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第１回防災連続セミナー終了報告書 

 

1. 実施日時:平成 28年６月 1日（水）15：00～16：30 

 

2. 場所:政策研究大学院大学講義室 L 

 

3. 参加者（人数） 

参加者数：67名（本学学生：16 名、本学教職員：9名、外部(防災関係機関 職

員など防災・危機管理に関心のある者)：42 名） 

 

4. 内容 

・挨拶、司会進行   武田文男本学教授、防災Ｐディレクター 

・講師   折木良一 元防衛省統合幕僚長 

・演題   これからの大規模災害に備えて 

 

5. 成果 

折木良一先生に、ご出身地である熊本の地震への対応をお話しいただき、

自衛隊の現状、災害派遣の取組み、阪神・淡路大震災や東日本大震災からの

教訓、自衛隊の組織力と現場力等について講義いただくとともに、参加者と

の質疑応答が熱心に行われた。 

これらを通じ、危機管理に関するキーパーソンである折木良一先生が持っ

ておられる深い見識、貴重な経験等を本学学生・教職員をはじめとする参加

者が情報共有することができる機会となり、有意義な防災連続セミナーとな

った。 
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第 2回防災連続セミナー終了報告書 

 

1. 実施日時:平成 28年 6月 8日（水）15：00～16：30 

 

2. 場所:政策研究大学院大学講義室 L 

 

3. 参加者（人数） 

参加者数：63 名（本学学生：17 名、本学教職員：7 名、外部(防災関係機関 職

員など防災・危機管理に関心のある者)：39 名） 

 

4. 内容 

・挨拶、司会進行  武田文男本学教授、防災・危機管理コースディレクター 

・講師   伊藤哲朗東京大学客員教授、元内閣危機管理監  

・演題   危機管理の要諦 

 

5. 成果 

伊藤哲朗先生に、東日本大震災・福島原子力発電所事故発生当時の内閣危

機管理監（政府の危機管理責任者）として各種対策に当たられた際のご苦労

や教訓等を含め、危機管理の要諦、心構え等について講義いただくとともに、

参加者との質疑応答が熱心に行われた。 

これらを通じ、防災・危機管理に関するキーパーソンである伊藤哲朗先生

が持っておられる深い見識、貴重な経験等を本学学生・教職員をはじめとす

る参加者が情報共有することができる機会となり、有意義な防災連続セミナ

ーとして終了した。 
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第３回防災連続セミナー終了報告書 

 

1. 実施日時:平成 28年 6月 15日（水）15：00～16：30 

 

2. 場所:政策研究大学院大学講義室 L 

 

3. 参加者（人数） 

参加者数：67名（本学学生：16 名、本学教職員：7 名、外部(防災関係機関 職

員など防災・危機管理に関心のある者)：44名） 

 

4. 内容 

・挨拶、司会進行  武田文男本学教授、防災・危機管理コースディレクター 

・講師   鍵屋一跡見学園女子大学教授  

・演題   熊本地震に学ぶ災害対応 

 

5. 成果 

鍵屋一先生に、熊本地震発生後の 12 日間にわたる現地調査を踏まえ、熊

本県益城町の地震被害は何故拡大したか等について講義いただくとともに、

参加者との質疑応答が熱心に行われた。 

これらを通じ、防災・危機管理に関するキーパーソンである鍵屋一先生が

持っておられる深い見識、貴重な経験等を本学学生・教職員をはじめとする

参加者が情報共有することができる機会となり、有意義な防災連続セミナー

として終了した。 
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第４回防災連続セミナー終了報告書 

 

1. 実施日時:平成 28年 6月 22日（水）15：00～16：30 

 

2. 場所:政策研究大学院大学講義室 L 

 

3. 参加者（人数） 

参加者数：71 名（本学学生：18 名、本学教職員：8名、外部(防災関係機関 職

員など防災・危機管理に関心のある者)：45 名） 

 

4. 内容 

・挨拶、司会進行  武田文男本学教授、防災・危機管理コースディレクター 

・講師   総務省自治財政局公営企業課理事官（前熊本県総務部長）  

木村 敬 氏 

・演題   熊本地震ー現場の取組み 

 

5. 成果 

熊本地震発生当時の熊本県総務部長である木村敬先生に、熊本地震発生後

の約 2か月にわたる被災地の現状、熊本県及び益城町、西原村、熊本市等各

自治体の取組みなどについて講義いただくとともに、参加者との質疑応答が

熱心に行われた。 

これらを通じ、防災・危機管理に関するキーパーソンである木村敬先生が

持っておられる深い見識、貴重な経験等を本学学生・教職員をはじめとする

参加者が情報共有することができる機会となり、有意義な防災連続セミナー

として終了した。 
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第５回防災連続セミナー終了報告書 

 

1. 実施日時:平成 28年 6月 29日（水）15：00～16：30 

 

2. 場所: 政策研究大学院大学講義室 L 

 

3. 参加者（人数） 

参加者数：57 名（本学学生：16名、本学教職員：6 名、外部(防災関係機関 職

員など防災・危機管理に関心のある者)：35 名） 

 

4. 内容 

・挨拶、司会進行  武田文男本学教授、防災・危機管理コースディレクター 

・講師   静岡大学防災総合センター教授（元静岡県危機管理監） 

岩田孝仁氏 

・演題   減災から防災へ～地域社会の現場から～ 

 

5. 成果 

防災・危機管理業務に長く従事し、元静岡県危機管理監である岩田孝仁先

生に、東海地震対策の現状、地域の環境変化と社会構造の変化、「減災」で

良しとする甘えでなく被害ゼロを目指す「防災」の原点に立ち返る重要性な

どについて講義いただくとともに、参加者との質疑応答が熱心に行われた。 

これらを通じ、防災・危機管理に関するキーパーソンである岩田孝仁先生

が持っておられる深い見識、貴重な経験等を本学学生・教職員をはじめとす

る参加者が情報共有することができる機会となり、有意義な防災連続セミナ

ーとして終了した。 
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第６回防災連続セミナー終了報告書 

 

1. 実施日時:平成 28年７月６日（水）15：00～16：30 

 

2. 場所: 政策研究大学院大学会議室３C 

 

3. 参加者（人数） 

参加者数：54 名（本学学生：15 名、本学教職員：7名、外部(防災関係機関 職

員など防災・危機管理に関心のある者)：32 名） 

 

4. 内容 

・挨拶、司会進行  武田文男本学教授、防災・危機管理コースディレクター 

・講師   国立研究開発法人建築研究所 研究専門役  向井 昭義 氏 

・演題   地震による建築物の被災と対策〜熊本地震における特徴と課題〜 

 

5. 成果 

建築物防災の専門家である向井昭義先生に、阪神・淡路大震災、東日本大震

災における建築物の被災結果を踏まえて講じられた対策、本年発生した熊本地

震における調査・分析の概要、被災の特徴と課題などについて講義いただくと

ともに、参加者との質疑応答が熱心に行われた。 

これらを通じ、防災・危機管理に関するキーパーソンである向井昭義先生が 

持っておられる深い見識、貴重な経験等を本学学生・教職員をはじめとする 

参加者が情報共有することができる機会となり、有意義な防災連続セミナー 

として終了した。 
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第７回防災連続セミナー終了報告書 

 

1. 実施日時:平成 28年７月 20日（水）15：00～16：30 

 

2. 場所:政策研究大学院大学講義室５Ｌ 

 

3. 参加者（人数） 

参加者数：44 名（本学学生：12 名、本学教職員：4名、外部(防災関係機関 職

員など防災・危機管理に関心のある者)：28 名） 

 

4. 内容 

・挨拶、司会進行  武田文男本学教授、防災・危機管理コースディレクター 

・講師   防衛医科大学校 准教授（救急部 兼 防衛医学研究センター外傷

研究部門）秋冨 慎司 氏 

・演題   災害による死亡を如何に防ぐか〜災害関連死の課題を含めて〜 

 

5. 成果 

災害医療の専門家である秋冨慎司先生に、阪神・淡路大震災、新潟中越地震、

ＪＲ福知山線事故、東日本大震災、熊本地震等を通じ、災害・事故における直

接死、関連死の現状、災害により死亡が発生する 5つの波における個人と行政

の取組み、支援を受ける側の受援力の重要性などについて講義いただくととも

に、参加者との質疑応答が熱心に行われた。これらを通じ、防災・危機管理に

関するキーパーソンである秋冨慎司先生が持っておられる深い見識、貴重な経

験等を本学学生・教職員をはじめとする参加者が情報共有することができる機

会となり、有意義な防災連続セミナーとして終了した。 
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第８回防災連続セミナー終了報告書 

 

1. 実施日時:平成 28年 11月 14日（水）10：40～12：10 

 

2. 場所:政策研究大学院大学 会議室３Ｃ 

 

3. 参加者（人数） 

参加者数：32 名（本学学生：10 名、本学教職員：2 名、外部(防災関係機関 職

員など防災・危機管理に関心のある者)：20 名） 

 

4. 内容 

・挨拶、司会進行  武田文男本学教授、防災・危機管理コースディレクター 

・講師   本学教授 根井寿規氏 

・演題   原子力発電の現状と課題 

 

5. 成果 

資源エネルギー政策に長く従事し、東日本大震災の福島第一原子力発電所

事故発生時に原子力安全保安院審議官として対応に当たった根井寿規先生

に、世界及び日本の原子力発電所の現状、原子力政策の推移、原子力防災の

課題などについて講義いただくとともに、参加者との質疑応答が熱心に行わ

れた。 

これらを通じ、防災・危機管理に関するキーパーソンである根井寿規先生

が持っておられる深い見識、貴重な経験等を本学学生・教職員をはじめとす

る参加者が情報共有することができる機会となり、有意義な防災連続セミナ

ーとして終了した。 
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第 9回防災連続セミナー終了報告書 

 

1. 実施日時:平成 28年 12月 1日（木）10：40～12：30 

 

2. 場所:政策研究大学院大学 会議室 3C 

 

3. 参加者（人数） 

参加者数：44 名（本学学生：11 名、本学教職員：2名、外部(防災関係機関 職

員など防災・危機管理に関心のある者)：31 名） 

 

4. 内容 

・挨拶、司会進行  武田文男本学教授、防災・危機管理コースディレクター 

・講師   放送大学教授 奈良由美子 氏  

・演題   災害心理とリスクコミュニケーション 

 

5. 成果 

社会学の専門家である奈良由美子先生に、災害対策の方向性、リスクの認知、

リスクコミュニケーションの基本・手法、非常時と平常時の連動等について講

義いただくとともに、参加者との質疑応答が熱心に行われた。これらを通じ、

災害心理に関するキーパーソンである奈良由美子先生が持っておられる深い

見識、貴重な経験等を本学学生・教職員をはじめとする参加者が情報共有する

ことができる機会となり、有意義な防災連続セミナーとして終了した。 
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第 10回防災連続セミナー終了報告書 

 

1. 実施日時:平成 28年 12月 6日（火）10：40～12：30 

 

2. 場所:政策研究大学院大学 会議室 3C 

 

3. 参加者（人数） 

参加者数：38名（本学学生：11 名、本学教職員：3 名、外部(防災関係機関 職

員など防災・危機管理に関心のある者)：24 名） 

 

4. 内容 

・挨拶、司会進行  武田文男本学教授、防災・危機管理コースディレクター 

・講師   明治大学大学院教授 青山 やすし 氏 （元東京都副知事） 

・演題   東京都における危機管理の課題 

 

5. 成果 

危機管理の専門家である青山やすし先生に、危機管理をめぐる論点、危機管

理と防災、自治体の危機管理、東京都における課題等について講義いただくと

ともに、参加者との質疑応答が熱心に行われた。これらを通じ、防災・危機管

理に関するキーパーソンである青山やすし先生が持っておられる深い見識、貴

重な経験等を本学学生・教職員をはじめとする参加者が情報共有することがで

きる機会となり、有意義な防災連続セミナーとして終了した。 

 

  


