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時間 研修単元 研修内容 担当 場所 研修員宿泊先

11月
7日

火 来日
ホテルマイステイズ

堺筋本町

10:00-12:00 JICA関西ブリーフィング
研修員登録、JICA研修員の待遇説明、保険証・銀行カー
ド支給

JICA関西

13:15-17:30 ジェネラルオリエンテーション 日本の政治経済、歴史文化 JICA関西

10:00-12:00 プログラムオリエンテーション 研修プログラムの説明
JICA四国
高知大学

13:00-17:00 日本語プログラム 日本滞在中に役に立つ日本語の習得 JICA関西

10:00-12:00
日本文化理解プログラム：大阪城、大阪歴
史博物館

大阪城→大阪歴史博物館 JICA関西 大阪城周辺

14:00-14:30 移動（ホテル→防災センター） 徒歩5分、地下鉄8分、徒歩5分

14:45-16:30 視察：大阪市立阿倍野防災センター 火災、強風、地震などの災害について体験し、学ぶ 高知大学 大阪市阿倍野防災センター

16:30-16:45 移動（防災センター→阿倍野ハルカス） 徒歩15分

16:45-17:15 日本文化理解プログラム：ハルカス展望台 60階から大阪を360℃展望 JICA関西 阿倍野ハルカス

17:15-17:45 移動（阿倍野ハルカス→ホテル） 徒歩10分、地下鉄8分、徒歩5分

11日 土
ホテルマイステイズ

堺筋本町
12日 日

ホテルマイステイズ
堺筋本町

13日 月 10:00-15:30 インセプションレポート発表
各国の防災体制、その中の自主防災の取り組み、問題点
について発表

高知大学国際連携推進セン
ター講師　岡本　葉子

JICA関西
ホテルマイステイズ

堺筋本町

14日 火 10:00-16:00
講義：アクション・プラン・ガイダンス
討議：コミュニティ防災対策における各国
の課題分析ワークショップ

・アクション・プラン作成について説明
・コミュニティ防災対策における課題について議論・分析を
行う

高知大学国際連携推進セン
ター講師　岡本　葉子

JICA関西
ホテルマイステイズ

堺筋本町

9:30－12:00
講義：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について
神戸市消防局消防司令補
尾曲　伸乃祐

13:00-14:30 講義：日本の災害対策

･日本の防災行政のしくみ
・防災施策における国、地方、地域の役割
・防災関連法（主に災害対策基本法）
・国の防災関連予算の概要

兵庫県立大学
防災教育研究センター
センター長　室崎　益輝

14:50-16:20 視察：人と防災未来センター 神戸大震災の経験と教訓を学ぶ
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

9:30-12:30 講義・演習：コミュニティ防災とは（概要）
・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、消防団の役割について
・ロールプレイワークショップ

高知大学地域協働学部
准教授　大槻　知史
講師　藤岡　正樹

14:00-14:30 講義振り返り 講義からの学びと自国への適応について話し合う
高知大学国際連携推進セン
ター講師　岡本　葉子

14:45-15:30 東北研修オリエンテーション
東北の基本情報及び2011年の被災状況と学びのポイント
について説明

高知大学国際連携推進セン
ター講師　岡本　葉子

8:00-11:20 移動（神戸市→荒浜小学校）
ホテル（バス25分）-9:00伊丹発(ANA）-10240仙台空港着
-荒浜小学校（バス25分）

11:30-13:00 視察：荒浜小学校 震災遺構を見て津波災害の実態を知る
仙台市まちづくり政策局防災
環境都市推進室

震災遺構　荒浜小学校

13:00-13:30 移動（荒浜小学校→仙台市） バス30分 .

18日 土 コンフォート仙台西口

19日 日 コンフォート仙台西口

9:30-11:30
講義、ワークショップ：島嶼国におけるコ
ミュニティを活用した防災対策

・国際枠組に基づく防災の取組み
・島嶼国コミュニティ防災を促進するために何が重要か
・島嶼国におけるコミュニティ防災の取組みと課題

JICA東北次長兼地球環境部
参事役兼JICA研究所上席研
究員　三村　悟

11:45-12:15 講義振り返り 講義からの学びと自国への適応について話し合う
高知大学国際連携推進セン
ター講師　岡本　葉子

13:45-15:00 移動（JICA東北→塩竃市ホテル） バス
移動（塩竃市ホテル→マリンゲート塩
竃）

徒歩

9:30-11:30
講義：復興まちづくりにおける住民と行政
の調整、その意思決定

・東北復興の現状についての概要
・復興まちづくりにおける住民と行政との調整と意思決定
について

東北大学
災害科学国際研究所地域・都
市再生研究部門
准教授  姥浦  道生

14:00-16:00 講義：塩竃市の復興まちづくり
・震災概要と震災を経験して
・コミュニティ防災について

16:00-17:00 視察：塩竃（本土）の復興状況
・再開発、防潮堤を概観
・拠点事業について概要説明

17:40-18:40 移動（視察場所→塩竃市ホテル）

9:00-10:00 移動（塩竃市ホテル→桂島） 徒歩-塩竃市営汽船9:30塩釜-9:53桂島

10:00-11:15 講義：桂島の復興まちづくり
・離島の復興まちづくりとその特殊性について
・新たな移入若者の活動について

ステイステーション

11:30-12:30 視察：桂島の復興まちづくり 島内の防災対策を概観 桂島地区

14:30-16:30 移動（桂島→石巻） 桂島発汽船(チャーター)-バス60分

10:00-11:30 講義：石巻市の復興まちづくり
・東北復興の現状についての概要
・復興まちづくりにおける住民と行政との調整と意思決定
について

街づくりまんぼう　苅谷　智大
石巻市復興まちづくり情報交
流館中央館館長　リチャード・
ハルバーシュタット（Richard
HALBERSTADT）

石巻市復興まちづくり情報交流
館　中央館

12:30-14:00
ワークショップ：地域住民による防災まちづ
くり

・石巻市地域住民による災害につよいまちづくりと再生の
取組
・研修員との意見交換

割烹 八幡家
女将　阿部　紀代子

割烹 八幡家

移動（八幡家→南浜） バス

14:15-16:00 視察：石巻市の復興まちづくり 住民と協働した復興まちづくりの状況を確認 街づくりまんぼう　苅谷　智大 石巻市内

9:30-11:00
・東北研修振り返り
・高知研修オリエンテーション

・東日本大震災の経験からの学びを話し合う
・高知の基本情報と学びのポイントについて説明

高知大学国際連携推進セン
ター講師　岡本　葉子

街づくりまんぼう会議室

11:00-12:00 移動(石巻→松島） バス60分

12:00-14:00 視察：松島 松島の侵食による奇岩、地形を概観する（自由行動）
高知大学国際連携推進セン
ター講師　岡本　葉子

五大堂、瑞厳寺等

14:00-15:00 移動（石巻→仙台） バス60分

11:00-11:30 移動（ホテル→東北大学） 地下鉄16分

13:00-17:00 世界防災フォーラム／防災ダボス会議 前日際(第1部、第2部）に参加
高知大学国際連携推進セン
ター講師　岡本　葉子

東北大学百周年記念会館

17:15-17:45 移動（東北大学→ホテル） 地下鉄16分

16日 木

22日

塩竃グランドパレス
ホテル

23日

25日

JICA関西

金

塩竃市副市長　内形　繁夫

水

土

ホテルマイステイズ
堺筋本町

水

ホテルマイステイズ
堺筋本町

9日 木

ホテルマイステイズ
堺筋本町

10日 金

 　　2017年度コミュニティ防災（B）コース研修日程（案）

JICA関西8日

JICA関西

15日

21日 火

20日

木

コンフォート仙台西口

石巻グランドホテル

コンフォート仙台西口

17日 金

JICA東北

石巻グランドホテル
桂島区長　内海　粂蔵
株式会社e-front
代表理事　国吉稚典

24日

エル・おおさか

月

水
ホテルマイステイズ

堺筋本町

マリンゲート塩竃
ベイサイドルームA（西側）

塩竃グランドパレス
ホテル

ホテルマイステイズ
堺筋本町

コンフォート仙台西口
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 　　2017年度コミュニティ防災（B）コース研修日程（案）

移動（ホテル→東北大学） 地下鉄16分

10:0-17:30
世界防災フォーラム／防災ダボス会議、
防災推進国民大会、防災産業展

プレナリー及びテーマ別セッション参加、展示ブース見学
高知大学国際連携推進セン
ター講師　岡本　葉子

仙台国際センター

移動（東北大学→ホテル） 地下鉄16分

27日 月 8:30-15:30 移動（仙台市→伊丹市→高知市）
9:00ANA仙台-11:20伊丹-昼食-13:40ANA伊丹-14:25高
知

高知パシフィックホテル

28日 火 終日 休み 高知パシフィックホテル

AM 休み

12:30-13:00 移動（ホテル→高知湾港・空港事務所） バス30分

13:00-15:00 講義、視察：高知市周辺の地震・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

国土交通省四国地方整備局
高知湾港・空港事務所
所長　高阪　雄一

高知新港
浦戸大橋周辺

9:00-11:30
高知大学International Month公開講座
講義：高知県の防災・自主防災について

・高知の自然災害の特徴（地震、風水害等）
・県の防災対策（防災計画、インフラ、早期警戒システム
等）
・防災関連法における自主防災の位置づけ
・自主防災活動促進の取組、自主防災組織の活動事例

高知県危機管理部南海トラフ
地震対策課
チーフ　小松美紀

高知大学国際連携推進セン
ター

13:00-16:00
高知大学International Month公開講座
講義：コミュニティ防災（概要）
ワークショップ：災害への備え

・高知県の自主防災の特徴
・学生の防災への取組
・低コストで効果的な防災キットの作成

高知大学地域協働学部
准教授　大槻　知史
講師　藤岡　正樹

高知大学国際連携推進セン
ター

12:30～13:10 移動（ホテル→土佐市） バス40分

13:30-14:30 講義：土佐市におけるコミュニティ防災
・土佐市におけるコミュニティ防災推進の取組
・補助金制度による地域自主防災組織への支援

土佐市役所防災対策課防災
対策班

土佐市防災市民センター

14:30-14:45 移動（市役所→新居地区津波避難タワー） バス30分

14:45-15:15 視察：津波避難タワー
・災害緩和のためのインフラ整備の状況を概観
・自主防災組織の取組紹介

土佐市役所防災対策課防災
対策班

新居地区津波避難タワー

15:15-15:30
移動（新居地区津波避難タワー→竜地区
ドクターヘリポート）

15:30-16:30
視察：ドクターへリポート
講義：土佐市の自主防災活動

土佐市役所
土佐市内自主防災組織

竜地区ドクターヘリポート

16:30-17:15 移動（竜地区ドクターヘリポート→ホテル） バス40分

2日 土 高知パシフィックホテル

3日 日 高知パシフィックホテル

10:00-11:30
講義振り返り
アクションプランガイダンス２回目

講義からの学びと自国への適応について話し合う
高知大学国際連携推進セン
ター講師　岡本　葉子

高知県立県民文化ホール会議
室

13:00-16:00 講義：気象台の予警報について 気象予測と予警報について
高知気象台　観測予報管理
官　瓜生　由明

高知地方気象台

9:00-9:50 移動（ホテル→大豊町役場） バス50分

10:00-12:00 講義：風水害のタイムライン ・風水害地区タイムラインの策定の必要性、効果を学ぶ
大豊町役場総務部
庶務班長　永野　尊教

13:30-14:30
討議：風水害多発地域における自主防災
組織の取組み

・地域防災リーダーによる取組み紹介、意見交換 大豊町地区防災リーダー

14:45-15:15 視察：砂防ダム ・砂防ダムの役割、水抜きなどの手法を知る
大豊町役場総務部
庶務班長　永野　尊教

大豊町津家地区砂防ダム

15:30-16:20 移動（砂防ダム→ホテル） バス50分

10:00-12:00 講義：学校における防災教育
・大学と学校、保護者、地域が連携した防災教育
・防災教育に含むべき内容とは
・午後からの視察学校の地域的特性について

高知大学防災推進センター
客員教授　岡村　眞

高知大学国際連携推進セン
ター

13:30-14:00 移動（高知大学→横浜中学校）

14:20-15:50 視察：中学校の防災教育 ・学校と生徒、保護者が共に学ぶ防災教育の講義を聴講
高知大学防災推進センター
客員教授　岡村　眞

高知市立横浜中学校

移動（横浜中学校→ホテル）

10:00-12:00
講義：土砂災害対策と環境にやさしい
川づくり

・土砂災害対策の基本
・災害に強くて環境にやさしい持続可能な川作り
・蛇籠の活用

高知大学理工学部
准教授　張 浩

13:30-16:00 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
・液状化実験

高知大学防災推進センター
副所長　原　忠

9日 土 高知パシフィックホテル

10日 日 高知パシフィックホテル

9:30-10:30 講義振り返り 講義からの学びと自国への適応について話し合う

10:40-16：00 講義・実習：アクションプラン作成
・目的及び関係者分析ワークショップ
・個別指導
・プラン作成

12日 火 9:30-16:00 講義・実習：アクションプラン作成
・個別指導
・プラン作成

高知大学国際連携推進セン
ター講師　岡本　葉子

高知大学国際連携推進セン
ター

高知パシフィックホテル

13日 水 9:30-16:00 実習：アクションプラン作成
・ピア･レビュー
・プラン作成

高知大学国際連携推進セン
ター講師　岡本　葉子

高知大学国際連携推進セン
ター

高知パシフィックホテル

9:30-16:00 実習：アクションプラン作成 ・プラン作成
高知大学国際連携推進セン
ター講師　岡本　葉子

14:00-15:30 反省会 （研修員の最後の個人作業の時間を使って開催） JICA四国

9:00-16:00 アクションプラン発表会
研修で修得した知見を自国の防災にどう生かすか、具体
案を研修員が発表

高知大学

16:15-17:00 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
JICA地球環境部

17:15-18:00 閉講式 修了証書授与 JICA四国

18:30-19:30 送別会 高知大学 高知大学学生食堂

16日 土 移動（高知市→神戸市） バス5時間 JICA関西

17日 日 帰国

高知パシフィックホテル

12月
1日

金 高知パシフィックホテル

7日 木

10:00-16:005日
元ＪＩＣＡ防災専門家
大井　英臣

15日

月

29日

木

月
高知大学国際連携推進セン
ター講師　岡本　葉子

11日
高知大学国際連携推進セン

ター

6日 水

4日

高知大学国際連携推進セン
ター

火
講義：コミュニティによる予警報への取組と
課題
ワークショップ：雨量計の製作

・島嶼国における予警報への取組みの現状と課題
・予警報を活用したコミュニティ防災（ケーススタディ）
・自国のコミュニティに応用できる雨量計の製作と維持・管
理方法を学ぶ

高知パシフィックホテル

高知大学国際連携推進セン
ター

14日

金

8日

高知パシフィックホテル

高知パシフィックホテル金

高知パシフィックホテル

高知大学国際連携推進セン
ター

30日 木

高知パシフィックホテル

大豊町役場農工センター

高知パシフィックホテル

高知パシフィックホテル

高知パシフィックホテル

水 高知パシフィックホテル

26日 日

高知大学国際連携推進セン
ター

コンフォート仙台西口


