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業績内容紹介



逃げ地図づくりの経緯



日建設計ボランティア部の設立

日建設計は、2011年4月に震災で被災した東北大・宮
城大・東北工大の建築学科の学生たちを約１ヶ月間オ
ープンデスクとして受け入れ、学生たちとともに客観
的な統計データに基づき震災前後の実情を調査。この
情報を引き継ぎ、大学の先生方や学生と連携を取りな
がら復興を支援する日建設計ボランティア部を発足。

次の津波に備えたいという現地のニーズ

日建設計ボランティア部が募金を被災地に届け、現地
のニーズをヒアリングした際、余震による津波や、被
災した街でどこに逃げたらよいか分からないなど、現
地の心配事に応える必要性を強く感じた。

建築設計の避難検証の手法を応用

浸水のリスクや避難のリスクを可視化して共有するこ
とが、漠然とした不安を具体化し、新たな避難場所や
、復興に関する合意形成に役立つと考えて逃げ地図を
考案した。
避難者の速度を想定し、地図上の道路に高台までの時
間を色分けして表現する手法は、避難安全検証の手法
をもとに考案した

東日本大震災の被災地支援活動から生まれた

特別オープンデスク 被災地でのヒアリング

逃げ地図を考案 ワークショップ手法の検討

被災地でのＷＳ 左：陸前高田市長部地区 右：南三陸町

逃げ地図づくりの経緯



最も近い目標避難地点まての゙時間を色鉛
筆て塗゙り分けた手つぐりの地図。

避難経路か色゙塗りされることて、゙直感的
に危険な場所と逃ける゙方向を理解するこ
とかでぎる。

グループワークを通したリスク・コミュ
ニケーションの促進に目的があり、逃げ
地図づくりは手段である。

正式名称：避難地形時間地図

地域社会を構成する老若男女が集まって作られた津波からの逃げ地図（高知県黒潮町、2015年10月）

逃げ地図とは逃げ地図づくりの経緯



震災直後は復興まちづくりの支援のために考案逃げ地図づくりの経緯



シミュレーション検討



1.リスクの可視化

2.適正な復興計画案の考察

3. 防災意識の強化
震災からの恐怖心を和らげる防災意識の低下対策

過度の恐怖心から安全性の高いと思われる計画案を

一から行政と一体となり復興計画案を考える

震災後の段階的な取り組み内容

津波発生



避難時間の基準の考え方
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シミュレーション検討

実装協力：産業技術総合研究所,日建設計
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研究開発化とその枠組み



候補業績への主な関与構成

日建設計ボランティア部

◎逃げ地図づくりの基本手法の考案
◎美術館での逃げ地図展覧会の開催
◎2012年からの全国各地での逃げ地
図づくりワークショップの開催

明治大学山本俊哉研究室

◎防災まちづくり用マニュアルの作成
◎逃げ地図づくりワークショップの支援
◎土砂災害からの逃げ地図づくりと
地区防災計画立案の支援

千葉大学木下勇研究室

◎学校教育用マニュアルの作成
◎逃げ地図を活用した総合的学習の

時間プログラムの実践・評価
◎静岡県・高知県でのマスター講座

（一社）子ども安全まちづくり
パートナーズ

◎情報共有プラットフォームの構築
◎逃げ地図を活用した防災アートプ
ログラムの実践・評価

◎東京都・和歌山県等でのマスター講座

科研費「津波避難と仮設居住期の子ども安全まちづくりワークショップ手
法の開発」（研究代表者：山本俊哉）2013/4〜2016/3
JST/RISTEX「多様な災害からの逃げ地図作成を通した世代間・地域間の連
携促進」（研究代表者：木下勇）2014/10〜2017/9

研究開発化とその枠組み



学校教育用
マニュアル

[教育ツール]
（対象：中学生等）

地域実践用
マニュアル

【まちづくりツール】
（対象：地域住民）

高田東中、鎌倉一中、下田中、
朝日小、河津南小、南伊豆東小

等

リスク情報
リテラシー向上

陸前高田市、鎌倉市、下田市、
秩父市、太地町、黒潮町など

地域住民の自主的主体的な
相互扶助・防災活動の促進

世代間・地域間の連携促進

津波や土砂災害などに備えたリスクコミュニケーションツールとして開発

学校 消防団NPO 自治会PTA 市町村

総合的な学習の時間等を想定

地域の理解促進

防災まちづくりにつなげることを想定

逃げ地図
づくりWS

研究開発化とその枠組み



防災教育における貢献



防災教育用のマニュアルや教材の開発

児童生徒の副読本となると同時に、指導教諭の
指導案や教育カリキュラム作成にも寄与するよ
うに作成した。小中学生にも理解しやすい表現
としつつ、WS実施中に常に見返す必要が想定さ
れることから、冊子形式として用意した。「逃
げ地図ウェブ」（http://edu.nigechizu.com/
）からもダウンロードできる。

静岡県河津町立南小学校

防災教育における貢献

http://edu.nigechizu.com/


小学校高学年であれば逃げ地図作成可能

小学校、中学校、高校の学校教育に取り入れら
れ、リスク認識や避難意識の向上の効果が測定
されている。

静岡県河津町立南小学校

静岡県下田市立朝日小学校

静岡県河津町立南
小学校高学年児童
アンケート結果

防災教育における貢献



総合的学習の時間の学習プログラム

静岡県河津町立南小学校では、保護者向けに開催されたのを契機に、初めて小学校５・６年
用に試行され、翌年の2015年度には計13時間（コマ）にわたる総合的学習の時間の学習に使
われた。下田市立朝日小学校等近隣の小学校にも波及。

静岡県河津町立南小学校

実施内容 STEP1.予想する STEP2.見直す STEP3.共有する

実施日 2015/10/6 1.10/22, 2.11/9, 3.11/12, 4.11/18 11/18,12/06

授業時間数 2時間 10時間 1時間

協働者 県職員、町会議員 県職員、地域住民、防災士 地域住民、防災士、県職員、町会

議員

授業内容 ・ワーク:「今津波が来たら自分なら

どうするか避難場所とルート考える

」

・講座:「ハザードマップの読み方」

・ワーク「班で安全そうな避難場所

と危険な場所について話し合う」

1.フィールドワーク

2.フィールドワークの振り返り

2.講義「地震と津波」平田直教授

3.ワーク：「避難場所・ルートの再検討」

3.講義「妖怪と考える防災のそなえ」 倉

原PJ 南部美智代さん

・宿題「親・地域の人にインタビュー」

4.ワーク：「避難場所・ルート・危険箇所

の再検討」

・公開授業

ワーク：「避難時間を加える」

・学習成果の発表

・多世代で逃げ地図づくり

アンケート
結果/観察の
結果の一例

「ほんとうに安全なのか行って確か
めたい」

「自分の地区でどこがどう危ないか
を調べたい」

「日頃考えてもいない危険があった」 「いろいろな人の話を聞けて、
学校でやったよりもすごく分か
った。」

「大人の人たちの考えと自分た
ち子どもの考えを比べると全く
違うことに驚きました。」

補助教材 ・活動マニュアル ・ワークシート

防災教育における貢献



国土交通大学等における逃げ地図の講義＋実習

国土交通大学における逃げ地図づくりの講義と実習（2013年9月、2014年9月,2015年8月）

「コミュニティレジリエンスを高める社会技術」シンポジウムでの実演（2017年3月、東大福武ホール）

防災教育における貢献



全国各地で逃げ地図づくりワークショップ

全国10都道府県18市町村（岩手県大船渡市・陸前高田市・住田町、宮城県気仙沼市・南三
陸町、埼玉県秩父市、東京都葛飾区、神奈川県鎌倉市、静岡県河津町・下田市・南伊豆町
、石川県金沢市、兵庫県神戸市、和歌山県和歌山市・田辺市、高知県高知市・黒潮町）の
25地区・９校で実施（2017年9月現在）

防災教育における貢献



静岡県河津町立南小学校

問：ワークショップの企画運営の経験（あり、なし）
とマニュアルだけで逃げ地図が作れるかどうか

建築関係団体との協働による人材養成

日本建築家協会近畿支部和歌山地域会や高知
県建築士会等建築関係団体と協働して、地域
や学校における逃げ地図づくりのファシリテ
ーターを養成。

防災教育における貢献



防災教育用のマニュアルや教材の開発

児童生徒の副読本となると同時に、指導教諭の指導案
や教育カリキュラム作成にも寄与するように作成した
。小中学生にも理解しやすい表現としつつ、WS実施中
に常に見返す必要が想定されることから、冊子形式と
して用意した。
「逃げ地図ウェブ」（http://edu.nigechizu.com/）
からもダウンロードできる。

静岡県河津町立南小学校

防災教育における貢献

http://edu.nigechizu.com/


地域・世代間の連携促進



逃げ地図を活用した防災アートプログラム

森脇環帆（明治大学）・山本俊哉・山中盛・木下勇「陸前高田市における逃げ地
図を活用した防災アートプログラムの開発と試行－多様な災害からの逃げ地図の
作成・活用に関する研究(4)」日本建築学会大会,福岡大学,2016年8月25日

地域・世代間の連携促進



防災アートプログラムの効果の検証

防災アートプログラム「キツネを探せ」は、和歌山県太地町で開催された逃げ地図マス
ター講座でも取り上げられ、避難行動要支援者に関するクロスロードゲームを作成した
逃げ地図上で行い、ICTを使わなくてもPTA等の関係者が主体的に取り組めるプログラム
となった。そのプログラムの実施効果は下田市立朝日小学校の総合的学習の時間で検証
された。

地域・世代間の連携促進



防災まちづくりへの貢献



防災まちづくり用のマニュアルの開発

その地域において想定される津波や土砂
災害など多様な災害からの逃げ地図づく
りワークショップを通して、避難に関す
るリスクと地域社会の脆弱性を認識し、
地域の構成員が互いに協働して災害の被
害を少なくする防災まちづくりを促進す
るためにまとめたマニュアルを開発した

「防災まちづくりのための逃げ地図マニュアル[地域版]」（http://local.nigechizu.com/）

防災まちづくりへの貢献

http://local.nigechizu.com/


土砂災害からの逃げ地図づくりの展開

広島市の土砂災害の被災地調査や従来
の土砂災害からの避難計画図の調査結
果を踏まえ、津波からの逃げ地図づく
りの手法を応用して秩父市等で実践的

な研究を進めた。

2014年8月 広島市八木地区の土砂災害

防災まちづくりへの貢献



住民らによる災害からの逃げ地図づくりを支援

土砂災害に関する知識の提供 逃げ地図づくりのファシリテート 成果の共有

避難訓練等による点検

防災まちづくりへの貢献



2_作成地図の事例



逃げ地図を活用した地区防災計画の立案

秩父市久那地区では、３町会の住民らが2015〜2016年に合計５回の逃げ地図づくりワー
クショップを重ね、2016年12月に地区防災計画を立案した。これら一連の取り組みを支
援し、逃げ地図から地区防災計画に至るモデルを開発した。同市の上白久・下白久地区
でも同様の取り組みが進められている。

佐藤光司（明治大学）・天野友貴・山本俊哉・大崎元・羽鳥達也・木下勇「土砂災害
からの逃げ地図を活用した地区防災計画の立案－多様な災害からの逃げ地図の作成・
活用に関する研究(9)」日本建築学会大会、広島工大、2017年9月2日

防災まちづくりへの貢献



地震火災からの逃げ地図づくりの試み

地震火災は発災場所と延焼方向が一様ではないが、広域避難場所への逃げ地図と火災危
険区域を重ね、住民ワークショップで避難経路の問題やより円滑な避難対策を検討した
ところ、地区防災道路整備の重要性の認識、優先的に整備する箇所の抽出など防災まち
づくりの促進効果があることを明らかにした。

原田将吾（明治大学）・大崎元・山本俊哉・木下勇「地震大火からの逃げ地図作成の可能性と課題－多様な災害からの逃げ地図の作成・活用に関する研究
(3)」日本建築学会大会,福岡大学,2016年8月25日

広域避難場所への逃げ地図／火災危険区域図／広域避難道路への逃げ地図（葛飾区堀切地区）

防災まちづくりへの貢献



逃げ地図づくりの国際展開



 

  


 


 




 

国連防災世界会議 での発表逃げ地図づくりの国際展開



国際学会等での研究発表
外国語による情報発信

10th CONFERENCE OF THE PACIFIC RIM COMMUNITY 
DESIGN NETWORK: AGENCY AND RESILIENCE

MOTTE Stadtteil- und Kulturzentrums , Stadtteilarchiv 
Ottensen 

逃げ地図づくりの国際展開



2016年5月 シーサイド

米国のオレゴン州での逃げ地図づくりと普及啓発

AIA （アメリカ建築家協会）での講演

逃げ地図づくりの国際展開



研究論文・講演・発表等



2014年日本建築学会大会
1) 吉野加偉（明治大学）・山本俊哉・白幡玲子・木下勇・羽鳥達

也・谷口景一朗「逃げ地図(避難地形時間地図)作成の基本的手
法と実践モデル : 逃げ地図を活用した津波防災まちづくりに
関する研究(1)」日本建築学会大会、神戸大学、2014年9月13日

2) 白幡玲子（明治大学）・山本俊哉・吉野加偉・木下勇・羽鳥達
也・谷口景一朗「陸前高田市における逃げ地図の活用と展開プ
ロセス－逃げ地図を活用した津波防災まちづくりに関する研究
（2）」日本建築学会大会、神戸大学、2014年9月13日

3) 木下勇（千葉大学）・山本俊哉・白幡玲子・吉野加偉・羽鳥達
也・谷口景一朗「下田市における逃げ地図の活用と展開プロセ
ス－逃げ地図を活用した津波防災まちづくりに関する研究（3
）」日本建築学会大会, 神戸大学、2014年9月13日

2015年日本建築学会大会
1) 山本俊哉（明治大学）・白幡玲子・山中盛・井上雅子・大崎元

・羽鳥達也・木下勇「逃げ地図作成ワークショップにおける避
難に係る条件の設定方法－逃げ地図を活用した津波防災まちづ
くりに関する研究(4)」日本建築学会大会、東海大学、2015年9
月6日

2) 富田靖寛（明治大学）・山中盛・山本俊哉・木下勇「下田市の
津波避難ビルの指定に関する実態と課題－逃げ地図を活用した
津波防災まちづくりに関する研究(5)」日本建築学会大会、東
海大学、2015年9月6日

3) 山中盛（明治大学）・山本俊哉・富田靖寛・木下勇「地域住民
による逃げ地図作成を通した緊急避難場所の妥当性の検証－逃
げ地図を活用した津波防災まちづくりに関する研究(6)」日本
建築学会大会、東海大学、2015年9月6日

4) 大崎元（子ども安全まちづくりパートナーズ）・木下勇・山本
俊哉・菊田遼・羽鳥達也・重根美香「河津町における小中学生
保護者向けの津波及び土砂災害を考慮した逃げ地図ワークショ
ップ－逃げ地図を活用した津波防災まちづくりに関する研究
(7)」日本建築学会大会、東海大学、2015年9月6日

5) 菊田遼（千葉大学）・木下勇・山本俊哉・重根美香・羽鳥達也
・大崎元「河津町における小学生向けの津波及び土砂災害を考
慮した逃げ地図ワークショップ－逃げ地図を活用した津波防災
まちづくりに関する研究(8)」日本建築学会大会、東海大学、
2015年9月6日

6) 井上雅子（子ども安全まちづくりパートナーズ）・木下勇・山
本俊哉・羽鳥達也「鎌倉市における逃げ地図作成ワークショッ
プの実践と課題－逃げ地図を活用した津波防災まちづくりに関
する研究(9)」日本建築学会大会、東海大学、2015年9月6日

7) 白幡玲子（明治大学）・山本俊哉・神谷秀美・谷口景一朗・羽
鳥達也・木下勇「陸前高田市において作成された逃げ地図の整
理と表現の方法－逃げ地図を活用した津波防災まちづくりに関
する研究(10)」日本建築学会大会、東海大学、2015年9月6日下田市吉佐美地区の逃げ地図（一部）

日本建築学会大会での発表（１）研究論文・講演・発表等



2016年日本建築学会大会
1) 山本俊哉（明治大学）・谷口景一朗・大崎元・重根美香・羽鳥

達也・木下勇「逃げ地図作成ワークショップの標準的なプログ
ラムの開発－多様な災害からの逃げ地図の作成・活用に関する
研究(1)」日本建築学会大会,福岡大学,2016年8月25日

2) 天野友貴（明治大学）・山本俊哉・井上雅子・大崎元・木下勇
「土砂災害からの逃げ地図作成の可能性と課題－多様な災害か
らの逃げ地図の作成・活用に関する研究(2)」日本建築学会大
会,福岡大学,2016年8月25日

3) 原田将吾（明治大学）・大崎元・山本俊哉・木下勇「地震大火
からの逃げ地図作成の可能性と課題－多様な災害からの逃げ地
図の作成・活用に関する研究(3)」日本建築学会大会,福岡大学
,2016年8月25日

4) 森脇環帆（明治大学）・山本俊哉・山中盛・木下勇「陸前高田
市における逃げ地図を活用した防災アートプログラムの開発と
試行－多様な災害からの逃げ地図の作成・活用に関する研究
(4)」日本建築学会大会,福岡大学,2016年8月25日

5) 寺田光成（千葉大学）・木下勇・山本俊哉・重根美香・羽鳥達
也・菊田遼「河津町立南小学校５・６年生対象の逃げ地図づく
りによる防災教育－多様な災害からの逃げ地図の作成・活用に
関する研究(5)」日本建築学会大会,福岡大学,2016年8月25日

6) 木下勇（千葉大学）・菊田遼・山本俊哉・大崎元・羽鳥達也・
寺田光成「南伊豆町湊地区における津波・土砂災害を考慮した
逃げ地図ワークショップ－多様な災害からの逃げ地図の作成・
活用に関する研究(6)」日本建築学会大会,福岡大学,2016年8月
25日

7) 山中盛（明治大学）・森脇環帆・山本俊哉・木下勇「下田市立
朝日小学校における逃げ地図の作成・活用プログラムの試行－
多様な災害からの逃げ地図の作成・活用に関する研究(7)」日
本建築学会大会,福岡大学,2016年8月25日

2017年日本建築学会大会
1) 天野友貴（明治大学）・佐藤光司・山本俊哉・大崎元・羽鳥達

也・木下勇「土砂災害からの逃げ地図作成ワークショップのプ
ログラムの留意点－多様な災害からの逃げ地図の作成・活用に
関する研究(8)」日本建築学会大会、広島工大、2017年9月2日

2) 佐藤光司（明治大学）・天野友貴・山本俊哉・大崎元・羽鳥達
也・木下勇「土砂災害からの逃げ地図を活用した地区防災計画
の立案－多様な災害からの逃げ地図の作成・活用に関する研究
(9)」日本建築学会大会、広島工大、2017年9月2日

3) 森脇環帆（明治大学）・重根美香・山本俊哉・木下勇「下田市
における逃げ地図を活用した防災アートプログラムの開発と試
行－多様な災害からの逃げ地図の作成・活用に関する研究(10)
」日本建築学会大会、広島工大、2017年9月2日

4) 重根美香（子ども安全まちづくりパートナーズ）・森脇環帆・
山本俊哉・木下勇「下田市における逃げ地図を活用した防災ア
ートプログラムの評価－多様な災害からの逃げ地図の作成・活
用に関する研究(11)」日本建築学会大会、広島工大、2017年9
月2日

5) 寺田光成(千葉大学)・木下勇・山本俊哉・重根美香・羽鳥達也
「河津町における子どもの屋外活動・地域活動と防災意識に関
して－多様な災害からの逃げ地図の作成・活用に関する研究
(12)」日本建築学会大会、広島工大、2017年9月2日

6) 木下勇(千葉大学)・山本俊哉・重根美香・大崎元・羽鳥達也・
本塚智貴・北山めぐみ「高知市を事例とした逃げ地図づくりワ
ークショップの普及と地区避難計画の検証－多様な災害からの
逃げ地図の作成・活用に関する研究(13)」日本建築学会大会、
広島工大、2017年9月2日

7) 山本俊哉（明治大学）「オレゴン・コーストにおける津波から
の逃げ地図の作成と活用に関する考察－多様な災害からの逃げ
地図の作成・活用に関する研究(14)」日本建築学会大会、広島
工大、2017年9月2日

日本建築学会大会における発表（２）研究論文・講演・発表等
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研究論文・講演・発表等



その他の学会での口頭発表
1) 山本俊哉（明治大学）「陸前高田市における逃げ地図の作成と

活用」地理情報システム学会大会、慶応大学、2015年10月10日
2) 山中盛（明治大学）・山本俊哉「津波からの逃げ地図の防災教

育への活用 —下田市立朝日小学校での取り組みを事例として
」こども環境学会2016大会、Vol.12,No.1,p.69、2016年4月24
日

3) 寺田光成（千葉大学）・木下勇・山本俊哉・重根美香「逃げ地
図を用いた防災教育と地域住民主体の防災まちづくりの実践研
究〜小学校児童への防災教育と地域の災害リスクガバナンス向
上を目指したアクションリサーチ」こども環境学会2016大会
こども環境学研究 Vol.12.No.1 (C.N.33) April、p.70、2016
年4月24日

4) 重根美香（子ども安全まちづくりパートナーズ）・寺田三成・
木下勇「逃げ地図ワークショップの防災学習への活用」こども
環境学会、Vol.13,No.1,pp74、2017年5月28日

研究論文
1) 木下勇（千葉大学）「レジリエンス向上への公と私の新たな役

割」学術の動向2015年7月号、日本学術会議、pp10-17、2015年
7月

2) 羽鳥達也（日建設計）「逃げ地図の現在—地域や世帯をつなぐ
災害を考えるための地図づくり」、ランドスケープ研究,
81(1), pp1-4, 2017年4月

3) 木下勇「逃げ地図づくりからみえてきたこと―環境教育の統合
的推進に向けて」，学術の動向, Vol.21, 7月号，日本学術
会議，28-34, 2016年7月

招待講演
1) 羽鳥達也（日建設計）「逃げ地図の復興地や未災地での展開に

ついて」アーキエイド総会,明治大学,2015年3月27日
2) 大崎元（子ども安全まちづくりパートナーズ）「陸前高田の逃

げ地図」災害コミュニケーションワークショップ、岩手県立大
学ソフトウェア情報学部、2015年8月8日

3) 山本俊哉（明治大学）「被災地支援ワークショップ〜被災者の
視点に立った実践手法」日本建築学会大会建築教育部門懇談会
、東海大学、2015年9月5日

4) 大崎元（子ども安全まちづくりパートナーズ）「逃げ地図」
Code for Japan サミット分科会「IT×災害～もしもの時に生
き延びる～」、豊島区役所旧庁舎、2015年11月7日

5) 谷口景一朗（日建設計）「逃げ地図の可能性」ルネッサンス
in 洋光台 CCラボ LongLab、2015年11月28日

6) 木下勇（千葉大学）「住民参加のまちづくりに必要な制度改革
」日本学術会議公開シンポジウム『地方創生と土地利用変革
～ 法制度の創造的見直し』、日本学術会議講堂、2016 年3月1
日重根美香（子ども安全まちづくりパートナーズ）・森脇環帆
・山本俊哉・木下勇「下田市における逃げ地図を活用した防災
アートプログラムの評価－多様な災害からの逃げ地図の作成・
活用に関する研究(11)」日本建築学会大会、広島工大、2017年
9月2日

7) 木下勇（千葉大学）「逃げ地図づくりから見えてきたこと」日
本学術会議 環境思想・環境教育分科会主催シンポジウム『
Let’s Co-Produce 多様な主体が繋がる環境教育』、日本学術
会議講堂、2015年11月29日日

8) 木下勇（千葉大学）「逃げ地図づくりワークショップを通した
リスク・コミュニケーションの活性化」市民安全学会ちよだ塾
2016年4月17日

その他の学会での発表、招待講演等研究論文・講演・発表等



新聞報道・投稿等（１）
1) 山本俊哉：「逃げ地図」津波に負けない街づくり,産経デジタ

ル,2015年3月12日
2) 「逃げ地図作り防災意識を 大津波の避難想定 旧町内代表者

ら50人 下田市」伊豆新聞、2015年6月16日
3) 「逃げ地図 都市計画に反映：津波避難時間 住民自ら調査」

静岡新聞、2015年7月12日
4) 「逃げ地図」を活用 ９日に防災アートイベント」東海新報、

2015年8月7日
5) 「避難経路 楽しく学ぼう 陸前高田で東京のアーティストら

あす体験イベント」岩手日報、2015年8月8日
6) 「『キツネ』を探して避難路確認 陸前高田でイベント 小中

学生ら参加」岩手日報、2015年8月10日
7) 「陸前高田 キツネを追い防災学習 広田町でアートイベント

」東海新報、2015年8月11日
8) 「黒潮町芝地区 津波に備え：住民が避難地図づくり」高知新

聞、2015年10月30日
9) 「陸前高田：田谷地区の将来像は 住民ら低地利用議論」岩手

日報、2016年1月18日
10) 「「野活ある未来」見据え 広田町で第２回こながに会議：陸

前高田」東海新報、2016年1月19日
11) 「建物設計の視点生きた 津波からの逃げ地図づくり 経路や

所要時間ひとめで マニュアル化で広がる」日経産業新聞
2016年3月9日

12) 「津波からの「逃げ地図」：日本建築家協会和歌山地域会 現
況書き入れ活用を」ニュース和歌山、2016年4月16日

13) 「津波からの「逃げ地図」建築家協会が作製」わかやま新報、
2016年4月22日

14) 「「逃げ地図」協力して作製—南伊豆・青市区」伊豆新聞、
2016年4月30日

15) 「災害時、どこに避難する？ 11都県に広がる「逃げ地図」づ
くり」、SUMOジャーナル、2016年6月7日

16) 「災害時「逃げ地図」の作り方を知っていますか 避難場所ま
で安全に、速やかに逃げる道」東洋経済on line 、2016年6月11
日

新聞報道・投稿等

新聞報道・投稿等（2）
1) 「掛川市：津波に備え小学生が避難地図づくり」NHK静岡、

2016年10月21日
2) 「「遊ほゔ祭」て「゙まな防災」下田・中学生らか体゙験」静岡

新聞、2016年10月23日
3) 「指令受け負傷者救助 市民参加、楽しみながら防災学ぶ―下

田」伊豆新聞、2016年10月23日
4) 「教員研修会で津波の「逃げ地図」作製 所要時間を色分け

静岡」産経ニュース、2016年12月5日
5) 「1/27に高知市で災害時の「逃げ地図づくりマスター講座Vol.1

」高知新聞、2017年1月25日
6) 「全国に広がる住民参加ワークショップ「逃げ地図」埼玉県秩

父市が地区防災計画に導入」リスク対策.com 新建新聞社
2017年2月8日

7) 「防災まちづくり大賞で消防庁長官賞に、田谷地区防集移転協
議会／陸前高田」東海新報、2017年3月7日

8) 「避難するための『逃げ地図』作り/太地町」NHK関西のニュ
ース,2017年5月20日

9) 「避難の問題点が見える 津波からの「逃げ地図」作り 太地
町」熊野新聞、2017年5月23日

10) 「津波からの逃げ地図づくり：太地町」ZTV, 南紀wave, 2017
年5月25日-5月26日

11) 「児童ら震災備え 避難地図作り 高知市久重小」高知新聞、
2017年8月14日

12) 「危険回避「逃げ道」地図 児童と住民ら 所要時間など色分
け」読売新聞,2017年8月14日

13) 「『逃げ地図』デジタル版完成」NHK和歌山支局、2017年8月
30日

研究論文・講演・発表等



2012年3月 「避難地形時間地図展」リビングデザインセンターOZONE展示（東京都新宿区）
2014年11月〜 「ジャパンアーキテクツ 3.11以後の建築」－金沢21世紀美術館（金沢市）
2014年11月 「G空間EXPO 2014」－日本科学未来館（東京都港区）
2015年1月 「阪神淡路大震災20周年事業－加川広重」デザイン・クリエイティブセンター 神戸（KIITO）（神戸市）
2015年11月〜 「ジャパンアーキテクツ 3.11以後の建築」－水戸芸術館（水戸市）
2016年3月～ 「After 311 震災から5年のデザイン」－Good Design Marunouchi（東京都千代田区）
2017年12月～ 「逃げ地図づくりネットワーク会議＋展覧会」－日建設計ビル１階ギャラリー（東京都千代田区）

美術館等での逃げ地図に関する展示会研究論文・講演・発表等
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