
 

 

 

 

 

 

 

 

災害総合支援機構の活動実績 
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災害総合支援機構設立準備会の活動 

（2012年 3月～2014年 2月） 

 

2012年 3月 28日 第１回災害コーディネーター研究会 

  「災害コーディネーターについて」  

   中田準一（ JIA災害対策委員会相談役、JASO前理事長）  

  「東京建築士会防災部会の活動他」   

   根上 彰生（日本大学理工学部教授、東京建築士会 理事）  

  「 災害復興における専門家の果たすべき役割 」  

   佐藤 隆雄（防災科学技術研究所 客員研究員） 

 

2012年 06月 06日 第２回 災害コーディネーター研究会 

  「集団高台移転の「合意形成」をめぐるワークショップの課題 

～社会学からみた建築家（学）への期待」  

    西城戸 誠（法政大学人間環境学部准教授）  

  「専門家派遣制度について」  

    佐藤 隆雄（防災科学技術研究所 客員研究員） 

  

2012年 09月 07日 第３回災害コーディネーター研究会 

  「支援の優先順位」 ～名取市での支援活動から～ 

   若山 陽子（名取交流センター協議会代表、国際交流協会ともだち in名取事務局長） 

  「コーディネーター制度における派遣制度のスキームについて」  

   佐藤 隆雄（防災科学技術研究所 客員研究員） 

 

2012年 12月 07日 第４回 第３回災害コーディネーター研究会 

  「法律家が行う被災者支援活動の意義」 

   中野 明安（弁護士、災害復興支援機構事務局長） 

  「 災害復興における専門家の果たすべき役割 」  

   佐藤 隆雄（防災科学技術研究所 客員研究員）  

 

2013年 03月 21日 第５回 第３回災害コーディネーター研究会 

  「（仮称）災害総合支援機構 設立趣旨について」 

   中田 準一 （NPO耐震総合安全機構（JASO）理事長） 

  「災害復興におけるコーディネート事例」  

   佐藤 隆雄（防災科学技術研究所 客員研究員）  

 



2013年 06月 21日 第６回災害コーディネーター研究会 

  「飯舘村の放射能災害実態と村民生活再建支援の課題」 

－移住・還住の二地域居住システム提案と支援のあり方－  

糸長浩司（日本大学生物資源科学部教授） 

  「（仮称）災害総合支援機構設立に向けて」 

中田準一（ＪＩＡ災害対策委員会相談役） 

 

2013年 12月 13日 設立総会（発起人 111名） 

建築士（43）、弁護士（23）、技術士（6）、司法書士（4）、不動産検定士（4）、 

手話通訳士（3）マンション管理士（2）、社会保険労務士（2）、中小企業診断士（1） 

土地区画整理士（1）、介護福祉士（1）、薬剤師（1）教育機関所属（10）、都市計画

（2）、その他（8） 

 

2014年 01月 31日 定款説明会 

 

2014年 02月 28日 一般社団法人災害総合支援機構設立 

         会員募集開始 

 

一般社団法人災害総合支援機構設立後の活動 

 

2014年 03月 17日 設立記念シンポジウム  

基調講演 「災害基本法等の一部を改正する法律と 

大規模災害からの復興に関する法律の概要と活用のポイント」 

講師 佐々木昌二 

一般財団法人 民間都市開発推進機構 都市センター副所長兼研究理事 

パネリスト  

岡本 正（弁護士）、中澤幸介（リスク対策．ｃｏｍ）、 

中野明安（弁護士）、藤田千晴（中小企業診断士） 

 

 

 

 

 

 

 

 



2014年 9月 16日 第 1回連続研修会 

「大規模水害対策の現状と展望」 

講師 加藤孝明 

東京大学生産技術研究所都市基盤安全工学国際研究センター 准教授 

NPO都市計画家協会理事：震災復興支援 TF 

NPOア！安全・快適街づくり理事 

 

「大規模水害のリスクとは」 

～気候変動時代の河川行政からみた市街地側の取り組みの期待～ 

講師 布村明彦 

中央大学研究開発機構 教授 

（一財）河川情報センター 理事長 

（一社）南三陸福興まちづくり機構 副理事長 

環境防災総合政策研究機構 上席研究員 

日本災害情報学会 会長 

 

2014年 10月 29日 第 1回定期総会及び記念シンポジウム 

 

「巨大災害に備える都市づくり」～人口減少時代の防災・減災・復興 

基調講演 中林 一樹 

明治大学特任教授 

パネリスト  

庫川尚益（建築家）・・・木造密集地の課題 

中村利通（マンション管理士）・・・災害とマンション 

岡本 正（弁護士）・・・都市と災害時要援護者 

 

 

 

2014年 12月 04日 第 2回連続研修会 

「土砂災害とその課題」 ～23区にもある土砂災害の危険～  

  講師 上野 雄一    

日特建設(株) 技術本部 防災工学研究室室長  

(公社）日本技術士会 防災支援委員会 副委員長  

 

 

 



2015年 6月 1日（月）災害コーディネーター育成講座開講 

第 1講 「災害復興支援と士業連携」 

講師 津久井 進 

    弁護士  

阪神・淡路まちづくり支援機構事務局長 

 

2015年 6月 26日（金）第 3回連続研修会 

「長野県北部の地震（神城断層地震）における復興支援活動 

   講師 山口康憲 

建築家 一級建築士  

（公社）日本建築家協会 JIA長野県クラブ代表 

コーディネーター 

中田準一（災害総合支援機構 機構長） 

 

2015年 7月 6日（月）災害コーディネーター育成講座 

第２講 「災害コーディネーターに求められるもの」 

講師 旭 勝臣  

   技術士（建設、総合技術監理部門） 

 

2015年 8月 3日（月）災害コーディネーター育成講座 

第 3講 「東日本大震災の復興支援～建築家の関わり方」 

 講師 大友 彰 郡山貞子  

    一級建築士（JIA登録建築家） 

 

2015年 9月 7日（月）災害コーディネーター育成講座 

第 4講 「産業復興における諸施策と中小企業診断士の使い方」 

 講師 藤田千晴 

中小企業診断士 

 

2015年 9月 22日（火） 

関東東北豪雨に対する支援申し入れ及び被害状況調査。 

 

2015年 10月 5日（月）災害コーディネーター育成講座 

第 5講 「東日本大震災と復興支援～不動産鑑定士の関わり方」 

  講師 石田英之 

不動産鑑定士 



2015年 10月 30日（金） 第 2回定期総会及び記念シンポジウム 

 

「高齢化社会と地域の復興」～首都災害への備え 

講師 佐藤 滋 

早稲田大学理工学術院教授 

早稲田大学都市・地域研究所 所長 

 

 

2015年 11月 2日（月）災害コーディネーター育成講座 

第 6講 「東日本大震災と復興支援～マンション管理士編」 

 講師 木村 孝 

マンション管理士 

 

2016年 1月 26日（火） 災害コーディネーター資格認定委員会開催 

資格認定委員会を開催して 12名の「災害コーディネーター」資格を認定した。 

 

 2016年 4月 20日 第 4回連続研修会「災害復興ロードマップ-1」生活再建をめざして 

  

2016年 4月 30日 熊本県などに復興支援ロードマップを提供、災害コーディネーター派

遣申し入れ 

 

2016年 6月 17日（金）第 5回連続研修会「地域コミュニティ活動の実践」 

～災害に備えて町内会がやってきたこと、やるべきこと 

講師：村山隆男（横浜市南区蒔田町町内会 会長） 

 

2016年 6月 26日（金）第 3回連続研修会「長野県北部の地震（神城断層地震）における

復興支援活動」 

講師：山口康憲（建築家、一級建築士、 

（公社）日本建築家協会 JIA長野県クラブ代表） 

コーディネーター：中田準一（災害総合支援機構機構長） 

 

2016年 7月 20日 第 6回連続研修会「災害復興ロードマップ-2」生活再建をめざして 

 

2016年 11月 16日 第 7連続研修会「災害復興ロードマップ-3」生活再建をめざして 

 

2017年 1月 15日（日） 糸魚川市に復興支援ロードマップを提供 



2017年２月 20日（月） 地区防災計画勉強会スタート 

 

2017年 6月 5日（月） 第二回災害コーディネーター育成講座開講 

上野雄一（技術士）第 1 講 6 月 5 日（月）『発災直後に起きること・起こっ

たこと』 

講師 上野雄一（技術士） 

第 2 講 7 月 3 日（月）『災害における被害調査のありかた』 

講師 郡山貞子（一級建築士） 

第 3 講 8 月 7 日（月）『地域コミュニティーと災害』 

講師：遠藤博明（杉並区） 宮島亨（一級建築士） 

第 4 講 9 月 4 日（月）『望ましい受援体制のありかた』 

講師 庫川尚益（一級建築士）、堀かおる（すみだボランティアセン

ター）、木村孝（マンション管理士）、炭野忠彦（不動産鑑定士） 

第 5 講 10 月 2 日（月）『支援活動』 

講師 鈴木秀昌（弁護士）、中野明安（弁護士） 

第 6 講 11 月 6 日（月）『減災への取り組み』 

講師 中田準一（一級建築士） 栗田和夫（土地区画整理士） 

 

2017年 9月 15日（金） 研修会「災害に係る住家の被害認定」 

講師 粟津貴史 

内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（事業推進担当）付参事官

補佐（被害認定担当） 

 

2017年 10月 26日（木） 講演会「人口減少時代の新たな防災」～事前復興のすすめ 安

心して安全に暮らせるために～ 

講師：牧 紀男（京都大学防災研究所 教授） 

パネリスト： 中野明安（弁護士、RMO副代表理事） 

パネリスト： 加納佑一（東京ボランティア・市民活動センター） 

コーディネーター： 根上彰生（日本大学教授、RMO副代表理事） 

 

2018年 6月 27日（水）「地域を知る」武蔵野台地と荒川低地の境目を歩く 

コーディネーター： 上野雄一（技術士） 

 

2018 年 7 月 20 日（金）西日本豪雨災害（平成 30 年 7 月豪雨） 

現地（岡山県）視察と支援申入れ及びロードマップ提供 

中田準一機構長 庫川尚益事務局長 郡山貞子理事 



 

2018年 8月 7日（火） 西日本豪雨災害緊急報告会 

「水害被害における専門家の支援について」 

 

 

 

 

 

 


