
月日 曜日 午前・午後 研修単元 研修内容 担当 場所

8月
23日

火 来日

10:00-12:00 JICA研修制度ブリーフィング
JICA研修員の待遇説明、保険証・銀行カード支
給

JICA関西 JICA関西

14:00-14:30 開講式 高知大学 JICA関西

15:00-16:00 プログラム説明 本プログラムの説明 JICA四国、高知大学 JICA関西

10:00-12:00 日本の災害対策
日本の災害/国の災害対策部署と地方自治体の
デマケ、/国際防災協力

人と防災未来センター　研
究員　高田洋介様

JICA関西

14:00-17:00
震災の経験を生かした神戸におけ
るコミュニティ防災

神戸市防災福祉コミュニティと防災教育について
神戸市消防局　消防司令
補　尾曲様

JICA関西

10:00-11:30 ジェネラルオリエンテーション 日本の歴史文化
JICA関西

JICA関西

13:00-15:00 ジェネラルオリエンテーション 日本の政治経済
JICA関西

JICA関西

15:20-17:00 視察（人と防災未来センター） 神戸大震災の経験と教訓
人と防災未来センター　英
語ボランティア 人と防災未来センター

4 27日 土

5 午前 防災訓練視察 神戸市内の避難訓練に参加(9:50-12:00)
神戸市消防局　消防司令
補　尾曲様

神戸市立狩場台小学校

9:00-12:00 ワークショップ 各国の課題分析 高知大学　新納教授 JICA関西

13:00-15:00
ＪＩＣＡの防災主流化に向けた
支援戦略

防災の主流化 JICA地球環境部　細川様 JICA関西

9:30-11:00 移動（神戸→京都） 1時間20分

11:00-17:00 京都視察 世界遺産視察 京都市内

9 10:00-15:15
移動（神戸→伊丹→仙台→荒浜小
学校）

伊丹13:00-14:10仙台空港14:45－（バス）15:15荒
浜小学校

仙台市内

15:15－17:00
荒浜小学校（震災遺構）、中野5丁
目避難タワー視察

震災遺構を見て津波災害の実態を知る、また海
岸線の3重防御について知る
津波避難タワーを見て、防災の取組みを知る

仙台市防災環境都市推進
室　柳沢主査

仙台市内

17:00-18:00 移動（荒浜→仙台市内） バス1時間 仙台市内

10:00-12:00 東北全体の被災・復興状況 全体の被災・復興状況、防災の取組を概観
・宮城県庁危機対策課
・宮城県庁震災復興政策課

JICA東北
大会議室

13:30-14:45 日本の復興予算と防災予算 国の復興予算と国土強靭化予算の概要 新納教授
JICA東北
大会議室

15:00-17:00 東北視察へ向けて
視察地の紹介、被災時のビデオ上映（東松島、
気仙沼）

新納教授
JICA東北
大会議室

11 3日 土

4日 日

8:30-9:45 移動（仙台→東松島） バス1時間15分

10:00-12:00 東松島市役所(講義）
東松島市の被災時対応、復興状況、防災の取組
等

東松島市役所小野弘行参
与

東松島市役所

13:00-17:15
東松島市復興状況、防災の取組視
察

備蓄倉庫「復興絆」、復興住宅、野蒜丘陵地区造
成高台、JR仙石線野蒜駅、宮の森小学校、メガ
ソーラー等（環境未来都市関連

東松島市役所小野弘行参
与

東松島市内

10:00-11:30 移動（東松島→南三陸町） 車1時間15分

13:00-16:00
語り部による震災の実態
仮設住宅住民との懇談

語り部、仮設住宅住民との懇談、南三陸町旧防
災庁舎視察、ホテル観洋からの展望

語り部　後藤　一磨氏 南三陸町

16:00-17:30 移動（南三陸町→気仙沼市） バス1時間30分

9:00-12:00
気仙沼市の被災状況と復興状況、
防災の取組（講義）

・気仙沼市の被災状況、復興状況、新たな防災
の取り組み
・気仙沼市の水産加工業の復興状況

・気仙沼市役所　危機管理
課、水産課

気仙沼市役所

13:30-15:30 気仙沼市の被災・復興状況
・漁港、造船の被災、復興状況
・波路上地区の被災状況
・階上中学校の防災教育

アジア航測　佐藤技師長 気仙沼市内

15:30-16:30 気仙沼市の被災・復興状況 ・階上中学校の防災教育 階上中学校　千葉教諭 気仙沼市内

16 9:00-12:00
鹿折地区の水産加工業の復興状
況、（視察）

水産加工業復興状況（鹿折地区水産加工業組
合）

鹿折地区水産加工業組合
細谷事務局長 鹿折地区

13:15-15:00
鹿折地区の住宅復興状況、（視察） 鹿折地区災害公営住宅、鹿折北住宅団地 気仙沼市建設部　災害公

営住宅整備課 鹿折地区

15:30－17:30

住民と行政の協働 鹿折地区まちづくり協議会の活動 鹿折まちづくり協議会長 鹿折地区

17 9日 金 8:00-19:00
移動（気仙沼→平泉→仙台空港→
伊丹→高知）

高知市内

18 10日 土

19 13:00-16:00 シティツアー 帯屋町、高知城、イオン等 学生サークル　国際茶屋 高知市内
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 　　2016年度総合防災行政（B）コース研修日程（第四案）

9:00-12:00 高知県の災害と防災概要
・南海トラフ大地震とは
・県の防災対策（インフラ、早期警戒システム等）
・土砂災害について

高知県危機管理部　前田
チーフ

高知県庁３階
防災作戦室

13:30-15:30 高知県の災害と防災概要 予警報について（高知地方気象台） 高知気象台　瓜生様
高知県庁３階
防災作戦室

16:00-17:30 歓迎会 高知大学学生食堂

移動（高知→中土佐町）

9:00-13:00 久礼小学校 防災教育フィールドワーク、給食体験等
久礼小学校　梅原校長、五十
嵐教頭
高知大学　岡村特任教授

中土佐町久礼小学校

13:30-17:00 中土佐町役場 中土佐町の防災対策 中土佐町役場　山崎係長 中土佐町役場

17:00-18:00 移動（中土佐町→高知大学）

18：00-19：00 交流プログラム 茶道体験 高知大学裏千家茶道部 学生会館2階和室

9:00-12:00 視察：高知市内の防災施設 五台山、種崎津波避難センター　等、種崎街歩き
高知市防災対策部　防災推進
課、地域防災推進課

高知市内

22 13:00-17:00 視察：DIG DIG（舟倉津波避難センター）
高知市地域防災推進課/矢
野主任

舟倉津波避難センター

9:00-11:30
土砂災害対策と環境にやさしい川
づくり

・洪水対策の基本
・蛇籠を使用したローコスト、環境配慮の護岸技
術

張准教授
高知大学農林海洋科学部１
号館２階小会議室２

13:00-17:00
移動（高知市→奈半利川）
奈半利川の蛇籠による護岸

・斜面崩壊、砂防ダム視察(北川村）
・奈半利川の蛇籠護岸現場視察

張准教授
高知県

北川村、田野町

9:00-12:00 講義：地盤液状化対策
・液状化の原理、防止技術
・丸太活用の液状化対策

原教授
高知大学国際連携推進セン

ター2階交流スペース

13:30-17:00
視察：地盤液状化防止と高知港周
辺の地震・津波対策

・高知県の三重防御について
・液状化防止と防潮対策
・浦戸大橋周辺（浦戸大橋の耐震補強）
・高知新港（高知県の三重防御について）

原教授、高知県高知土木
事務所　池田課長・中島
様・宮地様

高知市内、浦戸湾周辺

25 17日 土

26 18日 日

10:00-12:00 中間レビュー
アクションプランづくりの考え方、フォーマットの説
明

新納教授
高知大学国際連携推進センター2

階交流スペース

10:00-12:00 地域防災拠点とDMAT①
近森病院の災害医療体制と南海トラフ地震時の
災害拠点病院としての役割

近森病院救命救急センター
井原  則之科長

13:30-15:30 地域防災拠点とDMAT② 南海トラフ地震に際しての大学病院の役割
高知大学医学部　長野修
特任教授

15:30-16:30 高知大学附属病院の視察
高知大学医学部　長野修
特任教授

高知大学付属病院

10:00-12:00 コミュニティ防災
ｺﾐｭﾆﾃｨ防災の考え方（自助・共助、啓蒙普及活
動）自主防災組織、消防団の役割

藤岡講師
高知大学国際連携推進センター

2階交流スペース

14:00-17:00 高知県の自主防災について
・自主防災促進の取り組み
・自主防災組織の活動事例

高知県危機管理部
清水チーフ

高知県庁

9：30-12:00 講義：自主防災について

･高知県の地域防災について
-学校教育、市民教育、コミュニティ防災-(大槻）
・高知市のコミュニティ防災について（山中様）
　①高知市における自主防災組織の特徴
　②高知市における防災計画
　③下知地区と高知市の協力関係

高知市地域防災推進課
山中様、大槻准教授

下知コミュニティセンター

14:00-17:00
視察：都市部の避難所運営
下知地区減災連絡会

・下知地区まちあるき（海抜ゼロメーター地区）
・下知地区のこれまでの防災活動の説明
・下知地区の地区防災計画と今後のビジョンの説
明
・ミニワークショップ（質問、意見交換、提案）

大槻准教授 下知コミュニティセンター

10:00-12:00 レビュー 研修の振り返り 新納教授
高知大学国際連携推進セン

ター2階交流スペース

13:00-17:00 アクションプラン発表会準備 発表会の時間割の決定など 新納教授
高知大学国際連携推進セン

ター2階交流スペース

24日 土

33 25日 日

34 26日 月 終日 アクションプラン発表会準備 アクションプラン発表会の資料作り 高知大学、JICA四国
高知大学国際連携推進センター

2階交流スペース

35 27日 火 終日 アクションプラン発表会準備 アクションプラン発表会の資料作り 高知大学、JICA四国
高知大学国際連携推進センター

2階交流スペース

9:00-12:00 アクションプラン発表会
高知大学国際連携推進センター

2階交流スペース

13:00-15:00 アクションプラン発表会
高知大学国際連携推進センター

2階交流スペース

15：15-16：00 評価会
評価会（来年度に向けてプログラムの改善点を
研修員と話し合う）

JICA四国
高知大学国際連携推進センター

2階交流スペース

16:30-17:00 閉講式 修了証書授与 高知大学
高知大学国際連携推進センター

2階交流スペース

17:00-18:00 反省会 高知大学、JICA四国
高知大学国際連携推進センター

2階交流スペース

18：00-19：30 送別会 高知大学 高知大学学生食堂

29日 木 移動（高知→神戸）

30日 金 帰国

21日 水

木22日

高知大学、JICA四国
JICA地球環境部
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