
１ 期 日 平成１７年１０月２６日�
（シンポジウム，意見交換会）

１０月２７日�（現場見学会）
２ 開 催 地 徳島県徳島市

３ 会 場 シンポジウム 徳島市文化センター：

徳島市徳島町城内１

意見交換会 阿波観光ホテル：徳島

市一番町３―１６―３

４ プログラム

� シンポジウム（２６日）

開 会 式 １０：３０～１０：５０

特別講演 １１：００～１２：００

「気象と異常豪雨について」 山下勇

（四国放送�報道制作局気象情報室
長：気象予報士）

休憩（昼食）１２：００～１３：００

話題提供 １３：００～１５：００

「四国地方で発生した土砂災害」

講師：日浦啓全（高知大学農学部教授）

「三重県で発生した土砂災害」

講師：林拙郎（三重大学生産資源学部教授）

「警戒避難体制の実態と提言」

講師：末峯章（京都大学防災研究所助教授）

「平成１６年愛媛県で発生した土砂災害の対策」

講師：岡本敦（愛媛県土木部砂防課長）

休 憩 １５：００～１５：１５

パネルディスカッション １５：１５～１６：５５

・テーマ「異常豪雨による土砂災害とその対策」

・コーディネイター 笹原克夫（高知大学農学

部教授）

・パネリスト：話題提供者全員

海堀正博（広島大学総合科学部助教授）

岡部健士（徳島大学工学部教授）

中東利延（旧木沢村長）

小山内信智（国土技術政策総合研究所砂防研

究室長）

落合博貴（独立行政法人森林総合研究所治山

研究室長）

閉 会 式 １６：５５～１７：００

� 意見交換会（阿波観光ホテル）

１８：００～

� 現地見学会（２７日）

（Aコース 長時間：貸切バス）

８時４０分集合（JR徳島駅）～那賀町木沢（土砂

災害発生箇所：阿津江地区下端２０分）

（加州地区，大用知地区遠望２０分）（阿津江地区上

端１００分）

～１６時３０分（JR徳島駅）～１７時００分（徳島空

港）

（Bコース 短時間：貸切バス）

８時３０分集合（JR徳島駅）～那賀町木沢（土砂

災害発生箇所：加州地区，大用知地区遠望２０分）

（阿津江地区下端２０分）

～１４時３０分（JR徳島駅）～１５時００分（徳島空

港）

５ 参加費

� シンポジウム 会員５，０００円，非会員６，０００円，

学生会員１，０００円

昼食代（２６日）１，０００円

� 意見交換会 ５，０００円

� 現地見学会（２７日）Aコース，Bコース ５，０００

円（昼食代１，０００円を含む）

６ 主催 第３７回�砂防学会シンポジウム実行委員会
・実行委員長 日浦啓全 （高知大学農学部）

・実行委員 戎 信宏 （愛媛大学農学部）

岡部健士 （徳島大学工学部）

海堀正博 （広島大学総合科学部）

笹原克夫 （高知大学農学部）

末峯 章 （京都大学防災研究所）

古賀省三 （国土交通省河川局砂防部砂

防計画課火山・土石流対策官）

小山内信智（国土交通省国土技術政策総

合研究所危機管理技術研究セ

ンター砂防研究室長）

栗原淳一 （独立行政法人土木研究所土砂

管理研究グループ上席研究員）

落合博貴 （独立行政法人森林総合研究所水

土保全研究領域治山研究室長）

長井隆幸 （国土交通省四国地方整備局

四国山地砂防事務所長）

岩男忠明 （国土交通省四国地方整備局

河川部河川計画課課長補佐）

花村健治 （林野庁四国森林管理局森林

整備部治山課長）

安永健吾 （徳島県農林水産部森林整備課長）

梅山寧史（徳島県県土整備部砂防課長）

林 拙郎（砂防学会専務理事・三重大学

生産資源学部）

第３７回�砂防学会シンポジウム
「異常豪雨による土砂災害とその対策」開催のお知らせ

（２）



７ 参加及び宿泊等の申込み

� 宿泊のご案内

宿泊設定日：２００５年１０月２５日	・２６日� ☆ご要望に応じて２７日�の申込も承ります。
宿泊条件：サービス料・税込，お一人様当たりの料金 ☆満員の場合は他のホテルをご案内します。

� 航空のご案内

☆大会参加の皆さまへ特別料金の設定をいたしました。

☆下記の航空便は団体料金設定のため，各便とも１０名様に満たない場合は通常料金でのご案内となる場合がござい

ます。

☆出発・到着時刻は航空会社の事情にて変更・運休となる場合もございます。

【徳島空港から徳島駅までの交通ご案内】

☆徳島空港から徳島駅までは航空機の到着に合わせて，徳島駅行きの路線バスが運行されています。

（所要時間２４分・運賃４３０円）

� お弁当のご案内

シンポジウム会場付近には昼食場所がございませんので，大会特製弁当をご用意いたしました。

設定日：１０月２６日�引換え時間１１：３０～１３：００ シンポジウム会場（市文化センター）１階特設デスクにて


 お申込後の取消料について

お申込後の取消には以下の通り取消料が発生致しますのでご了承下さい。

変更・取消のご連絡は FAX又は郵送にてお願いいたします。

ホテル名 宿泊料金・条件（１泊朝食込）・住所 申込記号 備考
阿波観光ホテル シングル １０，５００円 徳島市一番町３―１６―３ A―１ 意見交換会場ホテル市文化

センター徒歩８分ツイン ８，８００円 A―２
徳島東急イン シングル ９，０００円 徳島市元町１―２４ B―１ 市文化センター徒歩１０分

ツイン ７，５００円 B―２
徳島ワシントンホテルプラザ シングル ８，８００円 徳島市大道１―６１―１ C―１ 市文化センター徒歩１８分
ホテルマーストングリーン シングル ８，４００円 徳島市両国本町１―１２ D―１ 市文化センター徒歩５分
ホテルメイアップ徳島 シングル ７，３００円 徳島市幸町３―１０８ E―１ 市文化センター徒歩５分

期日 区間 便名 ☆発着予定時刻 申込記号 特別料金 通常料金

往路 １０／２５	

名古屋⇒徳島 ANA１８１５ １１：３０～１２：３０ N―１ １４，０００円 １６，９００円
羽田⇒徳島 JAL１４３５ １２：５０～１４：００ J―１ １７，０００円 ２５，４００円
羽田⇒徳島 SKY８０５ １４：２０～１５：３０ S―１ １５，０００円 ２１，１００円
福岡⇒徳島 JAC３５６３ １６：１５～１７：４０ F―１ １４，０００円 ２１，３００円

復路 １０／２７�
徳島⇒羽田 SKY８０６ １６：３０～１７：４０ S―２ １５，０００円 ２１，１００円
徳島⇒名古屋 ANA１８１８ １８：５５～１９：５５ N―２ １４，０００円 １６，９００円
徳島⇒羽田 JAL１４３８ １９：００～２０：１０ J―２ １７，０００円 ２５，４００円

復路 １０／２８�
徳島⇒福岡 JAC３５６２ ８：２５～１０：０５ F―３ １４，０００円 ２１，３００円
徳島⇒羽田 SKY８０２ ８：５０～１０：００ S―３ １５，０００円 ２１，１００円
徳島⇒羽田 JAL１４３４ １０：４５～１１：５５ J―３ １７，０００円 ２５，４００円

２０～８日前 ７～４日前 ３～２日前 前日 大会当日・無連絡
宿泊取消料 － ２０％ ３０％ ５０％ １００％
航空取消料 ２０％ ３０％ ５０％ １００％ １００％
弁当取消料 － － １００％ １００％ １００％

昼食弁当 阿波特産弁当（パックお茶付き） １．０００円（税込）

（３）



� 参加申込及び宿泊等申込のご案内

申込方法
参加申込・意見交換会・宿泊・航空・昼食・現地見学会の申込は一括して JTB徳島支店営業課にて受付を行いま

す。別紙申込書に必要事項を漏れなく記入して JTB徳島支店営業課まで FAXまたは郵送にてお申込下さい。

�申込締切日
２００５年９月１６日�厳守にてお願いいたします。
�クーポン類の送付及び精算方法
申込締切後に請求書・各種参加券等関係書類を申込代表者に郵送いたしますので，１０月１１日	までに請求書記載

の指定口座へお振込み下さい。なお，振込手数料はお客様のご負担となりますのでご了承下さい。

★徳島市内（会場及びホテル）地図

※シンポジウム会場―徳島市文化センター ※意見交換会会場―阿波観光ホテル

◆シンポジウムに関するお問合せ先

第３７回�砂防学会シンポジウム実行委員会（徳島県県土整備部砂防課内） 担当 福田・金山

〒７７０―８５７０ 徳島市万代町１―１ TEL０８８―６２１―２５４２ FAX０８８―６２１―２８６６

◆お申込み・お問合せ先

JTB徳島支店営業課 担当 浅谷 営業時間：平日９：３０～１７：３０（日・祝休業）

〒７７０―０８４３ 徳島市両国本町１―２９ TEL０８８―６２３―７７０８ FAX０８８―６２３―３９９８

（４）
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