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2021 年度 減災復興政策研究科 研究一覧 

【学術研究書（著書）】 

 

１． 日本家政学会, (共著)青田良介, “住まいの百科事典,” pp. 514-515, 2021 年 4 月, 丸善出版 

２． 阪本真由美, 内海成治, 桑名恵, 大西健承編, “緊急人道支援の世紀―紛争・災害・危機への新

たな対応, ” 第 13 章 東日本大震災における緊急人道支援―官民連携による災害対応システ

ム構築に着目して―, 2022 年 1 月, ナカニシヤ出版 

３． 兵庫県立大学防災教育研究センター, (共著)青田良介・浦川豪・阪本真由美・澤田雅浩・馬場

美智子・紅谷昇平, “大学と防災教育 兵庫県立大学防災教育研究センターにおける 10 年の実

践,” 2022 年 3 月, 神戸新聞総合出版センター 

４． 室崎益輝, 矢守克也, 西澤雅道, 金思コウ編，（共著）澤田雅浩，“地区防災計画学の基礎と実

践,” pp.60-64, 2022 年 3 月, 弘文堂 

５． 日本自然災害学会, (共著)阪本真由美, “自然災害科学・防災の百科事典,” pp.514-515, 2022 年

1 月, 丸善出版 

６． 日本自然災害学会, (共著)紅谷昇平, “自然災害科学・防災の百科事典,” pp.516-517, 2022 年 1

月, 丸善出版 

７． 三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング, 宮城県気仙沼市, (共著)紅谷昇平, “気仙沼 復興を超

えて世界とつながる豊かなローカルへ ～自治体とシンクタンクが歩んだ 10 年～,” pp.213-

214, 2022 年 3 月, マイティブック 
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【査読付き学術論文】 

 

１． 浦川豪, 折橋祐希, 喜田悠太郎, “未災者の参画による災害デジタルアーカイブ構築－1995 年

阪神・淡路大震災および 1938 年阪神大水害を事例として－,” 防災教育学研究, Vol.1, No.2, 

pp.33-48, 2021 年 4 月 

２． 阪本真由美, 松多信尚, 廣井悠, 小山真紀, “豪雨災害における住民の避難トリガーに関する

考察―平成 30 年 7 月西日本豪雨における住民調査より,” 自然災害科学, Vol. 39, No.4, 18 頁, 

2021 年 6 月 

３． Shohei Beniya, “Achievements and Challenges of Governmental Human Resource Support 

System in Japanese Disaster Response for Affected Local Governments in the aftermath of the 

Great East Japan Earthquake,” Journal of Disaster Research, Vol.16, No.6, pp.967-971, 2021

年 9 月 

４． 大牟田智佐子, 澤田雅浩, 室﨑益輝, “災害時にラジオを取り巻くコミュニケーションの共感

性 : 熊本地震時リスナーメールの分析に基づいて,” 災害復興研究, No.13, pp.65-86, 2021 年

9 月 

５． T.Yamanouchi, G.Urakawa, S.Kashihara, “AV 3D-Draping System for Sharing Situational 

Awareness from Aerial Imagery Data,” 2020 IEEE Global Humanitarian Technology 

Conference (GHTC), 2021 年 10 月 

６． 紅谷昇平, 寅屋敷哲也, 生田英輔, 西野智研, “新型コロナウイルス感染症流行に対する近畿

圏内上場企業の対応実態に関する調査報告,” 地域安全学会論文集, Vol. 39, pp.291-298, 

2021 年 10 月 

７． 永野康行, 朝川剛, 山川誠, “鋼構造柱梁部材の製品誤差を考慮した耐震ロバスト性の総合評

価,” 鋼構造年次論文報告集, 第 29 巻, pp.793-799, 2021 年 11 月 

2. 青田良介, “東日本大震災 福島原発事故等に伴う 広域避難者に対する支援のあり方に関する

考察,” 都市防災研究論文集, Vol.8, pp.67-72, 2021 年 11 月 

3. 青田良介, 本荘雄一，張勱, “コロナ禍も見据えた中小規模の基礎自治体の災害対応力に関す

る考察,” 地域安全学会論文集, Vol.40, pp.1-11, 2022 年 3 月 

4. 張勱, 青田良介, “関西広域連合によるカウンターパート方式に関する考察,” 地 域 安 全 学 会

論文集, Vol.39, pp.51-60, 2021 年 11 月 

5. 前林明日香, 森永速男, 浦川豪, “ハザードマップのデザイン性に関する研究－兵庫県下基礎

自治体の洪水及び土砂災害ハザードマップを対象として－,” 地域安全学会論文報告集, 

Vol.39, pp.165-174, 2021 年 11 月 

6. 折橋祐希, 浦川豪, “効率的な災害対応を実現するための意思決定手法の検討” 大阪市立大学

都市防災研究論文集, Vol. 8, pp.55-60, 2021 年 11 月 

7. 阪本真由美, 平岡敦子, 小山真紀, 松多信尚, 原耕平, “豪雨災害被災地における子育て支援

に関する研究―子育てをめぐる労働配分に着目して―,” 地域安全学会論文集, Vol.39, 

pp.315-323, 2021 年 11 月 

8. 原耕平, 阪本真由美, “被災子育てケア労働軽減のための支援枠組みの検討―平成 30 年 7 月



2021 年度 減災復興政策研究科 研究一覧 

豪雨災害における岡山県倉敷市真備町の事例分析より―,” 地域安全学会論文集, Vol.39, 

pp.113-122, 2021 年 11 月 

9. 馬場美智子, 岡井有佳, “水害対策としての開発規制に関する都道府県条例等に関する研究”

都市計画論文集, Vol.56, No.3, pp. 1481-1487, 2021 年 11 月 

10. 川西勝, 阪本真由美, 森津太子, “豪雨災害に関する防災情報を論じた新聞社説のメディアフ

レーム分析,” 災害情報, Vol.20, No.1, 10 頁, 2022 年 1 月 

11. 曽我部哲人, 牧紀男, 澤田雅浩, “地震災害が地域人口に与える⾧期的影響の研究―2004 年新

潟県中越地震を対象として―,” 地域安全学会論文集, Vol. 40, pp.1-11, 2022 年 3 月 

12. 湯井恵美子, 澤田雅浩,  “特別支援学校における事業継続への取り組みの実態解明 大阪府

立支援学校に対する全数調査から,” 地域安全学会論文集, Vol. 40, pp.1-12, 2022 年 3 月 

13. 寅屋敷哲也, 紅谷昇平, 生田英輔, 渡辺研司, “近畿圏の上場企業における防災・事業継続の体

制と方法－南海トラフ地震に備えた事前対策に着目して－,” 地域安全学会論文集, Vol. 40, 

pp.291-298, 2022 年 3 月 

14. 折橋祐希, 柴原洋平, 浦川豪, “情報処理を組み込んだ災害対応実行計画策定研修プログラム

の開発 -生活再建支援業務を事例として-,” 地域安全学会論文報告集, Vol.40, pp. 79-88, 

2022 年 3 月 

15. 大牟田智佐子, 澤田雅浩, 室﨑益輝, “災害対応サイクルと⾧期継続ラジオの関係性に関する

考察 ―「ネットワーク 1･17」の分析に基づいて―,” 災害情報, Vol.19, No.2, pp.85-95, 2021

年７月 

  



2021 年度 減災復興政策研究科 研究一覧 

【学会・国際会議での発表】 

 

1. 内見龍一, 永野康行, “防災・減災に向けた地盤情報の可視化,” 2021 年度核融合科学研究所一

般共同研究(研究会) 先進的可視化開発環境を用いた可視化表現法の研究会（VR2021）発表

資料 24 頁, 2021 年 12 月 

2. 本田理奈, 大谷英之, 永野康行, “想定南海地震における都市規模の建物被害予測－兵庫県南

あわじ市福良地区を対象として－,” 令和 3 年度 日本建築学会 近畿支部研究発表会, pp.257-

260, 2021 年 6 月 

3. 筒井寛太, 松田吉弘, 土川忠浩, 永野康行, “大型ダクトルートを容易にする補強部材を用い

た天井におけるコスト試算,” 令和 3 年度 日本建築学会 近畿支部研究発表会, pp.297-300, 

2021 年 6 月 

4. 上田哲弘, 永野康行, 朝川剛, 山川誠 , “建築部材の製品誤差による不確定性を考慮した耐

震ロバスト性の評価手法,” 令和 3 年度日本建築学会 近畿支部研究発表会, pp.325-328, 2021

年 6 月 

5. 澤田憲司, 永野康行, 伊藤綾那, 中安誠明, 清水信孝, “鋼構造住宅を対象としたスリップ型

復元力特性を有する 1 質点系モデルの地震応答解析,” 令和 3 年度日本建築学会近畿支部研

究発表会, pp.377-380, 2021 年 6 月 

6. 小嶋淳, 山下拓三, 藤原淳, 宮村倫司, 永野康行, “建築骨組の 6 面体ソリッド有限要素モデル

構築のためのプリ処理モジュール開発 その 5 5 階建て鉄骨造骨組のソリッド有限要素モデ

ル生成と弾塑性崩壊解析,” 日本建築学会大会学術講演梗概集（東海）, pp.45-46, 2021 年 9

月 

7. 飯島憲一, 北澤誠男, 辻聖晃, 永野康行, “フォトグラメトリにより作成した 4D 建物モデル

の活用に関する研究 （その 1 撮影方法とモデル品質の関係）,” 日本建築学会大会学術講演

梗概集（東海）, pp.151-152, 2021 年 9 月 

8. 辻聖晃, 北澤誠男, 飯島憲一, 永野康行, “フォトグラメトリにより作成した 4D 建物モデル

の活用に関する研究 （その 2 変形前後の 3D モデルからの残留変形量推定,” 日本建築学会

大会学術講演梗概集（東海）, pp.153-154, 2021 年 9 月 

9. 岸田澄雄, 山川誠, 朝川剛, 永野康行, “変位制御型ブレースとオイルダンパーを用いた鋼構

造骨組のロバスト設計,” 日本建築学会大会学術講演梗概集（東海）, pp.209-210, 2021 年 9

月 

10. 守谷幸治, 永野康行, “鉄骨工事の進捗状況に伴う柱－柱仮設接合部の静的地震力に対する応

力度の検討,” 日本建築学会大会学術講演梗概集（東海）, pp.307-308, 2021 年 9 月 8 日 

11. 本田理奈, 大谷英之, 永野康行, “想定南海地震における都市規模の建物被害予測－兵庫県南

あわじ市福良地区を対象として－,” 日本建築学会大会学術講演梗概集（東海）, pp.27-28, 

2021 年 9 月 

12. 澤田憲司, 永野康行, 伊藤綾那, 中安誠明, 清水信孝, “スリップ型復元力特性を有する 1 質点

系モデルにモデル化した鋼構造住宅の地震応答解析,” 日本建築学会大会学術講演梗概集（東

海）, pp.155-156, 2021 年 9 月 



2021 年度 減災復興政策研究科 研究一覧 

13. 榎本佳大, 朝川剛, 山川誠, 永野康行, “オイルダンパーと座屈拘束ブレースを併用する制振

構造に関する研究,” 日本建築学会大会学術講演梗概集（東海）, pp.813-814, 2021 年 9 月 

14. 筒井寛太, 松田吉弘, 永野康行, “大型ダクトルートを容易にする天井補強部材の新提案 その 

4 X 字型補強を施した天井の時刻歴応答解析,” 日本建築学会大会学術講演梗概集（東海）, 

pp.817-818, 2021 年 9 月 

15. 松田吉弘, 筒井寛太, 猿渡智治, 永野康行, “地震時における大型ダクト及び支持部材の挙動

への振れ止め鋼材設置効果の可視化,” 日本建築学会大会学術講演梗概集（東海）, pp.819-820, 

2021 年 9 月 

16. Sumio Kishida, Makoto Yamakawa, Takeshi Asakawa, Yasuyuki Nagano, “Robust Design 

Optimization of Moment-Resisting Steel Frames using Displacement-Restraint Brace and Oil 

Damper,” WCSMO-14, アブストラクト１頁, 2021 年 6 月 

17. 小嶋淳，藤原淳，永野康行，山下拓三，宮村倫司, “ソリッド有限要素によりモデル化された

鉄骨構造物の弾塑 性崩壊解析の精度検証,” 計算工学会 計算工学講演会論文集, Vo.26, 6 頁, 

2021 年 5 月 

18. Ryosuke Aota, “Consideration on Human Resource Cooperation among Local Governments 

after Disasters,” 17th World Conference on Earthquake Engineering, 2021 年 9 月 

19. Ryosuke Aota, “Verifying Support Policy to Victims Evacuated across the Country by the 2011 

FUKUSHIMA Nuclear Power Plant Accident,” The 3rd International Disaster & Resilience 

Congress, 2021 年 10 月 

20. Ryosuke Aota, “Consideration on Public Assistance to Widely Spread Evacuees Caused by the 

2011 Fukushima Nuclear Power Plant Accident,” The 11th International Conference of the 

International Society for the Integrated Disaster Risk Management, 2021 年 9 月 

21. 浦川豪, 鈴木進吾, 折橋祐希, “住家被害認定調査業務を対象とした災害対応実行計画策定支

援ツールの開発,” 第 8 回 都市防災研究シンポジウム, pp.37-42, 2021 年 11 月 

22. 阪本真由美, “平成 30 年 7 月豪雨災害における岡山県倉敷市真備町の事例分析より,” 地域安

全学会, 9 頁, 2021 年 10 月 

23. 阪本真由美, “豪雨災害における避難トリガーと「声がけ」の有効性の検討,” 第 40 回日本自

然災害学会学術講演会, 2 頁, 2021 年 9 月 

24. 阪本真由美, “関東大震災における外国人の広域避難について,” 第 38 回歴史地震研究会,” 1

頁, 2021 年 9 月 

25. 阪本真由美, “越境火山災害に関する国際リスクコミュニケーションの特性―2010 年アイス

ランド火山噴火対応の事例より,” 日本地球惑星科学連合 2021 年大会, 1 頁, 2021 年 6 月 

26. Mayumi Sakamoto, “Disaster Memories in Museums and Disaster Recovery-Disaster 

Reduction Institute and 1995 Hanshin-Awaji Earthquake Recover,” 17 World Conference on 

Earthquake Engineering, 10 頁, 2021 年 9 月 

27. 和田広大, 紅谷昇平, 諌山憲司, “大規模災害時を想定した地域コミュニティにおける救急救

命士（民間救命士）の活用可能性～大阪市中央区北大江地区の避難所訓練の事例より～,” 第

27 回日本災害医学会総会・学術集会, 2022 年 3 月 



2021 年度 減災復興政策研究科 研究一覧 

28. Shohei Beniya, Tetsuya Torayashiki, Eisuke Ikuta, Tomoaki Nishino, “Business Continuity and 

Response to infectious diseases of public-listed companies in Japan：Results of Questionnaire 

Surveys at the 2009 H1N1 pandemic and at the COVID-19 pandemic,” Second International 

Symposium on Disaster Resilience and Sustainable Development, 2021 年 6 月 
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【その他の論文等】 

 

1. 折橋祐希, 浦川豪, “実務者の参画による生活再建支援業務を支援するクラウド GIS 型アプリ

ケーションの開発,” 地域安全学会梗概集, Vol. 48, 4 頁, 2021 年 4 月 

2. 阪本真由美, 中道治久, 高橋若菜, 荒島千鶴, 荒木田勝, “欧州の越境災害をめぐるガバナン

スの萌芽―2010 年アイスランド火山噴火を契機として―,” 自然災害科学, Vol.40, No.1, 

pp.51-66, 2021 年 5 月 

3. 寅屋敷哲也, 紅谷昇平, 生田英輔, 西野智研, “近畿圏の上場企業における南海トラフ地震に

備えた戦略的な事前対策の実態,” 地域安全学会・梗概集, Vol. 48, pp.109-112, 2021 年 5 月 

4. 生田英輔, 紅谷昇平, 寅屋敷哲也, 西野智研, “南海トラフ地震に対する個人のリスク認知の

時系列分析,” 地域安全学会・梗概集, Vol. 48, pp.1-4, 2021 年 5 月 

5. 紅谷昇平, 寅屋敷哲也, 生田英輔, 西野智研, “新型コロナウイルス感染症流行に対する近畿

圏の大企業の対応実態,” 地域安全学会・梗概集, Vol.48, pp.113-116, 2021 年 5 月 

6. 阪本真由美, 中道治久, 高橋若菜, 荒島千鶴, 荒木田勝 “越境火山災害に関する国際リス

クコミュニケーションの特性―2010 年アイスランド火山噴火対応の事例より,” 日本地球惑

星科学連合 2021 年大会, 1 頁, 2021 年 6 月 

7. Zhilun Lyu, Masakazu Sakaguchi, Tomoharu Saruwatari, Yasuyuki Nagano, “Static and seismic 

response analyses of new seismic integrated ceiling using FEM,” 2021 年 6 月, Advances in 

Computational Design 

8. 大橋克矢, 馬場美智子, 岡井有佳, “水害リスク低減に向けた土地利用規制・誘導手法に関す

る研究―都道府県の総合治水条例に着目して―,” 日本建築学会 学術講演梗概集 DVD, 2 頁, 

2021 年 7 月 

9. 青田良介, “安全・安心社会の確立に向けて～兵庫の防災・減災対策～（講演）,” 令和 3 年度 

兵庫県自治研修所監督職研修,  2021 年 8 月 

10. 阪本真由美, “被災者に安全安心な避難所を環境を提供するには,” 月刊体育施設, Vol.677, 

pp.18-19, 2021 年 8 月 

11. 紅谷昇平, “水害被災市町村の災害対応に対する都道府県の支援実態：平成 30 年 7 月豪雨及

び令和 2 年 7 月豪雨の事例より,” 第 40 回日本自然災害学会学術講演会梗概集, pp. 127-128, 

2021 年 9 月 

12. 山中茂樹, 青田良介, “原発避難者 10 年目調査からみた⾧期広域避難者に対する政策・制度提

案,” 災害復興研究, Vol.13, pp.93-107, 2021 年 9 月 

13. 古部真由美, 青田良介, “福島原発による避難者が避難先で受ける励まし効果に関する考察 

―大阪、兵庫、京都を中心としたアンケート調査から,” 災害復興研究, Vol.13, pp.17-31, 2021

年 9 月 

14. 阪本真由美, “関東大震災における外国人の広域避難について,” 第 38 回歴史地震研究会講演

要旨集, pp.15, 2021 年 9 月 

15. 阪本真由美, “豪雨災害における避難トリガーと「声がけ」の有効性の検討,” 第 40 回日本自

然災害学会学術講演会, pp.111-112, 2021 年 9 月 
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16. 折橋祐希, 浦川豪, “「読み合わせ訓練」を通じた避難所開設業務マニュアルの作成プロセス”

地域安全学会梗概集, Vol. 49, 4 頁, 2021 年 10 月 

17. 村尾佳苗, 森永速男, 浦川豪, “共有財産の存在と災害に強い地域社会形成の関係性に関する

調査研究,” 地域安全学会梗概集,  Vol. 49, 4 頁, 2021 年 10 月 

18. 頼政良太, 折橋祐希, 浦川豪, 宮本匠, “災害ケースマネジメントにおける対象者の抽出に関

する考察－鳥取県での災害ケースマネジメントの事例から－,” 日本災害復興学会予稿集, 4

頁, 2021 年 10 月 

19. Ryosuke Aota, “Disaster Recovery and Reconstruction from the 1995 Great Hanshin-Awaji 

Earthquake Disaster（講義）,” JICA, Human Resource Development Programme for Disaster 

Reduction in Pakistan, 2021 年 10 月 

20. 永野康行, "シミュレーション学 これまでの貢献と今後 防災減災への活用,” 建築と社会（日

本建築協会）特集 構造学から見る世界, Vol.102, No.1196, pp.8-11, 2021 年 11 月 

21. 青田良介, “自治体による人とまちの復興（講演）,” 関西学院大学災害復興制度研究, 2021 年

12 月 

22. 青田良介, “（福島原発広域避難者支援をベースにした）愛知県版災害ケースマネジメントの

可能性と発展に向けて（講演）,” 第 9 回愛知県被災者支援センター公開連続セミナー, 2021

年 12 月 

23. 青田良介, “東日本大震災 福島原発事故等に伴う広域避難者問題を考える～今後の巨大災害

への教訓として～（講演）,” オンライン防災対策課, 2022 年 2 月 

24. 馬場美智子, “水害リスクと都市計画～より安全なまちづくりにおける自治体の役割～,” 関

西支部だより, No. 36, 2022 年 3 月 

25. 紅谷昇平, “被災市町村に対する都道府県の人的支援体制の実態：都道府県・水害被災市町村

への質問紙調査より,” 日本災害情報学会 第 24 回学会大会予稿集, pp. 89-90, 2022 年 3 月 
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【特許】 

1. 旭ビルト工業株式会社, 兵庫県公立大学法人, “母屋補強を兼ねる天井吊ボルト懸吊金具,” 特

許番号第 6928224 号, 2021 年 8 月, (出願) 阪口正一, 永野康行 

 

【外部資金の獲得状況（科研費）】 

1. 青田良介，山崎栄一，室﨑益輝，“災害復興における多様な連携・協働を推進するシステム

の構築に関する研究，”2017 年 4 月採択，基盤 C（継続），748,000 円 

2. 阪本 真由美, 中道 治久, 荒島 千鶴, 高橋 若菜, “欧州の越境災害ガバナンス－2010 年アイ

スランド火山噴火を事例として－,” 2018 年 4 月採択, 基盤 B(継続), 16,770,000 円 

3. 馬場 美智子, 岡井 有佳, “水害リスクに応じた土地利用・建築規制に関わる実効的な制度と

運用方法の研究,” 2018 年 4 月採択, 基盤 C(継続), 900,000 円 

4. 室崎益輝・青田良介・澤田雅浩, “過去の災害復興の教訓の普遍化と汎用化に関する研究,” 

2018 年 4 月採択, 基盤 B(継続), 900,000 円 

5. マカベンターイケダ マリア, 青田 良介, 馬場 美智子, 加藤 恵正, “Poverty, resilience and 

vulnerability: Evidence from Leyte after Typhoon Haiyan,” 2018 年 4 月採択, 基盤 C(継続), 

450,000 円 

6. 林 勲男, 佐藤 翔輔, 石原 凌河, 定池 祐季, 阪本 真由美, 松岡 正子, ボレー セバスチャン, 

齋藤 千恵, “大規模災害に関する集合的記憶の物象化・物語化と防災教育,” 2018 年 4 月採択, 

基盤 A(継続), 28,600,000 円 

7. 小山真紀, 阪本真由美, “自発的行動特性を持つ革新的モデルの構築,” 2022 年 4 月採択, 挑戦

的萌芽(新規), 1,610,000 円 

8. 佐藤宏亮・澤田雅浩, “成熟社会に対応した漁業集落の復興まちづくりの方法論に関する研

究,” 2020 年 4 月採択, 基盤 C(継続), 260,000 円 

9. 増野園恵・尾島 俊之・澤田雅浩・勝沼志保里・松尾 香織・林 知里・藤井 愛海, “大規模災

害被災地域における持続可能な地域ケア体制の再構築戦略,” 2020 年 4 月採択, 基盤 B(継続), 

200,000 円 


