
日本災害復興学会 2010 年度 神戸大会 

日時：2010 年 10 月 16 日（土）～10 月 17 日（日） 

場所：神戸大学六甲台キャンパス（〒657-8501 神戸市灘区六甲台町 1-1) 

定員：250 名 大会参加費：無料（予稿集は 3000 円） 

 

 

○大会プレイベント 

・エクスカーション：震災復興と長田のまちあるき 

10 月 15 日（金）14：00～17：00（神戸市長田区を中心に） 
長田区の大黒公園、たかとりコミュニティセンター、大正筋商店街、長田北区画整理エリア、

鉄人 28 号など（予定） 
主催：日本災害復興学会、後援：神戸復興塾 

 
・シンポジウム「＜被災地をつなぎ、記憶をつなぐ＞学生ボランティア」 

10 月 16 日（土）10：00～12：00 神戸大学工学部キャンパス LR501 
主催： 神戸大学都市安全研究センター学生ボランティア支援室 
共催： 復興デザイン研究会 

 
○大会プログラム  

 

10 月 16 日（土）神戸大学工学部キャンパス LR501 

12：20～12：30  開会式 

12：30～14：30 自由論題セッションⅠ 

15：00～17：30 自由論題セッションⅡ 

18：00～20：00 懇親会（LANS BOX 1 階） 

 
10 月 17 日（日）神戸大学工学部キャンパス（LR501、百年記念館六甲ホール） 

9：30～12：00  特定論題セッション（LR501） 

12：00～13：00  総会（LR501） 

13：00～14：00    ポスターセッション（百年記念館六甲ホール ホワイエ） 

14：00～16：40   シンポジウム「震災 15 年残された課題 震災障がい者」（六甲ホール） 

16：40～16：50  閉会式 

 

●問合せ先 日本災害復興学会事務局 

〒662-8501 西宮市上ヶ原一番町 1-155 

Tel: 0798-54-6996 FAX: 0798-54-6997 

http://www.f-gakkai.net/ 



◇自由論題プログラム 

・口頭発表セッション I：10 月 16 日(土)12:30〜14:30 ＠工学部 LB501 

(発表 12 分・質疑 3 分) 

＜制度＞ 

I-1 首都直下地震に向けた応急住宅供給の課題 濱田甚三郎・大熊喜昌・松川

淳子・原昭夫・鳥山千尋・山

谷明・森反章夫・江田隆三 
I-2 筑後川の水害と復興・川づくりに関する研究 古賀智己・高橋和雄・中村聖

三 
I-3 噴火からの復興とジオパークによる地域振興−有珠山周

辺地域を例に− 
定池祐季・壮瞥町総務課ジオ

パーク推進室 
I-4 新潟県中越地震における復興公営住宅の現状と支援に関

する考察－旧栃尾市仲子団地の事例－ 
北村育美・福留邦洋・鈴木隆

太 
＜検証＞ 
I-5 雲仙普賢岳の火山災害から復興した島原市の現状と課題 高橋和雄・中村聖三 

I-6 新潟県中越大震災から 6 年・被災地の課題と今後の復興

支援の方向性について 
稲垣文彦・上村靖司 

I-7 中山間地域を含む地方都市における段階的な住宅再建支

援手法に関する一考察 ～小規模住宅地区改良事業内の

公営住宅・自宅跡公営住宅の事例をもとに～ 

石川永子 

I-8 浸水被害に伴う生活再建の実態�平成 20 年愛知県岡崎

市・平成 21 年兵庫県佐用町を事例として� 
神尾久・木村拓郎・黒田洋

司・小松幸夫 
 
・口頭発表セッション II：10 月 16 日(土)15:00〜17:30 ＠工学部 LB501 

(発表 12 分・質疑 3 分) 
＜支援＞ 
II-1 地域防災力向上ワークショップキットの開発の試み 河内毅・澤田雅浩 

II-2 中越地震からの市街地再生過程−旧川口町東川口地区に

おけるまちづくり協議会設立までの経緯 
澤田雅浩 

II-3 火山噴火に伴う長期避難生活を体験した後期高齢者に帰

島を決意させた要因－三宅島の 2000 年火山噴火に焦点

をあてて－ 

成島ますみ 

II-4 開発途上国で実施される災害復旧・復興事業と国際協力

のあり方について(インドネシアとバングラデシュを例

にして) 

長谷川 庄司・市古 太郎・中

林 一樹 

II-5 人口減少時代の中山間地域における集落空間の再構築手

法に関する研究 その２－中越地震に被災した小千谷市

東山地区を事例として－ 

石塚直樹・澤田雅浩 

＜理論＞ 
II-6 創発を生み出す健全性としての復興熟度指標の意味づけ 上村靖司・稲垣文彦 

II-7 時間と記憶の継承−すまうら文庫を事例に− 松村淳 

II-8 災害への備えとしくみづくり 吉田澄弘 

II-9 災害対応における「数字」のリアリティのダイナミズム

－中国 5.12 汶川大地震のメディア・イベントに関する考

察－ 

近藤誠司・矢守克也・渥美公

秀・鈴木勇 

II-10 新たな外部者の視点−ベトナム留学生の視点を事例に− 楡井将真・土屋哲 
II-11 「創造的復興」と「人間復興」 池田清 



・ポスター発表セッション：10 月 17 日(日)13:00〜14:00 ＠百年記念会館六甲ホール 

P-1 被災地をフィールドとした大学間学生交流による地域

研究−中越学生研究会の取り組み− 
川端光昭・楡井将・茂野考

透・土屋 哲 
P-2 流動性の高い社会における復興――2009年西スマトラ地

震における日本の人道支援の事例から考える 
山本博之・西芳実 

P-3 神戸の経験をインドネシアに応用する総合プロジェク

ト 
杉本めぐみ 

P-4 国際災害対応法の法典化作業と課題―「災害における人

の保護」に関する国連国際法委員会の審議を中心として

徳永恵美香 

P-5 岩手・宮城内陸地震被災地における復興過程 君嶋福芳 

P-6 災害ミュージアムを通した災害の記憶の継承に関する

研究 
阪本真由美 

P-7 仮設住宅における青少年の居場所 杵渕一成・田口太郎 
 
 
◇特定論題「震災 15 年」プログラム：10 月 17 日（日）9：30〜12：00 ＠工学部 LB501 

(発表 12 分・質疑 3 分) 
 
T-1 義援金を活用した復興支援のあり方に関する考察 青田良介 
T-2 災害先進国日本にふさわしい復興の共助システムの提

案 
太田敏一・堀江啓 

T-3 失われた生活年数と生の記憶の広がりによる地震被害

の評価 
紅谷昇平 

T-4 災害復興住宅におけるコミュニティ運営の展開と課題 蔡垂功 
T-5 災害後の地域コミュニティづくりとボランティア活動 岡﨑敦子・黒田裕子 

T-6 中・長期における復興のあり方 黒田裕子・黒瀧安子 

T-7 ジェンダーと災害復興～制度設計と生活再建をめぐる

指標の検討 
山地久美子・近藤民代・相川

康子 
T-8 震災後の激甚被災地における住宅ストック変化の統計

的分析 

越山健治 

 

※論文発表プログラムは、諸般の事情により変更される場合があります。 



日本災害復興学会神戸大会シンポジウム      ＜一般公開・入場無料＞ 

シンポジウム 

 

【震災15年 残された課題 震災障がい者】 

日時：2010 年10月17日（日）14:00～16:40 

会場：神戸大学百年記念会館六甲ホール 

 

阪神・淡路大震災から15年を経て、被災地の復興はほとんど完了しているが、なお未 

完成のものや、外見では見えてこないさまざまな問題が潜んでいるように思われる。さ 

らには、15年という歳月を経て、ようやく見えてきた問題さえある。このような長期の 

復興過程は、これまで経験したことのないものと言ってよいかもしれない。この事態は 

何ゆえもたらされたのか、どこに問題があったのか、今後に備えるにはどうすればよい 

のか。大震災の15年はいまなお鋭く我々に問いかけている。このセッションでは、復興 

15年に積み残されてきた課題や、新たに明らかになった問題、それらの原因、今後の備 

えなどに関する研究発表・討論を行う。        （塩崎賢明大会実行委員長） 

 

一部：トーク 「震災障がい者のおもい」   

 

岡田一男さん（警備会社勤務） 

喫茶店を経営していた阪神御影駅近くのビルで被災し、18 時間生

き埋めに。クラッシュ症候群のため、右足のしびれなど後遺症がある。

震災障害者のつどいに欠かさず出席する。70 歳。 

 

 

城戸美智子さん（主婦・三児の母） 

神戸市灘区の自宅で被災。15歳だった長女がピアノの下敷きになり、

高次脳機能障害となる。親子の体験を震災の教訓として伝えるため、

手記の執筆などにも取り組む。57歳。 

 

 

聞き手・魚住由紀（ＭＢＳラジオ震災防災番組「ネットワーク1・17」パーソナリティ） 



二部：シンポジウム 「震災障がい者 残された課題」 

 

【シンポジウム】 

 

コーディネーター：塩崎賢明（神戸大学大学院工学研究科教授） 

 

パネリスト： 

・牧秀一（よろず相談室主宰・神戸市立楠高校教員） 

阪神淡路大震災時に避難所でボランティアを始める。現在も復興住宅に

ひとりで暮らす高齢者を訪問。４年前からは震災で後遺症を負った人たち

の集いを月に一回開催する。 

 

・桜井誠一（元神戸市保健福祉局長・日本パラリンピック委員会運営委員） 

阪神大震災後の神戸市生活再建本部次長として被災者の支援に当たる。

その後、市民参画推進局長、保健福祉局長を経て現在、代表監査委員。障

害者スポーツボランティア歴32年。 

 

・川口裕之（毎日新聞記者） 

福井支局小浜通信部から３年前、神戸支局へ赴任。震災や行政、選挙取材

に携わる。 

 

・ 玉木幸則 

（メインストリーム協会副代表・日本相談支援専門員協会副代表） 

姫路市に仮死状態で生まれる。阪神大震災で家屋の下敷きに。障害者

の自立生活運動の支援でアジアや中東を訪れる。二児の父。現在ＮＨＫ

教育テレビ「きらっといきる」にレギュラー出演中。 

 

 

【まとめ】 

 

・室﨑益輝（日本災害復興学会会長・関西学院大学災害復興制度研究所所長） 

 

問い合わせ： 
日本災害復興学会事務局（関西学院大学災害復興制度研究所）  

電話 0798－54－6996、 E-mail  taikai_sympo17@ml.kwansei.ac.jp 

 

担当会員：魚住由紀・石川永子・藤室玲治 



日本災害復興学会プレイベント・エクスカーション ＜※定員 20 名（申込順）・参加費 1000 円＞ 

エクスカーション 

＜震災復興と長田のまちあるき＞ 

日時：2010 年 10 月15（金）14：00～17：00 

集合場所：JR 三ノ宮駅中央改札口前 

●コース 

鷹取・大国公園、たかとりコミュニティセンター、鉄人 28 号、新長田駅北地区震災復興土

地区画整理事業地域のまちあるきと「みくら５（まち・コミュニケーション）」においてデ

ィスカッションを予定 
 

 

。 

 

 

 

◎雨天決行

◎雨天の場合、および、参加人数

によってコース変更することが

あります

●参加費 

1,000 円（実費で当日支払）＋交通費（三ノ宮～長田：JR または市営地下鉄を予定） 

 

●エクスカーションの参加申込み・問合せ  

大会参加申込書に①参加者氏名・②所属・③連絡先を併せて記入してください。 

 

主催：日本災害復興学会 

協力：神戸復興塾、まち・コミュニケーション 

 

※定員 20 名で募集します。定員を上回る申し込みがあった場合は二班編成などで調整する予定です。 

 

問い合わせ： 
日本災害復興学会事務局（関西学院大学災害復興制度研究所）  

電話 0798－54－6996、 E-mail machiaruki@ml.kwansei.ac.jp 

 

担当会員：山口一史・山地久美子 



日本災害復興学会プレイベント・学生ボランティアセッション 
＜一般公開・入場無料・事前申込み不要＞ 

シンポジウム 

＜被災地をつなぎ、記憶をつなぐ＞
学生ボランティア 
日 時：2010 年10 月16 日（土）10:00～12:00 
会 場：神戸大学工学部キャンパス LR501 教室 
近年、日本全国で震災や水害が立て続けに発生しています。そ

うした災害被災地で、発災直後はもちろん、その後も長期的に関

わる学生ボランティア活動の輪が広がっています。 

 

ッションでは、被災地での長期的な取組について、いく

】 

から 15 年、神戸大学学生震災救援隊の取り組み 

取り組み 

トワーク）の活動 

主催・問い合わせ：神戸大学都市安全研究センター 学生ボランティア支援室 

阪神・淡路大震災についても、他の被災地で「神戸も大変だっ

たね」とそこで被災した人に話してもらったことをきっかけに、

学生が阪神・淡路大震災を改めて認識するという、新しい形の震

災の継承が始まりつつあります。

様々な被災地で活動する学生たちの輪が広がるとともに、全

国の被災地の経験が＜つながる＞、また被災した人の経験を学

生が聞くことによって、災害の記憶が若い世代に＜つながる＞、

学生たちの活動にはそうした意味があるのではないでしょうか

 本セ

。 

つかの学生団体から報告してもらい、後半で、その実践の意味

や今後の課題について、フロアも交えて、議論して深めていき

たいと思っています。 

【報告団体と内容（予定）

報告① 阪神・淡路大震災

報告② 被災地をつなぐ中越・KOBE 足湯隊の活動 

報告③ 能登半島地震から 3年・金沢大学「灯」の

報告④ 佐用町水害被災地でのチャコネット（佐用町学生支援ネッ

TEL:078-803-6256 E-mail:svs@port.kobe-u.ac.jp (担当：藤室)  http://www.org.kobe-u.ac.jp/svsc/ 

共
この事業は、「公益財団法人ひょうご震災記念 21 世紀研究機構」と「ひょうご安全の日推進県民会議」の助成を受け実施する予定です 

催： 復興デザイン研究会 



神戸大学キャンパスマップ

〒657-8501　神戸市灘区六甲台町 1-1

Tel: 078-881-1212 (大代表)

国立大学法人　神戸大学

http://w w w.kobe-u.ac.jp/

工学部 LR501 教室
10/16（土）12:30 ～ 17:30

　自由論題セッション

10/17（日）9:30 ～ 13:00

　特定論題セッション・総会

コンビニエンス・ストア（土・日営業）

（日曜休み）

LANSBOX:  懇親会会場

百年記念館 六甲ホール
10/17（日）13:00 ～ 16:40

ポスターセッション

 シンポジウム「震災障がい者」

00:02～00:81）土（ 61/01

工学部食堂（日曜休み）
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