
平平成成2277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  開開催催概概要要  

日時：2016年2月5日（金）10:30～17:50（受付10:00～）   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 

 

 参加者：37名   発表申込：17編  
（参考 平成26年度 参加者27名、発表申込：16編（うち未発表4編）） 

開会の辞（10:30～10:35） 

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（10:35～11:55） 座長 座長 黒木 貴一（福岡教育大学） 

1. 気候変動下のこれからの治水対策について ／ 小松利光・押川英夫・橋本彰博 

2. 社会の安全と科学者の倫理 ／ 多賀直恒 

3. 九州地方を対象とした災害応急復旧における建設機械の必要量と賦存量の比較分析  

／ 加知範康・田中徹政・塚原健一 

4. 地球温暖化に伴う降水量の増加傾向について ／ 守田治 

 
第2セッション（13:00～14:20） 座長 北村 良介（鹿児島大学） 

5. 2014年8月広島土石流災害後の地域防災計画の見直し ／ 高橋和雄 

6. 2014年8月広島土石流災害後の土砂災害対策の見直し ／ 高橋和雄 

7. 2014～2015年口永良部島噴火の調査報告 ／ 為栗健・井口正人・中道治久・山本圭吾 

8. 平成27年9月関東・東北豪雨における危機管理の課題 ／ 後藤健介 

 
第3セッション（14:30～15:50） 座長 平 瑞樹（鹿児島大学） 

9. 高千穂峰山頂部の微地形と降下テフラ ／ 黒木貴一・宗建郎・出口将夫 

10. 1982年長崎豪雨災害に関する記念碑等の調査 ／ 高橋和雄 

11. 地名からの市民防災～福岡市の植物地名等を考える ／ 後藤惠之輔・後藤健介 

12. 「地名復古」で防災・減災を～日本人の自然観と諦念から～ ／ 後藤惠之輔 

 
第4セッション（16:00～17:40） 座長 笠間 清伸（九州大学） 

13. 地圏シミュレータ構想（その6）− 地盤情報データベースの構築とその活用−   

／ 酒匂一成・北村良介・中田文雄・田中義人・城本一義 

14. 福岡県の土砂災害を対象とした自己組織化マップを用いた素因分析  

／ 柴田結衣・笠間清伸・古川全太郎・西山浩司 

15. 盛土に敷設した排水性補強材の安全率改善効果 ／ 中村大樹・笠間清伸・浜崎智洋・古川全太郎 

16. 被害範囲推定を目的とした地盤の深層崩壊に関する基礎的解析 ／ 田中大貴・笠間清伸・古川全太郎 

17. 石積み擁壁を想定した離散体ブロックの崩壊現象の把握 ／ 平瑞樹・落合勇・山本健太郎 

 
閉会の辞（17:40～17:50） 

高橋 和雄（長崎大学 大学院工学研究科 インフラ長寿命化センター） 



● 発表会風景 

 

発表会会場 

（九州大学西新プラザ） 

 

受付 

 

 

 

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） 

 

 

 

閉会の挨拶 

（長崎大学 高橋名誉教授） 

 

 

 



● 出席者リスト（順不同、敬称略） 

発表 座長 氏名 所属 

  
久保田 哲也 九州大学 

〇 第１S 黒木 貴一 福岡教育大学 

  
宗 建郎 志學館大学 

  
出口 将夫 福岡教育大学 

〇 
 

高橋 和雄 長崎大学 

〇 
 

守田 治 福岡大学 

〇 
 

小松 利光 九州大学 

〇 
 

後藤 惠之輔 長崎大学 

〇 第２S 北村 良介 鹿児島大学 

〇 
 

多賀 直恒 至誠館大学 

〇 
 

為栗 健 京都大学 

〇 
 

後藤 健介 大阪教育大学 

〇 
 

柴田 結衣 九州大学 

 
第４S 笠間 清伸 九州大学 

  
古川 全太郎 九州大学 

〇 
 

中村 大樹 九州大学 

〇 
 

田中 大貴 九州大学 

〇 
 

加知 範康 九州大学 

  
塚原 健一 九州大学 

〇 第３S 平 瑞樹 鹿児島大学 

  
横矢 直道 株式会社福山コンサルタント 

  
藤澤 朱音 九州大学 

  
笹田 敬太郎 九州大学 

  
奥野 充 福岡大学 

  
石本 俊亮 株式会社建設技術研究所 

  
磯 望 西南学院大学 

  
矢ヶ部 秀美 NPO 研究機構ジオセーフ 

  
松村 賢 九州大学 

  
堂本 佳世 九州大学 

  
井上 翔太 九州大学 

  
八尋 裕一 九州大学 

  折居 良子 九州大学 

  古宮 美紗子 九州大学 

  宮永 愛美 九州大学 

  垣本 知樹 九州大学 

  佐藤 文哉 九州大学 

  松尾 健大 九州大学 

 

 



● 配付資料 

・発表会プログラム 

・論文集（平成27年度部会報告） 

・NDICニュース最新号（No.55） 

・自然災害研究協議会パンフレット 

・防災学術連携体パンフレット 

・SATREPSセミナー案内（火山噴出物の放出に伴う災害の軽減に関する研究） 

 

● 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28年度）発表会予定 

平成28年2月3日（金）又は10日（金）9:00～19:00 九州大学西新プラザ 2階 大会議室  


	平成27年度自然災害研究協議会西部地区部会研究発表会 開催概要
	日時：2016年2月5日（金）10:30～17:50（受付10:00～）　　 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
	参加者：37名　　　発表申込：17編
	（参考　平成26年度　参加者27名、発表申込：16編（うち未発表4編））
	開会の辞（10:30～10:35）
	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（10:35～11:55）　座長　座長　黒木 貴一（福岡教育大学）
	1. 気候変動下のこれからの治水対策について　／　小松利光・押川英夫・橋本彰博
	2. 社会の安全と科学者の倫理　／　多賀直恒
	3. 九州地方を対象とした災害応急復旧における建設機械の必要量と賦存量の比較分析
	／　加知範康・田中徹政・塚原健一
	4. 地球温暖化に伴う降水量の増加傾向について　／　守田治
	第2セッション（13:00～14:20）　座長　北村 良介（鹿児島大学）
	5. 2014年8月広島土石流災害後の地域防災計画の見直し　／　高橋和雄
	6. 2014年8月広島土石流災害後の土砂災害対策の見直し　／　高橋和雄
	7. 2014～2015年口永良部島噴火の調査報告　／　為栗健・井口正人・中道治久・山本圭吾
	8. 平成27年9月関東・東北豪雨における危機管理の課題　／　後藤健介
	第3セッション（14:30～15:50）　座長　平 瑞樹（鹿児島大学）
	9. 高千穂峰山頂部の微地形と降下テフラ　／　黒木貴一・宗建郎・出口将夫
	10. 1982年長崎豪雨災害に関する記念碑等の調査　／　高橋和雄
	11. 地名からの市民防災～福岡市の植物地名等を考える　／　後藤惠之輔・後藤健介
	12. 「地名復古」で防災・減災を～日本人の自然観と諦念から～　／　後藤惠之輔
	第4セッション（16:00～17:40）　座長　笠間 清伸（九州大学）
	13. 地圏シミュレータ構想（その6）−地盤情報データベースの構築とその活用−
	／　酒匂一成・北村良介・中田文雄・田中義人・城本一義
	14. 福岡県の土砂災害を対象とした自己組織化マップを用いた素因分析
	／　柴田結衣・笠間清伸・古川全太郎・西山浩司
	15. 盛土に敷設した排水性補強材の安全率改善効果　／　中村大樹・笠間清伸・浜崎智洋・古川全太郎
	16. 被害範囲推定を目的とした地盤の深層崩壊に関する基礎的解析　／　田中大貴・笠間清伸・古川全太郎
	17. 石積み擁壁を想定した離散体ブロックの崩壊現象の把握　／　平瑞樹・落合勇・山本健太郎
	閉会の辞（17:40～17:50）
	高橋 和雄（長崎大学 大学院工学研究科 インフラ長寿命化センター）
	● 発表会風景
	● 出席者リスト（順不同、敬称略）
	● 配付資料
	・発表会プログラム
	・論文集（平成27年度部会報告）
	・NDICニュース最新号（No.55）
	・自然災害研究協議会パンフレット
	・防災学術連携体パンフレット
	・SATREPSセミナー案内（火山噴出物の放出に伴う災害の軽減に関する研究）
	● 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28年度）発表会予定
	平成28年2月3日（金）又は10日（金）9:00～19:00　九州大学西新プラザ　2階　大会議室

