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地区防災計画学会第９回研究会 

 

近年、多くの地域住民がマンションに住むようになっており、そこでは、特徴のあるコ

ミュニティが形成されてきているほか、活発な防災活動や地域活動がなされている例もあ

ります。そこで、内閣府「地区防災計画アドバイザリーボード」の委員である鍵屋一先生

（跡見学園女子大学教授）及び大矢根淳先生（専修大学教授）、内閣府「地区防災計画モデ

ル事業」に参加された安部俊一先生（よこすか海辺ニュータウン連合自治会会長）等の関

係者に御参加いただき、マンションにおける地区防災計画づくりを例に、マンションの地

域コミュニティにおける防災活動の在り方について議論を行います。 

 

日時  2015 年 10月 17日（土）9：00～11：10（予定） 

会場  専修大学神田キャンパス１号館２階 206教室 

 

テーマ 「マンションと地区防災計画」 

  9:00 ～9:40  講演①「マンション地区防災計画の課題と展望」 

鍵屋 一 跡見学園女子大学観光コミュニティ学部教授 

 

 

 9:40 ～10:20  講演②「日本初のマンション地区防災計画 巨大災害か

ら生き延びる術 発災直後の初動対応～在宅避難生活継続～復旧・復

興まで」 

安部俊一 よこすか海辺ニュータウン連合自治会会長 

 

 

10:20～11:10 パネルディスカッション 

   司会    大矢根淳 専修大学人間科学部教授 

 

 

   パネリスト 三橋博巳 マンションライフ継続支援協会理事長 

 

 

         飯田太郎 株式会社 TALO 都市企画代表取締役 

 

 

 

鍵屋 一 跡見学園女子大学観光コミュニティ学部教授  

         安部俊一 よこすか海辺ニュータウン連合自治会会長   
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講演者・司会・パネリスト御略歴 

 

鍵屋 一（かぎや はじめ）先生 跡見学園女子大学観光コミュニティ学部教授 

1956年秋田県男鹿市生まれ。早稲田大学法学部卒、法政大学院政治学専攻修士、京都大学博士（情報

学）。 

板橋区防災課長、板橋福祉事務所長、福祉部長兼危機管理担当部長、議会事務局長等を経て、2014年

4 月から現職のほか、法政大学院及び名古屋大学院の兼任講師。 

内閣府地区防災計画アドバイザリーボード委員、内閣府災害時要援護者の福祉と防災との連携に関す

る検討会委員、NPO 法人東京いのちのポータルサイト副理事長、事業継続推進機構理事、災害福祉広域

支援ネットワークサンダーバード理事等を歴任。 

主な著作は、『福祉施設の事業継続計画（BCP）ガイド』（監修・共著、2014 年 9 月、東京都福祉保健

財団）、『地域防災力強化宣言』（2003 年 10 月、ぎょうせい、2004 年法政大学地域政策研究賞優秀賞）、

『高齢者・障害者の災害時の避難支援のポイント』（共著、2006 年 7 月、ぎょうせい）、『図解よくわか

る自治体の防災･危機管理のしくみ』（2003年 9月・2011年 8月改訂、学陽書房)。 

 

 

安部 俊一（あべ しゅんいち）先生 株式会社日本 LCM総合研究所代表取締役（防災士） 

よこすか海辺ニュータウン地域運営協議会会長 

同ニュータウン連合自治会会長 

 1948年福岡県生まれ。防犯・防災の研究・コンサルティング等を専門とする株式会社日本 LCM総合研

究所代表取締役。 

 住人口 6000 人の連合自治会の会長と、流入人口を含め 6 万人が滞在する海辺ニュータウン地区の地

域運営協議会（横須賀市条例に基づく地域自治組織で、連合自治会・まちづくり協議会・地区社協等を

束ねる組織）の会長として、地域防災・地域防犯・地域福祉を推進。また、一般社団法人マンションラ

イフ継続支援協会では顧問を務め、MLCP（マンションライフコンティニュティプラン：BCP のマンショ

ン版）の策定に取り組む管理組合や自主防災会への支援を推進。 

 

 

大矢根 淳（おおやね じゅん）先生 専修大学人間科学部社会学科教授 

1962年生まれ。慶應義塾大学法学部政治学科卒業。同大学大学院社会学研究科社会学専攻・博士課程

単位取得満期退学(社会学修士)。未来工学研究所、電気通信政策総合研究所、防災&情報研究所、江戸

川大学社会学部助手、専任講師、専修大学文学部専任講師、助教授、教授等を経て現職。災害社会学、

地域社会論、社会調査論を専攻。 

内閣府地区防災計画アドバイザリーボード委員（2014年～）、内閣府地方公共団体における復興事前

対策の推進に関する学識経験者委員会座長（2006～2011年）、日本災害復興学会・関東ブロック学術推

進委員長、関東都市学会副会長、地区防災計画学会理事等を歴任。 

主な著作は、『災害社会学入門』（共著・2007年・弘文堂）、『復興コミュニティ論入門』（共著・2007

年・弘文堂）、『社会調査の基礎』（共著・2010年・弘文堂）。 
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三橋 博巳（みつはし ひろみ）先生 一般社団法人マンションライフ継続支援協会理事長 

 

1968年日本大学大学院理工学研究科修士課程修了。工学博士。 

日本大学理工学部建築学科教授、同大学院理工学研究科不動産科学専攻教授等を経て現職。 

専門は不動産科学・建築学。 

（公社）日本不動産学会会長、資産評価政策学会会長、（一社）日本建築学会総務理事等を歴任。 

主な著書は、『不動産学事典』（共著・日本不動産学会編・住宅新報社・2002年）、『都市建築のビジョ

ン』（共著・日本建築学会編・日本建築学会・2006年）、『ECOシティ』（共著・中央経済社・2010）。 

第 19次日本南極地域観測隊越冬隊に参加。 

 

 

飯田 太郎（いいだ たろう）先生 株式会社 TALO都市企画代表取締役 

 

1942年東京生まれ。 

早稲田大学文学部在学中から広告やマーケティングの仕事にかかわるなかで、住宅・地域・環境等に

関心を持つ。 

1983年、㈱TALO都市企画を設立。不動産を社会ストックとして考える立場から、マンションの維持

管理・再生、まちづくり、都市農地の保全と適正な利活用、エリアマネジメント等の分野で仕事と研究

活動を実施。 

近年は、特に地域とマンションの防災を主なテーマに活動し、MLCP（マンション生活継続計画）の必

要性を提唱。2013年 3月の一般社団法人マンションライフ継続支援協会（MALCA）の設立とともに専務

理事に就任。 

主な著書・編集企画等／『マンションブック―豊かなマンションライフのために』（ダイヤモンド社・

1988年）、『世界の集合住宅 20世紀の 200』（株式会社大京・1990年）、『マンション読本―あなたの生命・

生活・財産を守る』（共著・実業之日本社・1995年）、『うちのマンション大丈夫？ 家族で助かる地震対

策マニュアル』（監修・学陽書房・2006年）、『マンション建替え物語―上作延第三住宅における 10のポ

イント』（共著・鹿島出版会・2008年）、『マンション力―マンションが日本を変える』（共著・大成出版

社・2008年）、『人口減少時代のマンションと生きる』（共著・鹿島出版会・2015年）等。 
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（参考） 

 

地区防災計画学会第 10 回研究会の御案内 

 

 

日時  2015年 11月７日（土）14:00～16：30（予定） 

            （※13:50 森タワーLL階（２階）のクモのオブジェ前集合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

場所  六本木ヒルズ森ビル 10 階会議室(定員 50名） 

     https://www.mori.co.jp/company/about_us/access.html 

     （〒106-6155 東京都港区六本木 6丁目 10番 1号六本木ヒルズ森タワー）  

  

 参加費 会員 1,000円、非会員 3,000円（非会員のうち、招待者は無料） 

  

テーマ 「企業による地区防災」 

  14：00～14：30 講演１ 森ビルの地域防災活動 

            日向真一郎 森ビル（株）震災対策事務局事務局長代理 

  14：30～15：00 講演２ 清水建設の京橋の防災まちづくり活動 

            橘 雅哉  清水建設（株）ecoBCP 事業推進室 

スマートコミュニティ推進部長      

15：00～15：50 パネルディスカッション「企業と地区防災計画」 

   

16：00～16：30 六本木ヒルズ森ビル模型室見学 

 

 

【申込先・事務局】 

地区防災計画学会事務局 

〒530-0001 大阪市北区梅田 1-3-1-800 大阪駅前第 1ビル 8階 

一般財団法人関西情報センター 気付 

mail : info@gakkai.chiku-bousai.jp 

HP: http://gakkai.chiku-bousai.jp/ 
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過去の講演者等 

 

地区防災計画学会誌（C＋Bousai） 巻頭インタビュー等 

第３号 2015年８月 原田保夫  前復興庁事務次官 

森下俊三  NHK経営委員・元 NTT西日本会長 ほか 

第２号 2015年１月 矢守克也  京都大学防災研究所教授 ほか 

第１号 2015年９月 室﨑益輝  消防審議会会長・神戸大学名誉教授 

西澤雅道  内閣府（防災担当）普及啓発・連携担当参事官室総括補佐 

 

地区防災計画学会研究会の主な講演者等 

第８回 2015/９/13 

＠麹町 

佐々木克樹 前内閣府大臣官房審議官、元消防庁国民保護・防災部長 

室﨑益輝  消防審議会会長・神戸大学名誉教授 

矢守克也  京都大学防災研究所教授 

第７回 2015/８/23 

＠東大駒場 

加藤孝明  東京大学生産技術研究所准教授 

篠原 恵  いたばしボランティアセンター ほか 

第６回 2015/７/18 

＠KIIS（大阪） 

大前琢郎  堺市危機管理室主査 

喜田哲也  (株)大塚製薬工場総務部次長 

矢守克也  京都大学防災研究所教授 

磯打千雅子 香川大学危機管理研究センター 特命准教授 ほか 

第５回 

（大会） 

2015/３/14 

＠仙台 

※第３回国連防

災世界会議 

室﨑益輝  消防審議会会長・神戸大学名誉教授 

矢守克也  京都大学防災研究所教授・地区防災計画学会副会長 

田中重好  名古屋大学大学院環境学研究科教授 

小出 治  東京大学大学院工学研究科教授 

渡辺研司  名古屋工業大学大学院教授 

伍 国春  中国地震局地球物理研究所副研究員 

碇川 豊  岩手県大槌町長 ほか 

第４回 2014/12/13 

＠KIIS（大阪） 

加藤孝明  東京大学生産技術研究所准教授 

近藤誠司  関西大学社会安全学部准教授 

第３回 2014/11/20 

＠虎ノ門 

大矢根淳  専修大学人間科学部教授 

筒井智士   前内閣府（防災担当）普及啓発・連携担当参事官室主査 

守 茂昭  都市防災研究所上席研究員 ほか 

第２回 2014/10/13 

＠麹町 

室﨑益輝  消防審議会会長・神戸大学名誉教授 

川脇康生  （公財）国際エメックスセンター事務局長（兵庫県庁） 

第１回 2014/６/29 

＠大阪ハービス

PLAZA 

室﨑益輝  消防審議会会長・神戸大学名誉教授 

矢守克也  京都大学防災研究所教授 

小出 治  東京大学大学院工学研究科教授 

西澤雅道  内閣府（防災担当）普及啓発・連携担当参事官室総括補佐 

筒井智士  内閣府（防災担当）普及啓発・連携担当参事官室主査 ほか 

 


