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「第９回土砂災害に関するシンポジウム」開催のご案内 

 

近年，局地的な集中豪雨や地震の発生増加に伴い,甚大な土砂災害が頻発しています。2011 年 3 月

東日本大震災, 同年 9月台風 12号災害，2012年九州北部豪雨災害，2013年伊豆大島土石流災害，2014

年広島土石流災害，2015 年関東・東北豪雨災害，2016 年熊本地震，2017 年九州北部豪雨災害そして

今年の西日本豪雨災害など豪雨・地震災害が頻発し，それらに伴って発生した土砂災害により多くの

人的被害が引き起こされています。 

土木学会西部支部では，2002 年度から，「土砂災害に関するシンポジウム」を隔年で開催し，土砂

災害の危険度評価や予知・予測法などについて広範な分野からの参加を募り，学際的見地から発表・

討議を行って参りました。本年度におきましても，全国から，多数の研究発表の申し込みがあり，シ

ンポジウムを開催することとなりました。砂防，地盤，河川，道路，水文・気象，地形・地質，自然

災害科学など広範な分野から奮ってご参加くださいますようご案内申し上げます。 

 

記 

１．主  催：公益社団法人土木学会西部支部 

 

２．後  援：公益社団法人砂防学会，公益社団法人地盤工学会，公益社団法人日本地すべり学会， 

一般社団法人日本応用地質学会, 一般社団法人水文・水資源学会，日本自然災害学会， 

公益社団法人日本技術士会九州本部，一般社団法人建設コンサルタンツ協会九州支部 

 

３．開催期日：2018年 9月 18日（火），9:00～17:40； 9月 19日（水），9:00～17:20 

                 

４．開催場所：九州大学医学部百年講堂（〒812-8582 福岡市東区馬出 3丁目 1番 1号，電話 092-642-6257） 

（詳しくは、13．に示しますアクセス方法を参考にしてください） 

 

５．ＣＰＤ（土木学会）、ＣＰＤＳ（全国土木施工管理技士会連合会）：（現在申請中） 

 

６．プログラム：土砂災害に関するシンポジウムホームページに掲載。 

土砂災害に関するシンポジウムホームページ http://committees.jsce.or.jp/seibu_s01/ 

 

７．参 加 費：5,000円（論文集代 2,000円を含む） 

 

８．意見交換会：9月 18日シンポジウム終了後，同会場にて意見交換会を開催致します。 

会費：5,000円（当日シンポジウム会場にて徴収，領収証は現金と引き換えにお渡し致します）。 

 

９．参加申込方法：Webサイト（http://www.jsce.or.jp/branch/seibu/10_symposium/1809.html）から 

事前申込みをお願いします。 

※お申し込み後に届く自動返信メールを印刷して当日ご持参ください。 

参加費は事前に郵便振替あるいは銀行振込で送金ください。 

郵便振替 ：０１７１０－５－３０３３２ （公社）土木学会西部支部 

銀行振込 ：西日本シティ銀行 赤坂門支店 普通 １１３４４６３ 

（公社）土木学会西部支部 

 

http://committees.jsce.or.jp/seibu_s01/
http://www.jsce.or.jp/branch/seibu/10_symposium/1809.html
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10．参加申込締切日：平成 30年９月６日（木） 

 

11．定   員：200名程度 

 

12．問い合わせ先  

 

参加費など：（公社）土木学会西部支部 

          〒810-0041 福岡市中央区大名２丁目 4-12 ｼｰ･ﾃｨｰ･ｱｲ福岡ビル 2F 

          TEL（092）717-6031，FAX（092）717-6032， E-mail：jsce-w@io.ocn.ne.jp 

 

    発表方法・意見交換会など：八千代エンジニヤリング(株) 高岡広樹 

TEL:092-751-1649，E-mail:hr-takaoka@yachiyo-eng.co.jp 

 

13．九州大学医学部百年講堂へのアクセス方法 

  〒812-8582 福岡市東区馬出 3丁目 1番 1号，電話 092-642-6257  

URL：https://www.med.kyushu-u.ac.jp/100ko-do/access/index.html 

博多駅から 地下鉄空港線 → 中洲川端駅 → 地下鉄箱崎線 → 「馬出九大病院前」下車 → 徒歩８分 

 

14．駐 車 場：駐車場はありますが有料です。公共交通機関での御来場をお勧めします。 

 

mailto:jsce-w@io.ocn.ne.jp
TEL:092-751-1649
mailto:hr-takaoka@yachiyo-eng.co.jp
https://www.med.kyushu-u.ac.jp/100ko-do/access/index.html
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「第９回土砂災害に関するシンポジウム」プログラム 

 

９月１８日（火） 

 

9:00～9:10 開会挨拶    「第９回土砂災害に関するシンポジウム」実行委員長  橋本晴行 

 

【セッション１ 斜面崩壊】 

9:10～9:30  断裂による分断が起因となる斜面崩壊について 

明大工業（株） 吉村辰朗・吉松史徳 

大分県 西部振興局 辛島光彦・澁谷快晴 

 

9:30～9:50  大規模な斜面崩壊の崩壊土砂量の推定と降雨しきい値に関する事例研究 

公益財団法人 鉄道総合技術研究所 長谷川淳・浦越拓野・福原隆彰・川越 健 

 

9:50～10:10 1953 年の 7.18 水害を対象とした斜面崩壊の素因分析 

和歌山大学 システム工部  田内裕人 

京都府庁 藤田三四郎 

和歌山大学 システム工部  江種伸之 

［10:10～10:20  休  憩］ 

 

【セッション２ 斜面の監視システム，モニタリング技術】 

10:20～10:40 UAV を用いた災害現場における地盤強度推定の可能性に関する基礎的研究 

東北大学大学院 環境科学研究科  高橋 弘・尾崎 成 

東北大学大学院 環境科学研究科（現 大阪ガス（株））  諫田貴哉 

東北大学大学院 環境科学研究科 強矢恭輔・里見知昭 

 

10:40～11:00  地盤工学を基本とする自然災害危険箇所の抽出と事前観測網の整備（山口市をモデルとして） 

（株）ケイズラブ 河内義文 

山口大学大学院 創成科学研究科 鈴木素之 

国立研究開発法人 防災科学研究所 酒井直樹 

（株）ケイズラブ 佐伯知春  

 

11:00～11:20 融合粒子フィルタによって推定された浸透解析モデルの有用性の確率論的検証 

鹿児島大学 学術研究院 伊藤真一 

大阪産業大学院 工研究科 小田和広 

大阪大学大学院 工研究科 小泉圭吾 

西日本高速道路（株）関西支社 櫻谷慶治 

鹿児島大学 学術研究院 酒匂一成 

 

11:20～11:40 MEMS 振動センサを用いた泥流検知に関する実験的研究 

国立研究開発法人 土木研究所寒地土木研究所 藤浪武史・伊波友生 
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［11:40～13:00 昼  食］ 

 

13:00～13:20 表層崩壊危険斜面における空中電磁探査解析と地下水位の変動に関する研究 

和歌山県 土砂災害啓発センター 榎原伴樹 

和歌山県 伊都振興局 建設部 西岡恒志 

和歌山県 土砂災害啓発センター 﨑山朋紀・坂口武弘 

国土交通省 国土技術政策総合研究所 木下篤彦 

国土交通省 近畿地方整備局 大規模土砂災害対策技術センター 田中健貴 

大日本コンサルタント（株） 河戸克志 

 

13:20～13:40 不飽和浸透を考慮した体積力法および水圧法による無限斜面法の計算結果に関する検討 

鹿児島大学大学院 理工学研究科  津山雅徳 

鹿児島大学 学術研究院  酒匂一成 

  西日本高速道路（株） 宇都遼太郎 

鹿児島大学 学術研究院  伊藤真一 

鹿児島大学名誉教授  北村良介 

 

13:40～14:00 ディープラーニングによる全国を対象とした土砂災害危険度判定方法 

国土交通省 国土技術政策総合研究所 野呂智之 

国立研究開発法人 土木研究所 神山嬢子 

国土交通省 国土技術政策総合研究所 鈴木大和 

（株）エイト日本技術開発 谷田佑太・海原荘一・只熊典子・藤原康正 

岡山理科大学 佐藤丈晴 

 

14:00～14:40 【基調講演】 最近の流木災害の特徴と対策    東京農工大学名誉教授  石川芳治 

 

［14:40～14:50  休  憩］ 

 

【セッション 3 2017年九州北部豪雨災害に関する調査研究】 

14:50～15:10  PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF SLIP SURFACE IN LANDSLIDES 

TRIGGERED BY HEAVY RAINFALL AT HITA, OITA, JAPAN 

 Yamanashi University Mega Lia ISTIYANTI・Satosi GOTO 

 

15:10～15:30 2017 年九州北部豪雨による北野平野の土砂堆積と地形 

 福岡教育大学 黒木貴一 

 西南学院大学名誉教授   磯 望 

大阪教育大学 後藤健介 

 

15:30～15:50 福岡県筑後地方における土砂災害発生限界累加雨量の算定と予測について 

 福岡工業大学 社会環境学科 森山聡之 
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 熊本高等専門学校  森下功啓 

ナカシャクリエイテブ（株） 外園慶明 

NPO 法人 社会実装 平野宗夫 

 

15:50～16:10 平成 29 年九州北部豪雨災害による乙石川流域の洪水堆積物とシリカフラックスの分布 

九州大学大学院 工学研究院  池見洋明 

九州大学大学院 工学府 中西隆之介・馬場 亮 

（株）九州地質コンサルタント  肘井敬明 

九州大学大学院 工学研究院 岡島裕樹・三谷泰浩 

 

16:10～16:30 豪雨時の山地中小河川の土砂動態計算：平成 29 年九州北部豪雨時の土砂動態再現計算 

国土技術政策総合研究所 土砂災害研究部 内田太郎 

（株）建設技術研究所 中村直登・西口幸希・日名純也・村上正人 

国土技術政策総合研究所 土砂災害研究部 松本直樹・泉山寛明・桜井 亘 

立命館大学 理工学部 里深好文 

 

16:30～16:50 ピアのない橋梁による洪水時の流木捕捉と水位上昇に関する実験的研究 

元九州大学大学院 工学研究院 橋本晴行 

九州大学 工学部技術部 池松伸也 

八千代エンジニヤリング（株）九州支店 喜多貢菜 

広島県 船田昂志 

福岡県 西田悠人 

Hasanuddin University ムハマド ファリド マリカル 

 

［16:50～17:00  休  憩］ 

 

【セッション４ 砂防えん堤などのハード対策】 

17:00～17:20 網状鉄筋挿入工における杭設置条件の違いが堰堤基礎補強機能に与える影響 

京都大学大学院 農学研究科 原田紹臣 

立命館大学 理工学部 環境都市工学科 藤本将光 

ヒロセ補強土（株） 小西成治・疋田信晴 

 

17:20～17:40 平成 28 年 8 月豪雨における石狩川上流部の砂防施設の減災効果について 

（国研）土木研究所寒地土木研究所水環境保全チーム  村上泰啓 

北海道開発局 旭川開発建設部 治水課 吉川契太郎・北清竜也 

日本工営（株）  早川智也 

 

☆18:00～20:00 意見交換会：九州大学医学部百年講堂 
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９月１９日（水） 

 

【セッション５ 土砂の侵食・流動・堆積】 

9:00～9:20  土石流の流下波形が土石流扇状地の形成過程に及ぼす影響 

国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所 經隆 悠 

東京大学大学院 農学生命環境科学研究科 堀田紀文・酒井佑一 

（株）建設技術研究所 西口幸希・日名純也 

 

9:20～9:40  SURFACE FLOW ANALYSIS OF TYPHOON 10 INDUCED SLOPE FAILURE BASED ON 

DIGITAL ELEVATION MODELING 

Hokkaido University Yulong ZHU・Tatsuya ISHIKAWA・Yasuyuki SHIMIZU 

 

9:40～10:00 細粒土砂を含む土石流の相変化が流動・堆積に及ぼす影響 

広島大学大学院 総合科学研究科 長谷川祐治 

京都大学大学院 農学研究科 中谷加奈・麻野佑介 

立命館大学 理工学部 里深好文 

 

10:00～10:20 合流点の河床変動に着目した，赤谷川流域からの土砂流出及び砂防施設の整備が川原樋川

の河床変動に及ぼす影響 

国土交通省 国土技術政策総合研究所 木下篤彦 

 国土交通省 近畿地方整備局 大規模土砂災害対策技術センター 田中健貴 

国土交通省 国土技術政策総合研究所 桜井 亘・内田太郎 

アジア航測（株） 臼杵伸浩・岡野和行・井之本信 

 

10:20～10:40 航空レーザ測量による平成 23 年台風 12 号以降の熊野川支川神納川流域での土砂移動状況

の把握 

国土交通省 近畿地方整備局 大規模土砂災害対策技術センター 田中健貴・吉村元吾 

菅原寛明・木下篤彦 

アジア航測（株） 船越和也・岡野和行・吉野弘祐・井之本信 

［10:40～10:50  休  憩］ 

 

【セッション６ 2016年熊本地震に関する調査研究】 

10:50～11:10 地震による斜面崩壊の影響範囲の推定に関する研究 

国土技術政策総合研究所 土砂災害研究部 坂井佑介・内田太郎 

国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部 高原晃宙 

 中電技術コンサルタント（株） 秦 雅之 

 

11:10～11:30 平成 28 年熊本地震前後の阿蘇地域における土砂移動現象発生時の各種降雨指標値の比較 

北海道大学大学院 農学院 渡邊輝嗣 

北海道大学大学院 農学研究院 桂 真也・林真一郎 

北海道大学大学院 農学院 梅谷涼太・齋藤はるか 
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国土技術政策総合研究所 野呂智之・村田郁央 

 

11:30～11:50 阿蘇火山周辺における斜面崩壊・土石流の発生頻度 

徳島大学院 社会産業理工学研究部  西山賢一 

熊本大学 くまもと水循環・減災研究教育センター  鳥井真之 

島根大学 横田修一郎 

福岡大学 理学部  奧野 充 

 

11:50～12:10 2016 年 4 月の熊本地震によって発生した特異な土砂移動現象についての考察 

広島大学大学院 総合科学研究科 谷本 進・海堀正博 

日本工営（株） 高田昊生 

 

12:10～12:30 九州における自然災害による石積擁壁の崩壊現地調査と復旧対策のための模型実験 

 鹿児島大学 農学部  平 瑞樹 

 西日本工業大学 山本健太郎 

基礎地盤コンサルタツ（株）関西支社  永川勝久 

 

［12:30～13:30 昼  食］ 

 

13:30～14:00 【緊急災害報告】 

平成 30 年 7 月の西日本豪雨によって発生した広島での土砂災害の特徴と課題 

広島大学大学院 総合科学研究科 海堀正博 

 

【セッション７ 流域の土砂動態】 

14:00～14:20 流木と巨礫の堆積の影響に着目した，水理模型実験による平成 23 年那智川災害での井関地

区の氾濫メカニズムの検討 

国土交通省 国土技術政策総合研究所 木下篤彦 

和歌山県 土砂災害啓発センター 筒井和男・西岡恒志・福田和寿 

国土交通省 近畿地方整備局 大規模土砂災害対策技術センター 田中健貴 

国際航業（株） 島田 徹・江川真史・山田真悟 

 

14:20～14:40 平成 28 年 8 月台風 10 号に伴う沙流川上流の土砂動態特性について 

日本工営（株） 早川智也 

 国立研究開発法人 土木研究所 寒地土木研究所 村上泰啓 

国立研究開発法人 土木研究所 寒地土木研究所 水垣 滋 

北海道開発局 室蘭開発建設部 治水課 渡辺浩司 
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14:40～15:00 UAV を用いた山地河川の 3 次元モデルに基づく土砂動態の定量評価 

 九州大学大学院 工学府 馬場 亮・中西隆之介 

九州大学大学院 工学研究院 三谷泰浩・池見洋明 

 

15:00～15:20 高感度地震観測網による土砂移動発生箇所近傍の地盤振動特性 

（株）エイト日本技術開発 海原荘一 

（株）かなめ技術開発 浅原 裕 

国土交通省 国土技術政策総合研究所 木下篤彦 

国土交通省 近畿地方整備局 大規模土砂災害対策技術センター 田中健貴 

 

［15:20～15:30 休  憩］ 

 

【セッション８ 土石流の数値シミュレーション】 

15:30～15:50 粒子法と格子法の結合モデルによる土石流の侵食・堆積過程のシミュレーション 

(国研) 森林研究・整備機構 森林総合研究所 鈴木拓郎 

 

15:50～16:10 細粒土砂の挙動に着目した土石流の数値計算手法に関する一考察 

（株）建設技術研究所 日名純也 

国土技術政策総合研究所 内田太郎・松本直樹・桜井亘 

（株）建設技術研究所 西口幸希・村上正人 

 

16:10～16:30 崩壊に起因する土石流の２次元計算 

（株）建設技術研究所 西口幸希 

国土技術政策総合研究所 内田太郎・松本直樹・桜井 亘 

（株）建設技術研究所 日名純也 

 

16:30～16:50 土石流による要配慮者利用施設への被害を防止軽減するための検討 

京都大学大学院 農学研究科  中谷加奈・林 聖也 

広島大学大学院 総合科学研究科 長谷川祐治 

京都大学大学院 農学研究科 小杉賢一朗 

立命館大学 理工学部  里深好文 

 

16:50～17:10 土石流災害ポテンシャルの定義と民家集落防災形態 

大成ジオテック（株） 福田光治 

 

17:10～17:20    閉会挨拶 「第９回土砂災害に関するシンポジウム」副実行委員長     中島隆信 

 


