
 

 

 

 

■ 災害復興のスペシャリストがパネリストとして多数参加 ■ 

「災害復興学会２０１３年度大会」を開催 
日 時：１０月１２日（土）９：３０～１８：００、１３日（日）９：３０～１６：３０ 

場 所：関西大学高槻ミューズキャンパス ミューズホール他 

 
関西大学社会安全学部では、１０月１２日（土）・１３日（日）高槻ミューズキャンパスにおいて、

日本災害復興学会との共催で「災害復興学会２０１３年度大会」を下記のとおり開催します。（事前

申込・入場料ともに不要） 
 
日本災害復興学会は、災害復興学の確立と研究の向上に努めるとともに、被災体験の継承・被災地

支援の交流をはかり、被災地の再建、被災者の再起に資することを目的に設立されました。２００８

年から、シンポジウムやセッション、分科会などで構成された年度大会を開催しており、今年で６回

目を迎えます。 
 
今大会では、１２日に６つのテーマによる分科会および全体会議として各分科会からの報告・討論、

ポスターセッション、交流会を実施します。１３日には、全体会議として大会記念公開シンポジウム、

口頭セッションを実施します。いずれの分科会・シンポジウムにおいても、災害復興における各分野

のスペシャリストが、全国からパネリストならびにコーディネーターとして参加します。 
 

記 
１ 日   時  １０月１２日（土）９：３０～１８：００ 

              １３日（日）９：３０～１６：３０ 
２ 場   所  関西大学 高槻ミューズキャンパス 

〒５６９－１０９８ 高槻市白梅町７－１ 
（ＪＲ「高槻」駅下車徒歩約７分、阪急電鉄「高槻市」駅下車徒歩約１０分） 

３ 対   象  学会員、学生、一般 
４ 事 前 申 込  不 要 
５ 入 場 料  不 要 
６ プログラム  【１０月１２日（土）】 ・６つのテーマによる分科会 

                       ・全体会議① 各分科会からの報告・討論 
                       ・ポスターセッション 
                       ・交流会 
           【１０月１３日（日）】 ・全体会議② 大会記念公開シンポジウム 
                       ・口頭セッション 

※詳細は別紙参照 
以 上 

 
【添付資料】大会プログラム＜日本災害復興学会作成＞ 
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大会プログラム 

2013 年 10 月 12 日（関西大学高槻ミューズキャンパス） 
 
9:30～  

 
受 付 
【３階 カフェ・交流サロン】 

 
10:00～12:00 

 
分科会① 
神戸復興塾による 311
支援集会 
 
コーディネーター 
辻 信一（神戸復興塾 塾生） 
パネリスト 
野崎 隆一（神戸まちづくり研究

所 事務局長） 
小森 星児（神戸復興塾 塾長） 
石塚 裕子（大阪大学未来戦略機

構 特任助教） 
久一 千春（チーム・バレンタイ

ン 代表） 
三谷 真（神戸復興塾 塾生） 
 
 

【M303】 

 
分科会② 
阪神・淡路大震災 18 年 
復興まちづくりの現状 
 
コーディネーター 
宮定 章（まち・コミュニケーシ

ョン 代表理事） 
パネリスト 
阿部 晃成（雄勝町の雄勝地区を考

える会 事務局長） 
河合 節二（野田北ふるさとネット 

事務局長） 
宮西 悠司（真野地区まちづくり推

進会 相談役） 
室崎 益輝（兵庫県立大学防災教育

センター 特任教授） 

 

【M401】 

 
分科会③ 
『復興情報』の展開 
 
 
コーディネーター 
岡本 正（弁護士・中央大学大

学院公共政策研究科 客員教
授） 

パネリスト 
藤沢 烈（RCF 復興支援チーム 

代表理事） 
山本和広（岩手県大阪事務所・

前総務部法務学事課） 
磯辺 康子（神戸新聞編集委員） 
開沼 博（福島大学うつくしま

ふくしま未来支援センター 
特任研究員） 

 
【M402】 

 
12:00～13:00 

 
一般セッション（ポスター） コアタイム①  

【３階 カフェ・交流サロン】 
 
13:00～15:00 

 
分科会④ 
災害復興過程における
恊働的実践とアクショ
ンリサーチ～岩手県野
田村「チーム北リアス」
の事例～ 

 
コーディネーター 
渥美 公秀（大阪大学大学院 
人間科学研究科 教授） 

パネリスト 
李 永俊（弘前大学人文学部  

教授） 
河村 信治（八戸工業高等専門学

校 教授） 
貫牛 利一（久慈広域観光協議会 

専務） 
関 嘉寛（関西学院大学社会学部 

教授） 
永田 素彦（京都大学大学院  

准教授） 
 

【M303】 
 

 
分科会⑤ 
復興人材 PartⅡ 

 
コーディネーター 
宮本 匠（京都大学防災研究所 

特定研究員） 
パネリスト 
石塚 直樹（みやぎ連携復興センタ

ー 事務局長代理） 
坂口 奈央（岩手県立大学総合政策

研究科 博士前期課程） 
臂 徹 （一般社団法人おらが大槌

夢広場 理事） 
上野 拓也（一般社団法人おらが大

槌夢広場 事務局） 
塚本 卓（気仙沼まちづくり支援セ

ンター センター長） 
加藤 拓馬（気仙沼まちづくり支援

センター）  
尾形 智洋（からくわ丸-Karakuwa 

Designers League） 
馬場 国昭（宮城県気仙沼市応急仮

設住宅代表者） 
北村 育美（富岡町社会福祉協議会

おだがいさまセンター） 
頼政 良太（被災地ＮＧＯ恊働セン

ター） 
【M401】 

 
分科会⑥ 
広域避難と支援 
 
コーディネーター 
稲垣 文彦（中越防災安全推

進機構 復興デザインセ
ンター長） 

パネリスト 
市村 高志（とみおか子ども未来

ネットワーク 理事長） 
西山 祐子（避難者と支援者を結

ぶ京都ネットワーク みんな
の手 代表） 

津賀 高幸（ダイナックス都市環
境研究所 研究員） 

所澤新一郎（共同通信社 仙台
支社編集部 担当部長） 

 

【M402】 
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15:00～16:00 一般セッション（ポスター） コアタイム② 

【3 階カフェ・交流サロン】 

 
16:00～18:00 
 

 
全体会議① 

司会 上村 靖司（長岡技術科学大学 教授） 
日本災害復興学会会長 挨拶 

中林 一樹（日本災害復興学会会長・明治大学大学院政治経済学研究科 教授） 

 

各分科会からの報告・討論 
辻 信一（神戸復興塾 塾生） 
宮定 章（まち・コミュニケーション 代表理事） 
岡本 正（弁護士・中央大学大学院公共政策研究科 客員教授） 
渥美 公秀（大阪大学大学院 人間科学研究科 教授） 
宮本 匠（京都大学防災研究所 特定研究員） 
稲垣 文彦（中越防災安全推進機構 復興デザインセンター長） 

【4 階ミューズホール】 
 

 
18:15～20:00 

 
交流会 

【アリーナ１F レストランミューズ】 

 
 
2013 年 10 月 13 日（関西大学高槻ミューズキャンパス） 
 
9:30～12:00  

 
一般セッション(口頭) A 

【M401】 

 
一般セッション(口頭) B 

【M303】 

12:00～13:30 休憩 

 
13:30～16:30 
 
 

 全体会議② 
司会 永松 伸吾（関西大学社会安全学部 准教授） 

大会実行委員長挨拶 

河田 恵昭（関西大学社会安全学部教授・社会安全研究センター長） 

 
大会記念公開シンポジウム 

 
「復興を巡る葛藤―どう向き合うかー」 

 
コーディネーター 

藤沢 烈（RCF 復興支援チーム 代表理事） 

パネリスト 

角田 陽介（大船渡市副市長） 

野崎 隆一（神戸まちづくり研究所事務局長） 

中尾 卓英（毎日新聞いわき支局長） 

佐々木 晶二（民間都市開発推進機構都市研究センター副所長） 

【4 階ミューズホール】 

 


