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大阪市立大学 都市防災教育研究センター
ニューズレター

Greeting！

2015年10月1日発行

都市防災教育研究センター
（CERD） 所長 森 一彦

大阪市立大学都市防災教育研究センター
（CERD）
設立趣旨と活動目標について
「いのちを守る都市づくり」
による災害知の社会実装を展開します。
2011年3月11日の東日本大震災以降、大阪市立大学は直ちに都市防
災研究プロジェクトを立ち上げ、医学、看護学、生活科学、理学、工学、
経営学、経済学、法学、文学、創造都市の10研究科、
および都市研究
プラザ、都市健康・スポーツ研究センター、複合先端研究機構を含め
た全学的な文理融合の組織で、被災地支援および防災研究、防災教
育を推進しました。
その約4年間の成果を踏まえ、都市防災教育研究
センターを設立しました。都市防災教育研究センターでは、東日本大震
災後の新たな防災の仕組みとして、都市大阪を基盤にした
「いのちを
守る都市づくり」
による災害知の社会実装を展開します。
いのちを守る
ことを第一義にして、都市の災害リスクを精緻に評価して適切な避難
や災害対応につなげる防災リーダーを育成するとともに、防災拠点の
環境改善

計画・整備を通して、
自助・共助による確かな防災力の向上をはかりま

防災力

す。国内外の防災センター等と連携しながら、広域複合災害に向け
て、最新の災害研究、情報技術、都市科学を踏まえた新しいコミュニ

社会実装マネジメント

ティ防災システムの確立を目指します。

JST
（国立研究開発法人 科学技術振興機構）

「公立大学防災センター連携による地区防災教室ネットワークの構築」事業が採択（平成27年〜29年）
大阪市立大学都市防災教育研究センターが提案した
「公立大学防災センター連携による地区防災教室ネット
ワークの構築」
が科学技術振興機構（JST）科学技術コ
ミュニケーション推進事業-問題解決型科学技術コミュニ
ケーション支援
「ネットワーク形成型」
に採択
（平成２７年６
月２３日）
されました。本事業は、地域に密着した公立大
学防災センターが連携して、地域の自助共助の防災教
育の仕組みとなる地区防災教室ネットワークを構築しま
す。
これにより災害時の避難遅れ、避難路選択ミスなど
の解消につながるアクティブラーニング型防災教育の社
会実験を行います。災害リスクの異なる地区ごとにコミュ
ニティ防災協議会を組織し、小中学校の空き教室を活
用した地区防災教室を拠点に子ども、
障がい者、
高齢者
などの災害弱者を含む住民と防災リーダー、消防士、医
師、福祉士、教師、学生が協働して、生活現場で能動的
に取り組む防災訓練プログラム
「すごい災害訓練DECO
（Disaster Evacuation Coaching）
」
を実施します。
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CERDの教育・研究メンバーを紹介します
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都市防災研究
担当：重松孝昌
（工）

地域貢献
担当：佐伯大輔
（文）

ユニットⅠ・災害リスク
リーダー：重松孝昌
（工）
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長

谷口 与史也（工）
日野 泰雄（工） 吉中 進 （工）
吉田 長裕（工） 瀧澤 重志（工）
原口 強 （理） 山口 隆司（工）
大島 昭彦（工） 角掛 久雄（工）
山田 卓 （工） 貫上 佳則（工）

兼任研究員

森 一彦

研究調整・統括
生活科学研究科・教授
都市防災教育研究センター所長、生活科
学研究科・教授、博士（工学）、一級建築
士。
子ども、
障がい者、
高齢者などの災害弱
者を含む住民と防災リーダー、消防士、医
師、
福祉士、
教師、
学生が協働して取り組む
「いのちを守る都市づくり」
を展開しています。

大島 昭彦

災害リスクUメンバー
工学研究科・教授
地盤工学・博士（工学）。地盤の圧密・締
固め・強度の基礎的研究から，地盤情報
データベースによる大阪地盤のモデル化，
地下水位低下による沈下予測と液状化
対策，戸建住宅の液状化判定などの応用
的研究を実施しています。

瀧澤 重志

災害リスクUメンバー
工学研究科・准教授
建築情報学・博士（工学）。防災関連の
テーマとして，梅田地下街の避難シミュ
レーションの他，離散アルゴリズムによる
最速避難計画や避難所割り当てなどの研
究を行っています。

根本 達也

災害リスクUメンバー
理学研究科・講師
情報地質学・博士（理学）。地下地質構造
のモデリングや地質情報の可視化方法な
どについて研究しています。本プロジェクト
では、災害に関する情報を地図上で確認
するためのWebシステムの開発に取り組
んでいます。

リーダー：佐伯大輔
（文）

兼任研究員

兼任研究員

兼任研究員

山本 啓雅
（医） 生田 英輔（生科）
横山 美江
（看護）鳥生 隆 （工）
由田 克士
（生科）中島 重義（工）
岩間 伸之
（生科）辻岡 哲夫（工）
野村 恭代
（生科）全 泓奎 （都プラ）

作田 裕美（看護）今井 大喜（健スポ）
村川 由加理（看護）鈴木 雄太（健スポ）
荻田 亮 （健スポ）
岡崎 和伸（健スポ）
横山 久代（健スポ）

福島 祥行 （文）
中川 眞
（文）
小長谷 一之（創都）
森脇 祥太 （経済）
森 一彦
（生科）

三田村 宗樹

防災ミュージアム担当
理学研究科・教授
都市地質学・博士（理学）。大阪を代表
フィールドとして培った成果や研究手法を
もとに、
日本各地の同様の地層の比較研
究や東アジアのデルタ地帯に立地する都
市とその周辺域の災害・環境問題の解明
に向けた研究を進めています。

貫上 佳則

災害リスクUメンバー
工学研究科・教授
水処理工学・博士（工学）。下水道による
水質浄化や有害物の処理対策、下水道
施設における再生可能エネルギー創出・
資源回収、震災時の上下水道施設の被
災とその影響予測、
および震災影響緩和
対策について研究を進めています。

角掛 久雄

災害リスクUメンバー
工学研究科・准教授
構造工学・博士（工学）。生活基盤である
インフラ構造物，特にコンクリート構造物
の長寿命化および耐震性向上を目指し，
既設コンクリート構造物の耐久性の検証
から，補修・補強による健全な構造物を維
持するための研究を行っています。

原口 強

災害リスクUメンバー
理学研究科・准教授
都市地盤構造学・博士(工学)。東日本大
震災直後、青森から千葉までの津波浸水
域詳細地図を刊行しました。研究面では、
国内外の古代文明の盛衰と自然災害や
環境変動調査、現代都市の地質工学的
調査を推進しています。

プロジェクト
担当：森
（生科）

ユニットⅢ・社会実装マネジメント

リーダー：渡辺一志
（健スポ）

三田村 宗樹（理）
水谷 聡 （工） 根本 達也 （理）
鍋島 美奈子（工） 木村 義成 （文）
遠藤 徹 （工） ラガワン ベンカテッシュ（創都）
鬼頭 宏明（工） 吉田 大介 （創都）
升本 眞二（理） 米澤 剛 （創都）
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所
長

兼任研究員

防災ミュージアム
担当：三田村宗樹
（理）

ユニットⅡ・災害対応
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ー
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コミュニティ防災教育
担当：生田英輔
（生科）

重松 孝昌

災害リスクUリーダー
工学研究科・教授
河海工学・博士（工学）。流体力学の視点
から，主に水災害に関する研究を行ってい
ます。津波避難シェルターの開発研究や，
外水氾濫・内水氾濫の高精度予測手法
の開発，地下空間における浸水伝播特性
に関する研究に取組んでいます。

鬼頭 宏明

災害リスクUメンバー
工学研究科・教授
複合構造・博士（工学）。社会基盤施設を
対象に鋼とコンクリートから構成される部
材ならびに構造物の力学的特性の解明
と、
その合理的な設計法の開発、
さらには
既存構造物の補修・補強や延命化への
その活用に取り組んでいます。

谷口 与史也

災害リスクUメンバー
工学研究科・教授
建築構造学・博士（工学）。大阪市地下空間
の浸水対策の充実を図るための都市の構造・
空間情報の整備をはじめとして、災害避難施設
として利用されることの多い体育館などの大型
の建築構造物の力学的特性と終局耐震性能
の評価に関する研究を進めています。

日野 泰雄

災害リスクUメンバー
工学研究科・教授
都市基盤計画学・博士（工学）。都市交通
に起因する事故や環境対策、高齢者移動
支援のための公共交通システム、子どもの
交通安全教育、大規模災害時の交通運
用と交通管理等について、協働の取り組
みを中心に進めています。

遠藤 徹

災害リスクUメンバー
工学研究科・講師
沿岸環境工学・博士（工学）。人間活動の影響を強く
受ける都市沿岸域を対象として、水圏環境の動態解析
や生態系機能の定量評価を行っています。都市防災プ
ロジェクトでは、災害後に想定される沿岸域の環境問題
に着目し、その被害予測や対策について検討し防災と
環境の共存を目指した都市づくりの提案を目指します。

木村 義成

災害リスクUメンバー
文学研究科・准教授
地理情報システム・准教授、博士（学術）。
主な研究テーマは、安心・安全分野におけ
る地理情報の活用です。具体的には、救
急医療におけるアクセシビリティや感染症
における伝播要因を、地理情報システム
（GIS）
を用いて分析しています。

鍋島 美奈子

災害リスクUメンバー
工学研究科・准教授
地域環境計画・博士（学術）。熱エネル
ギー設備・博士（学術）。
日常・非日常の水
やエネルギーの使用実態と備えるべき建
築・都市設備について研究をおこないま
す。

升本 眞二

災害リスクUメンバー
理学研究科・教授
情報地質学・博士（理学）。都市やその周
辺の地下の地質体分布を表す3次元地
質モデルの構築理論の開発、及び地理
情報システムなどの空間情報科学的手法
を用いた構築システムの実用化の研究を
進めています。

廃棄物管理工学・博士（工学）。有害廃棄物
の適正な管理手法や、副産物を有効利用す
る際の環境安全品質管理手法の確立に取
り組んでいます。大阪市の建物ストックからが
れきの発生量を推定したり、震災時の化学物
質汚染の防止について検討しています。
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ー
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吉田 長裕

山口 隆司

交通工学、土木計画学・博士（工学）。都
市交通において求められる安全、環境、健
康といった社会問題との関係について研
究しています。防災関連では、災害発生後
や復旧・復興段階における交通問題につ
いて担当しています。

建築構造工学・博士（工学）。建築構造の中で
も、
ドーム・スタジアムの屋根や体育館など大ス
パン構造物の応答制御や形状決定に関する
研究を行っています。大規模集客施設における
吊り天井落下は喫緊の課題であり、安全で安
価な新しい工法の開発に取り組んでいます。

運動生理学・博士（医学）。本ユニットでは、
災害の発生に対応する自助・共助の力を
高めるために必要な知識や技術について
探究しています。
プロジェクトでは、
自力避難
および要援護者の避難に必要となる健康
や体力指標について研究を進めています。

岡崎 和伸

災害対応Uメンバー
都市健康・スポーツ研究センター・准教授
運動環境生理学・博士（医学）。本ユニット
では、災害の発生に対応する自助・共助の
力を高めるために必要な知識や技術につい
て探究しています。
プロジェクトでは、
自力避
難および要援護者の避難に必要となる健康
や体力指標について研究を進めています。

全 泓奎

災害対応Uメンバー
都市研究プラザ・教授
アジア都市論・博士（工学）。本ユニットで
は、アジア都市における居住福祉にかかわ
る政策及び実践課題について模索してい
ます。本プロジェクトでは、同和地区や在日
外国人など、被災弱者の居住にかかわる防
災課題について調査研究を行っています。

野村 恭代

災害対応Uメンバー
生活科学研究科・准教授
社会福祉学・博士（人間科学）。地域福
祉、
居住福祉の観点から、
災害発生時にお
ける平時からの地域の
「つながり」
の役割に
ついて研究しています。
また、
地域の防災力
を高めるために必要となる要素等について
も研究を進めていきたいと考えています。

横山 美江

災害対応Uメンバー
看護学研究科・教授
公衆衛生看護学・博士（医学）。本ユニッ
トでは、災害の発生に対応する自助・共助
の力を高めるために必要な知識や技術を
学び研究しています。本プロジェクトでは、
コミュニティ防災教育プログラムについて
研究しています。

小長谷 一之

社会実装マネジメントUメンバー
創造都市研究科・都市政策専攻・教授
現在の主な研究課題は、
まちづくり・地域
活性化における経済的諸問題。大阪市
の特にベイエリアは、今後何十年というス
パンで防災都市をつくるとともに都市魅力
創造のまちづくりをしていく必要があると考
えています。

地盤工学・博士（工学）。斜面や埋立地等
の地盤の地震時安全性評価に関する研
究を中心として，個人の資産である宅地を
対象とした経済的な地盤調査技術，液状
化被害対策技術の研究開発を進めてい
ます。

吉中 進

災害リスクUメンバー
工学研究科・准教授

渡辺 一志

災害リスクUメンバー
工学研究科・講師

応用構造工学・博士（工学）。災害時に橋
梁が落橋した場合を想定し、
７２時間以内
に架設ができ、大型車の通行が可能な緊
急架設橋梁を実現するための部材接合
技術について、実験と解析の両面から研
究を行っています。

災害リスクUメンバー
工学研究科・准教授

災害対応Uリーダー
都市健康・スポーツ研究センター・教授

山田 卓

災害リスクUメンバー
工学研究科・教授

生田 英輔
コミュニティ
防災教育 災害対応U副リーダー
担当
生活科学研究科・講師

米澤 剛

災害リスクUメンバー
創造都市研究科・准教授
地域情報学・博士（理学）。
ベトナムを研究
対象地域とし、現地調査データからの高精
度DEM（数値標高モデル）
の作成やボー
リングデータを用いた３次元地質モデルの
構築、GISやリモートセンシングを用いた都
市変容に関する研究をおこなっています。

今井 大喜

災害対応Uメンバー
都市健康・スポーツ研究センター・講師

居住安全工学・博士（学術）。本ユニットで
は、高齢者等の災害時要援護者を中心と
して、防災意識、避難リスク、災害脆弱性、
コミュニティ・レジリエンスなどの調査およ
び分析を行います。

運動環境生理学・博士（医学）本ユニットで
は、災害の発生に対応する自助・共助の力
を高めるために必要な知識や技術について
探究しています。
プロジェクトでは、
自力避難
および要援護者の避難に必要となる健康
や体力指標について研究を進めています。

荻田 亮

作田 裕美

災害対応Uメンバー
都市健康・スポーツ研究センター・教授

災害対応Uメンバー
看護学研究科・教授
がん・急性看護学・博士（看護学）。災害
サバイバー市民を目指し，看護学的視点か
らサバイバルを支える方略について研究し
ています。

生体機能学・博士
（理学）
。
本ユニットでは、
災害の発生に対応する自助・共助の力を高
めるために必要な知識や技術について探
究しています。
プロジェクトでは、
自力避難お
よび要援護者の避難に必要となる健康や
体力指標について研究を進めています。

辻岡 哲夫

鳥生 隆

吉田 大介

災害リスクUメンバー
創造都市研究科・准教授
空間情報学・博士（創造都市）。
オープン
ソースと低コストGNSS受信機を用いた高
精度な衛星測位技術に関する研究に従
事し，位置情報の応用研究として，ICTを
活用した防災・減災に関する研究を進め
ています。

ラガワン ベンカテッシュ
災害リスクUメンバー
創造都市研究科・教授

空間情報科学・博士（理学）。GIS及びリ
モートセンシングを中心としたオー プンソー
ス空間情報システムの開発と都市情報へ
の応用について研究をおこなっています。

岩間 伸之

災害対応Uメンバー
生活科学研究科・教授
ソーシャルワーク論・博士（社会福祉学）。
地域における生活上の福祉ニーズへの対
応として、
日常的な支え合い活動の活性
化を促すことによって、
「コミュニティ防災」
の推進を図る方策について取り組んでい
ます。

鈴木 雄太

災害対応Uメンバー
都市健康・スポーツ研究センター・助教
バイオメカニクス・博士（体育科学）。本ユニッ
トでは、災害の発生に対応する自助・共助の
力を高めるために必要な知識や技術につい
て探究しています。
プロジェクトでは、自力避
難および要援護者の避難に必要となる健康
や体力指標について研究を進めています。

中島 重義

災害対応Uメンバー
工学研究科・准教授

災害対応Uメンバー
工学研究科・教授

災害対応Uメンバー
工学研究科・准教授

通信工学・博士（工学）。本ユニットでは、災害時の
人の位置を推定・トラッキングする技術とそのための
位置推定通信ネットワークについて研究しています。
低コストで高信頼なインフラの実現と高精度な推定
技術の確立を目指しています。また、平常時における
健康監視などにも役立てる検討も進めています。

コンピュータビジョン・博士（理学）。
日ごろ
は独居老人の異常の有無を判断する見
守りシステムとして機能し、災害発生時に
は救助の必要性の有無を判断してアラー
ムを発生するシステムの研究開発を進め
ています。

情報処理工学・博士（工学）。災害時にお
ける監視カメラでの人の追跡の研究などを
しております。
また、画像処理の力を災害に
備えた建築物のひび割れの検出に応用
することも考えております。

村川 由加理

山本 啓雅

災害対応Uメンバー
看護学研究科・講師

災害対応Uメンバー
医学研究科・病院教授
救急医学・博士（医学）。災害医療・救護・
公衆衛生についての市民教育をどのよう
に進めていくかについて研究しています。
そ
の一環で、アメリカのコミュニティ・エマー
ジェンシー・レスポンス・チーム養成コース
も実際に受講しました。

がん・急性看護学・修士（看護学）。災害サバイバー市民を
目指し、看護学的視点からサバイバルを支える方略について
研究しています。

由田 克士

災害対応Uメンバー
生活科学研究科・教授
公 衆 栄 養 学・博 士 ( 医 学 ）
・博 士（ 栄 養
学）。災害時における食料や水の確保は
私たちの生命維持に直結します。地域や
家庭の実情に応じ、公助・共助・自助の枠
組みも考慮し、何をどれだけ、
どこに準備す
れば安心できるのか研究しています。

中川 眞

社会実装マネジメントUメンバー
文学研究科・教授
国際センター所長、文学研究科・教授（芸
術文化学博士）。災害時や防災における
コミュニティ再生・構築に果たす芸術文化
の役割について、演劇や音楽などの実践
を通して研究しています。
また、
アジア諸国
とのネットワークづくりも行っています。

リ
ー
ダ
ー

水谷 聡

災害リスクUメンバー
工学研究科・准教授

佐伯 大輔

社会実装マネジメントUリーダー
文学研究科・准教授
心理学・博士（文学）。
ヒトや動物の選択
行動を中心に、経験によって行動を変容さ
せる
「学習」
を研究しています。CERDで
は、防災教育の効果評価や、防災知を地
域社会に効果的に広める方法について
研究しています。

森脇 祥太

社会実装マネジメントUメンバー
経済学研究科・教授
経済発展論・博士（経済学）。現在、明治
前期の大阪を対象に工業化のための技
術選択の問題を実証的に解明するための
研究に取り組んでいます。
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横山 久代

災害対応Uメンバー
都市健康・スポーツ研究センター・准教授
代謝内分泌学・博士（医学）。本ユニットで
は、災害の発生に対応する自助・共助の力
を高めるために必要な知識や技術について
探究しています。
プロジェクトでは、
自力避難
および要援護者の避難に必要となる健康
や体力指標について研究を進めています。

福島 祥行

社会実装マネジメントU副リーダー
文学研究科・教授
コミュニケーション論・相互行為分析・博
士（ 文 学 ）。言 語 学（フランス語 会 話 分
析）、協働学習、
コミュニティ創発など、
ひと
とひととが関わることのメカニズム、
および
そこから生ずるものについて研究していま
す。

所長・リーダーを中心に
研究分野の垣根を超え
安心して住むことができる
街づくり・仕組みづくりを
考えていきます。
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コミュニティ防災教育（コミュニティと防災、
実践演習、
出前講義）

理論と実践を組み合わせたアクティブラーニング型防災教育
コミュニティ防災教育は防災教育ユニットが担当しています。本学の学

中学生も交えて学ぶこともあります。
コミュニティ防災に必要な知識を一

生向けには
「コミュニティと防災（総合教育科目）」
「COC地域実践演習

方的に教授するだけではなく、実際の地域においてリアルな防災の課

Ⅱ」
「COCアゴラセミナーⅠb」
を提供しています。加えて、学外の市民向

題を学び、
それに対するアクションを皆で考える、
アクティブラーニング型

けに
「コミュニティ防災教室」
を提供しています。
いずれの科目も分野横

の教育プログラムの開発と実践を行っています。
さらに、地域の小学校

断組織であるCERDのメンバーが中心となって学外の専門家も交えつ

等に出向き出張講義という形で、大学の研究成果を基に子どもにもわ

つ、受講生とともにコミュニティ防災の理論と実践を学べる内容になっ

かりやすく防災を学んでもらう機会も提供しています。

小学校での出張講義「地震からいのちを守るーなぜ
地震で人が亡くなるのかー」

ています。
また、学生と市民が一緒に学ぶ機会も多く、時には地域の小

都市防災研究（ユニット1、
ユニット2、
ユニット3）

地域防災力の向上を目的とした都市防災教育研究
東日本大震災の経験から、私たちは、想定を超える事態が生じたとき

学習して頂くような仕組みを研究する
「ユニット１：災害リスク研究」、災

に、
いのちを守るための適切な対応を取ることができるように、
日常生活

害が発生したときに的確に事象を判断し対応できる技術や能力を習得

の中で防災・減災について考えておかなければならないことを学びまし

して頂くための
「ユニットⅡ：災害対応研究」、
さらには、各人の習得した

た。
そのためには、
身のまわりにどのような災害リスクが潜んでいるのか

知識や技能を地域に還元して地域の防災力向上に役立てて頂くため

を知り、
ひとたび災害が起こればどのような危険が迫るのかについて考

の
「ユニットⅢ：社会実装マネジメント研究」
に取り組んでいます。

えて、対応できるような具体的な対策を備えなければなりません。都市

「まち歩き」
を行い、
日常生活の中で防災・減災を考え
ていく

防災研究では、地域の災害リスクを明らかにするとともにそれを住民に

地域貢献
（公開講座、
イベント）

最新の研究成果をコミュニティ防災力の強化に活かす
CERDでは、各研究ユニットで明らかにされた災害・防災に関する知見

催で、
「防災講座」
として開催されています。
「出張講義」
では、
センター

を、地域の人々が防災活動に役立てることができるように、様々な方法

の研究員が小・中学校に出向き、生徒や地域住民の方を対象に、災害

で地域貢献活動を行っています。
「コミュニティ防災フォーラム」
では、各

のしくみや防災に必要な知識について講義を行います。
この他、防災

研究ユニットの活動報告の他、近隣の住民や組織からの報告やパネ

計画の策定支援や、平常時から近隣住民の間の絆を強めるための試

ルディスカッションにより、地域との災害知の共有を図っています。
フォー

みとして、地域の方々と共同で、
「コミュニティ劇団」
の運営も行っていま

ラムでは、防災教育活動を盛んに行っている組織を、防災拠点「いのち

す。

「コミュニティ防災フォーラム2015」
でのパネルディス
カッションの様子

ラボ」
として認証しています。
「 公開講座」
は、文化交流センターとの共

防災ミュージアム

防災ミュージアムの展示準備にむけて
災害への備えとして必要な機材や食品の事例や避難所生活で必要

過去の災害がどこで、
どのように生じたかを知ること、
また災害範囲と地

なものが何か、災害時の避難所設営などで日常から活用している機材

盤や街の特徴などとの関係を知ることは重要です。
ミュージアムでは、

をどのように利用し、避難所運営などに役立てるかなど、
これまでに幾

関西圏をはじめとして各種の災害の記録を収集し、GISを用いて地盤

多の災害を通じて生み出されてきた活用方法などがたくさん存在しま

や街の構造などと重ね合わせが容易に確認できる資料提示を進めま

す。
しかし、十分にそれらは認知されていません。
ミュージアムでは、各

す。収集した各種の災害資料は、大学の地域実践演習などの授業や

非常持出袋の内容物と
大阪市内災害履歴
GIS表示例

地域と連携して実践するコミュニティ防災教室などで、災害リスク学習

種の防災教材やアイデアを集め、防災教育に活用します。

や防災訓練などに活用します。

活動予定・告知

会場は、
※大阪市大（杉本キャンパス）
となります。
それ以外はCERDのサイトをご覧ください。

①10/10（土）公開講座・市民対話「地域の災害リスクと

④10/24（土）
ワークショップⅡ
「災害リスク」

⑨ワークショップⅤ
「DECO事前授業」

②10/17（土）
ワークショップⅠ
「地区防災教室の開催」※

※
⑥12/5（土）
ワークショップⅢ
「災害対応1」

⑪市民対話「DECOからみた環境改善」

※
防災力-平野区はどのような災害に注目すべきか」

※
第12回三大学連携事業「いのち・くらし・まちを守る力」

※
③10/22
（木）
サイエンスカフェ
「防災研究会
（座談会）
2」

⑤10/31(土)都市防災シンポジウム※

※
⑦12/17
（木）
サイエンスカフェ
「防災研究会
（座談会）
3」
※
⑧1/9（土）
ワークショップⅣ
「災害対応2」

⑩ワークショップⅥ
「DECO」

※
⑫3/19（土）成果発表会（コミュニティ防災フォーラム）

⑨⑩⑪は1月または2月に開催予定

CERDの活動・お問合せは右記よりアクセスください

http://www.cerd.osaka-cu.ac.jp
info@cerd.osaka-cu.ac.jp

CERD 大阪

大阪市立大学
都市防災教育研究センター

