長し、その規模がさらなる防災

館の設立につながっていくであろう。 
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土木が守る！支える！創る！九州 

【土木学会西部支部事務局】       

〒810-0041 福岡市中央区大名 2-4-12 ＣＴＩビル１Ｆ 

TEL (092)717-6031  FAX (092)717-6032 

E-mail ： ｊｓｃｅ-w@io.ocn.ne.jp 

http://www.jsce.or.jp/branch/seibu/  

 

公益社団法人 土木學會 西部支部 設立80 周年 

お陰様で土木学会西部支部は設立 80 周年を迎えることとなりました。西部支部では 80 周年を祝して

11 月 21 日に「土木が守る！支える！創る！九州 」をテーマに記念講習会と記念式典を企画してお

ります。みなさま多数ご参加いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

◆支部長あいさつ 土木学会西部支部支部長 松田泰治(九州大学) 

 記念式典・祝賀会  

1938-2018 

※記念講習会は参加自由（入場無料：事前申込必要） 

11 月 21 日(水) 11 月 21 日(水) 

会場：ＡＮＡクラウンプラザホテル福岡  

講師：澁谷博昭 東峰村村長 

   高橋和雄 長崎大学名誉教授 

博多駅  

◆博多駅博多口より徒歩５分 

13:00～  

 記念講習会  

記念式典：15:30～ 

祝 賀 会 :18:00～  

会場：ＡＮＡクラウンプラザホテル福岡  

講演：小林潔司 土木学会会長 

   桑野和泉 由布院温泉観光協会会長 

※西部支部会員対象（対象者へは案内状を送付します） 

案 内[ ]



昭和 13 年 西部支部設立 

昭和 24 年 第１回研究発表会開催 

昭和 30 年 全国大会開催（九州大学） 

昭和 37 年 新材料・新工法発表会開催 （後の技術発表会） 

昭和 40 年 全国大会開催（九州大学） 

昭和 47 年 全国大会開催（九州大学） 

昭和 54 年 全国大会開催（九州大学） 

昭和 61 年 全国大会開催（福岡大学） 

昭和 62 年 「土木の日」及び「くらしと土木の週間」創設 

        記念フォーラム開催 

昭和 63 年 ５０周年記念式典開催 

平成元年  第 1 回海外研修開催 

平成 4 年 「土木の日」開始式を開催 

平成 5 年 全国大会開催（九州産業大学） 

～ 記念講演者紹介 ～ 

平成 9 年 支部表彰制度（技術賞）創設 

平成 10 年 ６０周年記念式典開催 

平成 13 年 全国大会開催（熊本大学） 

平成 14 年 西部支部独自講習会の開始 

平成 16 年 大韓土木学会 釜山,蔚山,慶南支部との技術交流協定締結 

平成 18 年 大韓土木学会とのｼﾞｮｲﾝﾄｾﾐﾅｰ開催 （以降隔年で開催） 

平成 20 年 ７０周年記念式典開催 

平成 21 年 全国大会開催（福岡大学） 

平成 26 年 台湾公共工程学会が加わり日韓台ｼﾞｮｲﾝﾄｾﾐﾅｰ開催 

（平成 28 年「日韓台ｼﾞｮｲﾝﾄｶﾝﾌｧﾚﾝｽ」に改称）   

平成 29 年 「大規模災害時における相互協力に関する協定」を締結 

平成 29 年 全国大会開催（九州大学） 

平成 30 年 日韓台ｼﾞｮｲﾝﾄｶﾝﾌｧﾚﾝｽ開催（日本[福岡市]にて） 

～ 土木学会西部支部８０年のあゆみ ～ 

 

 ◆記念講習会◆    11 月 21 日(火) 13:00～  
 

 講習会テーマ：「 地域防災とインフラを支えて 」 
 

 講演 「 危機管理：平成 29 年九州北部豪雨を経験して 」 

  

 

 

 

 
 講演 「 九州の自然災害に学ぶ ―地域防災の視点からー 」  

 

  

 

 

 
 ◆記念式典◆   11 月 21 日(火) 15:30～    

 

 記念講演 「 良き社会に関するビジョン 」  

 

 

 

 

 
  記念講演 「 由布院の観光まちづくり 」  

 

 

 

 
 

 

高橋 和雄 氏 

１９５０年生まれ、福岡県小石原村（現:東峰村）出身。 

建築会社等を経て、水資源開発公団筑後川開発局（現:独立行政法人水資源機構）

に入局。建築士として公団の建築設計業務に従事し、本社建築課長補佐、関西支社

建築課長等を歴任。2010年3月退職直後の同年4月に東峰村議会議員となり、2013

年 10 月より現職（現在就任 2 期目）。昨年の 2017 年 7 月九州北部豪雨の災害対応、

復旧・復興の陣頭指揮にあたる。 

土木学会会長 小林 潔司 氏 

福岡県東峰村長 

長崎大学名誉教授 

由布院温泉観光協会会長 桑野 和泉 氏 

九州大学大学院工学研究科修士課程終了後、昭和 45 年より長崎大学工学部で防災

工学や地域防災学等の調査研究に従事。長崎大水害や雲仙普賢岳の火山災害等に

関する実用的な研究成果を復旧復興対策、防災体制の整備に活用する取り組みが評

価され、防災功労者内閣総理大臣表彰等受賞。 

平成 23 年長崎大学名誉教授。平成 25 年 11 月より同大学大学院研究科特任研究員 

澁谷 博昭 氏 

１９５３年兵庫県姫路市生まれ。１９７８年京都大学大学院工学研究科修士課程土木工学専攻修了後、同工学部土

木工学科助手、鳥取大学工学部社会開発システム工学科助教授、同教授を経て現職。 

国土審議会、社会資本整備審議会、交通政策審議会委員、日本学術会議会員等の公職のほか、土木学会論文集

編集委員長、米国土木学会論文集副編集委員長、応用地域学会会長、（一社）グローバルビジネス学会理事長、

（一社）日本アセットマネジメント協会会長、ＯＥＣＤ、ＷＨＯ、世界銀行客員研究員などを歴任。 

１９６４年大分県湯布院町（現由布市）生まれ。 

家業の宿「由布院玉の湯」の専務取締役を経て、２００３年１０月より代表取締役社長。 

町づくりなどの市民グループの代表、世話人も務める。 

現在、一般社団法人由布院温泉観光協会会長、公益社団法人ツーリズムおおいた副会長。 

また大分銀行社外取締役、九州旅客鉄道株式会社取締役（非常勤）を務める。 
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大学院経済学研究院  准教授          堀 宜 昭 

      大学院理学研究院           教 授    寅丸 敦志   
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      大学院システム情報科学研究院   准教授    栗燒 久夫    
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   先導物質科学研究所       准教授    小椎尾 謙 

   応用力学研究所            准教授     木田 新一郎 
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