
 

 

 

 

 

日 時：平成２９年１０月３０日（月） １３：００～１７：０５ 

場 所：ホテルポールスター札幌（北海道札幌市中央区北 4条西 6丁目）２Ｆホール 

主 催：北海道、阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター 

 

 時 間 内 容 

 
13:00-13:05 

(05) 

開講式 

北海道知事  高橋 はるみ 

第

１

部 
講

義 

13:05-13:45 

(40) 

北海道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 

13:45-13:55 

(10) 

政府の初動対応 
内閣府 官房審議官（防災担当）   伊丹  潔 
       13:55-14:10 

(15) 

災害や危機事案への対応に向けて 
         北海道 総務部 危機管理監     橋本 彰人 

14:10-14:25 

(15) 

災害対応における首長の役割 
人と防災未来センター 主任研究員  本塚 智貴 

14:25-14:45 

(20) 

災害対応における広報のあり方 
人と防災未来センター リサーチフェロー 

(株)エービーシー・リブラ 専任マネージャー 木戸 崇之 

 14:45-14:55 

(10) 
休 憩 

第

２

部 

演

習 

14:55-16:30 

(95) 

ワークショップ 目標管理型災害対応 

・オリエンテーション 

人と防災未来センター 研究員    辻岡  綾 

 ・ワークショップ 

※各班進行役 人と防災未来センター 研究部 

16:30-16:45 

(15) 

模擬記者会見 
グループ代表者 

16:45-16:50 

(5) 

模擬記者会見の講評 
人と防災未来センター リサーチフェロー 

(株)エービーシー・リブラ 専任マネージャー 木戸 崇之 

16:50-16:55 

(5) 

グループごとの振り返り 
人と防災未来センター 研究部 

16:55-17:04 

(09) 

全体の講評など 
人と防災未来センター センター長  河田 惠昭 

 
17:04-17:05 

(01) 

閉 講 

人と防災未来センター 副センター長 白石 秀俊 

 

災害対策専門研修「トップフォーラム in北海道」 

カリキュラム 



 

 

 

 

日 時：平成２９年１１月１０日（金） １３：００～１７：００ 

場 所：静岡県総合研修所「もくせい会館」２階 第１会議室（静岡市葵区鷹匠町３－６－１） 

主 催：静岡県、阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター 

 時 間 内 容 

 
13:00-13:05 

(05) 

開講式 

静岡県知事  川勝 平太 

第

１

部 
講

義 

13:05-13:45 

(40) 

静岡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 

13:45-13:55 

(10) 

政府の初動対応 
内閣府 官房審議官（防災担当） 伊丹 潔 

13:55-14:15 

(20) 

災害対応における首長の役割 
人と防災未来センター 主任研究員 坪井 塑太郎 

14:15-14:35 

(20) 

災害対応における広報のあり方 
人と防災未来センター 特別研究調査員 
NHK 静岡放送局放送部副部長（アナウンス） 横尾 泰輔 

 14:35-14:50 

(15) 
休 憩 

第

２

部 

演

習 

14:50-16:22 

(92) 

ワークショップ 目標管理型災害対応 

・オリエンテーション 

人と防災未来センター 主任研究員 中林 啓修 

 ・ワークショップ 

※各班進行役  人と防災未来センター 研究部 

16:22-16:40 

(18) 

模擬記者会見 
グループ代表者 

16:40-16:45 

(5) 

模擬記者会見の講評 
人と防災未来センター 特別研究調査員 
NHK 静岡放送局放送部副部長（アナウンス） 横尾 泰輔 

16:45-16:50 

(5) 

グループごとの振り返り 
      人と防災未来センター 研究部 

16:50-16:57 

(07) 

全体の講評など 
人と防災未来センター センター長  河田 惠昭 

 
16:57-17:00 

(03) 

閉 講 

人と防災未来センター 副センター長 白石 秀俊 

 

災害対策専門研修「トップフォーラム in静岡」 

カリキュラム 



 

 

 

 

日 時：平成２９年１１月１５日（水） １３：００～１７：００ 

場 所：ホテル福島グリーンパレス（福島市太田町１３－５３） 

第１部講義：「孔雀」、第２部演習：「瑞光」 

主 催：福島県、阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター 

 時   間 内   容 

 
13:00-13:05 

(5) 

開講式 

福島県副知事 鈴木 正晃 

第

１

部 
講

義 

13:05-13:50 

(45) 

福島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 

13:50-14:10 

(20) 

災害対応における首長の役割 
人と防災未来センター 研究主幹  宇田川 真之 

14:10-14:30 

(20) 

災害対応における広報のあり方 
人と防災未来センター 特別研究調査員 
NHK 静岡放送局放送部副部長（アナウンス） 横尾 泰輔 

 14:30-14:45 

(15) 
休   憩 

第

２

部 

演

習 

14:45-16:20 

(95) 

ワークショップ 目標管理型災害対応 

・オリエンテーション 

人と防災未来センター 主任研究員  松川 杏寧 

 ・ワークショップ 

※各班進行役 人と防災未来センター 研究部、リサーチフェロー 

16:20-16:35 

(15) 

模擬記者会見 
グループ代表者 

16:35-16:40 

(5) 

模擬記者会見の講評 
人と防災未来センター 特別研究調査員 
NHK 静岡放送局放送部副部長（アナウンス） 横尾 泰輔 

16:40-16:46 

(6) 

グループごとの振り返り 
※各班進行役 人と防災未来センター 研究部、リサーチフェロー 

16:46-16:56 

(10) 

全体の講評など 
人と防災未来センター センター長  河田 惠昭 

 
16:56-17:00 

(4) 

閉 講 

人と防災未来センター 副センター長 白石 秀俊 

 

災害対策専門研修「トップフォーラム in福島」 

カリキュラム 


