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B-4-5 東日本大震災における政府の情報発信に関する分析 

－行政からの災害情報発信に関する基本原則の検討－ ······················237 

○ 鈴木猛康（山梨大学地域防災・マネジメント研究センター） 

          津田哲平（山梨大学大学院人間システム専攻） 

    大澤史宗（山梨大学工学部土木環境工学科） 

 

B-5 防災情報（１）（座長：横田 崇） 11:20～12:08 

 

B-5-1 危機対策における防災システムの導入とあり方 ·······························241 

○ 内山敬介（静岡県危機管理部） 

岩田孝仁（静岡県危機管理部） 

    牛山素行（静岡大学防災総合センター） 

 

B-5-2 時空間地理情報システムを用いた自主防災組織と自治体との 

安否確認情報の連携処理に関する一考察 

〜由利本荘市旭町での意識調査と防災訓練を事例として〜 ··················247 

○ 浅野耕一（秋田県立大学システム科学技術学部） 

    村上文男（由利本荘市旭町自主防災委員会） 

    佐々木幸治（由利本荘市総務部危機管理課） 

 

B-5-3 震災時の交通関連情報の収集と共有に関する一考察 ···························253 

○ 八木浩一（災害時交通流監視システム研究会） 

 

B-5-4 「東海地震に関連する情報」について·······································259 

     ○ 横田 崇（気象研究所） 

荒谷 博（気象庁） 

山田尚幸（気象庁） 

土井恵治（気象庁） 

 

 

 

10 月 30 日（日）午後 

 

A-6 津波災害（１）（座長：関谷直也） 13:10～14:22 

 

A-6-1 保育園児と一緒に避難すれば助かったのに ―毎月の避難訓練の義務化― ·······265 

○ 伯野元彦（東京大学名誉教授） 

 

A-6-2 東日本大震災における津波避難 聞き取り調査から避難成否の要因を探る ·······267 

○ 中村 功（東洋大学社会学部） 

中森広道（日本大学文理学部） 
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A-6-3 東日本大震災 名取市被害状況についての一考察 ·····························273 

○ 桜井誠一（神戸市役所） 

 

A-6-4 東日本大震災における津波対策の効果に関する実態について 

～宮古市田老地区の報告～··············································279 

○ 小松幸夫（（財）消防科学総合センター） 

齋藤 泰（（財）消防科学総合センター） 

 

A-6-5 住民・消防団員・民生委員の津波防災行動から見る減災社会システムの課題と今後 

～岩手県宮古市田老地区の住民・消防団員・民生委員の調査から～ ··········285 

○ 松尾一郎（（特活）環境防災総合政策研究機構） 

金野 慎（（特活）環境防災総合政策研究機構） 

作間 敦（（特活）環境防災総合政策研究機構） 

 

A-6-6 津波災害時の避難行動 －気仙沼市・宮古市での調査を中心に－ ···············291 

○ 関谷直也（東洋大学社会学部） 

福島隆史（ＴＢＳテレビ） 

松尾一郎（（特活）環境防災総合政策研究機構） 

金野 慎（（特活）環境防災総合政策研究機構） 

作間 敦（（特活）環境防災総合政策研究機構） 

 

A-7 津波災害（２）（座長：大木聖子） 14:32～15:44 

 

A-7-1 タイムスタンプデータによる津波到達直前の陸前高田市内の状況推定 ···········297 

     ○ 牛山素行（静岡大学防災総合センター） 

横幕早季（静岡大学防災総合センター） 

 

A-7-2 情報に依存した津波避難からの脱却 

2011 年東北地方太平洋沖地震津波と 2010 年チリ地震津波の比較·············301 

     ○ 金井昌信（群馬大学広域首都圏防災研究センター） 

片田敏孝（群馬大学広域首都圏防災研究センター） 

 

A-7-3 漁船の津波沖出し行動に関するルール策定効果の検証 

2011 年東北地方太平洋沖地震津波襲来時の根室市落石漁協の対応を事例に ·····307 

片田敏孝（群馬大学広域首都圏防災研究センター） 

○ 村澤直樹（群馬大学大学院工学研究科） 

    金井昌信（群馬大学大学院工学研究科） 

 

A-7-4 南米・ガラパゴス諸島における東北地方太平洋沖地震津波の 

情報伝達と避難行動····················································313 

○ 入江さやか（ＮＨＫ報道局災害・気象センター） 

 

A-7-5 平成 23 年東北地方太平洋沖地震による津波災害と特定利用斜面保全事業 ········317 

池谷 浩（（財）砂防・地すべり技術センター） 

松井宗廣（（財）砂防・地すべり技術センター） 

○ 道畑亮一（（財）砂防・地すべり技術センター） 
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A-7-6 巨大津波が西日本の住民にもたらしたリスク判断の逆説的影響 ·················321 

○ 大木聖子（東京大学地震研究所） 

      中谷内一也（同志社大学心理学部） 

 

B-6 防災情報（２）（座長：長坂俊成） 13:10～14:10 

 

B-6-1 giSight を用いた防災システムの開発(第２報)································327 

○ 森山聡之（崇城大学工学部） 

和泉信生（崇城大学情報学部） 

村上 卓（崇城大学情報学部）  

中山比佐雄（（有）シェスタクラブ） 

    今 匡太郎（ＮＰＯ法人楽しいモグラクラブ） 

平野宗夫（ＮＰＯ法人防災ネット研究所） 

 

B-6-2 東日本大震災における eコミュニティプラットフォームを活用した被災地情報支援 

その１～東日本大震災協働情報プラットフォーム「ALL311」を中心とした 

災害情報の集約～······················································333 

○ 須永洋平（（独）防災科学技術研究所） 

長坂俊成（（独）防災科学技術研究所） 

臼田裕一郎（（独）防災科学技術研究所） 

田口 仁（（独）防災科学技術研究所） 

李泰榮（（独）防災科学技術研究所） 

坪川博彰（（独）防災科学技術研究所） 

岡田真也（（独）防災科学技術研究所） 

 

B-6-3 東日本大震災における eコミュニティプラットフォームを活用した被災地情報支援 

その２～被災地災害対応における相互運用型 WebGIS の有効性～ ·············337 

○ 田口 仁（（独）防災科学技術研究所） 

臼田裕一郎（（独）防災科学技術研究所） 

長坂俊成（（独）防災科学技術研究所） 

李泰榮（（独）防災科学技術研究所） 

須永洋平（（独）防災科学技術研究所） 

坪川博彰（（独）防災科学技術研究所） 

岡田真也（（独）防災科学技術研究所） 

 

B-6-4 東日本大震災におけるｅコミュニティプラットフォームを活用した被災地情報支援 

その３～被災地における災害ボランティアセンターでの災害情報活用と課題～ ······343 

○ 李泰榮（（独）防災科学技術研究所） 

臼田裕一郎（（独）防災科学技術研究所） 

長坂俊成（（独）防災科学技術研究所） 

田口 仁（（独）防災科学技術研究所） 

岡田真也（（独）防災科学技術研究所） 

坪川博彰（（独）防災科学技術研究所） 

須永洋平（（独）防災科学技術研究所） 

 

 



 x

B-6-5 東日本大震災における eコミュニティプラットフォームを活用した被災地情報支援 

その４～災害と復興を記録する「３１１まるごとアーカイブス」～ ··········349 

○ 長坂俊成（（独）防災科学技術研究所） 

坪川博彰（（独）防災科学技術研究所） 

須永洋平（（独）防災科学技術研究所） 

田口 仁（（独）防災科学技術研究所） 

臼田裕一郎（（独）防災科学技術研究所） 

李泰榮（（独）防災科学技術研究所） 

岡田真也（（独）防災科学技術研究所） 

 

B-7 防災情報（３）（座長：福島隆史） 14:20～15:20 

 

B-7-1 避難行動モデルに基づいた携帯情報端末を用いた避難行動の評価 ···············353 

○ 浅見圭貴（東京理科大学大学院工学研究科経営工学専攻） 

小林大二（千歳科学技術大学） 

野嶋尚子（(株)Net&Logic） 

市原和雄（(株)Net&Logic） 

桜井将人（東京理科大学） 

山本 栄（東京理科大学） 

 

B-7-2 東日本大震災における緊急地震速報とオンサイト地震警報器 ···················359 

○ 山口耕作（㈱シグネット） 

 

B-7-3 無線 LAN を用いた自律型ネットワークを活用する災害情報システムの開発 ·······365 

○ 井上隆司（東京理科大学大学院工学研究科経営工学専攻） 

野嶋尚子（(株)Net&Logic） 

市原和雄（(株)Net&Logic） 

たかはしゆういち（東京理科大学） 

桜井将人（東京理科大学） 

山本 栄（東京理科大学） 

 

B-7-4 共助を支援する防災マップシステムの提案 

目的地へ到達するパスの妥当性からの評価 ································371 

○ 鈴木釈規（専修大学ネットワーク情報学部ネットワーク情報学科） 

    石川雅之（専修大学ネットワーク情報学部ネットワーク情報学科） 

    飯塚泰樹（東海大学理学部情報数理学科） 

    吉田享子（専修大学ネットワーク情報学部ネットワーク情報学科） 

    飯塚佳代（専修大学ネットワーク情報学部ネットワーク情報学科） 

 

B-7-5 東日本大震災と twitter 

―自治体の“つぶやき”から災害情報伝達手段としての適性を探る― ·······377 

○ 福島隆史（TBS テレビ報道局編集部） 
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B-8 防災対策（座長：秦 康範） 15:30～16:54 

 

B-8-1 災害応援協定に基づく災害応急対策の支援に関する調査 ·······················383 

○ 高橋和雄（長崎大学大学院） 

永田拓郎（ＪＲ九州） 

中村聖三（長崎大学大学院） 

 

B-8-2 一人の目で見た災害状況「東北地方太平洋沖地震」 ···························387 

○ 今村隆正（（株）防災地理調査） 

 

B-8-3 長野県北部地震（栄村大震災）における栄村の災害対応について（報告） ·······389 

○ 齋藤 泰（（財）消防科学総合センター） 

黒田洋司（（財）消防科学総合センター） 

小松幸夫（（財）消防科学総合センター） 

 

B-8-4 集落の孤立防止対策について ―ヘリコプターによる救難サインの確認― ·······393 

○ 池田吉男（埼玉県飯能市） 

 

B-8-5 全国ウェブ調査に基づく防災対策の現状と課題 ·······························399 

有馬昌宏（兵庫県立大学応用情報科学研究科） 

○ 上野卓哉（兵庫県立大学応用情報科学研究科博士前期課程） 

有馬典孝（兵庫県立大学応用情報科学研究科博士前期課程） 

 

B-8-6 避難の全体像·····························································405 

○ 指田朝久（東京海上日動リスクコンサルティング株式会社） 

 

B-8-7 地震時の地域の安否確認を目的とした発災対応型訓練 ·························411 

○ 秦 康範（山梨大学大学院医学工学総合研究部） 

大山 勲（山梨大学大学院医学工学総合研究部） 

鈴木猛康（山梨大学大学院医学工学総合研究部） 

佐々木邦明（山梨大学大学院医学工学総合研究部）  

  

 

 
 


