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防災小委員会 

小委員長 中山 学 

 

1．小委員会の目的 
「防災小委員会」では，街づくりにおける地下空間の役割を重視し，地上・地下を含め

た都市のあり方を見据えながら，地下空間における防災について総合的かつ実践的な研究

を推進することを目的として活動を行っている． 

 

2．研究内容 
2.1 テーマ 

「災害に強い街づくりにおける地下空間の防災のあり方」 

 

2.2 基本方針 

 以下に示す４つのサブテーマを軸に，調査・研究活動を実施する．下記サブテーマは個々

に調査・研究活動を実施するとともに，各テーマを包括する観点からのとりまとめを行う．

サブテーマに関する調査・研究成果を基に，地下空間での発生が想定される火災，浸水など

の災害の避難，被害軽減に資する指標，情報の提供を進め，地下空間における防災対策，安

全性の向上を目指す． 

 

研究テーマ 基本方針 備考 

(1)地下空間 

実態調査 

 

地下空間利用の実態調査，特に地下防災機
能として有効に規模の大小を問わず調査研
究を行う． 

地震や風水害に伴う帰宅困難者，一時避難
所としての地下空間の利用のあり方に関す
る調査研究を行う． 

国内外の様々な地下空間に関連した災害事
例，防災事例の調査を行い，災害特性の分
析を行う． 

地下空間を有効利用した
地下治水施設の調査を行
う予定 

(2)地下火災 地下空間，トンネルで発生した火災の事例
調査，および調査結果からの問題点の抽出
を通じて，地下火災の特性を踏まえた防災
対策，被害軽減策等について研究を実施す
る． 

研究者，消防関係者からの
話題提供を含め，地下空間
における火災特性を調査
予定 



 

(3)地下浸水 地下浸水発生時の被害予測，避難限界に関
する数値解析および実験的研究を通じて，
浸水時の被害軽減に資する指標，安全性向
上のための方策等を取りまとめる． 

東日本大震災の被害を鑑み，予想される東
海・東南海・南海地震等の巨大地震に伴う
津波発生時の地下施設への浸水，被害予測，
避難の方策について検討を行う． 

計画小委員会との連携を
図る 

(4)地下空間防
災教育・啓発 

火災，浸水，地震等の災害に対する地下空
間の安全性に利用者認知，防災に対する意
識調査を通じて，災害時の安全避難に向け
た情報提供の方法，平常時の啓発活動等に
ついてまとめる． 

防災資料館，防災センターの事例調査を含
めた，防災教育の実態調査を行い，防災教
育の有効性，意識啓発に関する研究を実施
する． 

心理小委員会との連携を
図る 

 

2.3 研究スケジュール（３か年） 

活動内容／年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

1)地下空間利用に関する実態調査    

2)地下防災に関する様々な解析研究    

3)調査．研究成果のとりまとめ    

4)成果報告の作成    

 

 

3．活動経過（平成 28 年 1 月～） 

◇ 3月 1日 平成27年度 第 3回 防災小委員会 

場所：土木学会 Ｅ・Ｆ会議室 

（話題提供） 

1.「地下街防災システムの高度化に関する検討について」 

   森兼 政行 委員（中央復建コンサルタンツ） 

2.「地下浸水時の避難に関する実物大模型実験」 

    馬場 康之 委員 （京都大学 防災研究所） 

 

◇ 3月 5日 関西地区防災セミナー開催 

場所：グランフロント 

1.「大阪地下街（株）の防災対策について」 

 井下 泰具 氏 （大阪地下街(株) 取締役） 

2.「豪雨時の大阪での地下浸水について」  



尾崎 平 委員 （関西大学） 

3.「文系学生の目から見た地下空間 ー三宮地下街を対象にー」 

 中山 学 委員長 （神戸学院大学） 

4.「津波防災と避難 －海岸利用者と管理者の防災意識－」  

島田 広昭 先生（関西大学） 

 5.全体討論 

 

◇ 6月 10日 平成28年度 第 1回 防災小委員会 

    (話題提供) 

1.「東京メトロの災害対策」  

木暮 俊昭 様 （東京地下鉄株式会社） 

2.「柏崎刈羽原子力発電所の安全対策について」 

   角川 順洋 幹事 （東京電力パワーグリッド株式会社） 

 

◇ 10月 3日 平成28年度 第 2回 防災小委員会 

（話題提供） 

1. 「都市浸水対策における新たな取組」 

国土交通省水管理・国土保全局下水道部流域管理官付  

斎野 秀幸 課長補佐  

2. 「大谷の再生と安全性評価の試み」 

清木隆文 委員 
 

◇ 12月 2日 平成28年度 第 3回防災小委員会 

（テーマ） 

京都大学防災研究所共催 一般研究集会（於：メルパルク京都） 

    －極端気象下に地下の水災害にいかに備えるか－ 

1. 「福岡水害のレビューと予測される災害シナリオ（仮）」 

橋本 晴行 先生（九州大） 

2. 「名古屋の地下浸水解析」 

武田 誠 委員（中部大） 

3. 「大阪梅田の地下浸水と車いす避難」 

石垣 泰輔 委員（関西大） 

4. 「地下空間災害時の情報伝達に関する取組」 

西尾信彦 先生（立命館大） 
 

◇ 平成29年 3月予定 中部地区防災セミナー 

場所：中部大学 

テーマ：未定 

 

 



 

4．委員名簿 

委員職区分名 氏名 氏名ふりがな 勤務先名称

委員長 中山 学 ﾅｶﾔﾏ ﾏﾅﾌﾞ 神戸学院大学

委員 石垣 泰輔 ｲｼｶﾞｷ ﾀｲｽｹ 関西大学

委員 大友 譲 ｵｵﾄﾓ ﾕｽﾞﾙ (株)ニュージェック

委員 大森 高樹 ｵｵﾓﾘ ﾀｶｷ (株)日建設計シビル

委員 岡本　隆明 ｵｶﾓﾄ　ﾀｶｱｷ 京都大学

委員 角川　順洋 ｶﾄﾞｶﾜ　ﾖﾘﾋﾛ 東京電力パワーグリッド（株）

委員 川中　龍児 ｶﾜﾅｶ　ﾘｭｳｼﾞ 関西大学

委員 神作 博 ｶﾝｻｸ ﾋﾛｼ 中京大学

委員 岸田　潔 ｷｼﾀﾞ　ｷﾖｼ 京都大学

委員 岸田　政彦 ｷｼﾀﾞ　ﾏｻﾋｺ 首都高速道路（株）

委員 小林 誠 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ (株)インターリスク総研

委員 酒井 喜市郎 ｻｶｲ ｷｲﾁﾛｳ 鉄建建設(株)

委員 澤田 基弘 ｻﾜﾀﾞ ﾓﾄﾋﾛ (株)日建設計シビル

委員 下河内 隆文 ｼﾓｺﾞｳﾁ ﾀｶﾌﾐ (株)竹中工務店

委員 鈴木 祥三 ｽｽﾞｷ ｼｮｳｿﾞｳ 東急建設(株)

委員 清木 隆文 ｾｲｷ ﾀｶﾌﾐ 宇都宮大学

委員 武田  誠 ﾀｹﾀﾞ ﾏｺﾄ 中部大学

委員 戸田 圭一 ﾄﾀﾞ ｹｲｲﾁ 京都大学

委員 西田 幸夫 ﾆｼﾀﾞ ﾕｷｵ 埼玉大学

委員 馬場 康之 ﾊﾞﾊﾞ ﾔｽﾕｷ 京都大学

委員 秀島 栄三 ﾋﾃﾞｼﾏ ｴｲｿﾞｳ 名古屋工業大学

委員 堀内 浩三郎 ﾎﾘｳﾁ ｺｳｻﾌﾞﾛｳ (株)建設技術センター

委員 水口 雅晴 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾏｻﾊﾙ

委員 森兼　政行 ﾓﾘｶﾈ　ﾏｻﾕｷ 中央復建コンサルタンツ

委員 森山 修冶 ﾓﾘﾔﾏ ｼｭｳｼﾞ (株)日建設計

幹事 尾﨑 平 ｵｻﾞｷ ﾀｲﾗ 関西大学

幹事 林　暢明 林　暢明 東京電力パワーグリッド（株）  


