
地域安全学会 東日本大震災連続ワークショップ 2019 in 南相馬 

主催：地域安全学会  共催：南相馬市・東北大学災害科学国際研究所 

 

2011年3月11日に発生した震災により東北地方から関東地方に至る多くの沿岸部が被

災し，各地で復興に関する取り組みが進められています。わが国に甚大な影響を与えて

いる東日本大震災から，どのような教訓を得るのか。研究を通じて，今後の復興に対し

てどのような知見を与えることができるのか。地域安全学会は，東日本大震災を契機と

した将来的な防災と復興について議論を深めていくことを目的として，2012年より 

「東日本大震災連続ワークショップ」を開催してきました。被災から復興までには長い

年月がかかります。時間の経過とともに異なる復興の各時点において，皆様から持ち寄

っていただいた話題を題材とし，ワークショップの中で情報共有と今後の地域防災に向

けての知見を得たいと考えています。それらを数年にわたり継続しながら，様々な被災

地の方々との交流を通して，実施していきたいという趣旨で企画を進めて参りました。  

東日本大震災連続ワークショップは，これまでにいわき市，大船渡市，宮古市，気仙

沼市，石巻市、釜石市、南三陸町で開催されてきました。第8回目となる2019年のワー

クショップは，夏に南相馬市を舞台として開催されます。  

今回のワークショップでは，震災から 8年が経過した時点における皆様からの研究成

果を持ち寄っていただき，テーマに即した議論を進めるとともに，南相馬市の被災地と

復興状況についての見学会を予定しています。奮ってご参加くださいますようお願い申

し上げます。 

 

■ 日程：2019年 8 月  2 日（金）～3 日（土）  

■ 会場：①研究会 8月 2日（金）13:30-18:00 

南相馬市 市民情報交流センター ２階 マルチメディアホール・大会議室 

（福島県南相馬市原町区旭町２丁目７−１） 

https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/culture/shiminjohokoryusenta_/4237.html 

②懇親会 8月 2日（金）18:30-20:30 

ニューさいとう （福島県南相馬市原町区栄町２丁目１３） 

https://souma-haramachi.com/product/newsaito/ 

③現地見学会 8月 3日（土）8:30-13:00  

集合・解散場所 南相馬市 市民情報交流センター 前（原ノ町駅 側） 

■ アクセス 

 最寄り在来線駅：「ＪＲ常磐線 原ノ町駅」 

 最寄り新幹線駅：「ＪＲ東北新幹線 福島駅」 

  福島駅←→南相馬，仙台駅←→南相馬 間は路線バスが運行されています。 

  時刻表はこちら： 東北アクセス株式会社 https://touhoku-access.com/index.php 

https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/culture/shiminjohokoryusenta_/4237.html
https://souma-haramachi.com/product/newsaito/


■ 自家用車・レンタカー等でお越しの場合： 

 市民情報交流センターには駐車場がございます（2時間無料）。 

※駅前通りの１本北側の道から入構いただけます。 

もしくは原ノ町駅南側の市営駐車場をご利用ください（3時間無料）。 

https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/culture/shiminjohokoryusenta_/9210.html 

 

■ スケジュール: 

8 月 2 日（金）  

13:00- 受付開始（市民情報交流センター ２階 マルチメディアホール）  

13:30-13:45 開会 （冒頭挨拶：地域安全学会/南相馬市/東北大学災害科学国際研究所） 

13:45-14:15 南相馬市の復興状況の講演（南相馬市より講演予定） 

14:15-17:30 研究発表会 （マルチメディアホール および 大会議室） 

18:00-   送迎バス出発（研究会会場→懇親会） 

18:30-20:30 懇親会（ニューさいとう） 

20:30-      送迎バス出発（懇親会→原ノ町駅前） 

8 月 3 日（土） 

 8:30-13:00 現地見学会（南相馬市内の復興拠点を見学予定） 

   ※8:20頃、市民情報交流センター 前（原ノ町駅 側）に集合 

 （昼食休憩：食彩庵・南相馬観光協会） 

 ※13時以降の原ノ町駅 発 福島駅行路線バス（13:05発→14:50着）および仙台駅行 

路線バス（13:10発→16:50着）に接続予定 

 

■各種参加費の徴収方法について 

 大会当日受付にて学会事務局で徴収します。現金のみで，カードの使用はできません。 

■参加費：（講演会、研究発表会）無料 

■論文集：2,000円（発表者は 1冊贈呈） 

■懇親会： 

会場：ニューさいとう（福島県南相馬市原町区栄町２丁目１３） 

会費 一般：6,000 円，学生：3,000 円 

■現地見学会参加費：4,000円 

■昼食事前申し込み：1,000円 

 

■問い合わせ： 

東北大学災害科学国際研究所 杉安和也 

E メール：sugiyasu[*]irides.tohoku.ac.jp ※[*]：半角アットマーク 

  当日緊急連絡先： 

https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/culture/shiminjohokoryusenta_/9210.html


A会場：南相馬市 市民情報交流センター 2階 マルチメディアホール
B会場：南相馬市 市民情報交流センター 2階 大会議室

【発表者の皆様へ】
発表時間：10分、討論時間4分（1鈴9分、2鈴10分、3鈴14分）
PC（Windows 10 pro）は実行委員会で準備します。
発表用PPTのファイル名を「発表番号+著者名」として各セッション開始前までにPCへコピーしてください。
ご自身のPCを使用される場合、会場のプロジェクターはVGA接続のみとなりますのでご了承ください。

A会場
セッション 進 行 発表開始 発表番号 題 目 発表者 所 属

14:30 A-1
東日本大震災における南三陸町職員初動対応の
検証研究　その４　-災害初動対応拠点および避
難施設の立地分析-

杉安 和也 東北大学

14:44 A-2
東日本大震災における南三陸町職員初動対応の
検証研究　その５　-自治体の災害対応業務に対
する支援に関する考察-

寅屋敷 哲也
人と防災未来セン
ター

14:58 A-3
宮城県南三陸町入谷地区にみる震災初動期の住
民主導による被災者支援活動

島田 和久 滋賀県立大学

15:12 A-4
「Team Sendai（チームセンダイ）」による被災
自治体職員の災害対応の継承に関する研究　～
その２

西坂 光 仙台市

15:26 A-5
東日本大震災における陸上自衛隊防疫支援隊に
みる災害派遣の特性についての試論

中林 啓修
人と防災未来セン
ター

15:54 A-6
東日本大震災における在宅避難者への物資支援
に関する調査と考察　－福島県いわき市を対象
として－

佐藤 悠司 東北大学

16:04 A-7
福祉事業所における災害時の事業継続に関する
課題と対策の抽出

藤本 慎也 同志社大学

16:18 A-8
東日本大震災の被災企業調査も踏まえた熊本で
のBCP策定支援（2年目）

丸谷 浩明 東北大学

16:32 A-9
放射性廃棄物処理のプロセスと影響を与えた要
因の分析－南相馬市小高区を事例に－

重川 希志依 常葉大学

16:46 A-10
災害時における学校施設の安全性確認に関する
システム化

田中 聡 常葉大学

B会場
セッション 進 行 発表開始 発表番号 題 目 発表者 所 属

14:30 B-1 釜石の奇跡　請戸の日常 水田 恵三 尚絅学院大学

14:44 B-2
東日本大震災における津波避難の呼びかけに従
わなかった事例の収集・分類

藤本 一雄 千葉科学大学

14:58 B-3
被災前の世帯の脆弱性がすまい再建に与える影
響

川見 文紀 同志社大学

15:12 B-4
原発被災地における居住者の帰還・再定着の実
態

田中 正人 追手門学院大学

15:26 B-5
津波被災者の7年間の復興過程―パネル調査の
被災者属性からみる復興過程の時系列分析―

中林 一樹 明治大学

15:54 B-6
生活再建ケースマネジメント支援手法のキーワー
ド分析―生活再建課題とその対応―

松川 杏寧
人と防災未来セン
ター

16:04 B-7
コミュニティソーシャルワーカーに必要とされる
コンピテンシー考察

辻岡 綾 同志社大学

16:18 B-8
東日本大震災を伝承する官民連携体制のあり方
検討

中川 政治
3.11みらいサポー
ト

16:32 B-9
門脇小学校震災遺構の保存に関わる行政・住民
の取り組みの報告

浅利 満理子
3.11みらいサポー
ト

16:46 B-10
学術論文にみる東日本大震災：関連学会論文を
対象にした比較分析

佐藤 翔輔 東北大学

B会場からA会場へ移動
A会場

稲垣 景子 17:05 総括（A会場について）
生田 英輔 17:15 総括（B会場について） 17:25終了

17:25 閉会挨拶 17:30終了

地域安全学会東日本大震災連続ワークショップ2019 in 南相馬 研究発表会プログラム
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休憩（15:40-15:50）

休憩（15:40-15:50）



①8/2(金) 研究会
南相馬市
市民情報交流センター
（駐車場有２時間無料）

市営駐車場
（３時間無料）

8/3(土) 現地見学会
集合・解散場所 8:30出発
市民情報交流センター・原ノ町駅前

運行バス：
東北アクセス

②8/2(金) 懇親会
18:30開始
会場：
ニューさいとう

③8/3(土) 昼食休憩
11:40-12:30
会場： 食彩庵、
南相馬観光協会

■
南相馬
市役所

N
至：仙台方面

至：いわき方面

会場周辺図
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