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2021年6月５日 

 

 

第９期活動報告書 
（2020年5月1日～2021年4月30日） 

 

１．日本支部の概要（2021年4月30日現在） 

１）役員数   10名（資料：②役員名簿参照） 

２）会員数 1,048名（前期1,048名） 

 

２．活動報告 

１）主催 

  コロナ感染拡大中につき、今期、当支部が主催するパブリックカンファレンスは開催しなかっ

た。 

 

２）共催  

  【第28回 パブリックカンファレンス】 

「我が国は広域大規模水害にどう立ち向かうべきか」 

 ～米国ハリケーン・ハービー現地調査団の成果に学ぶ～ 

日時：2020年５月12日（火）14:00-17:30 

会場：YouTube Live 

主催： 国土交通省・内閣府・防災研究者合同調査団・関西大学社会安全学部 

参加者数：約870名(申請者:455名) 

 

【第29回 パブリックカンファレンス】 

首都圏レジリエンスプロジェクト データ利活用協議会 第1回シンポジウム 

「COVID-19禍での事業継続体制における 「データ利活用の意義」とは何か」 

日時：2020年7月21日（火）15:00-17:00 

会場：オンライン・YouTube Live 

主催：国立研究開発法人 防災科学技術研究所 首都圏レジリエンス研究推進センター 

 

【第30回 パブリックカンファレンス】 

首都圏レジリエンスプロジェクト データ利活用協議会 第2回シンポジウム 

「今、改めて首都直下地震と向き合う ～観測データを相互利活用するための課題～」 

日時：2020年10月5日（月）15:00-16:50 

会場：オンライン・YouTube Live 

主催：国立研究開発法人 防災科学技術研究所 首都圏レジリエンス研究推進センター  

 

【第31回 パブリックカンファレンス】 

首都圏レジリエンスプロジェクト データ利活用協議会 第3回シンポジウム 

「大規模集客施設における 防災力の向上を考える」 

日時：2020年12月18日（金）15:00-17:10 

会場：オンライン・YouTube Live 

主催：国立研究開発法人 防災科学技術研究所 首都圏レジリエンス研究推進センター  

 

【第32回 パブリックカンファレンス】 

首都圏レジリエンスプロジェクト データ利活用協議会 令和２年度 成果報告会 
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「新たな社会における 防災の共通価値を創造するために 「励むべきこと」は何か」 

日時：2021年3月2日（火）15:00-17:15 

会場：オンライン・YouTube Live 

主催：国立研究開発法人 防災科学技術研究所 首都圏レジリエンス研究推進センター  

 

３）イベント及び研究会等への参加状況 

【国難災害対応マネジメント研究会・勉強会】  

「勉強会：コロナウイルス感染症と日本の防災体制」 

日時：2020年5月21日（木）10:00-12:00 

会場：オンライン 

参加者数：関係者のみ9名 

 

【第4回 国難災害対応マネジメント研究会】 

「国難災害にそなえる～COVID-19でわかったこと～」 

関西大学 社会安全研究センター長・特別任命教授  河田 惠昭 

「南海トラフ地震への備え －応急から復興まで」 

徳島県 危機管理環境部 副部長 坂東 淳 

日時：2020年9月28日（月）13:00-15:00 

会場：オンライン 

参加者数：67名 

 

【第5回 国難災害対応マネジメント研究会】 

「南海トラフ地震の事前復興－東日本大震災からの学びといくつかの取組み―」 

京都大学防災研究所 教授 牧 紀男 

「和歌山県の防災の取組 ～市町村と進める復興計画の事前作成～」 

和歌山県総務部危機管理局 局長 酒井 清崇 

日時：2020年12月1日（火）15:00-17:00 

会場：オンライン 

参加者数：53名 

 

【第6回 国難災害対応マネジメント研究会】 

「災害時の日本医師会の対応を振り返って 〜JMAT活動の振り返り〜」 

日本医師会19代会長/社会医療法人弘恵会ヨコクラ病院 理事長 横倉 義武 

「日本危機管理医学研究会の活動について」 

医凰会 医療危機管理部 部長/日本医師会 総合政策研究機構 客員研究員 秋冨 慎司 

日時：2021年3月24日（水）15:00-17:00 

会場：オンライン 

参加者数：41名 

 

４）情報発信活動 

・メーリングリスト管理 

会員へのイベント等のメール配信については、システム構築には至っておらず、引き続き、新

建新聞社からエクセルデータをもとに必要に応じて一斉メールを送れるようにしている。 

・新建新聞社発行のウェブサイトを活用して、会員向けの“お知らせ”等、情報発信の場とし

た。（https://www.risktaisaku.com/articles/-/1123） 

・HPについては、facebook上にTIEMS日本支部のページをつくり、会員間の情報交流の場と

した。（https://www.facebook.com/TiemsJapanChapter） 

 

５）その他 

・理事会の定期開催 

https://www.risktaisaku.com/articles/-/1123
https://www.facebook.com/TiemsJapanChapter
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今期は、コロナ禍の為、対面式の理事会は開催しなかった。重要事項については、理事間でメ

ールにて審議した。 

・TIEMS本部への2020年度chapter会費（EUR310）は、11/10に納付済み。 

 

 

以上 



2021年6月5日現在

氏　　名 所属 役職名

監事 藤縄　幸雄 一般社団法人　防災減災技術開発機構 最高技術顧問

理事 武田　文男
国立大学法人政策研究大学院大学

福島学院大学
客員教授
副学長

理事 渡辺　研司 国立大学法人 名古屋工業大学大学院 教授

理事 田村　圭子
国立大学法人 新潟大学

危機管理本部 危機管理室
教授

理事
（HP・名簿整備WG担当）

井ノ口宗成
国立大学法人 富山大学

学術研究部 都市デザイン学系
准教授

理事 田代　邦幸 合同会社 Office SRC 代表社員

理事
（会計担当）

田中　秀宜 日本ミクニヤ株式会社 代表取締役

理事
（HP・名簿整備WG担当）

中澤　幸介 株式会社新建新聞社 取締役専務 リスク対策.com編集長

理事
(事務局長)

牧　紀男  国立大学法人 京都大学防災研究所

理事長

教授

国際危機管理学会(TIEMS)日本支部役員名簿

代表理事 林　春男 国立研究開発法人 防災科学技術研究所



（単位：円）

1.収入の部

予算額① 決算額② 予算差異(②-①) 備考

0 0 0

協賛金 0 0 0

0

0

10 3 ▲ 7 普通預金利息

486,748 486,748 0

486,758 486,751 ▲ 7

2.支出の部

予算額① 決算額② 予算差異(②-①) 備考

70,000 38,951 ▲ 31,049

交通費 0 0 0

事務通信費 20,000 0 ▲ 20,000

諸雑費 50,000 38,951 ▲ 11,049 2020年学会メンバー会費

10,000 10,000 0 海外送金手数料・振込手数料

80,000 48,951 ▲ 31,049

3.当期収支差額（次期繰越金）

406,758 437,800 31,042

その他支出

支出合計（B）

（A）-（B）

前期繰越金

収入合計（A）

項目

事業支出

国際危機管理学会（TIEMS） 日本支部

第9期　収支報告書

自　2020年5月1日　　至　2021年4月30日

項目

事業収入

その他収入





 以上 
 

2021年6月5日 

 
 
 

第10期活動計画書 

（2021年5月1日～2022年4月30日） 

１．活動計画 
 
１）パブリックカンファレンスの開催 

・当会主催のパブリックカンファレンスの開催については、民間・企業の参加を中心としたオー
プンな場として行っていくこととなる。今後、具体的な企画を検討していく。 

・前期に引き続き、共催として、「首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上プロジェクト
（forR）」のイベントに、事務局サポートとして参加を継続していく。    

２）外部プロジェクト・学会・シンポジウム等への参加 
・前期に引き続き、“国難災害対応マネジメント研究会（NIMS）”の事務局をサポートする。 
・当会の理事が関与する外部プロジェクト・学会・シンポジウム等より、当会への要請があった
場合は、理事会で確認の上、積極的に参加していく。 

３）情報発信活動 
・「HPと名簿整備WG」（担当：井ノ口理事・中澤理事）にて、情報発信に対しての状況把握や
カイゼン等を行っていく。 

・メーリングリスト管理 
 引き続き、今後のイベント情報に対して、新建新聞社よりエクセルデータをもとに、必要に応
じて一斉メールを配信できる準備を継続する。 

・新建新聞社発行のウェブサイトを活用して、会員向けの“お知らせ”等、情報発信の場とす
る。（https://www.risktaisaku.com/articles/-/1123） 

・facebook上のTIEMS日本支部のページにて、会員間の情報交流の場とする。 
 （https://www.facebook.com/TiemsJapanChapter） 

４）その他 
・理事会の定期開催（開催日未定） 
・TIEMS本部への2021年度chapter会費（EUR310）支払いを継続する予定。 

 
２．予算計画 

 

（単位：円）

1.収入の部

予算額（案） 備考

0

協賛金 0

3 普通預金利息

486,751

486,754

2.支出の部

予算額(案） 備考

70,000

交通費 0

事務通信費 20,000

諸雑費 50,000 2020年学会メンバー会費

10,000 海外送金手数料・振込手数料

80,000

3.当期収支差額（次期繰越金）

406,754

その他支出

支出合計（B）

（A）-（B）

前期繰越金

収入合計（A）

項目

事業支出

項目

事業収入

その他収入

https://www.risktaisaku.com/articles/-/1123
https://www.facebook.com/TiemsJapanChapter

