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■ 内 容 

「災害多発地域・九州の災害を考える」土木学会 100 周年記念シンポジウム 

日 時 平成 26 年 11 月 18 日（火）17:30～19:45［17:00 開場］ 

会 場 アクロス福岡 7 階 大会議室 （福岡市中央区天神 1-1-1） 

参加費 無料（要事前申込） 

        ※参加申込みは別添の案内チラシ裏面の「参加申込書」をご利用ください 

定 員 150 名（先着順） 

主 催 土木学会西部支部、九州大学西部地区自然災害資料センター 

九州大学大学院工学研究院附属アジア防災研究センター 

その他 土木学会の継続教育（CPD）プログラム【2.3 単位】 

 

＜プログラム＞ 

17:30～17:35 主催者挨拶 

塚原 健一 「安全な国土への再設計」土木学会西部支部タスクフォース幹事長     

 （九州大学 西部地区自然災害資料センター長 

大学院工学研究院附属アジア防災研究センター長） 

 

17:35～18:00 基調講演 「九州地域のこれまでの災害と今後の対応」 

善 功企 「安全な国土への再設計」土木学会西部支部タスクフォース座長 

（九州大学 大学院工学研究院 海域港湾環境防災共同研究部門 特任教授） 

 

18:00～19:40 パネル ディスカッション 「災害多発地域・九州の災害を考える」 

モデレーター 

塚原 健一 「安全な国土への再設計」土木学会西部支部タスクフォース幹事長 

 

パネラー 

井村 隆介 鹿児島大学 大学院理工学研究科 准教授 

「九州の火山災害 ～噴火災害と土砂災害～」 

角銅 久美子 防災どんたく実行委員会 相談役 

「楽しみながら 防災意識を身につける」 

「災害多発地域・九州の災害を考える」 

土木学会 100 周年記念シンポジウムを開催     

概 要 

九州大学西部地区自然災害資料センターと大学院工学研究院附属アジア防災研究センターは、土

木学会西部支部と共同で、平成 26 年 11 月 18 日（火）に「災害多発地域・九州の災害を考える」

シンポジウムを開催します。 

九州は台風や集中豪雨による水害や火山による降灰や土石流など災害が多い地域です。本シンポ

ジウムでは、九州におけるこれまでの災害発生状況や今後の対応について、広く市民とともに考え

ます。 



 

 

 

笠間 清伸 九州大学 大学院工学研究院 准教授 

「気象変動と土砂災害」 

渡辺 亮一 福岡大学 工学部 准教授 

「都市の水災害と水資源」 

 

19:40～19:45 閉会挨拶 

平井 秀輝 「安全な国土への再設計」土木学会西部支部タスクフォース副座長 

（九州地方整備局企画部長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ】 

九州大学 西部地区自然災害資料センター 

折居（おりい） 

電話：０９２－８０２－２５４６ 

FAX：０９２－８０２－２５４５ 

Mail：ndicwj-a@civil.kyushu-u.ac.jp 



810-0001 福岡市中央区天神 1-1-1 

［17:00 開場］

 

 

 
 

シンポジウム プログラム 

17:30 
～17:35 

主催者挨拶 

塚原 健一 「安全な国土への再設計」土木学会西部支部タスクフォース幹事長 
      （九州大学 西部地区自然災害資料ｾﾝﾀｰ長、工学研究院附属アジア防災研究ｾﾝﾀｰ長） 

17:35 
～18:00 

基調講演 「九州地域のこれまでの災害と今後の対応」 

善 功企 「安全な国土への再設計」土木学会西部支部タスクフォース座長 
（九州大学大学院工学研究院 海域港湾環境防災共同研究部門 特任教授） 

 
18:00 
～19:40 

パネル ディスカッション 「災害多発地域・九州の災害を考える」 

モデレーター 塚原 健一 「安全な国土への再設計」土木学会西部支部タスクフォース幹事長 
 

パネラー    井村 隆介  鹿児島大学 大学院理工学研究科 准教授 
「九州の火山災害 ～噴火災害と土砂災害～」 

角銅 久美子 防災どんたく実行委員会 相談役 
「楽しみながら 防災意識を身につける」 

笠間 清伸  九州大学 大学院工学研究院 准教授 
「気象変動と土砂災害」 

渡辺 亮一  福岡大学 工学部 准教授 
「都市の水災害と水資源」 

19:40 
～19:45 

閉会挨拶 

平井 秀輝 「安全な国土への再設計」土木学会西部支部タスクフォース副座長 
（九州地方整備局企画部長） 

 
本シンポジウムは、土木学会の継続教育（CPD）プログラム［2.3 単位］に認定されています。 

 
主催 土木学会西部支部、九州大学西部地区自然災害資料センター、九州大学工学研究院附属アジア防災研究センター 

参加無料 
要事前申込 

定員 150 名（先着順） 



土木学会 100 周年記念シンポジウム 
～災害多発地域・九州の災害を考える～ 参加申込書 

下記にご記入いただき、11 月 13 日（木）までに FAX またはメールにて送信ください。 

※ 当日参加も受け付けておりますが、定員 150 名に達した場合は、お断りさせていただくことがございます。 

FAX 092-802-2545  メール ndicwj-a@civil.kyushu-u.ac.jp 

■お申込日 平成 26 年   月   日 
ふりがな  

氏 名  

住 所 
〒 
 

 TEL：              FAX： 

e-mail              ＠ 

年 齢        才 

所 属  

ご記入いただいた内容は、シンポジウムの目的のみに使用いたします。 

■会場アクセスマップ 

 

アクロス福岡 7 階 大会議室 
810-0001 福岡市中央区天神 1-1-1 

● 福岡空港から天神まで地下鉄空港線で 11 分 

● JR 博多駅から天神まで地下鉄空港線で 5 分 

● 西鉄福岡天神駅から徒歩 10 分 

● 地下鉄空港線天神駅から徒歩 3 分（16 番出口） 

● 地下鉄七隈線天神南駅 5 番出口から徒歩 3 分 

● バス停から徒歩 市役所北口から 0 分 

天神 4 丁目から 3 分 

中央郵便局前から 5 分 

※ 地下鉄空港線天神駅 16 番出口から、 

アクロス福岡地下 2 階へ直接入館できます。 

※ 地下に有料駐車場（約 100 台）があります。 

利用時間／7:00～22:30 入口は市役所側です 

 

申し込み・問い合わせ先 
九州大学西部地区自然災害資料センター 
〒819-0395 福岡市西区元岡 744 九州大学伊都キャンパス ウエスト 2 号館 415 号室 
TEL: 092-802-2546  FAX: 092-802-2545 電話による問い合わせは平日 10:00～16:00 に受け付けます。 
e-mail：ndicwj-a@civil.kyushu-u.ac.jp  http://www7.civil.kyushu-u.ac.jp/ndicwj/index.html 
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