
２０２２年９月２日現在 

中野 晋（なかの すすむ）プロフィール 
 

〇所属：徳島大学環境防災研究センター・特命教授 

 

〇略歴：京都大学大学院工学研究科土木工学専攻修士課程修了，運輸省港湾技術研究所海洋

水理部，徳島大学工学部助手，同講師，同助教授，教授等を経て，2021年3月定年退職．2021

年 4 月から現職．徳島県生まれ．博士（工学） 

 

〇メッセージ：もともとは河口や海域の環境問題を専門とする土木工学分野の技術者です．南海

トラフ地震のことが心配になりだした 2000 年頃から，これからは防災だと方向転嫁し，防災研究

者を目指しました．地域防災の要は子供の時代にいかに防災を学ぶ機会を増やすことにかかって

いると思い，学校防災を大切なテーマとして取り組んでいます． 

 

〇専門領域：１．生活安全，２．交通安全，３．災害安全，４．安全教育一般，５その他 

キーワード：地域防災，危機管理，学校防災，教育継続計画 

 

〇受賞：平成 20 年土木学会第 3 回海岸工学論文賞，NPO 法人事業継続推進機構・BCAO ア

ワード 2008大賞，平成 28 年防災功労者防災担当大臣表彰，平成 30 年徳島県科学技術大賞

（科学技術理解増進部門），令和 2 年防災功労者内閣総理大臣表彰． 

 

〇連携機関：徳島県，香川大学，四国 5 大学防災・減災連携協議会，四国放送，FM とくしま 

主な学会：日本安全教育学会（理事），日本自然災害学会（評議員），土木学会，日本保育学会，

日本地域福祉学会，地域安全学会，日本地震工学会，日本災害情報学会，事業継続推進機構

（顧問），日本リスク学会，歴史地震研究会 

 

〇主な委員 

 国土交通省四国地方整備局四国の港湾における地震・津波対策検討会議委員 

 四国建設業 BCP 等審査会委員 

 関西広域連合関西広域防災計画策定委員会委員 

 徳島県環境審議会副会長 

 とくしま地震防災県民会議会長 

 徳島県国土強靭化地域計画検討委員会委員長など 

 

〇主な著書 

 防災事典，海岸災害編，分担執筆，日本自然災害学会編，築地書館，2002． 

 津波から生き残る～その時までに知ってほしいこと～，分担執筆，土木学会，2009． 

 学校防災 最前線―災害発生! そのとき何が起こり、学校はどう動く?，阪根健二編著，分担

執筆，教育開発研究所，2012． 

 徳島の環境・防災・まちづくり シリーズ① DVD 90 分，徳島の環境・防災・まちづくり製作

委員会，2014 

 徳島の環境・防災・まちづくり シリーズ② DVD 180 分，徳島の環境・防災・まちづくり製

作委員会，2015. 

 

〇主な研究 

 中野 晋, 金井 純子, 高橋 真里, 中内 正和 :平成３０年７月豪雨における宇和島市内の

保育園の災害対応と保育継続,土木学会論文集 F6(安全問題), Vol.76, No.2, I_201-



I_210, 2021 年.  

 中野 晋, 金井 純子, 山城 新吾, 長谷川 真之 :平成３０年７月豪雨における広島県内の

保育所の被害と対応,土木学会論文集 F6(安全問題), Vol.76, No.2, I_155-I_164, 

2021 年. 

 山城 新吾, 中野 晋, 金井 純子, 長谷川 真之 :令和元年東日本台風による長野県内の

保育園の被災と業務継続,土木学会論文集 F6(安全問題), Vol.76, No.2, I_1-I_8, 2021

年． 

 長谷川 真之, 中野 晋 :風水害発生時の保育所の休所判断についての実態調査,土木学

会論文集 F6(安全問題), Vol.76, No.2, I_123-I_130, 2021 年. 

 川瀬 公美子, 中野 晋 ：2016 年熊本地震におけるスクールカウンセラー派遣に対する支

援体制, - ICS の観点からの検討 -,地域安全学会論文集, No.37, 125-134, 2020 年. 

 中野 晋, 金井 純子, 高橋 真里 : 平成 30 年 7 月豪雨による肱川の氾濫と保育所での

避難行動分析, 河川技術論文集, Vol.25, 67-72, 2019 

 中野 晋, 金井 純子, 高橋 真里, 藤澤 一仁, 山城 新吾 : 前線性集中豪雨発生時にお

ける学校の安全管理の課題, - 2017 年九州北部豪雨の事例分析 -, 土木学会論文集

F6(安全問題), Vol.74, No.2, I_77-I_84, 2019 

 森 康成, 中野 晋 : 学校における防災マニュアルと避難行動を結び付けた教科教育教材

の開発, --- 英語活動と図画工作を事例に ---, 安全教育学研究, Vol.17, No.1, 33-50, 

2017 

 野々村 敦子, 金井 純子, 中野 晋, 白木 渡 : 香川県内における特別支援学校の防災対

策の現状調査, 土木学会論文集 F6(安全問題), Vol.72, No.2, I_93-I_98, 2017 

 鳥庭 康代, 中野 晋, 金井 純子, 泉谷 依那 : 2015 年関東・東北豪雨による常総市内で

の学校・保育所等の浸水被害と再開までの取組み, 土木学会論文集 F6(安全問題), 

Vol.72, No.2, I_47-I_52, 2017 

 湯浅 恭史, 中野 晋, 山城 新吾, 蔭岡 弘知, 多田 雄一, 村上 佳代子, 鳥庭 康代 : 

災害時アクションカードを用いた訓練手法による幼稚園での津波避難行動の高度化, 土木

学会論文集 F6(安全問題), Vol.71, No.2, I_185-I_190 

 中野 晋, 鳥庭 康代, 三上 卓, 武藤 裕則 : 2014 年台風 12 号・11 号による学校・保育

所での浸水被害と復旧対応, 土木学会論文集 F6(安全問題), Vol.71, No.2, I_139-

I_146, 2016 

 

〇主な講演 

 徳島県防災・減災キャラバン公開講演会，「南海トラフ巨大地震に備える」，徳島県内 11 市町

で計 11 回講演，2019 年 10 月～12 月 

 四国放送，フォーカス徳島，津波防災を考えるシリーズ，2019 年度隔週火曜日，出演解説． 

 四国放送，フォーカス徳島，豪雨災害に備えるシリーズ，2020 年度隔週火曜日，出演． 

 徳島県地域防災推進員養成講座，愛媛県防災士養成講座，丸亀市防災士養成講座などで，

地震，津波，風水害，危機管理などの講義を年 15 回程度担当． 

 


