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創造的復興のための技術開発・支援と地域連携教育の推進

東日本大震災の被災地におけるシンポジウム2013
「東日本大震災を超えて：大学がなすべきこと、できること」

主催：日本私立大学団体連合会・日本私立短期大学協会主催
日時：2013年（平成25年）8月7日（水）13:00-16:30
会場：岩手大学工学部テクノホール

八戸工業大学 学長 藤田成隆



2 2創立当時の八戸工業大学妙キャンパス

・創立時から地域と共に歩み始める
・建学の精神『正己以格物』
・教育の理念『よき技術は

よき人格から生まれる』

校舎第二期工事(1973年)

開学式昭和47年(1972年)
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3津波被災を受けた八戸埠頭 3

東日本大震災 2011年（平成23年）3月11日（金曜日）
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2011年3月11日 東日本大震災被害：八戸工業大学

専門棟の一部体育館の天井 4
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東日本大震災時の初動対応
●東北地方太平洋沖地震

01. 発生日時：2011年（平成23年）3月11日14時46分18秒（日本時間）
02. 震 源：宮城県牡鹿半島の東南東沖130kmの海底

北緯38.1度、東経142.9度、深さ約24km
03. 規 模：マグニチュード9.0、最大震度7（宮城県栗原市）
04. 震 度：最大震度7（宮城県栗原市）震度5強 青森県三八上北
05. 津 波：9.3m以上（相馬港）、最大遡上40.1m（綾里湾）、浸水面積561平方km以上
06. 死 亡：1万5,883人（2013年6月10日現在）
07. 行方不明：2,671人（2012年10月17日現在）
08. 被害総額：震災被害のみで16兆 - 25兆円

●地震対策本部設置
01. 設置日 ：2011年（平成23年）3月11日16時
02. 本部長：藤田成隆学長 副本部長：福士憲一学務部長、福井俊夫事務部長
03. 対策本部事務：学事課（内線：2122、2123、外線：0178-25-8111）
04. M7.0余震発生確率：15日まで70%以上、16日からは50%以上を元に指針策定

●対応経緯
・2011.03.11 学内被害状況緊急調査および電力遮断措置（ブレーカOFF）
・2011.03.12 学内被害状況詳細調査
・2011.03.13 通電措置（ブレーカON）、ボイラーチェック、キャンパスサーバ立上げHP更新

●教職員、学生への呼掛
依然として余震が続いている。まずは身の回りの安全を確保し、冷静な行動を心掛けて戴きたい。
このような緊急時にこそ互いの助け合いや情報交換が大きな力となる。
一刻も速いキャンパス復旧に尽力戴きたい。
1. 危険防止：余震、頭上落下物、あるいは建物の損壊も考慮し慎重な対応
2. 作業安全：相応の装備（軍手、ヘルメット、安全靴、等）
3. 電力制限：電力需要過多による大規模停電危険性あり。計画停電措置情報で対応判断。

節電：照明、IT機器、印刷機等
4. 発熱設備：極力使用しないこと。通電放置しないこと。
5. 省資源 ：灯油、電力の供給が十分ではないため、極力節約に努めること。 5
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東日本大震災への対応

ヘッドクォーター：情報不測での予測と速やかな決定、命令の徹底とアカウンタビリティ、迅速な情報発信と意識付け
各 部 署 ：早急な命令履行、絶え間ないヘッドクォーターへの報告、業務集中と分散、情報の精力的収集と更新、

情報共有と徹底、丁寧かつ弾力的対応

6
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東日本大震災に対する八戸工業大学の基本方針

1. 本学は、学生が受ける教育の機会をできうる限り確保す

る。

2. 地域の未曾有の災害に対して、本学の有する英知を結集

し復旧・復興に努める。

3. 本学のすべての教員、職員および学生は、所属部局に留

まることなく、これを超えて連携を図り、All University 

の体制でこの困難に立ち向かう。
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学生教職員一体となった災害ボランティア活動

本学200人の学生ボランティアと
職員による災害ボランティアコーディネータ
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八戸工業大学東日本大震災被災者支援活動

9
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学校法人 教職員全体の「救援金」による学生支援
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在学生・地域社会への支援 募金活動
●募金活動

救援金の募集：本学取組、本学学生への支援 → 特別給付奨学金の原資へ
義援金の募集：法人取組、地域被災者への支援 → 日本赤十字へ
※本学教職員、学友会による組織的募金活動

同窓会も別途募金活動→ 八戸市へ寄付

●入学検定料・入学金：全額免除
●学費減免：在学生と同様（全額～4分の1減免）
●入学2年目以降：毎年度申請に基づき、被災状況等に応じて決定

H24年度入学予定被災者への支援入学検定料・入学金免除、学費減免

11

在学生への支援 特別給付奨学金、特別弔慰金

●学費減免対象者へ 特別給付奨学金

月額5万円×12月（H23年度）
※ 対象者の一部は別の奨学金で（3名）
三菱商事給付型奨学金 月額10万円×12月

●亡くなられた学生へ 特別弔慰金 30万円（1名）
●卒業生への支援

H23.3卒業生へ 特別見舞金 5万円
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東日本大震災：被災学生・受験生への経済支援方針

在学生への支援：学費減免
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平成23年4月29日
八戸工業大学防災技術社会
システム研究センター設立

組織図
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平成23年度八戸工業大学プロジェクト研究・特定研究助成一覧

14助成決定総件数：32件、助成総額：19,048千円

助成が決定した震災復興関係の主な研究課題
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緊急調査報告：東日本大震災は何をもたらしたのか？

八戸工業大学防災技術社会システム研究センター設立フォーラム
Research Center for Technology in Disaster Reduction and Construction of Social System

開催日時：2011年（平成23年）4月29日（金曜日）
開催会場：八戸工業大学AVホール

主 催：八戸工業大学
後 援：（財）青森県工業技術教育振興会

ガソリンを求め新井田川を渡る国道45号線に1km程並んだ車列

報告1：青森県東部の建築構造物の被害概況
土木建築工学科教授 毛呂 眞

報告2：青森県を襲った津波
土木建築工学科教授 佐々木幹夫

報告3：歴史的な災害から学ぶ復興対策
土木建築工学科教授 月舘敏栄

報告4：原子力発電の課題
ｴﾈﾙｷﾞｰ環境ｼｽﾃﾑ研究所長 阿部勝憲
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緊急調査報告：東日本大震災は何をもたらしたのか?

2

地震の最大加速度が三陸はるか沖地震に
比べ、小さかったことを述べる毛呂眞教授

津波の詳細な高さを述べる佐々木幹夫教授

史実に見る津波（海嘯）について
論じる月館敏英教授

エネルギー教育の在り方等について方針を
述べる阿部勝憲教授

16

防災技術社会システム研究センター設立フォーラム
緊急調査報告：東日本大震災は何をもたらしたのか?

2011年4月29日(金)AVホール
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東日本大震災北奥羽地区被災地視察（宮古、普代、野田）

17宮古市田老：世界一の防波堤を超えた津波による被災
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完成したモバイルソーラー
サプライ装置（移動時）

災害時の非常電源確保
↓
場所を選ばない電力生成
再生可能エネルギー
小型で容易な装置移動

蓄電容量：480Wh（ワットアワー）、
充電量：5.1Ah/日（八戸市）
使用機器：携帯電話 96回分（ 5Wh/台）

LED電球 53時間（9W、白熱60W型相当）
液晶テレビ 6.4時間（75W、32型）

材料費 ：約11万円（太陽電池パネル7万円、バッテリー3万円、コントローラ1万円） 18
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ガソリン供給停止や停電時、電気自動車およびバッテリーの利用

はちのへホコ天での公開展示 傾斜路面安定性試験

コンバージョン作業作業に加わった自動車コースの学生達

工学部 機械情報技術学科 自動車工学コース

テキスト
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体験から学ぶ被災者支援

特定非営利活動法人にいがた災害ボランティアネットワーク理事・事務局長李仁鉄氏 八戸工業大学メディアセンター

三条市の必死の避難 軽妙な話の中で被災者心理を理解する

もしその場にいたら何をすべきか？議論の集約を図る。聴講者の意見から災害時への対応を総括

20
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八戸工業大学「防災技術社会システム研究センター」第2回フォーラム
2011.3.11東日本大震災－地域の復興と再生への歩み－

日 時：平成23年10月21日（金）13:00～16:10 会 場：八戸市公民館ホール 参加費：無料

司会：大黒正敏（八戸工業大学機械情報技術学科教授）
（1）センター長挨拶：藤田成隆 （八戸工業大学学長）
（2）八戸市長挨拶： 小林 眞氏
（3）基調講演：「日本の復興と高等教育機関の役割（仮題）」

勝野 頼彦氏（文部科学省高等教育局私学部私学行政課課長）
（4）報告：「八戸市復興計画の概要」

保坂 高弘氏（八戸市総合政策部政策推進課震災復興推進 室長）
（5）センター報告

1）地震・津波の特徴と被害：佐々木幹夫（八戸工業大学土木建築工学科教授）
2）人と人がつながる防災ネットワーク：徐明彷（八戸工業大学感性デザイン学科講師）
3）環境測定と分析 ：佐藤学（八戸工業大学機械情報技術学科准教授）

佐々木崇徳（八戸工業大学電気電子システム学科助教）
4）災害対応型まちづくり ：月舘敏栄（八戸工業大学土木建築工学科教授）

（6）パネルディスカッション－地域の復興と再生への歩み－
パネリスト：河村 信治氏（八戸工業高等専門学校総合科学科教授）

藤原 斉 氏（岩手県立宮古工業高等学校校長）
風張 知子氏（八戸ポータルミュージアムはっち 館長）
月永 洋一 （八戸工業大学土木建築工学科教授）

コーディネーター：関秀廣（八戸工業大学社会連携学術推進室室長）

主 催：八戸工業大学「防災技術社会システム研究センター」
後 援：青森県，八戸市，三沢市，おいらせ町，階上町，(社)青森県建設業協会，(社)青森県建築士会，東奥日

報社，デーリー東北新聞社，朝日新聞青森総局，毎日新聞八戸通信部，読売新聞青森支局，NHK青森
放送局，青森放送(株)，(株)青森テレビ，青森朝日放送(株)，(株)八戸テレビ放送，(株)エフエム青森，
コミュニティラジオ局BeFM，(財)青森県工業技術教育振興会 21
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八戸工業大学 防災技術社会システム研究センター 第2回フォーラム
「2011.3.11 東日本大震災 ー地域の復興と再生への歩みー」

日時：平成23年10月21日（金）13:00-16:10 会場：八戸市公民館ホール
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文部科学省 地域復興関連の事業公募を開始 2011年11月

23
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東日本大震災への緊急対応

24
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防災技術社会システム研究センターの連携・協力体制

25
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災害発生直後の迅速な
状況把握・通信システムの構築

八戸工業大学衛星情報解析システムとパラボナアンテナ 26
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植生指数（NDVI）による解析結果

NDVI：Normalized Difference
Vegetation Index, 正規化植生指数

植物の活性度を-1～1の数値で表す。1に近いほど植
物が多く活性度が高いことを示す。

差分画像（2011.3.8、2011.3.12）

津波や大規模火災の被害を受けた沿岸部に集中
している。津波の影響により、沿岸部の土地が削
られたり、汚泥等による覆土や塩分による植生変
化などにより、土地被覆状況が変化したためと考
えられる。

変化大

変化小

植生差分

植生変化の大きな
部分が沿岸部に分布

資料提供：藤田成隆先生、佐々木崇徳先生 27



2828津波発生装置 (構造物基礎地盤洗掘実験水路, 水路：幅0.6m×高さ0.8m×長さ11m)
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津波と橋梁

(構造物基礎地盤洗掘実験水路, 水路：幅0.6m×高さ0.8m×長さ11m)



3030

地盤情報（土質柱状図・地盤情報（土質柱状図・土質土質試験結果）の存在する場所を赤いポイント試験結果）の存在する場所を赤いポイント
で表示、約で表示、約25002500本本

土の種類・土の種類・NN値（硬さ）・地下水位など値（硬さ）・地下水位など

20102010年度に八戸地域地盤情報データベース運営協議会設立（八戸市・年度に八戸地域地盤情報データベース運営協議会設立（八戸市・
地域の技術者・大学）地域の技術者・大学）

20112011年度からは八戸市の調査業務については本学データベースに登録を年度からは八戸市の調査業務については本学データベースに登録を
義務づけ義務づけ→ → データ増加中データ増加中

土質柱状図

液状化マップ

八戸地域のWeb-GISを利用した地盤情報データベース
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災害絵本を用いた防災教育

D科橋場ともみさん 対象：小中野小学校2年生 31
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八戸工業大学における放射線環境計測装置群

八戸市水系流域の継続的な放射線分析活動

32
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● Keynote Address 1：Rescue Robots and Coastal Disaster
Prof. Robin R. Murphy, Texas A&M University
招待講演1.「災害救助ロボット」
米国 テキサスＡ＆Ｍ大学 ロビン・マーフィー教授

● Keynote Address 2：Research on Fusion Energy in Rokkasyo
- Simulation and Remote Experiment on ITER
Dr. Jacques Noe, CSC Leader, International Fusion Energy
Research Center
招待講演2.「ITERの必要性、位置づけ、構想」
フランス 国際核融合エネルギー研究センター, IFERC事業チームリーダー
ジャック・ノエ氏

● Keynote Address 3：Effective Use of Renewable Energy
in Sustainable Development
招待講演3.「再生可能エネルギーについて」
Prof. Takataro Hamajima, Hachinohe Institute of Technology
八戸工業大学大学院工学研究科 濱島高太郎教授

● Poster Session ポスターセッション

International Forum for Prevention of Disaster for Citizens
市民のための国際防災フォーラム

Grand Sunpia Hachinohe, Hachinohe-City, Japan (Dec. 7th, 2012)

33
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International Forum for Prevention of Disasters
市民のための国際防災フォーラム：ポスター発表

34
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International Forum for Prevention of Disasters, 
Grand Sunpia Hachinohe, Hachinohe-City, Japan (Dec. 7th, 2012)
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八戸工業大学におけるデジタルアー・カイブ事業

36
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青森県の事例紹介：東日本大震災への取組

37
東日本大震災アーカイブシンポジウム－過去と現在の記憶・記録を未来へ伝えるために－
日時：2013年1月11日（金）13:00-17:30場所：仙台国際センター
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北東北防災市民フォーラム

38

1. 目的：市民の防災に関する知識と意識を高
め，災害に強い地域・社会作りの推進を図
ること。

2. 内容：北東北3県の海岸を襲う最大クラス
の津波、およびそれよりは小さいが比較的
高い頻度で来襲する津波、並びに、その備
えおよび対応の仕方等について講演形式に
よる防災市民フォーラムを行う。
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八戸工業大学が街にやってきた

八戸工業大学が街にやってきた八戸工業大学が街にやってきた

八工犬：マスコットキャラクター 39

八戸工業大学防災技術社会システム研究センター

八戸工業大学サテライト

八戸工業大学防災技術社会システム研究センター

八戸工業大学サテライト



40八戸工業大学が街にやってきた！

2012.03.11東日本大震災1周年オープン

コンシェルジェが分かり易く説明
放射線測定機器の取扱説明・貸出
防災開発機器展示と実演
防災等パネル展示と解説
研究紹介イベント（HIT Weekend）
八戸工業大学相談問合せ窓口

40
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八戸工業大学防災サテライト：HIT Weekend

電気自動車を製作 放射線と星

ヒートパイプと熱輸送 霧箱と放射線 41



12012 年（平成24 年）10月25 日（木）07:00-07:45（放映時間03:53） NHKニュース おはよう日本

津波浸水の住宅コンクリート劣化のおそれ
土木建築工学科 阿波稔准教授
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橋桁に負荷を掛け 強度や劣化状況を探る

新技術を実際の開発物まで
育成する間の苦労：資金支援

2013年（平成25年）0４月27日（土曜日）日本テレビ、14:30-16:55（放映時間：02'55"）action! 
日本を動かすプロジェクト2012～2013, action! 報道4番組が勢揃いで挑む、action! × every.   
インフラ老朽化、巨大実験 その瞬間、橋が•••••。 43



44

命を救う！移動型緊急手術室

442013年（平成25年）6月20日（木）07:10-07:29（放映時間09’00”）
NHK総合テレビニュース おはよう日本 特集まるごと “移動式手術室”で命を救え



45

八戸工業大学生の知恵を集めた復興住宅

45

NHKあさイチ、2013年（平成25 年）2月26 日（火） 09:20-09:30 ( 放映時間10’00” )
リポーター：篠山輝信さん（俳優）、撮影場所：八戸市災害公営住宅、住所：青森県八戸市白銀町雷
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八戸工大CG技術花開く：三陸復興国立公園指定記念「よみがえれ浜の記憶ー種差」

46



47東日本大震災で被災した八戸市

●システム
・自立から連携へ
・基本単純機能から多様化複雑化機能へ

●正しい安心感、正しい不安感の醸成
・過剰な安心感→非常時の被害拡大
・過剰な不安感→社会活動の萎縮

●科学技術への信頼感の向上
・安全な技術の追求と情報開示
・信頼感に基づく安全意識の向上

47
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End

創造的復興のための技術開発・支援と
地域連携教育の推進

「東日本大震災を超えて：大学がなすべきこと、できること」

八戸工業大学 学長 藤田成隆

東日本大震災の被災地におけるシンポジウム2013

主催：日本私立大学団体連合会・日本私立短期大学協会主催
日時：2013年（平成25年）8月7日（水）13:00-16:30
会場：岩手大学工学部テクノホール


