
令和 3 年度自然災害フォーラム&第 16 回南海地震四国地域学術シンポジウム開催案内 
令和 4年 1 月 13 日変更（オンライン参加のみとなりました） 

 
 下記の通り，自然災害フォーラムならびに南海地震四国地域学術シンポジウムを開催します。本会は

発表，視聴ともに会場参加とオンライン参加の併用で行います。多数の方に参加いただけますようご案

内申し上げます。 
コロナウイルス感染拡大状況に鑑み 予定していました会場参加は取りやめ，発表，視聴ともにオンラ

イン参加のみとさせていただくこととなりました。会場出席をご予定いただいていた皆様にはご迷惑を

おかけいたしますが，ご理解賜りますようお願い申し上げます。 
 
日 時：令和 4年 1月 21日（金）9:30～16:30 
場 所：サンポートホール高松 第 2小ホール（高松シンボルタワー・ホール棟5F・中 6F） 
主 催：土木学会四国支部，京都大学防災研究所自然災害研究協議会四国地区部会 
共 催：国土交通省四国地方整備局 
後 援： (一社)四国クリエイト協会 
会場参加定員：100 名（コロナ感染を避けるため本来の定員の 3分の 1とします） 
参加費：無料 
論文集代：1冊／3,000円（購入希望者に販売） 
参加申込み：別紙の「令和3 年度自然災害フォーラム&第 16回南海地震四国地域学術シンポジウム」 

オンライン参加ZOOM ウェビナー登録フォームからお申し込みください。 
※会場参加については定員数に達した場合のみ，お断りの連絡をさせていただきます。 

論文集申込み：論文集の購入を希望される方は別紙の論文集申込フォームからお申し込みください。 
論文集代は下記振込先へお願いします。 

※論文集は行事終了後も販売いたします。 
振込先：百十四銀行 松福支店 普通 0388126 公益社団法人土木学会四国支部 
参加申込締切り：令和 4年1月 20日（木）  
※ 本シンポジウムは土木学会認定CPDプログラムです。 
 （Ⅰ部自然災害フォーラム 2.4単位（予定），Ⅱ部南海地震四国地域学術シンポジウム 3.2単位（予定）） 

プログラム 

9:30～9:35 
開会挨拶     土木学会四国支部四国ブロック南海地震研究委員会委員長  山中 稔 
 

Ⅰ部 自然災害フォーラム 

9:40～10:50          座長 高知高専 池田雄一  

１．四国に設計・建設された免震建物の建設状況とその免震建物の振動模型実験 

高知工業高等専門学校 ○小松晃也，池田雄一 

 
２．徳島県阿南市における木造応急仮設住宅の準備状況 

阿南工業高等専門学校 富永眞ノ介，多田 豊，林 聖人  
 
３．河川水位の変動が局所洗掘性状に与える影響に関する解析的検討 

香川大学大学院工学研究科 ○加藤 聖，角野拓真，香川大学創造工学部 岡崎慎一郎 

 
４．第二室戸台風の体験談収集とパネル展を通した市民啓発 

徳島大学環境防災研究センター 中野 晋，徳島県南部総合県民局 徳永雅彦 

徳島県危機管理環境部 ○廣瀬幸佑，徳島県防災人材育成センター 越智貴亮， 



５．2006年及び 2007年千島列島沖地震津波の減衰過程 

徳島大学 赤井啓嗣，馬場俊孝 

 

６．供用後 93年経過したコンクリートアーチ橋の打撃振動試験による損傷と補強効果の評価 

愛媛大学 ○江見和泰，森 伸一郎 

 

11:00～12:10         座長 愛媛大学 山本浩司  

１．東日本大震災での石巻市周辺在宅被災者の困窮問題について 

徳島大学 松本成人，上月康則，河野有咲，松重摩耶，山中亮一 

（一社）さいわい 井若和久，徳島弁護士会 堀井秀知，和歌山大学 宮定 章 

（一社）チーム王冠 伊藤健哉  

 

２．令和 2年 7月豪雨における保育所の災害対応 

徳島大学大学院創成科学研究科 ○長谷川真之，徳島大学理工学部 小川隆弘 

徳島大学環境防災研究センター 湯浅恭史，蒋 景彩 

 

３．淮河遊水地群の運用による 2020年 7月梅雨期の大洪水調節 

徳島大学環境防災研究センター ○蒋 景彩，中野 晋，湯浅恭史 

 

４．令和 3年 8月豪雨による六角川周辺での浸水被害調査 

徳島大学大学院創成科学研究科 ○圓谷政貴 

徳島大学環境防災研究センター 中野 晋，蒋 景彩，徳島大学理工学部 土山祐司 

 

５．熱海市土石流災害に関する雨水流出過程からの考察～分水嶺付近で行われる土地改変の危険性～ 

徳島大学環境防災研究センター ○中野 晋，蒋 景彩，上月康則 

 

６．熱海伊豆山地区の土石流被害実態と避難情報発令 

徳島大学環境防災研究センター ○蒋 景彩，中野 晋，上月康則 

国土防災技術 古谷綱崇 

 
 
Ⅱ部 南海地震四国地域学術シンポジウム 

13:00～13:40  特別講演   座長 愛媛大学 ネトラ・P・バンダリ  

「四国地方整備局における南海トラフ地震への取組み」 
国土交通省四国地方整備局統括防災官 兵頭英人 

 

13:45～15:05         座長 香川大学 井面仁志  

１．50万市民を対象とした逃げ遅れゼロプロジェクトの展開 

愛媛大学防災情報研究センター ○矢田部龍一，中尾順子，中島淳子 

松山市総合政策部防災・危機管理課 芝 大輔，門田侑子 

 

２．学校防災教育を活用したマイ・タイムライン作成推進への取り組み 

愛媛大学防災情報研究センター ○中尾順子，中島淳子，矢田部龍一 

松山市総合政策部防災・危機管理課 芝 大輔，門田侑子 

 

 



３．逃げ遅れを防ぐ福祉関連施設のマイタイムライン作成への取組み 

松山市総合政策部防災・危機管理課 ○門田侑子，芝 大輔 

愛媛大学防災情報研究センター 矢田部龍一，中尾順子，中島淳子 

 

４．南海トラフ地震えひめ事前復興推進指針 

愛媛大学防災情報研究センター ○山本浩司，矢田部龍一 

愛媛大学大学院理工学研究科 森脇 亮， 

東京大学大学院工学系研究科 羽藤英二，愛媛県 松浦真幸，光田大和 

復建調査設計(株) 新宮圭一，(株)エイト日本技術開発 野間真俊 

 

５．南海トラフ地震を想定した防災・事前復興の住民ワークショップ 

復建調査設計(株) ○新宮圭一，愛媛大学防災情報研究センター 森脇 亮，山本浩司 

東京大学復興デザイン研究体 羽藤英二，(株)エイト日本技術開発 野間真俊 

 

６．防災アナログゲームの特徴とその活用に関する一考察 

徳島大学 ○佐川礼奈，松重摩耶，上月康則，小山翔太郎，河野有咲，松本成人，山中亮一 

日本防災士会 井川博之，  

 

７．保育園の立地特性と建物特性からみた避難と事業継続の課題 

徳島大学大学院創成科学研究科 ○西田和樹，徳島大学理工学部 福島圭二 

徳島大学大学院社会基盤産業理工学研究部 金井純子，小川宏樹，白山敦子 

 

15:15～16:25         座長 徳島大学 金井純子  

 

１．地震災害発生時の避難を対象とした教職員の連携訓練システム開発 

香川大学 井面仁志，高橋亨輔，高橋真里 

 

２．遠隔コミュニティツールを活用した「応急仮設住宅団地配置ゲーム」の安全管理教育に関する研究 

阿南工業高等専門学校 多田 豊，加藤研二，杉野隆三郎，遠野竜翁 

 

３．住宅地選択行動を適正化させる災害ハザードマップ活用に関する社会的期待発見に関する萌芽的 

研究 

阿南工業高等専門学校 多田 豊，加藤研二 

防災科学技術研究所 塩崎由人，鈴木進吾 

 

４．小松島市和田島町における地震津波避難対策マップの作成 

徳島大学理工学部 池田篤史，徳島大学環境防災研究センター 湯浅恭史，蒋 景彩 

 

５．徳島県内の社会福祉施設等への BCP策定支援と今後の課題 

徳島大学環境防災研究センター 湯浅恭史，中野 晋，金井純子 

徳島県社会福祉協議会 林 淳年 

 

６．住民と児童が協同で作る SDGsの視点を織り込んだ防災学習教材作りに関する一考 

香川大学 岩原廣彦，香川県技術士会 ○谷脇準蔵 

 

16:25～16:30 
閉会挨拶  土木学会四国支部四国地域緊急災害調査委員会委員長 森脇 亮 

 



   別 紙 

ZOOMウェビナー登録 

オンライン参加者の 

CPD受講証明回答票 

←Ⅰ部       Ⅱ部→ 

論文集購入申込 

＜会場参加・オンライン参加・論文集購入の申込みについて＞  

●会場参加の方はこちらから⇒ 会場参加申込フォーム 

・必要事項を入力して［送信］ボタンを押してください。 

・入力いただいたメールアドレスに、当日の参加票としてご記入内容を送信いたします。 

・参加票は印刷して当日受付へ必ず提出してください。 

●オンライン参加はこちらから⇒ ZOOMウェビナー登録フォーム   

  ・登録内容は［氏名・メールアドレス・会社名／学校名］です。  

  ・CPD受講証明が必要な方は登録時に［名］欄に名前の前にCPDと入力してください。（例：CPD太郎） 

  ・同じPCで複数視聴される場合は、同じメールアドレスでお一人づつ登録してください。 

  ・ウェビナー事前登録後、本行事のURL付きのメールが送信されます。 

・当日は届きました招待URLより、パスコードを入力して入室してください。  

  ※申込みはウェビナー事前登録が完了しませんと本行事のweb参加はできませんのでご注意下さい。 

 ●参加申込期日：令和４年１月２０日（木） 

●論文集購入の方はこちらから⇒ 論文集購入申込フォーム 

・必要事項を入力して［送信］ボタンを押してください。 

  ・入力いただいたメールアドレスに、論文集購入票としてご記入内容を送信いたします。 

・当日会場で論文集受け取り希望の方は論文購入票として印刷し、当日受付へ必ず提出してください。 

  ※論文集は行事終了後も販売いたします。 

 

＜CPDについて＞ 本行事は土木学会継続教育CPDプログラムです。 

＜CPD受講証明書を必要とされる方へ＞ 

●会場参加の方：会場受付にてお渡しいたします。 

・Ⅰ部 自然災害フォーラム･････････････････ 12：10～13：00 

・Ⅱ部 南海地震四国地域学術シンポジウム･･･ 行事終了後 

●オンライン参加の方： 

   受講証明書を必要で申込をいただいた方は行事終了後、受講証明書発行用回答票に受講して得られ

た学びや気付き（感想）を100文字以上で回答していただく事で発行する予定です。提出期日は「2022

年 1月 21日～1月 27日」です。期日を過ぎますと受付いたしませんので、ご注意願います。ご送付

いただいた内容を確認し、かつ単位数に見合ったログイン時間の参加確認が取れた方のみに、提出期

日以降に順次受講証明書をPDFにてメールでお送りいたします。 

多少お時間をいただく場合もございますのでご了承下さい。 

  ＊CPD受講証明書発行のための回答票は    

以下のフォームよりご回答ください。 

   CPD受講証明発行用回答票は 

こちらから⇒ Ⅰ部 自然災害フォーラムCPD受講証明書発行用回答票フォーム 

こちらから⇒ Ⅱ部 南海地震四国地域学術シンポジウムCPD受講証明書発行用回答票フォーム 

＜注意：各CPDシステム利用者への対応について＞ 

■土木学会CPDシステム利用者様は、参加者ご自身によるCPDシステムへの｢自己登録｣をお願いいたし

ます。 

■建設系 CPD協議会加盟団体の CPDシステム利用者様は、各団体ルールに沿って、CPD単位の申請をお

願いいたします。 

※土木学会以外の他団体に提出する場合の方法等は提出先団体に事前にご確認ください。土木学会では

他団体の運営するCPD制度に関しては回答いたしかねます。 

［連絡先］  公益社団法人 土木学会四国支部事務局  

〒760-0066 高松市福岡町3-11-22 建設クリエイトビル 

TEL：087-851-3315 ／ E-mail：office@jsce7.jp 

https://committees.jsce.or.jp/shikoku/node/30
https://committees.jsce.or.jp/shikoku/node/30
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_mqpsti81TiGAieiE6ctlHw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_mqpsti81TiGAieiE6ctlHw
https://committees.jsce.or.jp/shikoku/node/31
https://committees.jsce.or.jp/shikoku/node/32
https://committees.jsce.or.jp/shikoku/node/33
mailto:office@jsce7.jp
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