
平平成成2288年年度度  自自然然災災害害研研究究協協議議会会  西西部部地地区区部部会会  研研究究発発表表会会  開開催催報報告告  
日時：2017年2月3日（金）10:00～17:10（受付 9:30～）   会場：九州大学西新プラザ 

主催：自然災害研究協議会西部地区部会  共催：九州大学西部地区自然災害資料センター 

講演1件あたり合計15分（講演：10分 質疑：5分） 

 

参加者：53名 発表：23件 （参考 平成27年度 参加者：37名 発表：17件） 

 

開会の辞（10:00～10:05） 

塚原 健一（自然災害研究協議会西部地区部会 部会長） 

 

第1セッション（10:05～12:10） 座長 黒木 貴一（福岡教育大学） 

1. 災害の教訓と回顧 忘れられた危険地帯―木造密集地域のリスク― / 多賀直恒 

2. 2016年11月博多駅前陥没事故の原因究明と対策について / 後藤惠之輔 

3. 2016年4月16日熊本地震における阿蘇大橋付近斜面大崩壊の発生メカニズム考 / 後藤惠之輔・後藤健介 

4. 詳細地形区分から見た阿蘇カルデラ・高野尾羽根火山西側斜面の崩壊プロセス / 奥野充・鳥井真之・西山賢一・横田修一郎 

5. 熊本地震による斜面災害の崩壊形状の検討 / 田中大貴・笠間清伸・古川全太郎・中西隆之介 

6. 熊本地震による益城町の地震性地表亀裂と建物被害の特徴 / 磯望・黒木貴一・下山正一・黒田圭介・出口將夫・川浪朋恵 

7. 平成28年熊本地震が河川堤防に与えた影響 / 宇根拓孝・大本照憲 

8. 熊本地震における地域コミュニティに寄り添う復興支援の在り方 / 寺村淳・森田海・島谷幸宏 

 

第2セッション（13:00～15:05） 座長 黒木 貴一（福岡教育大学） 

9. ブロック塀の地震時における倒壊危険性に関する実態把握調査 / 後藤健介・後藤惠之輔 

10. 有限要素法を用いた防波堤の破壊判定と腹付工の効果の検討 / 井上翔太・笠間清伸・平澤充成・善功企・古川全太郎・八尋裕一 

11. 越流・浸透流作用時における被覆ブロックの安定性に関する実験結果 / 竹下修平・笠間清伸・井上翔太・古川全太郎・八尋裕一 

12. 盛土に挿入した排水性補強材による排水効果の考察 / 伊藤裕孝・笠間清信・浜崎智洋 

13. 平成24年7月12日白川氾濫に関する数値計算を用いた検討 / 西将吾・平川隆一・大本照憲 

14. 天然ダムの数値解析シミュレーションのための河川流のモデル化に関する研究 / 田伏雅也・陳光斉 

15. 鹿児島県での地盤情報データベースの構築とその活用（その1） / 田中義人・中田文雄・北村良介・酒匂一成 

16. 鹿児島県での地盤情報データベースの構築とその活用（その2） / 中田文雄・田中義人・北村良介・酒匂一成 

 

第3セッション（15:15～17:05） 座長 黒木 貴一（福岡教育大学） 

17. 地球温暖化に伴う降水量の増加傾向について-2 / 守田治 

18. Eco-DRRの概念と日本の代表的なEco-DRR / 島谷幸宏・林博徳 

19. ハワイ島溶岩の微地形と植生回復の観察 / 黒木貴一・磯望・後藤健介・宗達郎・黒田圭介・出口将夫 

20. 南阿蘇村高野台地区に分布する火山灰質土の土質特性 / 山縣史朗・笠間清伸・古川全太郎・八尋裕一・田中大貴 

21. 福岡県内ハザードマップの記載項目と行政の対応 / 出口将夫・黒木貴一 

22. 自主防災組織の構築・維持に関する調査研究－香川県丸亀市川西地区の取り組み－ / 橋本彰博・松山拓斗・小松利光 

23. 最近の土砂災害に見る不適格宅地・家屋対策の課題 / 高橋和雄・田中徹政 

閉会 17:05 
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● 発表会風景 

 

発表会会場 

（九州大学西新プラザ） 

 

配布資料 

（部会報、NIDICニュース等） 

 
 

開会の挨拶 

（西部地区部会 塚原部会長） 

 

 

発表風景（１） 

 

 
 

発表風景（２） 

 

 
 

 

発表風景（３） 

 

 
 

 



● 出席者リスト（順不同、敬称略） 
番号 発表 氏名 職名 所属 

1 発表 黒木貴一 教授 福岡教育大学 

2 発表 守田治 特任教授 福岡大学 

3 発表 後藤惠之輔 名誉教授 長崎大学 

4 発表 後藤惠之輔 名誉教授 長崎大学 

5 発表 磯望 教授 西南学院大学 

6 発表 西将吾 学生 熊本大学 

7 発表 山縣史朗 学生 九州大学 

8 発表 奥野充 教授 福岡大学 

9 発表 井上翔太 学生 九州大学 

10  楢橋秀衞 教授 九州産業大学 

11 発表 竹下修平 学生 九州大学 

12 発表 出口将夫 学生 福岡教育大学 

13 発表 宇根拓孝 学生 熊本大学 

14 発表 多賀直恒 教授 至誠館大学 

15 発表 後藤健介 准教授 大阪教育大学 

16 発表 伊藤裕孝 学生 九州大学 

17 発表 田伏雅也 学生 九州大学 

18 発表 橋本彰博 准教授 福岡大学 

19 発表 寺村淳 学術研究員 九州大学 

20 発表 田中義人 - （株）南日本技術コンサルタンツ 

21 発表 中田文雄 副会長 地質情報整備活用機構 

22 発表 高橋和雄 名誉教授 長崎大学 

23 発表 島谷幸宏 教授 九州大学 

24  横矢直道 技師長 ㈱福山コンサルタント 

25  林博徳 助教 九州大学 

26  塚原健一 教授 九州大学 

27  北村良介 名誉教授 鹿児島大学 

28  穴見優 - 福岡市交通局 

29  宇野まり子 - 西日本技術開発株式会社 

30  三笠真吾 課長補佐 西日本技術開発株式会社 

31  木寺佐和記 監査役 西日本技術開発株式会社 

32  髙橋幸久 部長 大成建設株式会社 

33  吉川幸夫 課長 大成建設株式会社 

34  福田直三 顧問 復建調査設計株式会社 

35  前田倫之 - 西日本新聞社 

36  善功企 特任命終 九州大学 

37  矢ヶ部秀美 理事 NPO研究機構ジオセーフ 

38  佐藤秀文 技術部長 平成地研株式会社 

39  田尻雅則   田尻技術士事務所 

40  池見洋明 助教 九州大学 

41  市川八州夫   応用地質(株) 

42  八尋裕一 技術職員 九州大学 

43  井柳卓也   西日本技術開発株式会社 

44  青山宏   阪急リート投信 

45 発表 笠間清伸 准教授 九州大学 

46  古川全太郎 助教 九州大学 

47  久保田哲也 教授 九州大学 

48  折居良子 事務補佐員 九州大学 

49  豐田航太郎 学生 九州大学 

50  垣本知樹 学生 九州大学 

51  前田賢吾 学生 九州大学 

52  別府篤人 学生 九州大学 

53  久保匠平 学生 九州大学 



● 配付資料 

・発表会プログラム 

・論文集（平成28年度部会報告） 

・NDICニュース最新号（No.55） 

・日本工学アカデミー九州支部講演会案内 

・平成28年熊本自身に関する交際ワークショップ案内 

・防災学術連携シンポジウム「熊本自身・1周年報告会（案）」案内 

・国際火山噴火史情報研究集会 講演要旨集2016-1 

・国際火山噴火史情報研究集会 講演要旨集2016-2 

 

● 発表会事務局・運営スタッフ 

塚原健一 平成25年度西部地区部会部会長（九州大学工学研究院附属アジア防災研究センター、教授） 

加知範康 九州大学工学研究院附属アジア防災研究センター、助教 

折居良子 九州大学西部地区自然災害資料センター、事務補佐員 

その他、学生アルバイト5名 

 

● 次年度（平成29年度）発表会予定 

平成30年2月2日（金）9:00～19:00 九州大学西新プラザ 2階 大会議室 

※ 次年度より部会長・事務局が交代するため変更の可能性があります。 
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