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国立研究開発法人 防災科学技術研究所 災害過程研究部門  宇田川 真之 

三重大学大学院 工学研究科  川口 淳 

D-3 津波避難訓練時の急勾配スロープにおける多人数用ベビーカー搬送速度

に関する事例調査 

(215) 

 （公財）ひょうご震災記念 21 世紀研究機構 人と防災未来センター  ピニェイロ アベウ タイチ コンノ 

神戸大学名誉教授  北後 明彦 

D-4 リスク回避的な立地選択の意向を高めるイメージトレーニングに関する 

基礎的検討 

(217) 

 千葉科学大学 危機管理学科  藤本 一雄 

NTT アーバンソリューションズ総合研究所  坂巻 哲 

D-5 被災経験が大学の防災訓練を改善させるか (221) 

 岐阜大学大学院 自然科学技術研究科  中村 貫志 

岐阜大学 流域圏科学研究センター  小山 真紀 

D-6 岩手県宮古市田老地区における夜間避難訓練の取り組み 

－NPO 法人による避難訓練企画の可能性－ 

(223) 

 岩手県立大学 総合政策学部  杉安 和也、宇佐美 誠史 

特定非営利活動法人 津波太郎  大棒 秀一 
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D-7 語り部学習を活用した時短型・災害疑似体験学習プログラム「ツナミリアル」

の開発と試行 

(225) 

 東北大学 災害科学国際研究所  佐藤 翔輔 

一般社団法人 石巻震災伝承の会  大須 武則 

一般社団法人 石巻震災伝承の会・がんばろう！石巻の会  黒澤 健一 

 

D-8 発災 10 年間にみる被災地来訪者の「期待」の推移： 

東日本大震災被災地における震災学習への関心 

(229) 

 東北大学大学院 工学研究科・日本学術振興会  渡邉 勇 

東北大学 災害科学国際研究所  佐藤 翔輔、今村 文彦 

D-9 震災伝承の「担い手」研修と活動評価に関する実態把握 

－東日本大震災被災地；岩手・宮城・福島の 3 県を対象に－ 

(233) 

 公益社団法人 3.11 みらいサポート  浅利 満理子、中川 政治 

東北大学 災害科学国際研究所  浅利 満理子、佐藤 翔輔 

D-10 災害の記憶におけるパブリックヒストリーとダークツーリズム (235) 

 金沢大学国際基幹教育院  井出 明 

D-11 南海トラフ地震臨時情報を住民と一緒に考える勉強会の実践 (237) 

 豊橋市役所 防災危機管理課  岡田 恵実、高橋 拓也 

京都府立大学  荒木 裕子 

日本気象協会  新井 伸夫 

名古屋大学減災連携研究センター  平山 修久 

D-12 まち保育における防災・減災の取り組み 

－まちの資源を学ぶ防災教材「てくてくまっち」の開発－ 

(241) 

 横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院  稲垣 景子 

横浜市立大学大学院都市社会文化研究科  三輪 律江 

D-13 谷戸地形の木造密集市街地を対象とした事前復興まちづくり訓練プログラム

の検討 

－横浜での官学連携による事前復興システム構築のための取組み－ 

(243) 

 横浜市立大学 国際教養学部  石川 永子、古川 愛琴、春日 ななみ、氏家 望、金城 涼太 

坂井 里衣、宮澤 夏海、高橋 七虹、渡邊 芽衣、LEE SEUNGMIN、山本 あかり 

明治大学  中林 一樹 

日本女子大学 家政学部 住居学科  薬袋 奈美子 

有限会社 悦計画室  桜井 悦子 

D-14 沖縄県石垣市における観光危機対策ユニットの設置と目標管理型災害 

対応に基づいた災害対応図上訓練の実施 

(247) 

 宇都宮大学 地域デザイン科学部  近藤 伸也 

ランドブレイン株式会社  宇治田 和 
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D-15 地域安全学会実務者企画委員会の活動について (249) 

 立命館大学理工学部環境都市工学科  四井 早紀 

岐阜大学流域圏科学研究センター  小山 真紀 

山梨大学地域防災・マネジメント研究センター  秦 康範 

長野県長野建設事務所  南沢 修 

兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科  阪本 真由美 

岐阜県危機管理部防災課  岩垣津 信太朗 

伊那市総務部危機管理課  小松 剛 

長野県大町建設事務所  斉藤 健郎 

京都府危機管理部危機管理総務課  古橋 勝也 

三島市都市計画課（静岡県派遣）  八木 宏晃 

D-16 熊本県益城町における熊本地震の経験・教訓を踏まえた防災アクション 

カードの開発 

(253) 

 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング㈱ 政策研究事業本部 研究開発第 1 部/第 2 部  秋元 康男 

杉山 雄基、小島 雄祐、平野 誠也 

熊本県益城町 危機管理課  岩本 武継 

兵庫県立大学大学院 減災復興政策研究科  今石 佳太、紅谷 昇平 

D-17 アフターファイブにおける災害対応ステークホルダーの「顔の見える関係構

築」とその効果 

～よんなな防災会がつなげる防災の輪～ 

(257) 

 よんなな防災会  竹 順哉、岩垣津 信太朗、石塚 隆之、石井 雄司 

一般社団法人日本損害保険協会  杓子尾 駿 

よんなな防災会ナッジユニット・ポリシーナッジデザイン合同会社  植竹 香織 

よんなな防災会学生部  上田 啓瑚 

防災企業連合関西そなえ隊  松尾 紀明 

よんなな防災会女子部  多田 明世、森下 美穂 

東北大学 災害科学国際研究所  佐藤 翔輔 

D-18 防災リテラシー格差の把握に向けた地域住民のセグメント化に関する 

基礎的研究 

(261) 

 同志社大学大学院 社会学研究科・日本学術振興会 特別研究員 DC  藤本 慎也 

同志社大学 社会学部  立木 茂雄 

D-19 組織間連携構築に向けた防災研修プログラムの専門職への適用 (265) 

 名古屋大学減災連携研究センター  千葉 啓広、福和 伸夫 

京都府立大学生命環境科学研究科  荒木 裕子 

日本気象協会  新井 伸夫 

岡崎市役所  穴井 英之、山田 竜 
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