
 

 

 

 

 

 
 

１ 主催 

あいち防災協働社会推進協議会、あいち・なごや強靱化共創センター 
 
２ 共催 

愛知県、名古屋市、国立大学法人名古屋大学、愛知県商工会議所連合会、一般社団法人中

部経済連合会、防災のための愛知県ボランティア連絡会、なごや災害ボランティア連絡会 
 
３ 受講者を追加募集する講座・コース 

講座・コース名 開催日 
追加募集 
人数 

受講料 

防災基礎研修（名古屋会場） どちらか
必須 

9/23（日）  230名 1,000円 
防災基礎研修（三河会場） 10/3（水） 80名 1,000円 

企業防災コース（後期） 
〔ＢＣＰ未策定企業向け〕 

任意 
（複数選
択可） 

11/9（金）及
び 11/16（金）

の２日間 
35名 2,000円 

防災行政コース（後期） 
12/7（金）及
び 12/14（金）

の２日間 
10名 2,000円 

メディア講座 1/12（土） 20名 1,000円 
防災・減
災ツアー 

三の丸 10/16（火） 15名 1,000円 
歴史地震（本山） 11/3（土） 15名 1,000円 

 
４ 受講者の追加募集期間 

  平成 30年８月６日（月）から９月３日（月）まで（先着順） 
 
５ 申込方法 

   Ｗｅｂ上の所定のページ（http://www.bosai-gensai-college.com/） 

より入力画面に進んでお申し込みください。 
 
６ 追加募集する講座・コースのカリキュラム及び開催場所 
〇防災基礎研修（名古屋会場） 9月 23日（日） 場所：名古屋大学ＩＢ電子情報館 

9：00～9：10 開校式 あいさつ・オリエンテーション 

9：15～10:25 防災概論 名古屋大学 減災連携研究センター センター長・教授 福和 伸夫 

10:35～11:45 自然災害概論 名古屋大学大学院 環境学研究科 教授 山岡 耕春 

12:45～13:55 防災ボランティア概論 
認定特定非営利活動法人レスキューストックヤード  
代表理事 栗田 暢之  

14:05～15:15 防災行政概論 愛知県 防災局防災危機管理課課長 勝股 卓生 

15:25～16:35 企業防災概論 
一般社団法人日本損害保険協会中部支部 
東京海上日動リスクコンサルティング㈱ビジネスリスク本部  
主席研究員 坂本 憲幸 

 

〇防災基礎研修（三河会場）10 月 3日（水） 場所：西三河総合庁舎大会議室 
9：00～9：10 開校式 あいさつ・オリエンテーション 

9：15～10:25 防災概論 名古屋大学 減災連携研究センター 教授 武村 雅之 

10:35～11:45 自然災害概論 名古屋大学 減災連携研究センター 教授 鷺谷 威 

12:45～13:55 防災ボランティア概論 災害ボランティアコーディネーターなごや代表 髙﨑 賢一 

14:05～15:15 防災行政概論 愛知県 防災局防災危機管理課主幹 岡田 晴道 

15:25～16:35 企業防災概論 
一般社団法人日本損害保険協会中部支部 
ＳＯＭＰＯリスケアマネジメント㈱リスクマネジメント事業本部 
ＢＣＭコンサルティング部長 篠目 貴大 

裏面に続きます 

あいち防災キャラクター 

防災ナマズン 

皆様、是非、ご

受講ください。 

平成 30 年度防災人材育成研修 

防災・減災カレッジ 
受講者の追加募集のご案内 

 

http://www.bosai-gensai-college.com/
http://www.bosai-gensai-college.com/%EF%BC%89


 
〇企業防災コース（後期）２日間コース 
１日目：11月 9日(金) 場所：名古屋大学減災館 

9：30～10:00 
愛知県の中小企業のＢ
ＣＰについて 

愛知県 産業労働部中小企業金融課主幹 春田 繁伸 

10:10～17：00 
ＢＣＰ概論&ＢＣＰ策定
演習 

一般社団法人日本損害保険協会中部支部 
MS＆ADインターリスク総研㈱リスクマネジメント第四部  
事業継続マネジメント第二グループ コンサルタント 中島 翼 

 

２日目：11月 16 日(金) 場所：名古屋大学減災館 

9：30～17：00 

事例報告 
株式会社マルワ 代表取締役社長 鳥原 久資      
榊原工業株式会社 代表取締役 榊原 勝 

ワークショップ 
名古屋大学 減災連携センター准教授 都築 充雄 
名古屋大学 減災連携センター特任准教授 菅沼 淳 
名古屋大学 減災連携センター教授 利藤 房男 

 

〇防災行政コース（後期）２日間コース 
１日目：12月 7日(金) 場所：名古屋大学減災館 
9：30～10:30 日本の防災行政の変遷 名古屋大学 減災連携研究センター教授 西川 智 

10:40～11:30 
防災と対応力の強化 
（地震） 

愛知県 防災局防災危機管理課課長補佐 上杉 勉 

11:40～12:40 
防災と対応力の強化 
（風水害） 

愛知県 建設部河川課課長補佐 西村 薫 

13:30～14:20 
自治体における危機管
理 

愛知県 防災局防災危機管理課課長補佐 伊藤 敏明 

14:30～15:20 災害救助法 愛知県 防災局災害対策課主任 井上 知美 

15:30～17:00 避難所運営ゲーム 愛知県 防災局災害対策課主任主査 稲石 和豊 

 

２日目：12月 14 日(金) 場所：名古屋大学減災館 
9：30～10:30 県警の活動状況 愛知県警 災害対策課課長補佐  落合 健一 

10:40～11:40 消防活動について 豊川市消防本部消防司令補 堀内 宏文 

13:00～14:10 減災まちづくりの展開 名古屋都市センター調査課研究主査 吉岡 美保 

14:20～14:50 行政における協働 愛西市市民協働部防災安全課主任 生田 一 

15:00～17:00 クロスロードゲーム 防災ボラネット守山代表 鷲見 修 

 

〇メディア講座 1月 12日（土） 場所：名古屋大学減災館 
9:30～10:30 災害取材の基本 

名古屋大学 減災連携研究センター客員教授 隈本 邦彦 
10:40～11:40 

災害報道でよくある失
敗 

11:50～12:50 
現役新聞記者の経験か
ら 

中日新聞編集局社会部防災担当 廣瀬 和実 

13:40～14:40 
テレビデスクの経験か
ら 

中京テレビ放送㈱ 高橋 宏明 

14:50～15:50 
報道のために必要な地
震・津波の基礎知識 

名古屋大学 減災連携研究センター客員教授 隈本 邦彦 

16:00～17:00 質疑応答・討論 上記、メディア講座講師陣 

 

〇防災・減災ツアー（三の丸）10月 16日（火） 場所：名古屋市中区三の丸付近 
14:00～17:00 中部地方整備局、愛知県自治センター災害情報センター、愛知県庁本庁舎無線統制室、愛知

県庁西庁舎耐震通信局 

 

〇防災・減災ツアー（歴史地震（本山））11月 3日(土・祝) 場所：名古屋市千種区本山付近 
14:00～17:00 名古屋大学 減災連携研究センター教授 武村 雅之 

 
 

７ お問合せ先 

 〇受講申込について 

ニッコアイエム株式会社  

電話：052-321-5883 メール：info@bosai-gensai-college.com 

〇講習内容について 

  あいち・なごや強靱化共創センター 

 電 話：052-747-6979 メール：kyoso@gensai.nagoya-u.ac.jp  


