
平成 30年度 地震火山地域防災センター活動概要 

 
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 30年度においては第 20回から第 22回まで 3回のセミナーが実施

された。 

(1)第 20回セミナー 

   開催日 平成 30年 5月 9日 

   演題・講師 地震火山地域防災センターについて       地頭薗 隆 

 南九州、北部南西諸島域での地震火山観測研究  中尾 茂 

 海底地震観測で得られた巨大地震前後の地震活動変化 

 －2011 年東北地方太平洋沖地震－        仲谷 幸浩 

(2)第 21回セミナー 

   開催日 平成 30年 9月 11日 

   演題・講師 日本における原子力災害医療体制に関する実態調査 吉永 健嗣 

 鹿児島県の原子力災害拠点病院としての当院の課題と今後の取り組み

について                    土橋 仁美 

(3)第 22回セミナー 

開催日 平成 31 年 3月 14 日 

演題・講師 大規模災害時の歯科的身元確認業務について   田松 裕一 

 災害時の情報伝達手段の整備          升屋 正人 

 桜島から噴出する火山灰に含まれる斜長石の構造状態について 

                        松井 智彰 

 熊本地震から見たこれからの土木の在り方     小池 賢太郎 

 

 

２．シンポジウム等の開催 

 平成 30年度に本センターが開催したシンポジウム等は以下の通りである。 

(1)防災・日本再生シンポジウム「南九州固有の地域防災と地域強靱化の最新動向」 

   主 催 鹿児島大学地震火山地域防災センター 

   共 催 一般社団法人国立大学協会、鹿児島大学工学部海洋土木工学科 

   開催日 平成 30年 11月 10日 

   会 場 鹿児島大学稲盛会館キミ＆ケサメモリアルホール (郡元キャンパス） 

(2)島民講座「薩摩硫黄島セミナー」 

  主 催 鹿児島大学地震火山地域防災センター 



  後 援 鹿児島県三島村 

   開催日 平成 30年 11月 29日 

   会 場 硫黄島三島開発総合センター1階 講堂 

(3）「放射線利用研究セミナー」 

  主 催 鹿児島大学研究推進機構研究支援センターアイソトープ実験施設 

  共 催 鹿児島大学地震火山地域防災センター 

  開催日 平成 30 年 6月 13日 

  会 場 鹿児島大学学習交流プラザ 2Ｆ 学習交流ホール 

(4）「放射線に関する研修会」 

  主 催 公益財団法人原子力安全技術センター 原子力安全部 

   共 催 環境省、鹿児島県診療放射線技師会、鹿児島大学地震火山地域防災センター 

   開催日 平成 31年１月 13 日 

   会 場 鹿児島大学桜ケ丘キャンパス 共通教育棟 501号室 

(5)「保健師のための放射線研修会」 

  主 催 公益財団法人原子力安全技術センター 原子力安全部 

   共 催 環境省、鹿児島大学地震火山地域防災センター 

   開催日 平成 31年１月 26 日 

   会 場 鹿児島大学桜ケ丘キャンパス 共通教育棟 402号室 

 

 

３．学内における防災教育および防災に関する研修会等の実施 

共通教育および教員免許状更新講習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） 

「大学と地域」（防災クラス）（前期毎週，後期毎週） 

(2)防災士養成の取り組み 

防災士資格取得試験対策講座の実施  

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） 

 (3)平成 30 年度教員免許状更新講習の開設 

講習名 地域防災の最前線 

平成 30 年８月６日実施 

 

 

https://www.kagoshima-u.ac.jp/about/campusmap.html#02


４．地域との連携による事業の実施 

(1)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・減災の取組専門部会

の開催 

平成 30 年 5月 25日第 3回専門部会を開催した。 

 

(2)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・減災の取組専門部会

ワーキングループ(WG)の活動 

WG-I 「噴火と関連現象」デジタルサイネージを活用した防災情報の効果的配信等を議

論した。 

 

WG-II「生命と暮らしへの影響」 

第 1回  平成 30年 12月 20日 趣旨説明・メンバー紹介・今後の活動に関する

意見交換他 

第２回  平成 30年 12月 27日 火山防災等に関する資料の紹介・HUG体験 

第３回  平成 31 年 1 月 11 日 災害フォーラム聴講・同フォーラム内容に関す

る意見交換・山梨県富士山科学研究所吉本主任研究員からの富士山の

噴火対策状況の紹介ならびにそれを受けた意見交換 

第４回  平成 31年 1月 31日開催 HUG演習  

第５回  平成 31 年 2 月 19 日開催 磐梯山噴火記念館佐藤館長による福島県に

おける火山防災教育の状況紹介ならびにそれを受けた意見交換 

第６回 平成 31 年 3 月 11 日開催 HUG の内容分析、鹿児島市避難所マニュア

ルに関する意見交換、火山災害データベースに関する研究紹介 

 

  WG-III「交通への影響」 

第 10回 平成 30年 5月 8日開催 議題 軽石の港湾区域での取り扱い、「暫定

レポート平成 30年 5月版」の検討、鹿児島県全県下を対象とした多量

降灰に対する交通被害と対策の検討法 

第 11回 平成 30年 5月 25日開催 議題 暫定レポート 2018年 5月版について

最終確認、鹿児島県内での議論の進め方、鹿児島市走行実験、その他 

第 12 回 平成 30 年 7 月 30 日開催 議題 大隅半島側に多量降灰があった場合

の影響概要、各地域の住民への影響、本年度の WG３の方針、その他（土

石流・洪水発生対策など） 

第 13回 平成 30年 10月 15日開催 議題 大隅半島の大噴火後の砂防概要、桜

島大噴火後の砂防設計指針草案の検討、その他 

第 14回 平成 30年 11月 30日開催 議題 大噴火後に起きる現象と対策、交通

WG提言草案の議論、その他 



第 15回 平成 31年 1月 25日開催 議題 大隅半島の被災（新たな資料発掘）、

日本の主要活火山の噴火対策、大隅地域のハザードマップ案（関係者

用）検討、その他 

第 16回 平成 31年 2月 22日開催 議題 提言の検討、交通復旧、その他 

 

  WG-IV「産業への影響」 

     平成 30年 9月 11日 勉強会「火山噴火時における港湾の対応課題について」 

     平成 31年 1月 30日 勉強会「建物内への降灰侵入対策」 

 

(3) 文部科学省学校安全総合支援事業の支援 

表記文部科学省の事業の支援を受け、鹿児島県教育委員会は「学校安全推進体制の構

築」と題して、自然災害から児童・生徒を守る活動を実施している。本センターは、平

成 24年度から県・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 30年度は、志布志市で実施し、出前講

座・防災シンポジウムの開催・避難訓練に対する助言指導等を通じた協力・支援を行っ

た。 

 

 

５．調査研究の実施 

(1)火山観測用 Kuバンド高速スキャンレーダによる降灰観測 

2018年 9月に Kuバンド高速スキャンレーダを宮崎県高原町に設置し、霧島新燃岳の

降灰観測を実施している。 

(2)総合防災データベースの改良と活用 

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）を継承するもので、引き続き資料の

収集と登録作業、外部公開のためにデータベースの改良を行った。 

また、平時の防災啓発として、デジタルサイネージによる情報発信を行った。 

(3)外部機関との共同研究など 

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 34年３月）を継続して実施した。 

京都大学防災研究所「船舶レーダによる機動的火山噴火監視技術の確立と火山防災へ

の利用」（平成 30年 4月から平成 32年 3月）を新たに開始した。 

特定非営利活動法人雷嵐対策推進機構「小型高精度マイクロ波レーダによる局地観測

とその応用に関する共同研究」（平成 30年 9月から平成 33年 3月）を新たに開始した。 

内閣府戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ）「国家レジリエンス（防災・

減災）の強化」において、国立研究開発法人防災科学技術研究所からの受託研究課題「衛



星データ等即時共有システムと被災状況解析・予測技術の開発」の研究題目「機動的レ

ーダ観測による火口域降灰分布解析手法の開発」（平成 30 年 11 月から平成 32 年 3 月）

を新たに開始した。 

 

 

６．その他 

(1)自治体等からの訪問 

   平成 30 年 7 月 10 日 福島県いわき市 市議会清政会 会長小野邦弘様を始め７名が

本センターを訪れ、地頭薗センター長、小林調査研究部門長、浅野特任教授と、地域防

災の取組みや防災教育、また南海トラフ地震、桜島噴火等大災害対応について、議論を

交わした。最後に、海洋波動実験棟にて、津波発生のメカニズムが体験できる施設を見

学した。 

   平成 31 年 2 月 18 日 淡路広域消防事務組合消防本部 消防監石田一彦様、淡路消防

保安協会 会長柴田拓二様をはじめ１９名が本センターを訪問した。地頭薗センター長

が本センターの設立の経緯や目的、地域防災の取組についての説明を行った後、浅野特

任教授が「津波の発生メカニズムと南海トラフ地震津波について」と題する講演を行っ

た。その後、南海トラフ地震津波に対する防災対応などについて議論を交わした。最後

に、海洋波動実験棟において、津波を造波できる施設を見学した。 


