
日　時：平成 22 年５月 28 日（金）13：00 ～ 17：00

場　所：長野県庁　講堂

主　催：長野県、阪神・淡路大震災記念　人と防災未来センター

共　催：長野県市長会、長野県町村会、長野県市町村職員研修センター

時　　　間 内　　　容

講

義

13：00 ～ 13：10
（10 分） 開講式

13：10 ～ 13：55
（45 分）

講義１  長野県における自然災害とその対応
講師：人と防災未来センター長　河田　惠昭

13：55 ～ 14：20
（25 分）

講義２　災害時の首長の行動と必要とされる役割
講師：人と防災未来センター主任研究員　石川　永子

14：20 ～ 14：35
（15 分）

講義３　能動的な広報とは
講師：人と防災未来センター研究調査員　近藤　誠司

14：35 ～ 14：50
（15 分）  休憩

演

習

14：50 ～ 16：30
（100 分）

「地震発生から１週間後までに達成する目標を考える」
《演　　習》

【オリエンテーション】
【ステージ１：状況認識と状況予測】
【ステージ２：対応方針の決定】

16：30 ～ 16：45
（15 分）  模擬記者会見（被災者に向けたメッセージ発信（代表 2 班））

16：45 ～ 16：55
（10 分）

記者会見の講評 人と防災未来センター研究調査員
全体の講評 センター長

16：55 ～ 17：00
（５分） 閉講式

災害対策専門研修「トップフォーラム in 長野」



日　時：平成 22 年 11 月５日（金）13：00 ～ 17：00

場　所：県庁２階講堂

主　催：宮城県、阪神・淡路大震災記念　人と防災未来センター

時　　　間 内　　　容 講師等

13：00 ～ 13：05
（５分） 開講式

13：05 ～ 13：10
（５分） オリエンテーション

人と防災未来センター
主任研究員　奥村与志
弘

講

義

13：10 ～ 13：55
（45 分）

【講義１】
「宮城県における自然災害とその対応」

人と防災未来センター
センター長　河田惠昭

13：55 ～ 14：20
（25 分）

【講義２】
「災害時の首長の行動と必要とされる役割」

人と防災未来センター
研究員　

14：20 ～ 14：35
（15 分）

【講義３】
「災害時の広報」

人と防災未来センター
研究調査員　

14：35 ～ 14：50
（15 分） 休憩

演

習

14：50 ～ 16：20
（90 分）

「１週間後までに達成する目標を考える」
・被災地映像の上映

（阪神・淡路，中越，スマトラ等）
・４日目の災害対策本部資料の説明
・１週間後までの懸念事項の予測

（ワークショップ）
・１週間後までの目標の決定

（ワークショップ）

人と防災未来センター
研究部

16：20 ～ 16：40
（20 分）

模擬記者会見
（被災地内外に向けたメッセージ発信）

16：40 ～ 16：50
（10 分） 模擬記者会見の講評　全体講評

人と防災未来センター
研究調査員
センター長　河田惠昭

16：50 ～ 16：55
（5 分） 班ごとの演習振り返り

16：55 ～ 17：00
（5 分） 閉講式 人と防災未来センター

副センター長

災害対策専門研修「トップフォーラム in 宮城」



日　時：平成 22 年 11 月 26 日 ( 金 ) 13：00 ～ 16：30

場　所：ANA クラウンプラザホテル神戸 10 階 The Ballroom

主　催：兵庫県、阪神・淡路大震災記念　人と防災未来センター、㈶消防科学総合センター

内　　　容 講師等

主催者あいさつ 兵庫県副知事　吉本　知之
㈶消防科学総合センター常務理事　坂野　恵三

【講義１】
「兵庫県における自然災害とその対応」

関西大学理事・社会安全学部長、人と防災未来センター長
河田　惠昭

【講義２】
「実効性の高い洪水ハザードマップの
あり方を考える」

群馬大学大学院広域首都圏防災研究センター長・教授
片田　敏孝

ワークショップテーマ「風水害や士砂
災害発生時の対応について」

時事通信社防災リスクマネジメント Web 編集長
中川　和之
関西大学理事・社会安全学部長、人と防災未来センター長
河田　惠昭
群馬大学大学院広域首都圏防災研究センター長・教授
片田　敏孝

閉会

災害対策専門研修「トップフォーラム�in�兵庫」



日　時：平成 23 年２月 10 日（木）　13：00 ～ 17：00

場　所：長崎西
せい

彼
ひ

農協ビル　講義：４階大会議室　　演習：５階 502 号室

主　催：長崎県、阪神・淡路大震災記念　人と防災未来センター

時　　　間 内　　　容

講

義

13：00 ～ 13：10
（10 分）  開 講 式

13：10 ～ 13：55
（45 分）

 講義１　長崎県における自然災害とその対応
講師：人と防災未来センター長　河田　惠昭

13：55 ～ 14：20
（25 分）

 講義２　災害時の首長の行動と必要とされる役割
講師：人と防災未来センター研究主幹　紅谷　昇平

14：20 ～ 14：35
（15 分）

 講義３　災害対応における広報のあり方
講師：人と防災未来センターリサーチフェロー　高橋　淳夫

（読売新聞西部本社　社会部デスク）

14：35 ～ 14：50
（15 分）  休憩

演

習

14：50 ～ 16：30
（100 分）

《演　　習》
「地震発生から１週間後までに達成する目標を考える」

16：30 ～ 16：45
（15 分）  模擬記者会見（被災者に向けたメッセージ発信）

16：45 ～ 16：55
（10 分）

記者会見の講評 人と防災未来センター研究調査員
全体の講評 センター長

16：55 ～ 17：00
（５分）  閉 講 式 

災害対策専門研修「トップフォーラムｉｎ長崎」


