
平成17年度　中米地域特設研修「中米防災対策コース」

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

開講式(DRI)
人と防災未来センター　防災未来館1階
ガイダンスﾙｰﾑ１

講義 研修コース概略説明
人と防災未来センター
専任研究員　越山　健治

人と防災未来センター　防災未来館1階
ガイダンスﾙｰﾑ１

11:00-12:30 見学 展示見学
人と防災未来センター
事業課長　平澤　雄一郎

人と防災未来センター

14:00-16:00 講義 阪神・淡路大震災の状況
人と防災未来センター
専任研究員　越山　健治

JICA　2F　ｾﾐﾅｰﾙｰﾑ1/2

10:00-12:10 講義
日本の政治
日本の国及び地方組織について

人と防災未来センター
事業課長　平澤　雄一郎

人と防災未来センター　防災未来館５階
プレゼンテーションルームA/B

14:30-16:00
(14:30-17:00)

見学 北淡町断層記念館 北淡町　震災記念公園　野島断層記念館
〒656-1736
兵庫県津名郡北淡町小倉177番地及び【周辺】

11月19日 土
11月20日 日

10:00-12:10 講義 阪神・淡路大震災からの復興
兵庫県県土整備部復興推進課
復興調整担当　係長　松久　士朗

人と防災未来センター　防災未来館5階
プレゼンテーションルームA/B

14:00-17:00
講義
見学

震災後のコミュニティ防災の状況
阪神・淡路大震災まち支援グループ
まち・コミュニケーション　代表　宮定　章

〒653-0014
神戸市長田区御蔵通5-92-2-101【周辺】

10:00-12:00 講義
住民の意識向上を目的とした取り組み
（神戸市）

神戸市　危機管理室主査　角田弘樹
人と防災未来センター　防災未来館5階
プレゼンテーションルームA/B

14:00-16:00 講義
防災福祉コミュニティの取り組み
（神戸市）

神戸市消防局消防本部予防部予防課
地域防災支援係長　大窪　武

人と防災未来センター　防災未来館5階
プレゼンテーションルームA/B

11月23日 水 移動

9:30～11:40 講義 日本の危機管理
株式会社　まちづくり計画研究所
所長・技術士　渡辺　実

国際協力総合研修所　201B会議室
〒162-8433　東京都新宿区市谷本村町10-5

14:00-16:30
講義
見学

消防防災の取り組み・防災情報の伝達
（施設見学を含む）

独立行政法人　消防研究所　基盤研究部
防災研究グループ  主任研究官　細川 直史

独立行政法人 消防研究所
〒181-8633　東京都三鷹市中原3-14-1

9:45-11:15
(9:45-12:00)

講義
見学

地震・津波の予警報情報
気象庁　地震火山部　地震予知情報課
調査官　鎌谷紀子

気象庁
〒100-8122　東京都千代田区大手町1-3-4

JICAが調整の
結果中止

中止 JICA本部

11月26日 土
11月27日 日

10:00-12:00 講義
日本の水害対策
河川情報とハザードマップ

国土交通省　河川局河川計画課
課長補佐　国友　優

国際協力総合研修所　特別会議室
〒162-8433　東京都新宿区市谷本村町10-5

14:00-16:10 講義 日本の防災の仕組み・現在の課題
内閣府
参事官（災害予防担当）　西川　智

内閣府
〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1

9:45～10:00 講義 防災科研概要紹介
防災科学技術研究所（以下NIED）
企画部研究企画チーム　小野　知子

10:00～12:00 講義
参加型水害リスクコミュニケーション
ツール

NIED　総合防災研究部門　プロジェクトサブ
ディレクター　佐藤　照子

13:30～15:30 講義 日本地震リスクの情報開示
NIED　防災基盤科学技術研究部門
主任研究員　河合　伸一

15:45～16:00 見学 大型降雨実験施設
NIED総合防災研究部門
総括主任研究員　森脇　寛

16:05～16:20 見学 大型耐震実験施設
NIED総合防災研究部門
流動研究員　箕輪　親宏

11月30日 水 移動
10:00-12:00

(10:00-11:30)
見学

三木市の実大三次元振動破壊
実験施設見学

独立行政法人防災科学技術研究所（NIED）
兵庫耐震工学研究センタ-

〒673-0515
兵庫県三木市志染町三津田西亀屋1501-21

13:30-15:00
(13:30-17:00)

講義
見学

防災リーダー講座のレクチャー
施設の視察、煙避難体験、起震車体験

三木 広域防災センター
センター長　元山　光夫

〒673-0516
兵庫県三木市志染町御坂1-19

10:00-12:00
(10:00-12:30)
13:00-16:30

(13:30-17:00)
12月3日 土
12月4日 日

移動 視聴 災害ドラマ/ビデオ/ バス

14:00-14:45
講義
視察

近年の災害対応１
国土交通省豊岡河川国道事務所の対応

国土交通省　近畿地方整備局
豊岡河川国道事務所　副所長　吉村　貞考

〒668-0025
兵庫県豊岡市幸町10番3号【付近】

15:30-17:00 講義 近年の災害対応（兵庫県水害）
兵庫県　但馬県民局　企画調整部
市町・防災担当参事　間　為展

〒668-0025
兵庫県豊岡市幸町7-11

10:00-10:20 表敬 豊岡市長表敬
兵庫県　豊岡市
市長　中貝　宗治

講義
兵庫県　豊岡市
防災監兼消防庁　菅村　和弘

講義 兵庫県　豊岡市　参事　杉本　正憲

移動 視聴
防災教育ビデオ/
震災よりの復興ﾋﾞﾃﾞｵ/兵庫県（ｽﾍﾟｲﾝ語）

バス

10:00-12:00 講義 防災教育の取り組み
兵庫県教育委員会事務局
企画調整担当課長付　指導主事　越川　昌信

教育委員会　会議室
〒650-8567
神戸市中央区下山手通5-10-1　県庁3号館10
階

JICA 実習 ＰＣＭ進め方オリエンテーション
㈱かいはつマネジメント・コンサルティング
（JICAより委託）

JICA会議室

17:45-18:45 視察 神戸の中心部における復興（現地視察）
人と防災未来センター　事業課長
平澤　雄一郎

神戸市中央区加納町6丁目5番1号
神戸市役所 【付近】

12月8日 木 JICA 実習 計画策定
㈱かいはつマネジメント・コンサルティング
（JICAより委託）

JICA会議室

10:30-12:30
研修レポート発表会
研究員との意見交換

人と防災未来センター
専任研究員,事業課長

JICA会議室

14:00-15:00
15:50-16:20
17:00-18:30

評価会
閉講式
閉講パーティー

JICA JICA会議室

12月10日 土

12月11日 日

〒668-8666
兵庫県豊岡市中央町2番4号
市役所及び【付近】

富士常葉大学
教授　小川雄二郎

近年の災害対応（兵庫県水害）
【豊岡市での視察】

10:20-12:0012月6日 火

12月5日 月

12月1日 木

12月7日 水

12月2日 金

11月21日 月

11月29日 火

11月28日 月

11月25日 金

11月18日 金

11月17日 木

12月9日 金

11月24日 木

11月22日 火

10:00-10:50

独立行政法人　防災科学技術研究所
〒305-0006
茨城県つくば市天王台3-1

10:00-12:00
(10:00-12:20)

防災教育の取り組みなど
（教育現場視察）

豊岡市立小坂（おさか）小学校
学校長　橋岡　進一

〒668-0272
兵庫県豊岡市出石町鳥居31番地

実習

講義
見学

ハザードマップづくり
人と防災未来センター 防災未来館5階
プレゼンテーションルームA/B


