
 

事業総括（平成 29 年度防災連続セミナー） 

（１） 事業の実施 

平成 29 年度において、10 回の防災連続セミナーを実施した。その概要は次のとおりであ

る。 

第１回防災連続セミナー 

1．実施日時：平成 29 年 6 月 14 日（水）13：20～14：50 

2．場所：政策研究大学院大学講義室Ｍ 

3．参加者（人数）：65 名 

4．講師 鍵屋 一跡見学園女子大学教授 

5．演題 地域防災力を向上させるために～地区防災計画を中心にして～ 

第 2 回防災連続セミナー 

1．  実施日時：平成 29 年 6 月 21 日（水）13：20～14：50 

2．  場所：政策研究大学院大学講義室Ｍ 

3．  参加者（人数）：55 名 

4． 講師 伊藤哲朗東京大学客員教授、元内閣危機管理監 

5． 演題 危機管理の心構え 

第 3 回防災連続セミナー  

1．  実施日時：平成 29 年 6 月 28 日（水）13：20～14：50 

2．  場所：政策研究大学院大学講義室５Ｍ  

3．  参加者（人数）：54 名 

4． 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 

5． 演題  救急医療と危機管理体制の課題～災害関連死の課題を含めて～ 

第 4 回防災連続セミナー 

1．  実施日時：平成 29 年 7 月 12 日（水）13：20～14：50 

2．  場所：政策研究大学院大学講義室５Ｍ 

3．  参加者（人数）：50 名 

4．  講師   環境省大臣官房審議官 山本 昌宏 氏 

5． 演題   災害廃棄物対策について 

第 5 回防災連続セミナー 



 

1．  実施日時:平成 29 年 7 月 19 日（水）13：20～14：50 

2．  場所:政策研究大学院大学講義室５Ｍ 

3．  参加者（人数）：63 名 

4． 講師 東京大学教授、生産技術研究所 都市基盤安全工学国際研究センター長  

目黒 公郎 氏 

5． 演題 最近の地震災害を踏まえて 

−災害レジリエンスの高い社会を実現する方策について− 

第 6 回防災連続セミナー 

1．  実施日時：平成 29 年 9 月 27 日（水）13：20～14：50 

2．  場所：政策研究大学院大学講義室５Ｍ 

3．  参加者（人数）：45 名 

4．  講師 危険物保安技術協会理事長、前広島市副市長  室田 哲男 氏 

5． 演題 広島市における危機管理の取組み 

〜豪雨災害・オバマ大統領来訪への対応等〜 

第７回防災連続セミナー 

1．  実施日時：平成 29 年 10 月 18 日（水）15：00～16：30 

2．  場所：政策研究大学院大学講義室５Ｍ 

3．  参加者（人数）：60 名 

4． 講師 明治大学大学院教授、元東京都副知事  青山やすし 氏 

5． 演題 東京都の業務継続等について 

第 8 回防災連続セミナー 

1．  実施日時：平成 29 年 10 月 25 日（水）15：00～16：30 

2．  場所：政策研究大学院大学講義室５Ｍ 

3．  参加者（人数）：55 名 

4． 講師   元防衛省統合幕僚長  折木 良一 氏 

5． 演題   災害対策等における自衛隊の役割 

第９回防災連続セミナー 

1．  実施日時；平成 29 年 11 月１日（水）15：00～16：30 

2．  場所：政策研究大学院大学講義室５Ｍ 

3．  参加者（人数）：63 名 

4． 講師   放送大学教授  奈良 由美子 氏 

5． 演題   リスクへのアプローチ 



 

第１０回防災連続セミナー 

1．  実施日時：平成 29 年 11 月 8 日（水）15：00～16：30 

2．  場所：政策研究大学院大学講義室５Ｍ 

3．  参加者（人数）：64 名 

4．  講師 内閣府大臣官房審議官（防災担当） 米澤 健 氏 

5． 演題  九州北部豪雨等最近の災害動向及び対応について 

（２）事業の主旨 

防災・危機管理政策の立案にあたっては、様々な機関や実務家、専門家等による取組み

の実態を踏まえることが必要である。この観点から、各種災害や危機に対応するために取

り組んでおられるキーパーソンの方に講師をお願いし、取組みの現状や問題点、今後の課

題等について講義いただき、参加者との質疑応答も含めたセミナーを年間に 10回開催した。 

講師は毎回交替し、「災害･危機への対応と課題｣の共通テーマのもと、各講師が今最も精力

的に取り組んでおられる事柄を主題にお話いただき、情報共有させていただいたところで

ある。本セミナーを通じ、本学学生・教職員はもとより国・自治体・防災機関・大学・研

究機関・企業等の多くの参加者の方々との情報共有を行うことは、極めて有意義であり、

防災・危機管理に関する政策研究の進展に寄与するものである。 

(3) 事業の成果 

セミナーは公開とし、防災･危機管理コースの学生をはじめ、本学の学生･教職員、国、

自治体、大学、研究機関、防災機関、企業の方々など防災や危機管理に関心をお持ちの多

くの方々に参加いただき、毎回のセミナーにおける専門家、実務家等の講義、質疑応答を

通じ、各種災害・危機の現状、問題点、今後の課題等を踏まえた災害･危機対応の知識･経

験を広く共有することができた。さらに、各分野の第一線で活躍しているキーパーソンと

本学との連携を強め、本学を中心とする防災・危機管理の政策研究の取組みを情報発信す

ることにより、本学に対する理解促進及び持続可能な開発目標の達成に資するなど、大き

な成果が得られたものと考える。また、セミナーを通じて得られた防災・危機管理に関す

る知見等を報告書としてまとめている。 

以上、報告します。 

（企画・運営担当教員） 武田 文男 

教授、防災・危機管理コース ディレクター 



第１回防災連続セミナー終了報告書 

1．実施日時 

平成 29年 6月 14日（水）13：20～14：50 

2．場所 

政策研究大学院大学講義室Ｍ 

3．参加者（人数） 

65名（本学学生：15 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)：46 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   地域防災力を向上させるために～地区防災計画を中心にして～ 

5．成果 

鍵屋 一先生に、災害時要援護者の避難支援、人命救助、安否確認等にお

ける近助力の重要性や地区防災計画の活用など地域防災力の向上について

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。 

以上、報告します。 

教授、防災・危機管理コース ディレクター  武田 文男 



第 2回防災連続セミナー終了報告書 

1．実施日時 

平成 29年 6月 21日（水）13：20～14：50 

2．場所 

政策研究大学院大学講義室Ｍ 

3．参加者（人数） 

55 名（本学学生：15 名、本学教職員：5 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   伊藤哲朗東京大学客員教授、元内閣危機管理監 

・演題   危機管理の心構え 

5．成果 

伊藤哲朗先生に、阪神・淡路大震災や東日本大震災・福島原子力発電所事

故の教訓、危機管理に当たるリーダーの歴史観・国家観・心構え，危機管理

の要諦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。 

以上、報告します。 

教授、防災・危機管理コース ディレクター  武田 文男 



第 3回防災連続セミナー終了報告書 

1．実施日時 

平成 29年 6月 28日（水）13：20～14：50 

2．場所 

政策研究大学院大学講義室５Ｍ 

3．参加者（人数） 

54名（本学学生：14 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)：37 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   救急医療と危機管理体制の課題～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、ＪＲ福知山線

事故、岩手・宮城内陸地震，東日本大震災、熊本地震等を通じ、災害による直

接死、災害後の関連死の状況、災害により死亡が発生する時間軸、福島原発事

故避難者を取り巻く厳しい現状、救急医療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。 

以上、報告します。 

教授、防災・危機管理コース ディレクター  武田 文男 



第 4回防災連続セミナー終了報告書 

1．実施日時 

平成 29年 7月 12日（水）13：20～14：50 

2．場所 

政策研究大学院大学講義室５Ｍ 

3．参加者（人数） 

50 名（本学学生：13 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)：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   環境省大臣官房審議官 山本 昌宏 氏 

・演題   災害廃棄物対策について 

5．成果 

廃棄物対策の専門家である山本 昌宏先生に、東日本大震災等を通じ、災害

対策における災害廃棄物処理の重要性、教訓に基づく災害廃棄物対策の見直し、

熊本地震等における対応、今後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、災害廃棄物対策に関する

キーパーソンである山本 昌宏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。 

以上、報告します。 

教授、防災・危機管理コース ディレクター  武田 文男 



 

第 5回防災連続セミナー終了報告書 

1．実施日時 

平成 29年 7月 19日（水）13：20～14：50 

2．場所 

政策研究大学院大学講義室５Ｍ 

3．参加者（人数） 

63名（本学学生：15 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)：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   東京大学教授、生産技術研究所 都市基盤安全工学国際研究センタ

ー長  目黒 公郎 氏 

・演題   最近の地震災害を踏まえて 

−災害レジリエンスの高い社会を実現する方策について− 

5．成果 

防災対策の専門家である目黒公郎先生に、東日本大震災の教訓、首都直下地

震の怖さ、巨大地震対策、災害イマジネーション能力、防災対策の基本など災

害レジリエンスの高い社会を実現する方策について講義いただくとともに、参

加者との質疑応答が行われた。これらを通じ、災害対策に関するキーパーソン

である目黒公郎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。 

以上、報告します。 

教授、防災・危機管理コース ディレクター  武田 文男 



 

第 6回防災連続セミナー終了報告書 

1．実施日時 

平成 29年 9月 27日（水）13：20～14：50 

2．場所 

政策研究大学院大学講義室５Ｍ 

3．参加者（人数） 

45名（本学学生：13 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)：30 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   危険物保安技術協会理事長、前広島市副市長   室田 哲男 氏 

・演題   広島市における危機管理の取組み 

〜豪雨災害・オバマ大統領来訪への対応等〜 

5．成果 

本年 7 月まで広島市副市長を務め、防災対策の専門家である室田 哲男先生

に、広島豪雨災害を踏まえた警戒・避難システムの見直し、並びに、G7 外相

会合及びオバマ大統領訪問時における広島市の危機管理体制について講義い

ただくとともに、参加者との質疑応答が行われた。これらを通じ、防災・危機

管理対策に関するキーパーソンである室田 哲男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。 

以上、報告します。 

教授、防災・危機管理コース ディレクター  武田 文男 



 

第７回防災連続セミナー終了報告書 

1．実施日時 

平成 29年 10月 18日（水）15：00～16：30 

2．場所 

政策研究大学院大学講義室５Ｍ 

3．参加者（人数） 

60 名（本学学生：16 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)：40 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、元東京都副知事 青山やすし 氏 

・演題   東京都の業務継続等について 

5．成果 

東京都副知事を務め、危機管理の専門家である青山やすし先生に、東京都政

におけるＢＣＰ（事業継続計画）の必要性、目標、非常時優先業務等について

講義いただくとともに、参加者との質疑応答が行われた。これらを通じ、防災・

危機管理対策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。 

以上、報告します。 

教授、防災・危機管理コース ディレクター  武田 文男 



 

第 8回防災連続セミナー終了報告書 

1．実施日時 

平成 29年 10月 25日（水）15：00～16：30 

2．場所 

政策研究大学院大学講義室５Ｍ 

3．参加者（人数） 

  55名（本学学生：17 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)：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   元防衛省統合幕僚長  折木 良一 氏 

・演題   災害対策等における自衛隊の役割 

5．成果 

防衛・危機管理の専門家である折木 良一先生に、昭和～平成～今日に至る

自衛隊の役割変化、自衛隊の災害派遣に対する取組み、東日本大震災の教訓、

今後の大災害への備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

が行われた。これらを通じ、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して終了した。 

以上、報告します。 

教授、防災・危機管理コース ディレクター  武田 文男 



 

第９回防災連続セミナー終了報告書 

1．実施日時 

平成 29年 11月１日（水）15：00～16：30 

2．場所 

政策研究大学院大学講義室５Ｍ 

3．参加者（人数） 

63名（本学学生：16 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)：43 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  奈良 由美子 氏 

・演題   リスクへのアプローチ 

5．成果 

リスクマネジメントの専門家である奈良 由美子 先生に、リスク概念の基本、

リスク認知の重要性、認知バイアス、災害に関するリスクコミュニケーション

の手法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行われた。 

これらを通じ、奈良 由美子 先生が持っておられる防災・危機管理に関する

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。 

以上、報告します。 

教授、防災・危機管理コース ディレクター  武田 文男 



 

第１０回防災連続セミナー終了報告書 

1．実施日時 

平成 29年 11月 8日（水）15：00～16：30 

2．場所 

政策研究大学院大学講義室５Ｍ 

3．参加者（人数） 

64名（本学学生：17 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)：43 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   内閣府大臣官房審議官（防災担当） 米澤 健 氏 

・演題    九州北部豪雨等最近の災害動向及び対応について 

5．成果 

防災行政の専門家・実務家である 米澤 健 先生に、平成 29 年九州北部豪

雨の被害及び政府の対応、避難勧告等の見直し、南海トラフ地震への防災対応

の考え方、災害情報ハブの推進等について講義いただくとともに、参加者との

質疑応答が行われた。 

これらを通じ、米澤 健 先生が持っておられる防災・危機管理に関する深

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。 

以上、報告します。 

教授、防災・危機管理コース ディレクター  武田 文男 


