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編 集 後 記
2016 年は熊本地震，2017 年は九州北部豪雨災害と九州地方は 2 年連続の被災により甚
大に被害が発生しました．亡くなられた方々のご冥福をお祈りするとともに，被災された
方々に心よりのお見舞いを申し上げます．
日本応用地質学会では，熊本地震の災害調査も実施し，その際の調査団報告書は，九州
支部が主体となり取りまとめを実施しましたが，今回は，本部が中心となり，災害調査・
報告書の編集作業を行いました．他学会では速報性を重視する場合もありますが，日本応
用地質学会の調査団では，速報性よりも地道に現場を歩いて得たデータから災害の特性を
理解し，今後の減災に活かすという視点を重視し，報告書の執筆・編集を行いました．た
だ，編集作業の中で感じたことは，調査団員は普段は別々の組織で活動し，お互いの専門
分野を正確に認識していないこと，また，団員は通常業務の合間に調査・執筆を行うとい
うボランティアに近い形であるため，なかなか一貫性を持った調査団報告書を作成する事
は困難と感じました．今回は，経験豊富な皆様のご助言により，何とか調査団報告書を編
集する事ができましたが，今後，土砂災害に関する社会のニーズはより複雑かつ強くなり，
現地調査を重視した応用地質学の「地に根ざした視点」からの提言が果す社会的役割は重
要性を増すと考えています．私は，全国的に土砂災害が頻発した 2004 年から災害調査・研
究に携わっておりますが，その頃から土砂災害に関する個別の研究は進歩したものの，社
会の複雑なニーズに答えるための所属組織を超えた連携はまだ，不十分と感じています．
日本応用地質学会は，所属組織を超えた会員が調査・研究を行い，減災に繋がる提言が出
来る組織と思いますので，是非，次世代を担う若手の技術者・研究者が積極的に災害調査
団に参加して頂き，減災に繋げる活動が出来ればと考えています．個人的にも，災害調査・
報告書の編集作業では段取りが悪く調査団員の皆様にはご迷惑をお掛けしましたが，今回
の貴重な経験を今後の災害の被害軽減に繋げるために行動を起こす事が重要と改めて感じ
ました．
最後になりますが，2017 年九州北部豪雨災害調査に参加された方，また，執筆にご協力
いただいた調査団の皆様に感謝するとともに，本書の刊行が，今後，全国各地で発生する
豪雨災害の被害軽減に少しでも役立つ事が出来れば，幸いです．
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