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科学技術振興機構　熊本地震復興支援事業

熊本地震から 3年半が経つ。熊本では、江戸初期、明治初期にも大地震が起きてきた。
地震は繰り返す。とくに、南海トラフ地震は、100～150年間隔で繰り返し発生し、
日本の歴史の転換期となってきた。前回の地震から75年が経ち、切迫性が叫ばれて
いる。少子高齢化と相互依存の現代日本の予想被害は甚大である。土木学会は、地震
後20年間に1410兆円の経済損失を被り、世界の最貧国になると予測している。日本の
科学と社会の総力を結集して災害を乗り越えるしかない。災い転じて福となせば、
再び、世界から認められる国になる。

福和 伸夫 氏名古屋大学減災連携研究センター長・教授／あいち・なごや強靭化共創センター長

Profile

ポスターセッション

JST熊本復興支援課題成果紹介、熊本COC＋事業展示　他10:30－16:3010:30－16:30

２階ホワイエにて２階ホワイエにて
同時開催同時開催
２階ホワイエにて
同時開催

JSTがこれまで蓄積してきた知見、人的ネットワーク、産学連携
のノウハウを活用して実施してまいりました『熊本復興支援（地
域産学バリュープログラムタイプ）』課題の成果を展示してい
ます。
さらに、オール熊本で取り組んでいる熊本産業創生と雇用創出
のための教育プログラム「熊本 COC+」の事業も合わせて展示
いたします。

過去の震災に学び日本をよく知ることで災い転じて福となす基調講演

1981981年名古屋大学大学院修了後年名古屋大学大学院修了後、81年清水建設（株）年清水建設（株）、91年名古屋大学工学部助教授年名古屋大学工学部助教授、97年先端技術共同研究センター教授年先端技術共同研究センター教授、01年環年環
境学研究科教授を経て境学研究科教授を経て、2012012年より現職。年より現職。
建築耐震工学建築耐震工学、地震工学地震工学、地域防災などの教育・研究に従事。地域防災などの教育・研究に従事。

防災功労者・内閣総理大臣表彰、文部科学大臣表彰科学技術賞防災功労者・内閣総理大臣表彰、文部科学大臣表彰科学技術賞、防災功労者・防災担当大臣表彰防災功労者・防災担当大臣表彰、日本建築学会賞日本建築学会賞、同教育賞同教育賞、同著作賞同著作賞、
地域安全学会技術賞地域安全学会技術賞、災害情報学会廣井賞災害情報学会廣井賞、日本免震構造協会技術賞、グッドデザイン賞などを受賞。日本免震構造協会技術賞、グッドデザイン賞などを受賞。

内閣府防災・日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震対策検討ワーキンググループ内閣府防災・日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震対策検討ワーキンググループ、内閣官房・令和元年台内閣官房・令和元年台風15号に係る検証チーム号に係る検証チーム、
地震調査研究推進本部・政策委員会、最高裁判所・建築関係訴訟委員会地震調査研究推進本部・政策委員会、最高裁判所・建築関係訴訟委員会、文部科学省・防災科学技術委員会文部科学省・防災科学技術委員会、国土交通省・社会資本国土交通省・社会資本
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減災連携研究センターの設立減災連携研究センターの設立、減災館の建設、振動実験教材・ぶるるの開発減災館の建設、振動実験教材・ぶるるの開発、防災人材の育成防災人材の育成、各地での防災啓発活動などを通して各地での防災啓発活動などを通して、
災害被害を軽減する国民運動に注力。災害被害を軽減する国民運動に注力。

［著書］　『次の震災について本当のことを話してみよう。』時事通信社［著書］　『次の震災について本当のことを話してみよう。』時事通信社
『必ずくる震災で日本を終わらせないために。』時事通信社『必ずくる震災で日本を終わらせないために。』時事通信社
『耐震工学～教養から基礎・応用へ～』講談社『耐震工学～教養から基礎・応用へ～』講談社
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減災連携研究センターの設立、減災館の建設、振動実験教材・ぶるるの開発、防災人材の育成、各地での防災啓発活動などを通して、
災害被害を軽減する国民運動に注力。
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課題の研究者、JST のマッチングプランナーも常駐していますので、是非お立ち寄りください。



原田 信志 氏　熊本大学 学長

シンポジウム「熊本の未来を考える」

２階ホワイエにて
同時開催

渡辺  捷昭　科学技術振興機構 顧問

甲斐 隆博 氏　熊本経済同友会  代表幹事 ／ 株式会社肥後銀行  代表取締役会長

谷口 功 氏　熊本県産業政策顧問 ／ 国立高等専門学校機構  理事長

飯豊 聡 氏　損害保険ジャパン日本興亜株式会社 取締役専務執行役員

岩渕 明 氏　岩手大学 学長

モデレーター

パネリスト

パネルディスカッション 熊本の未来を考える

熊本市出身。熊本大学医学部卒、熊本大学大学院医学研究科（博士課程）修了。マサチューセッツ大学医学
部病理学教室医学研究員、ネブラスカ大学医学部病理学教室アシスタントプロフェッサー、京都大学助教授
などを経て、1989年熊本大学医学部教授に着任。エイズ学研究センター長、大学院医学薬学研究部長、同生
命科学研究部長、理事・副学長などを歴任。2015年4月学長に就任。専門は感染防御学。

熊本市出身。慶應義塾大学商学部卒業。1975年 株式会社肥後銀行入行、2001年 同 取締役融資第二部長、
2003年 同 常務取締役融資第二部長、2004年 同 常務取締役 2006年 同 専務取締役、2007年 同 専務取締役（代
表取締役）、2008年 同 取締役副頭取（代表取締役）、2009年 同 取締役頭取（代表取締役）、2015年 株式会社九州
フィナンシャルグループ 取締役会長（代表取締役）、2018年 株式会社肥後銀行 取締役会長（代表取締役）〔現任〕、
2019年 株式会社九州フィナンシャルグループ取締役〔現任〕 。

東北大学大学院工学研究科修士課程修了。1974 年 東北大学工学部 助手、1983年 ノッチンガム大学（英国）
研究員、1984年 岩手大学工学部 助手、1991年 岩手大学工学部 教授、1995年 岩手大学地域共同研究センター長、
2010年 岩手大学理事（地域連携・国際連携担当）・副学長、2011年 岩手大学理事（総務・地域連携・国際連携担当）
・副学長、2012年 岩手大学三陸復興推進機構長、2015年 岩手大学長〔現任〕 。

東京工業大学大学院理工学研究科化学工学専攻博士課程修了（工学博士）。1975年東京工業大学工学部附属
工業高等学校専攻科 非常勤講師、1977年 熊本大学工学部 助手、1979年 同 講師、1981年 同 助教授、1990年 
同 教授、1997年 大阪大学タンパク質研究所 教授（併任）、1998年 熊本大学 学長特別補佐（併任）、1999年 同 
評議員（併任）、2000年 分子科学研究所・錯体研究施設 教授（併任）、2002年 熊本大学 工学部長（3期）、
2009年 熊本大学長、2015年 同 顧問・名誉教授・熊本県産業政策 顧問〔現任〕・くまもと産業支援財団名誉顧問、
2016年 国立高等専門学校機構 理事長〔現任〕 。

慶應義塾大学商学部卒業。1984年  安田火災海上保険株式会社入社、2008年 株式会社損害保険ジャパン 宮崎
支店長、2010年 同 営業企画部長、2013年 同 執行役員ＩＴ企画部長・日本興亜損害保険株式会社 執行役員ＩＴ企
画部長、2014年 ＮＫＳＪひまわり生命保険株式会社 取締役常務執行役員、2014年 損保ジャパン日本興亜ひま
わり生命保険株式会社 取締役常務執行役員、2015年 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 常務執行役員四国
本部長、2017年 同 取締役常務執行役員、2018年 同 取締役専務執行役員〔現任〕 。

慶應義塾大学経済学部卒業。1964年トヨタ自動車工業株式会社入社、1992年トヨタ自動車株式会社 取締役、
1997年 同 常務取締役、1999年 同 専務取締役、2001年 同 取締役副社長、2005年 同 取締役社長、2009年 同 
取締役副会長、2011年 同 相談役、2015年 同 顧問、2019年 国立研究開発法人科学技術振興機構 顧問〔現任〕 。
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減災連携研究センターの設立、減災館の建設、振動実験教材・ぶるるの開発、防災人材の育成、各地での防災啓発活動などを通して、
災害被害を軽減する国民運動に注力。
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主催者挨拶

2016年 4月の熊本地震から3年、令和を迎えた本年も台風など各地で大きな
災害が発生しており、災害後の復旧・復興の対策がこれからの日本の喫緊の
課題であることを再認識しております。
ＪＳＴは、3.11東日本大震災の被災時の経験を元に、各地で復興促進に貢献す
ることを目的としてマッチングプランナープログラムを中心とした企業ニー
ズ解決につながる活動を展開してまいりました。震災等の災害が発生した場
合、被災地の大学等や研究機関、企業、金融、自治体が連携して、革新的技術に

プログラム

12:30

12:40

13:40

開会挨拶　濵口 道成　 科学技術振興機構 理事長
来賓挨拶　菱山 豊 氏　文部科学省 科学技術・学術政策局 局長

基調
講演

福和 伸夫 氏

13:55

14:00

15:55

来賓挨拶　蒲島 郁夫 氏　熊本県 知事

パネルディスカッション

ポスターセッション

渡辺  捷昭
科学技術振興機構
顧問

原田 信志 氏
熊本大学
学長

甲斐 隆博 氏
熊本経済同友会  代表幹事
（株）肥後銀行  代表取締役会長

谷口 功 氏
熊本県産業政策顧問
国立高等専門学校機構  理事長

飯豊 聡 氏
損害保険ジャパン日本興亜（株）
取締役  専務執行役員

岩渕 明 氏
岩手大学
学長
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名古屋大学減災連携研究センター長・教授
あいち・なごや強靭化共創センター長

過去の震災に学び日本をよく知ることで災い転じて福となす

熊本の未来を考える

15:55 閉会挨拶　笠原 慶久 氏　（株）肥後銀行  代表取締役頭取

関する研究開発を推進することが大変重要となります。

本日のシンポジウム「熊本の未来を考える」では、熊本県の中心となる、また、防災・復興に大きく関わって
こられた企業、大学の皆さまにご登壇いただきます。多大な被害を被った各大学等の地域復興や研究開発環
境復興、そして産業復興など様々な視点からの経験と知見をつなぐことで、50年、100年後の熊本の未来を
俯瞰し、今後の皆さまの活動に資するものとなれば幸いでございます。

シンポジウム「熊本の未来を考える」

濵口道成国立研究開発法人科学技術振興機構 理事長




