












■平成  年度火山防災体制構築の支援業務内閣府(防災担当)
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■災害時要援護者の避難支援に関する先進地調査等の実施業務 内閣府(防災担当)
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■地方公共団体における災害復興対策の推進に関する調査 内閣府(防災担当)
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■平成  年度被災者生活支援法関連調査 内閣府(防災担当)
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■運輸安全マネジメント評価効果把握手法検討業務 国土交通省(大臣官房)
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■防災ＷＥＢ検討ワークショップ運営支援業務 (独)防災科学技術研究所
@q÷¬

ä®àJ7"ĀøU7ĞĵĕĆwéÛJ7"øB¿¨ÛJ7[~ÛJ7AĆ

{³ëĄĲĵĎĒĮęĤĆéÛ¬

ª*ĆB¿÷>méîÜ /øĲĵĎĒĮęĤĆÅêóÛĦĵĪĥĵēô

b ëĄ@J7øàðÛ÷ '«öU7ĆiéÛJ7jøÔOĆ YéîÜ

■防災力勘定に関するリスクガバナンス構造分析支援業務 (独)防災科学技術研究所
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■市町村防災研修の実施に係る業務(財)消防科学総合センター
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■市町村防災研修事業に係る被災実態に関するヒアリング調査 (財)消防科学総合センター
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■地方自治体の災害対策本部運営実態に関する資料収集補助業務  人と防災未来センター
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■三宅村高濃度地区対策総合調査業務委託 東京都三宅村
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■北区パワーアップ講座  東京都北区
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■災害対策本部運営訓練の企画等実施補助業務 東京都中央区
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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
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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
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■消防ヒヤリハットデータベースのヒヤリハット事例分析及びハンドブック作成事業
(財)消防科学総合センター
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■安全文化企業診断（外国人従業員向け）に関する支援業務  A 社
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■平成  年度原子力防災広報の手引き及び原子力災害問い合わせ対応の手引改訂業務  静岡県
+ĉ>ăöÞK§đsÐ<ãĊmÁĘÑĎñê+D"âdĊl¦ĉÝėĕK_Ċ
îĔtĉĂïĄÀĘ·āÿëþĊąêäOôQc  RUòĒČ  RUĉcûÿì+D"ÞT?Ċ
eXõíêì+D"J6ï1ėýK_ĊeXõíĊj¿Ę·āÿë

Research Institute for Social Safety









■講演会等





講師派遣

2008.5.30
2008.6.17
2008.7.2
2008.7.3
2008.8.28
2008.9.25
2008.10.10
2008.10.11
2008.10.22
2008.10.29
2008.11.3
2008.11.12
2008.11.20
2008.11.25
2008.11.27
2009.2.4
2009.3.6

「安全文化とは何だろうか？『決められたこと』を地道に続けるにはどうしたらよいか？」 中部電力株式会社
「緊急時の人間行動～パニック人間行動学～」 新発田エネルギー懇談会
原子力防災研修行政実務講座（第 33 回）  (財)原子力安全技術センター
「安全文化とは何だろうか？『決められたこと』を地道に続けるにはどうしたらよいか？」
日本原子力研究開発機構幌延深地層研究センター
山陽人材育成講座ヒューマンエラーの要因分析力と安全推進活動山陽技術振興会
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」 日本原子力研究開発機構
「安全文化とは何だろうか？『決められたこと』を地道に続けるにはどうしたらよいか？」 日本貨物航空株式会社
第 90 回 部門別研究会（作業部門）『巨大地震とプラントの安全性』
話題提供「新潟県中越沖地震における柏崎刈羽原子力発電所のヒューマンファクターズ」 産業・組織心理学会
防災自助力パワーアップ講座  千葉県
東京都北区 学校指定参集職員訓練  東京都北区
防災市民組織リーダー研修会「防災市民組織の役割について」 東京都
第 109 回安全キャラバン「安全文化とは何だろうか？ ヒューマンエラー防止に向けた安全文化の構築」
日本原子力技術協会
「安全文化とは何だろうか？ ヒューマンエラー防止に向けた安全文化の構築」 航空保安協会
豊島・板橋・練馬地区安全衛生推進大会
「安全文化とは何だろうか？ ヒューマンエラー防止に向けた安全文化の構築」  (社)池袋労働基準協会
災害時の避難所運営について 東京都狛江市
原子力防災研修行政実務講座（第 38 回）  財)原子力安全技術センター
定期航空協会安全委員会「安全の秘訣とは何か？ ～無事故組織に学ぶ安全文化～」 定期航空協会

■シンポジウム・パネリスト
2008.4.19 中越沖地震における柏崎刈羽原子力発電所に関する調査・検討状況の住民説明会（長岡市）コーディネータ
原子力安全・保安院
2008.5.24 中越沖地震における柏崎刈羽原子力発電所に関する調査・検討状況の住民説明会（新潟市）コーディネータ
原子力安全・保安院
2008.9.3
地震・地滑りシンポジウム パネリスト 地震・地滑りシンポジウム実行委員会
2008.12.18 ＪＮＥＳ ２００８シンポジウム－今後の安全規制とＪＮＥＳの役割－
パネルディスカッション「今後のＪＮＥＳに期待すること」パネリスト原子力安全基盤機構

■委員等
○運輸安全委員会（旧 航空・鉄道事故調査委員会）  国土交通省
○原子力安全委員会 専門委員 原子力施設等防災専門部会，事故・故障情報活用 WG 原子力安全委員会
○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,運
営管理・設備健全性評価ＷＧ,産業事故分析・対策検討共同 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
○宇宙開発委員会（安全部会） 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
○中越大震災メモリアル拠点整備委員会山古志地区検討作業部会  新潟県
○防災・安全・復興に関する国際シンポジウム実行委員会  新潟県
○中越大震災復興評価・支援会議 新潟県
○三宅村三池地区復興基本計画検討委員会 東京都三宅村
○原子力防災総合調査検討委員会 (財)原子力安全技術センター
○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
○津波被害推定ならびに軽減技術研究小委員会  土木学会

■報道・取材協力
2008.5.14
2008.6.14
2008.7.9
2008.7.10
2008.7.13
2008.7.24
2008.9.1

ニュース 23「中国四川省地震」  ＴＢＳ
報道特別番組「岩手・宮城内陸地震」  日本テレビ
備えは万全か「緊急地震速報」  岩手日報
備えは万全か「生活再建支援」  岩手日報
岩手・宮城内陸地震１か月特集「復興の視点」  河北新報
ズームインスーパー「岩手県沿岸北部地震」  日本テレビ
ラジオ防災特集「大規模地震にいかに備えるか」  NHK
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