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岩手大学地域防災研究センター 平成２５年度実践的危機管理講座 実施要項 
 
目的  大災害に直面したとき，適切な危機管理を行うことが，危機の収束にきわめて重

要な役割を果たす。危機管理は，地域の防災力向上に不可欠な要素である。 
本講座は，地方自治体や事業所等の職員，大学生，防災に関心のある一般市民を

対象に，危機管理の基礎の修得及び実践的な訓練の実施により，現場で役に立つ危

機管理手法を修得した人材を育成することを目的に開講する。 
 
主催 岩手大学地域防災研究センター 
 
講師 地域防災研究センター長・工学部教授          堺 茂樹 

地域防災研究センター自然災害解析部門長・教育学部教授 土井宣夫 
地域防災研究センター災害文化部門長・教授       越野修三 
地域防災研究センター自然災害解析部門・工学部准教授  小笠原敏記 
地域防災研究センター自然災害解析部門・工学部准教授  山本英和 
地域防災研究センター自然災害解析部門・工学部准教授  大河原正文 

 
日時・会場 

◆初級コース 
日時：平成 25 年 9 月 28 日（土）9:00～17:00 
会場：工学部復興祈念銀河ホール 

◆中級コース 
日時：平成 25 年 10 月 28 日（月）〜11 月 1 日（金）9:00～17:00 
会場：工学部復興祈念銀河ホール及び工学部共用教育研究棟 1 階地域防災研究セン

ター会議室 
  ◆上級コース 
   日時：平成 25 年 11 月 5 日（火）～11 月 6 日（水）9:00～17:00 

会場：工学部復興祈念銀河ホール及び工学部共用教育研究棟 1 階地域防災研究セン

ター会議室 
 
募集人員（定員） 

各コース 50 名 ※定員になり次第、申込受付を締め切ります。 
 
募集対象 
 初級コース   ：学生・大学院生、一般市民 
 中級・上級コース：県・市町村の防災担当者、企業・防災機関等の危機管理担当者，

防災に関心のある学生・大学院生，一般市民 
 
募集期間・申し込み方法 
  各コースの締め切りまでに、申し込み先へハガキ、FAX 又は電子メールで、受講希

望者の氏名（フリガナ）、所属機関名（又は学校名）、連絡先（電話番号及び電子メール
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アドレス）を明記のうえ申し込むこと。電子メールの件名は『危機管理講座申込（コー

ス名）』とすること。 
  ◇各コース申込締切 

 初級コース   ： 9 月 20 日（金）必着 
   中級・上級コース：10 月 15 日（火）必着 
  ◇申し込み先 
   岩手大学地域防災研究センター事務局 
   〒020-8551 盛岡市上田 4-3-5 fax:019-621-6448 rcrdmf@iwate-u.ac.jp 
 
受講料 
 初級コース：無料 
中級コース：5,000 円 
上級コース：5,000 円 
※１ 支払方法は申し込み受け付け後に連絡します。 

  ※２ 納入済みの受講料は返還いたしません。ただし、各コース開始日前日（前日が

土日の場合は直近の平日）の 17 時までに申込取消の連絡があった場合を除き

ます。 
    
修了要件 
  中級コース、上級コースの全てを受講し、受講態度や講義・実習で課される課題の提

出内容等から、危機管理に関する知識・理解が十分備わったと判断できる受講者に対し

て本講座の修了を認め、地域防災研究センター長より修了証を交付する。 
 
科目及びスケジュール等 
  別紙スケジュール表のとおり 
  ※進行の都合等で科目が変更される場合がございますのでご注意ください。 
 
申し込み・問い合わせ先 

 岩手大学地域防災研究センター 〒020-8551 盛岡市上田4-3-5 

 TEL/FAX 019-621-6448  e-mail rcrdmf@iwate-u.ac.jp 
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別紙 平成２５年度実践的危機管理講座 スケジュール表 
 
◆初級コース 9 月 28 日（土）9:00～17:00【時間数：6 時間 50 分】 

時間 科 目 名 講師 
9:00-10:30 講義：オリエンテーション・大規模災害の教訓 越野修三 

10:30-10:40 休憩  

10:40-12:00 講義：危機への対応 越野修三 

12:00-13:00 休憩  

13:00-17:00 実習：クロスロードゲーム 越野修三 

 
◆中級コース 10 月 28 日（月）～11 月 1 日（金）9:00～17:00【時間数：33 時間】 

日時 科 目 名 講師 

第 1 日 

10/28 

9:00-10:30 講義：オリエンテーション・阪神淡路大震災の教訓 越野修三 

10:30-10:40 休憩  

10:40-12:00 講義：岩手宮城内陸地震の教訓 越野修三 

12:00-13:00 休憩  

13:00-14:30 講義：津波について 堺 茂樹 

14:30-14:40 休憩  

14:40-15:50 講義：危機管理概論 越野修三 

15:50-16:00 休憩  

16:00-17:00 講義：危機への対応 越野修三 

第 2 日 

10/29 

 

講義 

9:00-10:30 講義：東日本大震災の教訓 越野修三 

10:30-10:40 休憩  

10:40-12:00 講義：危機対応の組織について 越野修三 

12:00-13:00 休憩  

13:00-14:30 講義：地震について 山本英和 

14:30-14:40 休憩  

14:40-15:50 講義：災害対策本部活動について 越野修三 

15:50-16:00 休憩  

16:00-17:00 講義：情報活動 越野修三 

 

第 3 日 

10/30 

 

 

 

9:00-10:30 講義：危機におけるリーダーと参謀の役割 越野修三 

10:30-10:40 休憩  

10:40-12:00 講義：山林火災，豪雨災害の教訓 越野修三 

12:00-13:00 休憩  

13:00-14:30 講義：洪水・気象について 小笠原敏記 

14:30-14:40 休憩  

14:40-15:50 講義：自衛隊と行政の連携 越野修三 

15:50-16:00 休憩  

16:00-17:00 講義：訓練のマネジメント 越野修三 
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日時 科 目 名 講師 
 

 

第４日 

10/31 

9:00-10:30 講義：図上訓練とは 越野修三 

10:30-10:40 休憩  

10:40-12:00 実習：クロスロードゲーム 越野修三 

12:00-13:00 休憩  

13:00-14:30 講義：斜面災害について 大河原正文 

14:30-14:40 休憩  

14:40-17:00 実習：マップマヌーバー（MM） 越野修三 

 

第５日 

11/1 

9:00-12:00 実習：DIG 越野修三 

12:00-13:00 休憩  

13:00-14:30 講義：火山について 土井宣夫 

14:30-14:40 休憩  

14:40-17:00 実習：イメージトレーニング 越野修三 

 
◆上級コース 11 月 5 日（火）～11 月 6 日（水）9:00～17:00【時間数：14 時間 30 分】 

日時 科 目 名 講師 

第１日

11/5 

9:00-12:00 講義・実習：訓練準備（災害対策本部各班の動き） 越野修三 

12:00-13:00 休憩  

13:00-17:00 実習：訓練準備（オリエンテーション・会場準備） 越野修三 

第 2 日 

11/6 

9:00-15:00 実習：ロールプレイング図上訓練（応用） 越野修三 

15:00~15:30 休憩  

15:30~17:00 実習：訓練振り返り 越野修三 

 
中級・上級コース合計間数：47 時間 30 分 


