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第 18 回 全国防災連絡会議 次第 

 

テーマ ： 「防災の全部門化：みんなで取り組む技術士の防災」 

 
 

                 司会 防災支援委員会 委員       

(1)開 会 13:00～13:10 

    会長挨拶         日本技術士会  会長  寺井 和弘        

     

(2)2021年度防災支援委員会の活動報告と2022年度の計画 13:10～13:30 

             防災支援委員会  委員長 野村 貢 

 
(3) 地域本部報告 13:30～14:10（40 分間） 

地域本部，県組織の活動 ～連携が拓く防災への取り組み～ 

発表者            北海道本部防災委員会 委員長   城戸 寛 

東北本部防災支援委員会 委員長 齋藤 明 

北陸本部防災委員会 委員長 市村 幸晴 

中部本部社会貢献委員会防災支援小委員会  委員長 中野 錦也 

近畿本部防災支援委員会 委員長 森川 勝仁 

中国本部防災委員会 委員長 山下祐一 

四国本部防災委員会 副委員長 木村 一成 

九州本部防災委員会 委員長 持田 拓児 

 

(4)災害時支援活動計画策定と防災・減災連絡会の設置について  14:10～14:30 

                 防災支援委員会 委員 城戸 寛 

 

------------------------------ 14:30～14:45   休 憩 -------------------------- 

 

(5) 「防災の全部門化：みんなで取り組む技術士の防災」 

防災支援委員会 委員長 野村 貢   14:45～16:00 

 

(6)意見交換       16:00～16:45 

 

(7)閉 会 16:45    閉会挨拶   
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2022年 9月 1日 

第18回全国防災連絡会議に寄せて 

 

公益社団法人 日本技術士会 

会長   寺井 和弘 

 

本日 9月 1日、防災の日に企画されました第 18 回全国防災連絡会議の開催にあたり、

一言ご挨拶を申し上げます。 

まず始めに本日の会議開催にあたりまして、新型コロナの第 7 波の感染拡大が収まら

ない中、WEB環境の整備等で大変なご苦労をおかけしました防災支援委員会の皆様、事務

局の皆様に心より感謝申し上げます。 

さて、今回のテーマは「防災の全部門化：みんなで取り組む技術士の防災 」でありま

す。昨年のテーマは士業連携でしたが、昨年のこの会議において私は、技術士がより一

層防災に貢献するために、2つの提案をさせていただきました。 

1 点目は、21 の技術部門の技術力を総合的・多面的に発揮するためのコーディネート

機能の必要性、2 点目は、科学技術コミュニケーターとしての能力強化に向けた自己研

鑽の重要性です。いずれも今年のテーマである「防災の全部門化」というキーワードに

つながる取組みであると考えています。 

日本技術士会としてのコーディネート機能の充実は、残念ながらまだ道半ばでありま

す。防災の全部門化に向けた具体的なアクションリストとロードマップを作成し、部会

長会議などで議論を深め、各部会が防災という視点でひとつになるためのガバナンスが

必要であると考えていますので、防災支援委員会のイニシャティブに期待しております。 

技術士の自己研鑽に関しては、国際的な大きな動きがありました。昨年 7 月に技術士

コンピテンシーの基盤となっているIEAの GA＆PCが改訂されました。改訂のポイントと

しては、一つはデータサイエンスを中心とした潮流であり、一つは SDGs の 17 のゴール

を意識したサステナビリティ、多様性、包摂性といった潮流であります。 

防災分野においても、ICTに関する新技術を取り入れることと併せ、その技術を具体的

な解決策として被災地に適用するための総合的な判断力を身につけることが求められて

いるということであります。技術士の皆様におかれましては、こうした方向性を意識し

た自己研鑽を継続していただくことをお願いするものです。 

さらに、後継者の育成も視野に入れる必要があります。文部科学省の技術士分科会で

審議されている主要なテーマの一つとして技術士制度への IPD システムの導入が議論さ

れています。IPD は修習技術者がプロフェッショナルコンピテンシーを獲得するまでの

修習活動のことですが、この修習プログラムの重要な柱として「防災」を掲げること、

また、多様な技術部門の技術士が IPD システムにおけるメンターとしての役割を果たす

ことにより、「防災の全部門化」を持続的なものとしていくことが期待できると考えてい

ます。 

日本技術士会は、技術士制度の中に IPD を位置づけ、IPD と CPD を統合的に運用する

ことにより、わが国の科学技術系人材の育成と防災を含めた社会的課題の解決に貢献し

ていく所存です。 

 

今回の全国防災連絡会議での議論により、防災分野における技術士の活躍と社会貢献

の道筋が見出され、「防災の全部門化」による技術士の社会貢献がより高度化していくこ

とを祈念して、私の挨拶とさせていただきます。 
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２．2021 年度防災支援委員会の活動報告と 2022 年度の計画 
報 告 第 18 回全国防災連絡会議 本部報告 

機関名： 統括本部 防災支援委員会 委員長  

氏  名： 野村 貢／のむら みつぐ （総合技術監理、建設部門） 

Ｍａｉｌ：   nomura@ctie.co.jp 
１．2021 年度の活動総括 

防災支援委員会の設置目的は、「災害被害の軽減を目的とした平時からの技術的支援活動、また大規

模自然災害発生後の技術的な支援活動などを通しての本会並びに会員としての社会貢献活動の企画・

運営」です。2019 年から始まった COVID-19 によるさまざまな被害と制約はパンデミックもわれわれの

社会にとって大きな脅威であり、災害であることを強く印象付けました。一方で頻発する豪雨災害と

それによる土砂災害は毎年どこかで甚大な被害をもたらしています。 

被災後の速やかな再起と復旧、復興は士業連携などを通じて社会に向けてある程度のメッセージを

送ることが可能になってきました。しかし平時から備えることで被害を軽減するという技術士が最も

期待される部分については、まだまだこれからのように感じられます。 

 ２．2021 年度の活動実績 

〇委員会の開催  

2020 年度はすべて WEB 委員会としましたが、2021 年度は集合型でも 1回開催しました。WEB 化した

のは COVID-19 による制限によるためですが、一方で WEB によりさまざまなことが可能となり、現在で

は委員会開催は WEB 開催を基本としています。WEB 化により地域本部所属の委員の委員会出席が可能と

なり、活動の全国展開に大きく寄与しています。 

〇会員向け行事の実施：会員および技術士に向けた行事として以下を実施しました。 

 第 17 回全国防災連絡会議：320 名の参加を得て士業連携をテーマに WEB 会議にて実施、参加者に

は CPD 参加票を発行。 

 第 1 回、第 2 回関東甲信県支部防災連絡会議：関東甲信県支部の防災面での連携強化を図るた

め、会議を立ち上げ。 

 CPD 講演会：全国大会（東京）分科会と連動して、分科会パネリスト（熊本大 田中准教授）によ

る特別講演（WEB 併用型で開催） 

〇展示会やイベント等への参加 

 2020 年度に続き、多くの展示会、外部イベントは中止または WEB 開催となりましたが、以下の行事

に参加、出展し、日本技術士会と技術士の防災を社会発信しました。 

 ぼうさいこくたい（内閣府主催行事）：岩手県釜石市で開催され、防災支援委員会として東北本部

とともに出展。防災クイズなどとともに、日本技術士会の防災支援活動の紹介を行いました。 

 震災対策技術展（横浜）：感染症対策実施により開催されたことから、ブース展示およびセミナー

を開催しました。 

〇士業連携活動 

  東京都の士業と「災害復興まちづくり支援機構」という組織の一員として連携した活動により、

継続的に技術士の知名度向上と防災減災活動の浸透を図っています。 

〇SAPD（災害時支援活動計画）の改訂 

  防災支援委員会 SAPD を改訂し、本会の SAPD として提案できるようにしました。 

３．2021 年度の活動レビュー 

 2019-2020 年の活動総括として、「地に足付いた市民啓発活動」、「地域本部、県支部の防災支援活

動の支援」に具体的な活動がなく、本部委員会が実効的な活動から遊離している可能性があり、

2022 年度の課題とすべき。 

 会員の防災支援能力向上に資する CPD の提供などが十分に実施できていない。 

 日本技術士会の防災支援活動の担い手が限定的に留まり、全地域本部・県支部、全部門が協力で

きる体制、活動になっていない。 

 WEB 活用は、地方在住者への情報提供、参加に有効であり、今後も積極的に展開されるべきであ

る。 

４．2022 年度の事業計画と活動方針 

技術士および日本技術士会の特性を活かし、事前対応を重視した市民社会の減災・防災力向上に貢献

する。これら活動を具体化するため、自治体・市民団体に関係の深い士業連携の枠組み活動に積極的

に参加する。また、全国の本部・支部が地域防災に貢献するための基幹を構築する。 
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○社会発信・社会実装への貢献活動 

 ①防災イベント、展示会（ぼうさいこくたい 2022、展示会 1 回） 

 ②本支部における防災教育支援、CPD 企画・提供 

 ③技術士、日本技術士会の防災活動紹介のパンフ等広報物作成 

 ④継続活動 WG 設置・活動支援（新規）、パーソナル DB 更新・広報 

○本支部防災活動連携強化、関東甲信県支部連携強化 

 ⑤第 18 回全国防災連絡会議（東京/WEB） 

 ⑥地域本部、関東甲信県支部防災連絡会の運営（東京/WEB） 

 ⑦大規模災害発生時のプラットフォーム活動（都度申請） 

○士業連携の強化による大規模災害への対応 

 ⑧災害復興まちづくり支援機構（士業連携）への参画、首都防災ウィークへの連携参加 

 ⑨東京都復興シンポジウム幹事担当（7/15 開催、9/1YouTube 公開） 

〇2022 年度に企画する行事、活動など 

 CPD 提供（会員の防災支援力強化） 

部会、地域本部・県支部とのジョイントなどにより、4 回/年程度セミナーを開催 

 市民啓発活動 

オープンセミナー、減災まち歩きなどの開催 

 SAPD 改訂および地域本部への作成支援 

BCM とともに防災支援活動を展開するための計画立案 

 

 

      （以上） 
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(3) 地域本部報告

報 告 第 18 回全国防災連絡会議 地域本部報告「北海道本部」 

機関名： 北海道本部 防災委員会 委員長  

氏  名： 城戸 寛／きど ひろし （建設部門 / 総合技術監理部門） 

Ｍａｉｌ：   hiroshi_kido@js3.so-net.ne.jp

１．活動方針 

(1) 活動方針について

・多様な災害による被害を最小限に食い止めるための、防災・減災対策の調査研究とともに、広

く社会に向けた情報発信に向けて、リニューアルした当会ホームページの活用を進める。

・道内５つの地方委員会（道央、道南、道北、

道東、オホーツク）と連携し、懸念が膨らむ

大規模自然災害に備えて、地域防災力向上に

資する取り組みを進める。

(2) 組織体制について

  ・2022（令和 4）年 8月現在の会員数は 99 名、

活動方針に沿った講演会、セミナーを開催

するとともに、各部会・WG による研修会、

勉強会など調査研究を深め、地方委員会と

の連携、産学官民の連携を進める。 

２．2021 年度の活動実績 

(1) 総会・セミナー等の開催

・2021 年度総会：5/24 （オンライン開催）

講演「阪神・淡路大震災の記憶」 谷村昌史 副委員長 

  参加者 70 名 

・第 33 回防災セミナー：10/20 （オンライン併催）

運営会場：TKP ガーデンシティ札幌駅前 

講演「東日本大震災から 10 年」北海道大学 今客員教授他 

参加者 92 名（会場 14 名、サテライト 35 名、WEB 43 名） 

(2) 地方委員会との連携

・地方技術士委員会との共催事業：10/20

第 33 回防災セミナーサテライト会場設置・運営

（旭川 16 名、函館 19 名、北見 2 名、釧路 2 名） 

・防災支援連絡会議：2022,3/3（オンライン開催）

(3) 産学官との連携

・意見交換：6/21 広域複合災害研究センター（北海道大学）

・後援事業：7/28 第 8 回防災・減災セミナー

（北海道産学官研究フォーラム） 

  「迫り来る千島海溝型超巨大地震への備えと防災・減災対策」 

・講師派遣：10/19 第 9 回防災・減災セミナー（北海道産学官研究フォーラム）

  「新技術を活かした防災支援の社会実装に向けて」 城戸 寛 委員長 

12/2  第 38 回技術者交流フォーラム事業 in 苫小牧（寒地土木研究所） 

  「防災支援に向けた取り組みについて」 城戸 寛 委員長 

防

災

委

員

会

地盤部会 
地形・地質が関連する自然 
災害に関する調査研究 

交通部会 
交通インフラとそのネット 
ワークに関する調査研究

都市部会 
地域・生活施設、土地利用 
等に関する調査研究 

水工部会 
洪水（気象）、津波、河川 
海岸施設に関する調査研究 
防災に係わる市民への情報 
発信に関する調査研究 防災教育 WG 

ＨＰ活用 WG 
ＨＰの更新・活用に関する 
企画、管理運営 

写真-1 第 33 回防災セミナー 

運営会場(終了後集合写真) 

図-1 2022 年度北海道本部防災委員会組織体制図 

写真-2 第 8 回防災・減災

セミナー講評状況
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３．2022 年度の活動計画 

 (1) 総会・セミナー等の開催 

  ・2022 年度総会：5/19（オンライン併催） 

    講演「迫り来る地震津波災害」 

    北海道大学大学院理学研究院 谷岡 勇市郎 教授 

    参加者 51 名（会場 23 名、WEB 28 名） 

  ・第 34 回防災セミナー：11/8（オンライン併催） 

2021 年度と同様の形式にて企画調整中 

 (2) 地方委員会との連携 

  ・第 34 回防災セミナーサテライト会場運営（予定） 

  ・防災支援連絡会議：12/中（予定） 

 (3) 産学官との連携 

  ・意見交換：4/6 広域複合災害研究センター（北海道大学） 

6/21 地震火山研究観測センター（北海道大学） 

  ・後援事業：11/下 第 10 回防災・減災セミナー 

（北海道産学官研究フォーラム） 

  ・講師派遣：10/20 災害リスク対策推進展 2022 

                    （JMA 日本能率協会） 

          「日本海溝・千島海溝沿い巨大地震への備え」 

 城戸 寛 委員長 

 (4) ホームページのリニューアル 

 ・「部会・ＷＧについて」のページでは、当会の部会及びＷ

Ｇの紹介及び変遷とともに、活動経緯や今後の取り組み

の方向性、最近の活動状況を紹介 

  ・「論文・報告文」のページでは、1995 年 5 月の当会発足か

らこれまでに発行した刊行物やコンサルタンツ北海道に

投稿した論文・報告文を概ね全文（2022 年 5 月現在、95

編）、また、これまでの間の多様な活動報告書等につい

ても併せて掲載。 

 

４． 今後の展開 

(1) リニューアルを終えたホームページの活用 

当会ホームページの積極活用を進め、道内エンジニアに向けた「防災・減災」ポータルサイト

を目指した分かり易い情報発信を図る。 

(2) 道内５つの地方委員会及び産学官との連携 

コロナの感染状況を見極めつつ、地方委員会との連携、産学官との連携を進める。そのうえで、

次年度以降の講演会や「まち歩き」などの連携事業の開催に向けた検討調整を図る。 

(3) 主な活動予定 

10 月 20 日 災害リスク対策推進展 2022「主催者セミナー」講演 

11 月 8 日 第 34 回防災セミナー（オンライン併催） 

11 月下旬 第 10 回防災・減災セミナー後援（予定） 

    12 月中旬 第 8回北海道本部防災支援連絡会議（予定） 

     2 月上旬 防災支援連絡会議連携事業（未定） 

 

写真-3 2022 年度総会開催状況 

写真-4 谷岡教授の講演状況 

写真-5 ﾘﾆｭｰｱﾙを終えたﾄｯﾌﾟﾍﾟｰｼﾞ 
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３．各地域本部の防災活動の現況報告 
報 告 第 18 回全国防災連絡会議 各地域本部報告「東北本部」 

機関名： 東北本部 防災委員会 委員長  

氏  名： 齋藤 明／さいとう あきら （総合技術監理／建設部門） 

Ｍａｉｌ：   akira_saito@k-ohba.co.jp 
１. 活動方針 

  東北本部及び宮城県支部による防災委員会は、主に講演やシンポジウムを中心とした会員間の技

術交流、宮城県災害復興支援士業連絡会による外部交流を中心に活動している。 

２. 2021 年度の主な活動実績 

 〇東日本大震災復興 10 年事業 

   2021 年 7 月 16 日に「東日本大震災復興 10 年事業」を開催した。事業はシンポジウム開催とし

て、東北大学災害科学国際研究所所長の今村先生、宮城県の遠藤副知事からご講演いただいた。 

また、復興 10 年における教訓と伝承・技術士の役割等をテーマとした、パネルディスカッション

を行った。2022 年度以降の「東日本大震災復興 10 年事業」の継続的な実施についても確認した。 

 〇日韓技術士国際会議 

   2021 年 10 月 30 日～11 月 1 日に「日韓技術士国際会議（仙台）」が開催され、東北本部 防災委

員会の委員も参加した。その中で、「東日本大震災から 10 年のあゆみ」と題した復興映像を制作

して、全体会議の中で報告した。 

 〇ぼうさいこくたい 2021 

   2021 年 11 月 6 日～7 日に開催された「ぼうさいこくたい 2021」に参加してブース出展した。 

参加者は、統括本部から 2 名、東北本部から 1 名であった。出展内容は、技術士会の組織紹介や

「こども向け防災クイズ」「技術相談会」等であり、出展を通じて一般来場者との交流を深めて、

技術士会の紹介や役割等を広報し、技術士の認知度を向上させた。 

３. 2022 年度の活動方針 

  東日本大震災から 11 年となる 2022 年度の活動方針は、「東日本大震災復興 10 年事業」につい

て、宮城県災害復興支援士業連絡会と連携して継続実施し、防災・減災に関する技術等について会

員とともに研鑽する。また、大規模災害発生時のプラットフォーム活動に向けて、東北本部として

の BCM､SAPD の取り組みについて検討する。 

４. 2022 年度の活動計画 

① 全国大会・関連行事に参加する（全国防災連絡会議 等）。 

② 防災支援委員会の委員会へ参加し、統括本部や東北本部の取り組み等の情報を共有する。 

③「東日本大震災 10 年事業」を計画・実施する（した）。 

※2022 年度は士業連絡会との連携によりシンポジウムを開催済み 

ア．実行委員会：これまでに 4 回開催（東北本部 本部長、副本部長、防災委員等が参加） 

イ．2022 年度開催概要：2022 年 7 月 22 日、せんだいメディアテークにて実施（10 時～17 時） 

                           ※会場、web のハイブリッドにて実施 

特別講演：「-国民の安全と安心の確保に向けて-国際共通の安全文化を築く 

プロジェクトの提案」 杉本泰治 技術士（Ｔ.スギモト技術士事務所代表） 

講演：「大災害に学び・備える」 髙橋清秋 建築士（宮城県災害復興支援士業連絡会会長 

                          宮城県建築士事務所協会 会長） 

  ：「被災者支援制度の課題と災害ケースマネジメントの提案」 

宇都彰浩 弁護士（宮城県災害復興支援士業連絡会副会長） 

パネルディスカッション：髙橋清秋 建築士、宇都彰浩 弁護士、技術士会から 3名の計 5 名 

ウ．参加者数：（1）午前 会場参加 68 名 WEB 参加 52 名 計 120 名 

（2）午後 会場参加 77 名 WEB 参加 84 名 計 161 名 

エ．2023 年度開催：福島県にて開催を確認 

※2022 年度後半から 2023 年度初めに計画立案､2023 年夏季に開催予定 

④その他、各種活動を実施する。※実施時期は適宜 

  ・BCM､SAPD 活動に向けた取り組み等について、委員会を開催して検討する。 

・引き続き、宮城県災害復興支援士業連絡会に参加して、士業連絡会との連携を深化させる。 

・東北本部の建設部会や各県支部等と連携して、現場見学会を開催する。      -以上- 
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３．各地域本部の防災活動の現況報告 
報 告 第 18 回全国防災連絡会議 各地域本部報告「北陸本部」 

機関名： 北陸本部 防災委員会 委員長  

氏  名： 市村 幸晴／いちむら よしはる （建設） 

 

１．活動方針 

防災委員会では、様々な技術士専門分野の活動で得た「知恵・経験・データ」などの技術力を活用し、「技術

士」、「防災関係者」および「一般市民」への平常時の「防災学習」を主眼とした活動を行う方針で進んでおり、現在

22 名の委員会メンバーで活動している。 

具体的な取り組みは、①防災学習テキストの作成、②災害記録集の作成、③情報発信〔北陸本部ホームペー

ジ〕、④防災学習の展開 〔防災セミナー・防災講演会など〕の 4 項目である。 

 

2. 2020～202１年度の活動実績 

 （1）防災学習テキストの作成 

防災学習テキストは、2012（平成 24）年度に「北陸地方の災害と防災・減災の全体像」を作成し、北陸本部のホ

ームページで公開すると共に、防災セミナーや防災講演会に活用している。近年では、地域から依頼があり、要望

に応じたテキストを作成し、防災学習を実施している。また、作成したパワーポイントは、依頼のあった団体に提供

し防災学習に活用していただいている。 

（2）災害記録集の作成 

災害記録集は、北陸地方で発生した過去の 19 例の「大規模災害の記録と教訓」を取りまとめたものであり、2019

（平成元年）年度に完成した。また、北陸地方に住む一般の方々や自主防災組織での「自然災害への備え」に対

する防災学習に利用していただくことを目的に、これまで作成した「防災学習テキスト」および「災害記録集」の資

料をもとに、「北陸地方の大規模自然災害から学ぶ教訓」として地震編・豪雨編・豪雪編のパワーポイントを取りま

とめ、2019（令和元）年 8 月に北陸本部のホームページで公開した。 

（3）防災学習の展開 

防災学習は、技術士の防災知識を高め「防災に関わる業務」や「地域での防災リーダー」として貢献できるよう

に、「防災セミナー」と「防災講演会」を開催している。同時に、地域防災力を高めるため、地域からの依頼内容に

応じて「地域の防災学習テキスト」を作成し、防災学習の支援を展開している。 

・2020 年 9 月・10 月、新潟メンテナンスエキスパート協議会との連携により、若手建設技術者・行政職

員を対象に防災講座を担当。 

・2021 年 9 月・11 月、新潟メンテナンスエキスパート協議会との連携により、若手建設技術者・行政職

員を対象に防災講座を担当。 

 

3.2022 年度以降の活動計画 

 （1）防災学習テキストの取り組み  

今後は、先に説明した「北陸地方の大規模自然災害から学ぶ教訓」のパワーポイントを地域で活用し、地域に

応じて改良しながら防災セミナー、町内会での防災学習の支援などで活用していく。この取り組みに加え、地域固

有のハザードに対する実践的な備えに関するテキストがあるとより効果的な防災学習が可能になると考えられる。

したがって、今後は、北陸地方版の「防災・減災のためのチェックリスト」や「防災 Q＆A」などの作成に取り組む。  

（2）地域での防災学習の支援について 

市町村や町内会向けの地域に対する防災学習の支援は、災害時の緊急対応に関する事項が専門の「防災士」

と、地域のハザードや自然災害への理解を深める学習を主眼として行っている我々「防災委員会」が、連携しなが

らより効果的な防災学習の支援に取り組む。 

（3）防災セミナー・防災講演会の開催について 

「北陸地方の大規模自然災害から学ぶ教訓」のパワーポイントを使用し、今後、各県での防災セミナー・防災講

演会を開催する計画である。 

・2022 年 6 月 23 日、北陸本部主催の第 7 回防災講演会において、技術士・防災関係者を対象に「北陸地

方の大規模災害から学ぶ教訓」をテーマに富山市で防災セミナー・講演会を開催。    以上     
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３．各地域本部の防災活動の現況報告 
報 告 第 18 回全国防災連絡会議 各地域本部報告「中部本部」 

機関名： 中部本部 社会貢献委員会防災支援小委員会 委員長  

氏  名： 中野 錦也／なかの きんや （建設部門／総合技術監理部門） 

Ｍａｉｌ：   k.nakano@abe-nikko.co.jp 
１．活動方針 

  中部本部防災支援小委員会は、愛知、岐阜、三重、静岡の東海 4 県の委員合計 9 名で、「南海ト

ラフ地震に伴う災害と常時の自然災害」を想定した防災・減災活動（社会貢献活動）①防災対策、

②防災教室、③防災セミナー、④防災専門家養成、⑤地域活動への参加、⑥自治体との支援協定の

締結に取り組む。 

 具体的な取り組みは、以下のとおり。 

① 防災講演会の年 2 回開催（中部本部）、 

② 一般市民参加の防災訓練、防災教室、見学会等の開催（岐阜・三重・静岡県支部） 

③ 災害時支援要請に対応するための具体的体制づくり（静岡県支部） 

④ 防災体制が不足がちな町村の要望に応えるため平常時の支援システムの構築（愛知県支部） 

⑤ 講演会等の定期的開催（各県支部） 

  

２．活動実績及び計画 

(1) 2021 年度活動実績 

1)中部本部 
l 第 17 回全国防災連絡会議（2021/09/01）中部本部活動報告 
l 秋季講演会開催（2021/10/16）参加者 51 名 

テーマ：「東日本大震災から 10 年の現状と技術士ができる士業連絡会での役割」 
東日本大震災からの復興の現状と将来～広島土砂災害での士業連絡会の中での技術士会の取

組みと将来の復興まちづくり計画への取組み 
講師：公益社団法人日本技術士会中国本部防災委員会委員長山下祐一氏 

l 冬季講演会開催（2021/12/15）参加者 40 名 
テーマ：「エンジニアリング・デザイン教育への取り組みとコンクリート工学の重要性」 
講演 1：「豊田高専コンクリート研究室のエンジニアリング・デザイン教育への取り組み」 
講師：豊田工業高等専門学校環境都市工学科教授河野伊知郎氏 
講演 2：「改めて大学のコンクリート工学教育の重要性と歴史的意味を問う」 
講師：中部大学名誉教授・都市建設工学科客員教授平澤征夫氏 

l 防災支援小委員会 5 回開催（2021/10/16,2021/12/18,2022/02/26,2022/04/02,2022/07/09） 
（全回 Web 会議） 

2)愛知県支部 
l 町村災害支援事業（技術講習会による支援） 
舗装メンテナンス講習会開催（2022/07/19）参加者 11 名（武豊町 7 名、南知多町 4 名） 

3)岐阜県支部 

l 岐阜県支部 1月講演会開催（2022/01/15） 
テーマ：「防災意識を高める」防災活動に参加しよう！ 
講演 1：「支部活動報告」講師：森川英憲委員長 
講演 2：「地区防災計画の作成の実施について」講師：高根澤優氏 
講演 3：「防災士の資格取得と今後の活動内容について」講師：大谷智一氏 

4)三重県支部 

l 第 48回三重テクノロジーカフェ開催（2021/12/26） 

テーマ：「来たるべき災害に向けて守りを固めよう〜身近でできる防災対策〜」 

講師：三重県支部社会貢献委員会米澤雅之氏 

l 日本防災士会スキルアップ研修会参加及び会員への周知 

5)静岡県支部 

l 熱海市伊豆山地区土石流災害被災者支援活動（静岡県災害対策士業連絡会）参加 

l 中部サイエンスネットワーク主催第 3回防災・減災ワークショップ後援（2021/07/31） 

テーマ：「みんなで、暮らしの中の防災•減災を考えてみよう〜自然、衣•食•住〜」参加者 54名 
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l 防災研修会開催（2021/12/04） 

テーマ：「災害時の会員間の連絡をどう取るか」参加者 10名 

(2) 2022 年度活動計画 

1)中部本部 
l 「秋季講演会」、「冬季講演会」を開催 

l 防災支援小委員会 4回開催 

l 中部本部災害時支援活動計画の策定 

2)愛知県支部 
l 愛知県支部防災委員会委員を対象に、防災に関する勉強会を年 2 回程度実施 
l 愛知県支部における士業連携の検討を実施 
l 愛知県弁護士会との連携等に関する打合せを実施 
l 町村災害支援事業（技術講習会による支援）実施 

講習内容：コンクリート、アスファルト舗装、治水等 
l 町村災害支援事業（その他支援）実施 

自治体からの問い合わせや相談があった場合は、内容に応じて対応 
l 統括本部災害時支援活動計画改定に伴う愛知県支部防災委員会における対応検討 

3)岐阜県支部 
l 2022 年「地域産学官と技術士セミナー」開催（2022/11/11） 

テーマ：「確かな未来へつなぐ SDGs〜防災を通じてこれから技術士がなすべきこと〜」 
l 岐阜県および県内自治体との防災協定締結に向けての組織作りと勉強会実施 
l 岐阜県支部委員各自が地元自治会・市町村の防災活動に積極的に参加 

4)三重県支部 
l 防災をテーマにした活動（セミナーor みえテクノロジーカフェ）開催 
l 防災士スキルアップ研修会参加及び会員への周知 
l 2024 年開催の「地域産学官と技術士セミナー」のための三重県及び三重大学との連携を模索 

建設団体が活動しにくい分野において、三重県及び県内自治体との災害支援協定等の模索 
5)静岡県支部 
l 「日本技術士会静岡県支部災害時活動支援計画（SAPD）」に基づく活動 
l 静岡県・静岡市・牧之原市との各協定に基づく支援活動について、行政機関との交流を重ね内

容を深化させる 
l 熱海市伊豆山地区の土石流災害の支援活動を継続するとともに、静岡県災害対策士業連絡会と

の連携を図り、活動内容の深化を図る 
l 小学校における防災教育、静岡県地震防災センターと協業した活動等への参画 
l 自治会防災活動等への参画 
l 防災支援員の募集活動 

 

３．今後の展開 

 静岡県支部は、2010年に静岡市と「災害時における市民への復興まちづくりの助言に関する協定

書」を、2015年に牧之原市と「公共土木施設に係る技術的助言に関する包括協定」を、2019年に静

岡県と「災害支援協定」を締結して支援活動を実施している。また、2018年に「静岡県災害対策士

業連絡会」に加入し、県内の士業団体と連携し、2019年台風 19 号、2021年の熱海市伊豆山地区土

石流災害の被災者支援を実施している。今後は、中部本部の他３県支部も静岡県支部や他県支部の

活動を参考に、自治体との支援協定の締結、士業連携の拡大に向け検討していく。 

 

（以上） 
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３．各地域本部・県組織報告 
報 告 第 18 回全国防災連絡会議 各地域本部報告「近畿本部」  

機関名： 近畿本部 防災支援委員会 委員長  

氏  名： 森川 勝仁／もりかわ かつひと （建設／総合技術監理）            

Ｍａｉｌ：   morikawa@upd.co.jp 
１． 活動基本方針 

  平常時の取り組みは、防災支援委員会と防災研究会が連携し取り組んでいます。 

  ・防災支援委員会は近畿本部主催の行事に関する企画、支援及び士業連携として近畿災害対策ま

ちづくり支援機構との連携による防災支援活動、自治体支援を目的に活動を行っています。 

・近畿本部登録の防災研究会（37 名登録）では情報交換会、技術セミナー、見学会、及び地域 

の防災学習支援、防災シンポジウムの企画・運営活動を実施および関連ＮＰＯなどとの連携 

を行っています。   

   

２．2021 年度の活動実績及び 2022 年度活動計画 

 （1）前年度活動実績 

  ○ 委員会等の開催 

       ① 防災支援委員会 委員会 年 8 回開催 

② 登録 防災研究会 例会  年 12 回開催   講演会 2 回開催 

  ○ シンポジウム開催 

      神戸防災のつどい 2022 において（第 15 回災害対策セミナー）を 2022 年 1 月 16 日、 

神戸国際会館にて開催した 

         テーマ 「防災力向上を目指したまちづくりと防災技術」 

会場とＷｅｂ配信 ・参加者数：計 148 名  

      基調講演 『産官学民連携による防災力向上のまちづくり』 

        上野信子氏（大阪市立大学都市研究プラザ 特別研究員、 

前大阪市北区長） 

         

話題提供 

・坊農豊彦氏（地区防災計画学会 事務局次長／防災士） 

  「地区防災計画について -地域が行う防災対策-」 

・太田英将氏（有限会社太田ジオリサーチ 相談役／技術士） 

「土砂災害を回避する技術」 

・井民雅仁氏（神戸市港島地区防災対策委員会 副会長 

／ひょうご防災リーダー・防災士） 

「ポートアイランド（人工島）での地区防災活動～集合住宅港島地区の取組事例～」       

・小島和彦氏（都市・地域住環境研究室 代表／技術士・防災士） 

 「まちづくりを支える住民の活動と防災・減災・復旧・復興」 

パネルディスカッション 

コーディネータ  森川勝仁 

 

〇「大阪市西区災害時地域貢献事業者」に登録 

 

 

                                        

 （2）2022 年度活動計画 

   ○ ぼうさいこくたい 2022 

       10 月 22 日（土）、23 日（日）に神戸で開催される内閣府主催の第 7 回防災推進国民大会に 

参加いたします 

     プレゼンテーションブースで展示予定  

     防災関連団体 約 340 団体が参加予定 
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   ○ 全国大会（関西・奈良） 

      10 月 29 日（土） 9：30～12：15  ホテル日航奈良 

      【第 2 分科会】「これからの災害に求められるテクノロジー×専門家の連携」 

（1）『防災』とは何か？-己が経験を通して-」 

   解工使（水と人、行基さん） 尾田 栄章 氏 

（2）「災害対応の DX を目指した「型」の構築」 

   東京大学・生産技術研究所 准教授 博士（工学） 沼田 宗純 氏 

（3）「広島地域の専門士業連携による災害復興支援活動」 

   中国本部 防災委員会 委員長 山下 祐一 氏 

 パネルディスカッション 

   コーディネータ/近畿本部 防災支援委員長 森川 勝仁 氏 

 

  ○ 災害対策セミナーの開催 

2023 年 1 月に第 16 回災害対策セミナーを神戸で開催予定  

 

  ○ 防災備品の設置 

      近畿本部事務所に防災備品（飲料水、非常食、避難用備品）を設置し 

      今後 備品の更新、補充を予定 

                             

  〇 地域防災学習への協力 

・大阪市北区や兵庫県伊丹市などにおいて在住委員が防災学習の支援の継続 

 

 

３.県支部との連携 

兵庫県支部では今後 防災メンバーの拡充をはかり、近畿本部との連携を行いたい。 

 

４．今後の展開 

  ・災害発生時における近畿本部としての活動計画について協議を行い、多部門の技術士か連携・

参加した社会貢献活動を目指したガイドライン（ＳＡＰＤ）の作成を行う。 

 

５．士業連携活動 

「近畿災害対策まちづくり支援機構」との連携 

    ○ シンポジウムの開催 「和歌山へつなぐ災害の備え」 

2022 年 3 月 19 日 オンライン形式 

     「南海トラフ地震、異常気象等の大規模災害へ平時からの持続可能な備えを図る連携を」 

      基調講演“大規模災害に備え、求められること” 

講 師 兵庫県立大学大学院教授、同減災復興政策研究科長 

室 崎 益 輝 氏 

    リレートーク 

       行政からの報告 和歌山県における復興計画の事前策定について 

        瀬 川 尊 貴 氏 和歌山県防災企画課企画班長 

       和歌山県社会福祉協議会からの報告、住民、行政、支援者の連携について 

        南 出 考 氏 地域社会福祉部副部長・和歌山県ボランティアセンター所長 

       研究者からの報告 

        平 田 隆 行 氏 和歌山大学災害科学レジリエンス共創センター副センター長 

       実務専門家からの報告 

        永 井 幸 寿 氏 元日弁連災害復興支援委員会委員長、兵庫県弁護士会 

        小 島 和 彦 氏 任期付職員として石巻市役所に勤務、日本技術士会近畿本部 

  

    ○ ぼうさいこくたい 2022 出展協力 屋外展示の企画・運営・コンテンツ制作 

   

                                       以上 
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３．各地域本部の防災活動の現況報告 

テーマ 第 18 回全国防災連絡会議 「防災の全部門化：みんなで取り組む 

技術士の防災」  

 

機関名： 中国本部 防災委員会  

氏  名： 山下 祐一／やました ゆういち （建設／応用理学／総合技術監理） 

Ｍａｉｌ：   yuuichi.yamashita@gmail.com 

中国本部：2021 年度の防災委員会の活動 

１．士業連絡会の活動、2021 年 8 月の豪雨による災害ボランティア活動及び広島県との協定 

 広島県災害復興支援士業連絡会（通称：士業連絡会）は、法律系（弁護士、司法書士等）10 団体、

技術系（技術士、建築士）2 団体、福祉系（社会福祉士等）3 団体、医療系（JRAT 広島）1 団体の 16

団体で構成されている。およそ 2か月に 1 度の会合を持ち、各団体との意見交換や防災活動の現状な

どの経緯を報告している。 

2021 年 8 月 14 日（連続雨量 500ｍｍ以上）広島市内で土砂災害が発生し、広島市災害ボランティア

センターが立ち上がり、士業連絡会（技術士会）も参加し、被災者支援を行った。災害当初は新型コ

ロナのまん延防止であったものが、緊急事態宣言に移行し、ボランティア募集を広報できず、地元の

人とボランティア関係団体を中心に支援を行った。幸いにも被害の規模が小さかったため、何とか活

動を継続し、終了した。技術士会からの参加は 11 名、士業連絡会からは 35 名、ボランティアの人数

は 1357 名であった。この結果、行政や関係団体との関係として顔が見える関係になったことは今後の

活動に大きく寄与するものと考えられる。 

2018 年 7 月の西日本豪雨による被災者支援活動を継続的に続けてきたことが評価され、今後の災害

支援活動について、広島県と士業連絡会で意見交換を続け、2022 年 3 月 7 日に「防災まちづくり・災

害復興への専門家派遣に関する協定書」を締結した。今後の活動が期待される。 

２．2021 年度の防災講演会 

 中国本部では、毎年 2 回の防災講演会を実施している。第 1 回防災講演会は、「東日本大震災から

10 年、わかったこと、学んだこと」と題して、2021 年 8 月 4 日に開催した。講師は、士業連絡会会長

の今田弁護士、福島から避難している「アスチカ」代表の三浦氏、国土交通省から高崎氏、中国電力

から原発の安全性について國西氏、技術士会から情報について長原氏、復興まちづくりについて私山

下が報告した。第 2 回防災講演会は「再発する大規模災害への備えⅡ（洪水等）と題して、2022 年 2

月 4 日に開催した。元国土交通省の森北氏による鶴田ダムを事例としたダムの貯水、放流の効果等に

ついて、広島大学の内田先生から広島地域の洪水の特徴、広島地方気象台の小畠氏による「洪水キキ

クル」について、太田川河川事務所の平野所長から太田川の現在の工事状況、復建調査設計の若槻氏

による高潮浸水シミュレーションについて講演をいただいた。2 回の防災講演会とも、会場とオンライ

ン併せて 300 名を超える参加者となるなど、関心も高く、内容の充実したものと評価をいただいた。

今後も関心のあるテーマを検討し、多くの方に参加いただきたいものである。 

３．小学生と高齢者に向けた防災教育 

 2021 年度の防災教育は、新型コロナウィルスの影響により、延期されたり、中止となった例が相次

いだ。新型コロナウィルスによる緊急事態宣言が 8 月末に発令された中、9 月 3日には広島市立温品小

学校 4 年生 2 組、9 月 17 日には広島市立安北小学校の 2 校でそれぞれ 2 コマで実施した。災害概要と

して、土砂災害、洪水、地震等を説明し、演習として各個人でハザードマップ作成・発表を実施し

た。先生方の協力の下、災害が多発していることもあり、生徒の関心は高く、今後も継続的に実施す

る方針である。 

 高齢者に向けた防災教育は、2 箇所で実施した。2021 年 12 月 13 日 10 時～12 時に広島市竹屋公民館

で実施した。広島市内の繁華街にある場所で、洪水を中心にお話をした。参加した皆さんに興味を持

ていただくために、所々にクイズを入れて、わかりやすい話にまとめた。特に、市内を流れる太田川

の歴史や工事内容は興味深く、ハザードマップを使用した避難の時期については、作業した後も、質

問も多く、関心は高いと感じた。 

４．今後の防災委員会の活動について 

 中国本部防災委員会は今後も防災講演会、防災教育は継続的に活動を実施する予定である。士業連

絡会では士業連携がうまく進んでおり、連絡も密であることから、技術士としての幅を広げるととも

に、技術士の地位向上にも取り組み、技術士の評価を高める活動をしたいと考えている。   以上 
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３．各地域本部の防災活動の現況報告 
報 告 第 18 回全国防災連絡会議 各地域本部報告「四国本部」 

機関名： 四国本部 防災委員会 副委員長  

氏  名： 木村 一成／きむら かずなり （建設・応用理学部門） 

Ｍａｉｌ：   kimura.geo2022@gmail.com 
１．活動方針 

四国本部防災委員会は、「四国地域特有の自然災害」を想定し、被害軽減を目的として平時から防災・

減災活動を行っている。①技術士会の持つ専門性・多様性を生かし、技術士間、地域本部間、或いは他

士業等とのネットワークの構築に努め、連携を深めつつ、事前防災活動等に努め、②地域に根ざし、地

域の方々と共に防災・減災力の向上に努める。また、③防災・減災活動を実施する上で、絶えず自らの

スキルアップに努め、④会員の他、多くの市民が参加できる活動を行うことを基本方針としている。 

  

２．2021 年度の活動実績 

(1) 2021 年度の防災委員会活動実績 

〇委員会の開催  

①委員会 ： 年 3 回 WEB 開催（四国本部防災委員会委員参加）、その他メール等で情報共有 

〇講演会・イベント等の開催、参加 

 ①防災講演会・セミナー ： 高知(2021.11.19)、愛媛(2021.11.26)、徳島(2021.12.04)、 

香川(2021.12.11) 全て集合形式で実施。 

 ②防災見学会・意見交換会 ： 香川県満濃池等を題材とし、UAV 動画と WEB 形式で実施(2021.10.15) 

 ③学校防災アドバイザー派遣 ： 香川県教育委員会の要請に基づき、H24 年度から「学校防災アド 

バイザー」として香川県技術士会と連携。2021年は4小学校、1幼稚園、計7回、延べ13名派遣。 

④四国本部防災委員会委員全員による持回り講演会(WEB)の実施 ： 

 コロナ禍での対面や地域住民参加型による講演等の開催が実施し難いことから、四国本部防災委 

員(24 名)による、全委員持回りによる防災関連内容に関する WEB 講演会を実施。2021 年 1 月より 

開始し、2 人/月で実施。2021 年 12 月で全員の WEB 講演を終了。 

〇士業連携活動 

  徳島県士業ネットワーク推進協議会災害 WG にオブザーバー参画。2021 年度も WEB 会議中心。  

  
３．2022 年度の活動実績及び計画 

(1)2022 年度の活動実績 

 ①四国本部防災委員会委員による持回り講演会(WEB)の継続 

   2021 年度に引き続き、本年度も実施。発表者は四国本部防災委員の中から14名を選出し、11月 

  にはゲスト講師を招聘予定。 

 ②四国本部版 SAPD 検討 WG 活動 

   防災支援委員会にて改訂作業を行っている SAPD(災害時支援活動計画)の検討･進捗状況に基づ

き、四国本部版 SAPD の検討・作成に向けて防災委員会内に WG を設置、4 月から議論を開始した。 

   現在、四国本部の活動実績や諸事情等に配慮し立案している。今後は、四国本部内役員会等に

諮り、四国本部版 SAPD として確定予定。 

③防災講演会・セミナー ： 徳島(2022.05.28)、愛媛(2022.06.04）、高知(2022.06.24) 

                          全て集合形式で実施 

(2)2022 年度の活動予定 

 ①防災講演会・セミナー ： 高知(2022.11.18)、愛媛(2022.12.03)、徳島、香川(2022.12.17)、 

              徳島(2022.12.17)   現時点では全て集合形式で実施予定 

 ②防災見学会 ： 徳島(2022.09.23) “(徳島県の)幕末・明治の史料に見る自然災害”と題して徳島

県立文書館にて実施。当時の古文書や絵図などから過去の自然災害の実態、人々の対処を学

び、近年の激甚化する災害への技術士、技術士会の取り組みについて検証。 

 

４．今後の展開 

  技術士間、地域本部間、他士業とのネットワーク構築と連携を深め、講習会や現場見学会等の実

施、地域と連携した事前防災活動など、地域の課題や要請に応えられるよう、取組みを進める。 

（以上） 
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３．地域本部・県組織報告 
報 告 第 1８回全国防災連絡会議 九州本部報告 

機関名： 九州本部 防災委員会 委員長  

氏  名： 持田 拓児／もちだ たくじ （建設部門） 

Ｍａｉｌ：   t-motida@wakou-tisitu.co.jp 

１．九州本部防災委員会の取り組み 

○発災前の活動と発災後の活動を並行して行い、地域に密着した取り組みを目指し活動しています。 

○発災前の活動 

  ⇒「自然災害での死者、行方不明者をゼロにすること」 

  ⇒被災前、如何に素早く「避難スイッチ」を押すことができるか、「防災教育」への取り組み開始。 

○発災後の活動 

  ⇒「士業連携」に参加し、日頃から顔の見える活動を行い、発災した際には士業連携による被災者

への継続支援を行います。 

 

２．発災前の活動 

(1) 防災委員会（年４回）の実施 

○7/31(土)、9/25(土)、11/20(土)、4/23(土)の 14 時～17 時で防災委員会を福岡商工会議所と WEB

（Zoom）の併用で開催しております。 

○防災委員会の議事録は、九州本部 HP から閲覧することが可能となっております。 

○防災委員会では、１時間程度「防災委員が保有している防災・減災による発表会」を実施し、発表者

及び聴講者相互の研鑚の場を設けております。2021 年度の発表は下記の通りです。 

 ・洪水ハザードマップの正しい使い方     (石本俊亮 委員) 

 ・私が経験した斜面崩壊の現場と災害復旧対応 (池田圭一 委員) 

 ・PMS 方式灌漑事業ガイドラインの紹介    (宮本 修 委員) 

 ・【令和 3年 8 月豪雨】六角川被害状況調査、【令和 3 年 8 月出水】球磨川沿川出水状況調査」 

  (中田 敦也 委員) 

  

(2) 拡大委員会（各県支部防災担当者との意見交換）の実施 

○2020 年 9 月より年に 1 度、各県支部防災担当者との意見交換を目的とした、拡大委員会を開催してお

ります。また、防災委員会も WEB（Zoom）併用で会議を行っているため、各県支部防災担当者も可能

な限り参加していただいております。 

○各県支部の活動報告 

・佐賀県：河川の合同巡視、防災・減災 CPD の開催 

・長崎県：2021 年 8 月豪雨災害の現地視察、災害ボランティアへの参加、広報誌への報告 

・大分県：県支部の CPD 研修、被災地視察、防災施設の視察等 

・熊本県：防災委員会・研究会を立ち上げ、活動を開始 

・宮崎県：県支部の CPD 研修、現場見学会への参加 

・鹿児島県：県支部の防災関係プログラム CPD 研修の開催、また、多方面での連携を現在検討中 

○意見交換内容 

・各県、士業連携に苦慮している。弁護士会を介して、今後、連携がきるように進めていきたい。 

・県支部で防災活動を共に行うメンバーに差異があり、少ない県では 2 名程度となっています。 

〇昨年より、「先進建設・防災・減災技術フェア in 熊本」に熊本県支部と合同でブース出展するなど、 

 今後も各県支部と緊密に連携して活動を行いたいと考えております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 写真 1.ブース展示の様子 1  写真 2.ブース展示のスタッフ   写真 3.ブース展示の様子 2 
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(3) ワーキンググループ（ＷＧ）の活動

○防災委員会では、委員が３つのグループに分かれて、一昨年より新たに通年で活動を開始しておりま

す。

1）ＷＧ１：「災害リサーチチーム」

・福岡県内で発生した災害履歴や災害伝承碑等を災害種別に取り纏め、情報収集分析を担います。

・WG2(小学 5 年)，WG3(小学 4 年)が実施する防災教育授業に、情報収集した資料を提供します。

写真 4.直方周辺の豪雨災害の記録写真 

2）ＷＧ２：「災害リスク管理チーム」

・「九州本部技術士会員向けアンケート調査」を実施し、アンケート調査の取り纏めを行います。

・直方市の小学校で 5 年生を対象として、“防災の知識、地域のことを知る”ことを目的とした防災教

育授業を 2022 年 10 月に予定しております。

「①自分の住んでいる地域の地形などを知る」 

「②過去に起こった地域の災害を知る」 

 「③危険な場所、安全な場所を考え、自分たちの周りの環境はどうなっているのか考える」 

という内容で、今年度中の実施を目指して活動を行っています。 

・防災授業を実施する校区の現地踏査を行い、避難に際して危険なところの抽出を実施しています。

写真 5.防災教育校区の現地踏査写真 1  写真 6.防災教育校区の現地踏査写真 2 

            

    

No 発生年月日 原因
日の出橋水位

（ｍ）
被害状況

1
昭和10年6月23日～24日
（1935）

梅雨 5.6 床上浸水455戸、床下浸水947戸、堤防決潰1ヶ所、橋梁流出6橋

2
昭和16年6月25日～29日
（1941）

梅雨 5.65 堤防、道路、橋梁、家屋、耕地、炭鉱等の被害が続出

3
昭和28年6月25日～30日
（1953）

梅雨 欠測 死者20人、負傷者211人、家屋流出・全半壊953戸、浸水家屋38791戸、田畑流出埋没1261町歩、田畑冠水13116町歩

4
昭和47年7月13日～14日
（1972）

梅雨 6.45 死者1名、負傷者7名、家屋全壊7戸、家屋半壊27戸、家屋流失1614戸、家屋浸水4212戸

5
昭和54年6月10日～13日
（1979）

梅雨 7.4 死者1名、負傷者8名、家屋全壊7戸、家屋半壊94戸、床上浸水1901戸、床下浸水4262戸、田畑冠水4138ha

6
昭和55年7月7日～12日
（1980）

台風26号 6.23 死者1名、家屋半壊7戸、家屋流失1戸、床上浸水21戸、床下浸水949戸、田畑冠水790ha

7
昭和55年8月28日～30日
（1980）

梅雨 7.35 死者4名、負傷者2名、家屋全壊15戸、家屋半壊4戸、床上浸水331戸、床下浸水1916戸、田畑冠水662ha

8
昭和60年6月25日～26日
（1985）

梅雨 7.2 死者1名、負傷者1名、家屋全壊3戸、家屋半壊39戸、床上浸水83戸、床下浸水578戸、田畑冠水1143ha

（水路横のガードレールは未整備で、 

1.7ｍの浸水深：大人でも水没する深さ）

（阿高神社に掲載されている伝承の掲示板、 

昔からこの地域が洪水の影響を受けていた）
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3）ＷＧ３：「災害サポートチーム」 

 ・防災教育授業を開催し、子供たちに「避難スイッチ」を身に付けてもらう取り組みを行っていま 

  す。 

 ・直方市の教育委員会を通し、直方市の小学 4 年生を対象として、「どうして、防災の勉強をしないと 

  いけないのか動機付けする」ことを目的とした防災教育授業を実施しています。具体的には、 

   「①この勉強をすることが、自分と家族を守る」 

   「②気候が変わり、これまで経験したことが無いような雨が降る」 

   「③家族を守るためにどうしたらよいか考える」 

  という内容で、10 問のクイズ形式を交えながら、2 度防災教育授業を開催しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   写真 7.第 1 回の防災教育授業(2021/11/5)   写真 8.第 2 回の防災教育授業(2022/6/24) 

 

３．発災後の活動 

(1) 士業連携：福岡県被災者支援制度研究会 

○平成 29 年九州北部豪雨災害を受けて、士業連携として「福岡県被災者支援制度研究会」が発足してお

ります。 

〇研究会に現在加盟している団体は、15 団体以上で組織されております。その内訳は、福岡県弁護士

会，福岡県司法書士会など法律系が 10 団体、日本技術士会，日本建築家協会九州支部など技術系が 4

団体、及び福祉系団体や自治体等となっております。 

〇研究会では、年間 5～6 回の勉強会を行い、福岡県内で大きな災害が発生した際、「被災者支援相談

会」に参加するなど、士業が連携して支援できるように日頃から体制強化を図って活動しています。 

 

４．その他の活動 

○講習会等への講師派遣を随時行っております。   

 

                 （以上） 
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５．防災の全部門化：みんなで取り組む技術士の防災

第 18 回全国防災連絡会議  

機関名： 統括本部 防災支援委員会 委員長 

氏  名： 野村 貢／のむら みつぐ （総合技術監理、建設部門）

Ｍａｉｌ：   nomura@ctie.co.jp 
１．いま防災の全部門化に取り組む意味 

日本技術士会が組織として防災・減災に取り組みを始めてや約 25 年が経過しました。阪神淡路大震

災にあたり組織的な活動を展開できなかった反省の下、災害対策委員会（仮称）設立準備調査委員会

が設置され（1996.5）、調査委員会、特別委員会を経て 2006 年から実行委員会防災支援委員会が組織

され、現在に至っています。この間の経緯や各支部（現地域本部）における防災支援組織の設置など

については、過年度、ワーキンググループを立ち上げて整理し、防災支援委員会のホームページに

「日本技術士会の防災のあゆみ」として掲載していますので、ぜひご覧ください。 

これまでに日本技術士会では２つの技術士宣言を行っています。詳しくは月刊 PE6 月号（2022）CPD

行事からに過年度の本会議を報告しているなかで述べていますので、ぜひご覧いただきたいのです

が、2004 年の札幌宣言において「日本技術士会は災害対応に必要な科学技術分野の専門家を数多く擁

しており、全国規模で災害に対する社会貢献ができる組織であることを自覚し、今後は地域社会・住

民と公共を繋ぐコーディネーター役として、日々の生活の中において防災研究の活動、NPO との協働、

防災を通じた地域との交流・情報発信活動を進めていく必要がある」としています。 

そして東日本大震災から 1 年経過した 2012 年、復興へ向けた技術士宣言を行いました。ここでは

「3 つの基本視点とともに、復興支援技術士データベースの活用、協定締結による自治体等との連携強

化、他分野の専門家との連携強化とともに、技術士が防災・減災に関する科学技術コミュニケーター

として地域社会に貢献していくこと」が宣言され、これが現在に至る日本技術士会の基本姿勢となっ

ています。 

東日本大震災から 10 年を経過した 2021 年 3 月、防災支援委員会は月刊 PE に「この 10 年で防災力

は向上したか」と題して、当時の防災支援委員がそれぞれ自身の部門、分野を振り返ってみた報告を

行いました。 

日本技術士会は防災・減災に真摯に取り組むことを自ら宣言し、協定等によりその役割と責任を明

確にすることを目指しています。そしてその役割は科学技術分野の専門家を数多く擁していること、

全国規模で災害に対する社会貢献ができる組織であることにより果たされると内外に示しています。 

しかし一方で、技術士の持つ専門性はさまざまであり、一部の基本姿勢を除けば全員が共通してあ

る役割を果たすことができるという存在とは言い難い部分があります。また、直接的に防災・減災と

のかかわりが薄いように見える部門、分野もあります。また、日本技術士会の骨格をなす部門・部会

主義は自己・相互研鑽には有効ですが、多分野が要求される防災・減災という広い取り組みにはあま

り向いた構成ではありませんでした。 

いま、さまざまな技術の進歩により多くの部門、分野の技術士が集うことは以前に比べて容易にな

りました。多部門、分野が一致して当たれば個々の技術士では解決しきれなかった問題にも取り組む

ことができるように環境が整ってきました。今こそ、個々の技術士だけでなく、多部門、多分野の技

術士が集うことにより、技術士と日本技術士会が持つ本来の力を発揮し防災・減災で社会に貢献でき

るのでないかと強く感じています。 

２．士業連携などで技術士に期待される役割 

技術士と日本技術士会が防災・減災において力を発揮し、平常時から信頼される存在となるため、

自治体等との協定締結、NPO などとの協働、そしてその方向性として、地域社会・住民と公共を繋ぐコ

ーディネーター役を果たしていくことを私たちは宣言しています。同じように防災・減災において社

会貢献を期する士業組織が連携してひとつの災害に向かおうとするのが、ここで述べる士業連携で

す。士業連携については、昨年第 17 回本会議の主テーマとして取り上げました。 

技術士の多部門、多分野を活かしていくことが防災・減災での社会貢献に有効であるのと同様、多

くの士業も専門性に突出しており、個々の存在だけでは幅広い支援が困難であることを認識し、各地

で士業が連携して窓口を一本化するとともに、混乱する被災現場においてワンストップでさまざまな

支援が被災者に届くように志向しています。 

現在全国には 11 の士業連携組織が立ち上がっており、2021 年には全国組織も誕生しました。こうい

った多士業の集まりで技術士が期待されるところは、幅広く科学・産業技術全般であり、被災した地
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域や家屋の再建には何がまず必要かといった素朴だが大変真剣な質問への即答です。被災住民には

「あなたはどの分野の技術士か」を問う余裕はなく、さまざまな問題、不安を技術面から説明し、判

断の助言をワンストップで求めています。個々の技術士の部門、分野を超える質問に応えることが求

められていると感じています。 

３．個々の技術士にできること、日本技術士会にできること 

自営であれ企業内であれ技術士は、その組織が健全かつ安定的に事業を実施できるように助言ある

いは主体的に活動することを求められていると思います。大規模地震が発生したとして、インフラ構

造物の損傷診断や復旧は建設部門かもしれませんが、その中の施設はそれぞれの部門、分野でないと

防災のためのリスク分析やアセスメントは実施できません。また、多くの事例が示すようにエネルギ

ーの遮断やサプライチェーンの崩壊が発生します。そのような状況下で組織の事業資産である研究施

設や生産施設の損害を最小化するとともに、社会に損害を及ぼさないよう自律的な保全を講じなけれ

ば技術士はその職務を果たしたとは言えないでしょう。 

そのような場合に、技術士の連携は必須だと思いますし、大きな効果を発揮すると思います。しか

し、いざ鎌倉という場面でさあ連携といってもそのような関係は信頼を前提としていますから難しい

ことは明らかです。個々の技術士はあらかじめ集い、互いを信頼していてこそ効果的な活動が可能に

なると思います。そしてその場を提供するのが日本技術士会であると考えています。 

例えば、大規模災害で被災するとその事業者だけでなく、社会に大きな影響を及ぼすような施設に

ついて、現在は事業資産として厳しい防災監査が行われることがありませんが、これでよいのでしょ

うか。そしてもしそのような監査が実現したとき、それを担うことができるのは技術士の連携集団で

ないでしょうか。 

今般の COVID-19 による行動制限は WEB 会議の日常化などの技術進化ももたらしました。これまで技

術士を集団化し、全部門を揃えて何かの対応にあたることは容易ではありませんでした。今日なら、

WEB 会議の日程調整さえできればあとは会合は簡単です。いま全部門化のためのインフラは整っている

のです。 

４．信頼される組織になろう 

技術士なら信頼されて当然とうのは妄想に過ぎません。これまで多くの災害時貢献の場において、

それは実感されています。防災・減災の分野で技術士が社会、組織から本当に信頼され、「声がかか

る」ためには日常からの付き合い、「顔が見える付き合い」が基本なのです。これは WEB 会議の日常化

のなかでも変わっていないと感じます。 

防災・減災で社会貢献したいと技術士、日本技術士会が願うのであれば、積極的にその活動を広報

し、展示会や防災教室、減災まち歩きなどを通じて「役立つ技術士、日本技術士会」を浸透させてい

かなければならないと感じています。 

（以上） 
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ＭＥＭＯ 

第 １8 回 全 国 防 災 連 絡 会 議 （WEB 東京）

公益社団法人 日本技術士会 防災支援委員会 

https://www.engineer.or.jp/c_cmt/bousai/ 

発行人 防災支援委員会 委員長 

発行所 公益社団法人 日本技術士会 
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