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平成２７年度地域防災教育研究センター活動概要 

 

 

１．防災セミナーの開催 

本センターでは３か月おきに学内外から講師を招いて防災セミナーを実施している。セ

ミナーは学内外に公開している。平成 27 年度においては、第８回から第 11 回まで４回の

セミナーが開催された。 
〈平成 27 年度〉 
(1)  第８回セミナー 
 開催日 平成 27 年４月 23 日（木） 
演題・講師 災害時の心理と基本的対処  関山 徹 

       学校教育における防災教育の充実に向けて  黒光貴峰 
(2)  第９回防災セミナー 
開催日 平成 27 年 10 月２日（金） 

 演題・講師 平成 18 年７月豪雨における川内川流域住民の避難行動について   
安達貴浩 
土砂災害対策について  戸田洋一 

(3)  第 10 回防災セミナー 
開催日 平成 27 年 12 月 10 日（木） 

 演題・講師 噴煙の映像観測・衛星画像解析と火山防災  木下紀正 
       三島村・喜界カルデラジオパークにおける防災への試み  大岩根 尚  
(4)  第 11 回防災セミナー 
開催日 平成 28 年２月 26 日（金） 

 演題・講師 気象庁の津波警報について  緒方 誠 

       津波観測波形を用いた津波波源の逆解析とリアルタイム津波予測 

浅野敏之 

 
（参考） 平成２６年度以前の開催 

〈平成 26 年度〉 

(1)  第４回セミナー 

 開催日 平成 26 年５月 30 日（金） 

演題・講師 2001 年～2012 年の桜島火山ガス高濃度事象  坂本昌弥 

       地形と環境、防災 －鹿児島の低地を例として  森脇 広 

(2)  第５回防災セミナー 

開催日 平成 26 年７月 28 日（月） 
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 演題・講師 福島原子力事故の経験をどう生かすか？  秋葉澄伯 

鹿児島県の緊急被ばく医療体制について  垣花泰之 

(3)  第６回防災セミナー 

開催日 平成 26 年 10 月 27 日（月） 

 演題・講師 気象台の発表する防災気象情報について  山下一実 

       指定公共機関としての防災・減災への役割  古川憲洋 

(4)  第７回防災セミナー 

開催日 平成 27 年１月 23 日（金） 

 演題・講師 火災と現場に潜む危険性  齋藤栄次 

鹿児島県の防災対策 －自然災害への対策を中心に－  幸 進也 

〈平成 25 年度〉 

第１回防災セミナー 

開催日 平成 25 年６月５日（水） 

演題・講師 気象レーダを用いた極端現象の監視と予測 －現状と今後の研究計画－ 

眞木雅之 

被災者と仮設住宅 －東日本大震災での現状から南九州を考える－   

岩船昌起 

第２回防災セミナー 

開催日 平成 25 年 10 月２日（水） 

 演題・講師 鹿児島県における地震・津波リスク －高頻度から低頻度まで、大規模か

ら小規模まで－  小林励司 

       地域の歴史文化をどのように形成し、豊かにしていくのか－歴史資料の防

災ネットワーク構築にむけた取り組み－  佐藤宏之 

第３回防災セミナー 

開催日 平成 26 年 1 月 16 日（木） 

演題・講師 降雨時の斜面崩壊予測システムの構想と研究の進捗状況  酒匂一成 

      川内川における水害対策の取り組み  宗 琢万 

 

２．シンポジウム等の開催 

平成 27 年度に本センターが主催あるいは共催して開催したシンポジウム等は以下の通り

である。 

（主催） 
(1)  「口永良部島新岳噴火災害緊急対応」報告会 

主催 地域防災教育研究センター 

開催日 平成 26 年７月２日（木） 
会場  鹿児島大学農学部連合農学研究科会議室（鹿児島市） 
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(2) シンポジウム「霧島山の火山ハザード」  
主催 地域防災教育研究センター 

日本地形学連合 

開催日 平成 26 年 10 月 11 日（日） 
会場  鹿児島大学稲盛会館（鹿児島市） 

(3) 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」  

主催 地域防災教育研究センター 

開催日 平成 27 年 12 月４日（金） 

会場  鹿児島大学医学部保健学科・保健学研究科棟６０１号室（鹿児島大学桜ヶ丘キャ

ンパス 鹿児島市） 

(4)  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」 
主催 地域防災教育研究センター 

共催 医学部、医学部・歯学部附属病院看護部、鹿児島県看護協会 

開催日 平成 28 年２月６日（土） 
会場  生涯学習プラザ・男女共同参画センター（鹿児島市） 

(5) 緊急被ばく医療講演会・研修会 

主催 地域防災教育研究センター 

開催日 平成 28 年２月７日（日） 

会場  鹿児島大学医学部保健学科・保健学研究科棟６０１号室（鹿児島大学桜ヶ丘キャ

ンパス 鹿児島市） 

(6)  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－」 
 主催 地域防災教育研究センター  
共催 鹿児島地方気象台 
開催日 平成 28 年２月 20 日（土） 
会場  鹿児島大学稲盛会館（鹿児島市） 

(7)  防災ワークショップ「大規模火山噴火時の地域防災」第１部－何が起きるのか、何を

なすべきか、同第２部－大規模火山噴火時に立ち向かう最新技術開発 
主催 地域防災教育研究センター 

次世代安心・安全ＩＣＴフォーラム 
開催日 平成 28 年３月５日（土） 
会場  鹿児島大学共通教育棟１号館１２５号講義室（鹿児島市） 

（共催） 

(1) 平成 27 年度東串良町防災教育シンポジウム「東串良での地震・津波避難を考える  

－最先端の防災科学と学校や家庭、地域における防災教育の在り方－」 

 主催 東串良町教育委員会 

 共催 地域防災教育研究センター 
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 開催日 平成 27 年８月５日（水） 

 会場  東串良町総合センター（東串良町） 

 

（参考） 平成２６年度以前の開催 

〈平成 26 年度〉 

（主催） 

(1)  オープンフォーラム「南九州・南西諸島域における巨大津波災害の想定」  

主催 地域防災教育研究センター 

日本自然災害学会 

開催日 平成 26 年９月 23 日（火） 

会場  鹿児島大学稲盛会館（鹿児島市） 

(2)  防災・日本再生シンポジウム「桜島火山と地域防災－大正噴火の経験を生かす－」 

 主催 地域防災教育研究センター  

共催 一般社団法人国立大学協会 

開催日 平成 26 年 10 月 25 日（土） 

会場  県民交流センター（鹿児島市） 

(3)  鹿児島大学シンポジウム「島嶼災害の特徴と防災」 

主催 国際島嶼教育研究センター  

地域防災教育研究センター  

開催日 平成 27 年１月 31 日（土） 

会場  鹿児島大学共通教育棟（鹿児島市） 

(4)  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－」 

 主催 地域防災教育研究センター 

奄美市教育委員会 

 共催 奄美市 

鹿児島地方気象台・名瀬測候所 

開催日 平成 27 年２月８日（日） 

会場  奄美文化センター（奄美市） 

（共催） 

(1)  公開シンポジウム「山田での東日本大震災を検証する」 

 主催 日本地理学会「被災地再建研究グループ」 

東北地理学 

 共催 岩手県山田町 

トヨタ財団 

地域防災教育研究センター 
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開催日 平成 26 年９月 13 日（土） 

会場  山田町中央公民館（岩手県山田町） 

(2)  公開シンポジウム「大槌での東日本大震災を検証する」 

 主催 日本地理学会「被災地再建研究グループ」 

東北地理学 

 共催 岩手県大槌町 

トヨタ財団  

地域防災教育研究センター 

開催日 平成 26 年９月 14 日（日） 

会場  大槌町中央公民館（岩手県大槌町） 

 

〈平成 25 年度〉 

（主催） 

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」 

主催 地域防災教育研究センター  

共催 一般社団法人国立大学協会 

開催日 平成 25 年 11 月９日 

会場  志布志市文化会館（志布志市） 

（共催） 

日韓共同シンポジウム「３．１１以降の人間社会」 

 主催 人文社会科学研究科 

高麗大学校日本研究センター 

 共催 地域防災教育研究センター 

 開催日 平成 25 年 10 月 23 日 

 会場  鹿児島大学（鹿児島市） 

夏休みこども火山スクール in えびの高原 

 主催 自然公園財団えびの支部 

 共催 地域防災教育研究センター 

 開催日 平成 25 年８月３日 

 会場  えびの高原（宮崎県えびの市） 

 

〈平成 24 年度〉 

（主催） 

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」 

 主催 地域防災教育研究センター 
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 開催日 平成 24 年 10 月６日 

 会場  鹿児島大学稲盛会館（鹿児島市） 

 

〈平成 23 年度〉 

（主催） 

防災・日本再生シンポジウム「奄美豪雨災害から学ぶ －2010 年奄美豪雨災害の総合的調

査研究－」 

 主催 鹿児島大学（地域防災教育研究センター） 

 共催 一般社団法人国立大学協会 

開催日 平成 23 年 10 月 22 日 

 会場  奄美市文化会館（奄美市） 

 

３．学内における防災教育の実施 

共通教育において防災に関する科目を提供するとともに、防災士養成等に取り組んでい

る。 
(1)  共通教育の提供 

共通教育科目４科目の実施  
いのちと地域を守る防災学Ⅰ（前期毎週） 
いのちと地域を守る防災学Ⅱ（後期毎週） 
地域防災学実践Ⅰ（同時開講 かごしま教養プログラム）（前期集中） 
地域防災学実践Ⅱ（同時開講 かごしまフィールドスクール）（前期集中） 

(2)  防災士養成の取り組み 
救急救命講習 3回の実施  
日本赤十字社鹿児島県支部と連携 
日本防災士機構による防災士資格取得試験の実施（年 1 回） 

 

４．地域との連携による事業の実施 

(1)  文部科学省実践的防災教育総合支援事業の支援（平成 24 年度～） 
県教育委員会「防災教育モデル実践事業」（文部科学省「実践的防災教育総合支援事業」

委託）において、県・市町教育委員会からの要請を受けてモデル校へ防災教育アドバイザ

ーの派遣および防災実践指導を行っている。平成 26・27 年度は奄美市と東串良町で実施し

た。なお、平成 24・25 年度は志布志市と霧島町で実施した。 
 

５．調査研究の実施 

(1)  文部科学省地域防災対策支援研究プロジェクト事業「南九州における地域防災支援デ

ータベースの構築」（平成 25 年度から平成 27 年度） 
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四つのデータベースの構築に向けて作業を行っている。  
ゲリラ豪雨データベースの構築 
土砂災害データベースの構築 
桜島対象噴火デジタルアーカイブスの構築 
鹿児島県市町村ハザードマップ  

(2)  文部科学省プロジェクト「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（平成 24 年度から平成 27 年度） 

① 平成 27 年度報告書の発行 
② 平成 26 年度報告書の発行 
③ 平成 25 年度報告書の発行 
④ 平成 24 年度報告書の発行  

(3) 気象庁気象研究所 「気象レーダを活用した火山噴煙に関する研究」（平成 26 年４月

から平成 29 年３月） 
(4) 国立研究法人防災科学技術研究所「気象レーダによる極端現象の監視と予測に関する

研究」（平成 25 年８月から平成 28 年３月） 
(5) 一般財団法人日本気象協会 「マルチパラメータレーダの観測精度向上及び観測デー

タを用いた短時間気象予報に関する研究」（平成 27 年４月から平成 28 年３月） 

 
６. その他  
(1)  熊本大学大学院自然科学研究科附属減災型社会システム実践研究教育センターとの

合同セミナー 

   開催日 平成 27 年 8 月 24 日（月） 

   会場 熊本大学自然科学研究科附属減災型社会システム実践研究教育センター 

(2) 噴煙火山ガス研究会 

① 第１回 

  開催日 平成 27 年 10 月９日（金） 

  演題・講師 噴煙・火山ガスと大気環境  木下紀正 

② 第２回 

  開催日 平成 27 年 10 月 16 日（金） 

  演題・講師 大規模噴火を想定した火山灰対策  岩松 暉 

③ 第３回 

  開催日 平成 27 年 10 月 30 日（金） 

  演題・講師 気象レーダによる噴煙観測  眞木雅之 

④ 第４回 

  開催日 平成 27 年 11 月 27 日（金） 

  演題・講師 火山灰雲のレーダデータ３次元解析  高橋 忍 
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        レーダデータの三次元可視化  鈴木郁子 

⑤ 第５回 

開催日 平成 27 年 12 月 11 日（金） 

  演題・講師 活火山桜島における農業  富永茂人 

⑥ 第６回 

開催日 平成 28 年１月 15 日（金） 

講演・講師 火山噴火後の侵食と土砂流出  下川悦郎・寺本行芳 

⑦ 第７回 

開催日 平成 28 年１月 22 日（金） 

  演題・講師 G-EVER 火山災害予測支援システム、アジア太平洋地域地震火山災害情

報図プロジェクトによるハザード評価  宝田晋治 

⑧ 第８回 

開催日 平成 28 年１月 29 日（金） 

  演題・講師 火山噴煙・ガスの教材化  飯野直子・今村 唯 

⑨ 第９回 

  開催日 平成 28 年 2 月 12 日（金） 

  演題・講師 気象庁の新しい降灰予報について  古田仁康 

⑩ 第１０回 

  開催日 平成 28 年 2 月 19 日（金） 

  演題・講師 噴煙火山による呼吸器疾患について  樋口健太 

 (3) 企業等からの相談等 

自然災害に対する事業継続計画（BCP 計画）策定をはじめとした企業等の防災活動につ

いて相談に応じた。 
① 鹿児島県高圧ガス保安協会第５６回通常総会で講演 
 開催日 平成 27 年６月 26 日（金） 
 演題・講演者  桜島の大規模噴火災害に備える  センター特任教授 
② トヨタ自動車株式会社車両物流部物流計画室スキルド・パートナーの来訪  
 平成 27 年８月４日（火）、トヨタ自動車株式会社車両物流部物流計画室スキルド・パ

ートナー奥村氏が、桜島噴火時 BCP 作成のための情報入手の相談のため、センターを訪

問された。 
③ 株式会社 IHI 総務部総務グループの来訪 

  平成 27年８月 25日（火）、株式会社 IHI 横浜事業所の防災責任者橋本氏はじめ６名が、

火山のリスクと備えに関する情報収集のため、センターを訪問された。 
④ ソニーセミコンダクタ株式会社鹿児島 TEC からの来訪 
 平成 27 年 12 月３日（木）、ソニーセミコンダクタ株式会社鹿児島 TEC 総務部安全環

境課統括課長梅野氏ほか 3 名が、火山（桜島、霧島）の大噴火時の BCP 作成に資する情



－ 9－

報入手のため、来訪された。  

(4) 「防災ネットワーク」設立 

 平成 27 年 8 月 10 日、日本防災士機構「防災士」の資格を取得した学生による「防災士

ネットワーク」が、地域防災教育研究センターの教職員を顧問として設立された。防災知

識と防災技術の向上を図るとともに、大学および地域での防災意識を高めるための活動を展開

することを目的としている。 
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