平成16年度トルコ国別特設研修 技術協力プロジェクト「災害対策研修」（冬）
日時

曜日

時間(実績)

行程

研修機関講演者及び担当者等（敬称略）

研修場所

2月20日 日
HIC/JICA

2月21日 月

JICA開講式・ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ１

2月22日 火

0830-1230

DRI開講式、研修コース概略説明、
展示見学、図上訓練見学など

事業課長 村田 昌彦など

DRI 防災未来館1階
（ガイダンスﾙｰﾑ１）

1400-1600

日本の国及び地方組織について
日本について

大阪外国語大学 教授 岡田 新

JICA オリエンテーションルーム１，２
（JICAより依頼）

1000-1200

阪神・淡路大震災からの復興

兵庫県阪神・淡路大震災復興本部総括部 復
DRI（プレゼンA・B）
興推進課 調整担当 係長 仲井 敬司

1400-1600

兵庫県庁表敬訪問
（変更・中止もあり）
兵庫県の防災対策
フェニックス防災システム

2月23日 水

2月24日 木

1000-1200
午後

2月25日 金

2月26日 土

ｶﾝﾄﾘｰﾚﾎﾟｰﾄ発表会

－

兵庫県 防災監 東田 雅俊

兵庫県庁（兵庫県災害対策ｾﾝﾀｰ）

兵庫県

兵庫県庁（兵庫県災害対策ｾﾝﾀｰ）

人と防災未来センター
専任研究員 福留 邦洋
事業課長村田昌彦

DRI（プレゼンA・B）

東京へ移動

1000-1200

日本の防災組織・制度概要
【日本の組織体制】

参事官（災害予防・広報・国際防災推進担当） 内閣府
西川 智
総合庁舎５号館３階防災A会議室

1400-1600

災害予報・警報システム

気象庁地震火山部地震予知情報課課長補佐
干場 充之（ほしば みつゆき）
気象庁
気象庁予報部予報課予報係長 永山 隆治 東京都千代田区大手町1-3-4
（ながやま りゅうじ）

1000-1215

被害想定について

富士常葉大学 助教授 池田 浩敬

1430-1620

本所防災館

東京消防庁

1000-1200

アジア防災センターの取り組み
国際防災協力について

1400-1600

日本赤十字の災害救護（見学を含む）

1000-1215

日本の自然災害について

アジア防災センター
主任研究員 寺西 章浩
日本赤十字社兵庫県支部
事務局長 畑 喜春 他
人と防災未来センター
ｾﾝﾀｰ長 河田 惠昭
人と防災未来センター
事業課長 村田 昌彦
人と防災未来センター
専任研究員 平山 修久
国連地域開発センター（UNCRD）防災計画兵
庫事務所 所長 岡﨑 健二
株式会社大林組

2月27日 日
2月28日 月

3月1日 火

3月2日 水

1400-1430

災害語り継ぎネットワークについて

1440-1600

阪神・淡路大震災教訓集
〜今後の災害対策への出発点〜

1000-1215

建物の耐震安全性について

JICA東京国際センター
セミナー NO.10【予約済み】
本所防災館
東京都墨田区横川4-6-6

アジア防災センター
日本赤十字兵庫県支部
DRI（プレゼンA・B）
DRI（プレゼンA・B）
DRI（プレゼンA・B）
DRI（プレゼンA・B）
DRI（プレゼンA・B）及び
神戸市中央区脇浜海岸通2-2
株式会社大林組

1400-1600

建築現場の見学

1000-1200

建築基準の実務について

1400-1600

地震保険について

1000-1200

住民の意識向上を目的とした取り組み

1400-1600

野島断層見学

野島断層保存館

北淡町 震災記念公園 野島断層記念館
兵庫県津名郡北淡町小倉２１０番地

3月7日 月

1000-1200

ﾀｳﾝｳｫｯﾁﾝｸﾞ・ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ作り

富士常葉大学 教授 小川 雄二郎

DRI（プレゼンA・B）

月

1330-1630

ﾀｳﾝｳｫｯﾁﾝｸﾞ・ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ作り

富士常葉大学 教授 小川 雄二郎

DRI（プレゼンA・B）

3月3日 木

3月4日 金

神戸市都市計画総局建築指導部安全対策室
主幹 岩佐輝夫
DRI（セミナーA）
同室 主幹 平川 利人
東京海上リスクコンサルティング株式会社 主
席研究員 矢代 晴実
神戸市 危機管理室主査 角田弘樹（すまだ
ひろき）

DRI（セミナーA）
JICA （セミナールーム１，２）

3月5日 土
3月6日 日

3月8日 火

1000-1230
1400-1600

3月9日 水

1000-1215
1400-1700

3月10日 木
3月11日 金

9:30～11:50

金

14:00～15:00
15:30～16:00
16:00～17:00

3月12日 土
3月12日 日

兵庫県教育委員会指導課
・防災教育についてⅠ
企画調整担当課長付
主任指導主事 伊藤 進二
神戸市立鵯台（ひよどりだい）中学校
・防災教育についてⅡ
教頭 濱田昇明
ひよどり台防災ジュニアチームの活動紹 神戸教育事務所
介（学校見学を含む）
防災教育専門推進員長谷 昌彦
神戸市教育委員会
指導課 吉田 純一
兵庫県こころのケアセンター
こころのケアについて
研究部長 加藤 寛
兵庫県災害医療センター
災害医療センター
副ｾﾝﾀｰ長 中山伸一
研修レポートの作成
人と防災未来センター
研修レポート発表会
専任研究員 福留 邦洋
研究員との意見交換
事業課長村田昌彦
JICA兵庫センター 森 悠介
評価会
閉講式
閉講パーティー
帰

国

兵庫県庁３号館１０階
教育委員会室

神戸市立鵯台（ひよどりだい）中学校
神戸市北区ひよどり台１－１５－３１

兵庫県こころのケアセンター
神戸市中央区脇浜海岸通１丁目３-２
兵庫県災害医療センター
神戸市中央区脇浜海岸通３-１

DRI（プレゼンA・B）

JICA オリエンテーションルーム１，２

