









■平成  年度火山情報に対応した火山防災対策検討業務  内閣府(防災担当)
_p  `    ĥŇ<°ïqŦşťĦVĬŊĲĜ)ľěīĢĮĲ°YlGĽ:ĹĹńļě°Y<
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■三宅島火山活動災害記録誌編纂支援  東京都三宅村
 `PZ<°ĸľěKĆĽ°YŐŖĽ!Ħ  ` ũļŋĲĴķZ¡Ľ^ZŌMĪě^ZfĽ´B
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■地震防災緊急事業に関する被害想定及び目標設定手法の検討業務  内閣府(防災担当)
LČ±ðľěCēČ±UÌzýĽĲŃě½ěĀpěUÌÊŌÄĮĲCE½ĽçQŌC
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■災害時行動調査事業委託 新潟県柏崎市
ëľě `¯Àõ£CēĽ#(ļĤĩŉ[]Ľ±SUiļĵġķěëŪ"ĮĲńĽĸ
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■中越沖地震のコミュニティ対応に関する柏崎市民アンケート調査  (独)防災科学技術研究所
¯Àõ£CēŌĘĮĲ[]¡ŌUòļăûļņŉōŨœūŚëŌRĮěß±³¥Ņ»±fĽÞ
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■関東地域を対象としたローカルリスクガバナンスに関する比較調査研究  (独)防災科学技術研究所
CEŔšŢŜřŎĦČ±ļċİŉCEĽêĕâ¢ļpŌyĪķġŉĹĮķě Ą«+«.C+ĹA
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■市町村職員防災研修の実施に係る業務  (財)消防科学総合センター
A  bÀĸĽ]¸Č±veÛ9ŌUòĹĮĲČ±FÂļĤġķěČ±UÌhàĻÁîļċİ
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■市町村防災研修事業に係る市区町村アンケート委託  (財)消防科学総合センター
ó©ČÇOÓ5ŗŨŘūĦAĽÜ¤ŌUòļRĮķġŉ]¸Č±ÂĽČ±ÂĽ
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■広域防災事業調査・研究  ９市広域防災事業協議会
É\]0ĿùĐĽů]ĸpĬŊĲĞů]aEČ±-ðğĽ#Ľ3ňÐłĹĮķěĞlGğĹĞ]
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■災害対策本部運営訓練の企画等実施補助業務委託  東京都中央区
+Ă¾ě+ ēcŮdĽCē»¶ĥŇŬĊfěļ±SUÌĂĦÉĪŇŊěĂðļņŉ4±U
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■豊島区地域防災計画策定整備委託  東京都豊島区
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■東京都北区地域防災計画改定コンサルタント委託  東京都北区
úWf  XZ÷ç«?òĔğĢĕÈNdLûđúç?@îÍ§ŒWf  Xœû1ėú+,î
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■地域防災力パワーアップ講座  東京都北区
Ãî¸¾Ĥ_ĔŖŗŕēĒĝ0$Ĉċøî?=ĕfĞåñgâ;ĕüġzēĒĤĵőŃđĈċî
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■北区防災センター地震の科学館展示リニューアルに伴う基本構想並びに基本計画作成業務  東京都北区
+,îıŎĲőR¯²ìĕóŊĹŇőĦŋĔ6ĄďøĊĕA d1ėA Í§Ĥ´LĈċùÃî
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■平成  年度ヒューマンファクターを主体とした安全管理技術に関する課題の抽出と整理(人間・組織等安
全解析調査等事業)  独原子力安全基盤機構
.F#{ÑĕJ®Ĕ`ÉēJŃĺĮŅŎķiÆĔíĉĢÊĤ»5©Ĕ2ðŐu£ĉĢċĜø¢ĕ
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■平成  年度分野横断的な事故・トラブルから得られた教訓の整理(人間・組織等安全解析調査等事業)
  独原子力安全基盤機構
.F#øÄ²øéäø*GøIKë¨ĕ  èĔĀĄĢã/ĕrŐķŉľŋĕ ĤÅýø èx©
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■安全文化データベース検索機能高度化業務  日本原子力技術協会
} .F#iÆ-Ėø.F#Jv*ĞļŇőŃŎĽĥĩĲőĕ1:¨ĕċĜĔ4±ØĤM{Ĉď
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■我が国に関する避難情報の収集分析とデータベースの作成調査  日本原子力研究開発機構
àXĔ¨¥ĈċöNøNøTNĔĀĄĢåñĔĎýďøåñ)7³ĕ¨ ĞMåñ
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■避難時間に関する情報の収集・分析とデータベースの作成調査  日本原子力研究開発機構
.F#NĕåñO´ĔÛĉĢċĜø XÙDU<ø X¡T<1ėHU<ĤOÚĔø
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■安全文化企業診断に関する業務  Ａ社
Ä²ÁĔĀýďøJmá'ĕ¤đĈďÑ¿ĆģċĿŌĮĨĩķĳőńĕqpĤÅýøĪŋőĿ°
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■消防職員用公務災害事例収集・分析の手引書作成調査  (財)消防科学総合センター
XZĔ[ăºăøî æĔOĈļĦŊŎĪ×ĤM{Ĉø(NîĔ6Ąċ©ē3ġ¸ěĤjo
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■事例分析・ハンドブック原稿作成  (財)消防科学総合センター
»(¬îYĕłőńŁőĮúîļņŊĻĴķĶőĲŀőįûĔĀýďëĆģďýĢrĕþČø Ç
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■講演会等







講師派遣

2007.4.27～ 山陽人材育成講座「ヒューマンエラーの要因分析と安全推進活動」 (社)山陽技術振興会
2007.5.30 第 13 回管理者セミナー「真の安全文化とは？～過去の事故事例と無事故への取り組みに学ぶ」
 日本原子力技術協会 NS ネット事業部
2007.6.14 第 33 回警察関係実務講座「緊急時の人間行動」  (財)原子力安全技術センター
2007.7.3
平成 19 年度 JICA 集団研修・インフラ施設の自然災害に対する抑止・軽減対策及び復旧対策コース「災害時の
情報伝達と意思決定におけるヒューマンファクター」  (社)近畿建設協会
2007.8.24 平成 19 年度 学校指定参集職員訓練  東京都北区
2007.9.5
講師育成研修・放射線事故緊急時対応コース「災害時の情報伝達と意思決定」
 (独)日本原子力研究開発機構原子力研修センター
2007.9.6
第 36 回警察関係実務講座「緊急時の人間行動」  (財)原子力安全技術センター
2007.9.11 市民防災リーダー育成講座「避難所運営計画」 静岡県焼津市
2007.9.27 原子力防災セミナー「緊急時の人間行動」  福井県
2007.10.4 ことぶき大学院「家庭と地域の地震対策」 東京都中野区
2007.10.６ 危機管理セミナー「行政職員としての初期活動の心得」 埼玉県朝霞市
2007.10.18 日野自動車安全衛生協力会大会「安全文化とは何だろうか ～無事故企業に学ぶ～」 日野自動車安全衛生協力会
2007.11.16 安全と共生の原子力人材充実セミナー「リスク管理におけるヒューマンファクターズ～原子力安全のためのヒュ
ーマンファクターズの視点」 福井大学
2007.11.16 品質月間講演会「安全文化とは何だろうか ～無事故企業に学ぶ～」 北陸電力(株)志賀原子力発電所
2007.12.1 地域防災教育センター研修「災害と自治組織」  三重県
2007.12.５ 防災市民組織リーダー研修会「直下型地震への備えと防災市民組織の役割及び活動について」  東京都
2007.12.11 横浜市消防局特別教育救助隊員スキルアップ教育「事例分析演習「原因指向」の事例分析」 横浜市消防局
2007.12.18 株式会社協和エクシオ 2007 年度事故撲滅全社安全大会「安全文化とはなんだろうか？～無事故企業に学ぶ～」
 (株)協和エクシオ
2007.12.19 志茂エリアネット中学生研修“みんなで話し合う地域の防災”～「避難所の生活」～ 志茂エリアネットワーク
2008.1.17 第 31 回行政実務講座「緊急時の人間行動」  (財)原子力安全技術センター
2008.3.3
消防職員幹部教育中級幹部科（第 21 期）「公務災害の発生状況と傾向」 静岡県消防学校
2008.3.13 「災害時の応急活動のあり方について」 栃木県小山市

■シンポジウム・パネリスト
2007.7.2

第４回学術講演会特別企画「新検査制度と高経年化」パネルディスカッション
「新検査制度に対する“やや部外者”の見方」 日本保全学会
2007.7.4
航空連合航空安全シンポジウム 「組織の『安全文化』とは？～事故の少ない組織に学ぶ～」  航空連合
2007.11.19 火山市民ネット第６回フォーラム「市民の視点からみた噴火災害」 火山市民ネット
2007.11.20 「被災地をつなぐ再生への思想」 第５回火山都市国際会議
2007.11.20 「噴火災害と土地の嵩上げによる集落再建」 第５回火山都市国際会議

■委員等
○突風等短時間予測情報利活用検討会 気象庁
○総合的な宅地防災対策に関する検討会  国土交通省
○航空・鉄道事故調査委員会 国土交通省
○総合資源エネルギー調査会 原子力安全・保安部会,原子力防災小委員会,危機管理ＷＧ,リスク情報活用検討会, 検査のあり方に
関する検討会,安全管理技術評価ＷＧ,もんじゅ安全性確認検討会,中越沖地震における原子力施設に関する調査・対策委員会,中
越沖地震における自衛消防及び情報連絡・提供に関するＷＧ, 運営管理・設備健全性評価ＷＧ 経済産業省原子力安全・保安院
○核物質防護秘密監査委員会経済産業省原子力安全・保安院
○原子力安全委員会 原子力施設等防災専門部会，事故・故障情報活用 WG 内閣府原子力安全委員会
○原子力防災検討会 文部科学省
○第１８期火災予防審議会 東京都
○千葉県地震被害想定調査検討委員会 千葉県
○防災教育検討会 千葉県
○空港安全技術懇談会 (財)航空輸送技術研究センター
○安全文化検討委員会日本原子力技術協会
○安全キャラバン第三者評価委員会日本原子力技術協会
○「原子力利用の知識普及啓発に関する世論調査（その 2）」ＷＧ委員会  (財)日本原子力文化振興財団
○消防ヒヤリハットデータベース運営委員会  (財)消防科学総合センター
○大規模建築物群の防災対策のあり方検討委員会 日本建築防災協会

■報道・取材協力
2007.7.17
2008.3.10
2008.3.25

ニュース 23「新潟県中越沖地震」  ＴＢＳ
ネットワーク 1・17「これからの防災」  毎日放送
報道特別番組「絆 能登半島地震から１年」  北陸放送
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