
「防災基礎講座」科目
防災を基礎から学ぶ 企業防災、まだ間に合うBCP作成のハウツー 職場や自宅は大丈夫！？ 今できる備えとは いまある暮らしを見つめ、まちの将来を考える

「経営（事業）をまもる人材の育成講座」科目 「建物（施設）をまもる人材の育成講座」科目 「生命（生活）をまもる人材の育成講座」科目

企業の事業継続マネジメント 小野高宏
三菱商事インシュアランス株式会社
リスクコンサルティング室長

2019 年 12月 05日（木）16:00～18:00    穂の国とよはし芸術劇場PLAT 研修室大

事業継続計画（BCP）の
作成実務とシミュレーション

細川栄一
東京海上日動火災保険株式会社
RSP担当エージェント
株式会社ライフソリューション

2019 年 12月 12日（木）13:30～16:30　穂の国とよはし芸術劇場PLAT 研修室大

防災とまちの未来 永田宏和
NPO法人プラス・アーツ理事長

2019 年 10月 23日（水） 14:00～17:00　豊橋技術科学大学サテライト・オフィス（仮）

イザ！カエルキャラバン！ in HIGASHI-MIKAWA
（親子や友だちとともに楽しく防災を学ぶイベント）

2019 年 ８月 ３1日（土）こども未来館ココニコ（予定）

土（地盤）の科学と自然災害 松田達也
豊橋技術科学大学・講師

2019 年 11月 0５日（火）09:30～11:30　穂の国とよはし芸術劇場PLAT 研修室大

材料とその壊れ方 松本幸大
豊橋技術科学大学・准教授

2019 年 12月 0３日（火）16:00～18:00    穂の国とよはし芸術劇場PLAT 研修室大

建物の地震被害と被災後調査 林　和宏
豊橋技術科学大学・助教

2019 年 11月 25日（月）  09:30～11:30   穂の国とよはし芸術劇場PLAT 研修室大

建物の設備を守るには
どうしたらよいか

斉藤大樹
豊橋技術科学大学・教授

2019 年 12月 17日（火）13:30～15:30    穂の国とよはし芸術劇場PLAT 研修室大

事前防災まちづくり 辛島一樹豊橋技術科学大学・助教

2020 年 01月 21日（火）16:00～18:00    豊橋技術科学大学サテライト・オフィス

いのちを守る「家具固定」実習
2020年 02月 06日（木）09:30～11:30　 穂の国とよはし芸術劇場PLAT 創造活動室B

避難の課題と対策 杉木　直
豊橋技術科学大学・准教授

2020 年 01月 30日（木）09:30～11:30    豊橋技術科学大学サテライト・オフィス3.11 震災後の復興から考える豊橋の復興デザイン
田澤紘子 ｜ 仙台市市民文化事業財団 ＋ 高山智行 ｜ 震災遺構・仙台市立荒浜小学校
小野　悠 ｜ 豊橋技術科学大学・講師 ＋ 穂苅耕介 ｜ 豊橋技術科学大学・特任助教

2019 年 11月 18日（月）15:30～18:00    豊橋技術科学大学サテライト・オフィス（仮）

今、地域で「避難」を考える 本塚智貴
明石工業高等専門学校・助教

2019 年 11月 12日（火）09:30～11:30    穂の国とよはし芸術劇場PLAT 研修室大

田澤紘子氏

©+arts

地震防災概論 斉藤大樹
豊橋技術科学大学・教授

2019 年 10月 01日（火）13:30～16:00　 穂の国とよはし芸術劇場PLAT 研修室大

地震はなぜ起こるの？ 地震発生のメカニズムを読み解き、地震に備える

災害から従業員の生命を守り、明日へと経営をつなぐ＂レジリエンス＂という考え方

活動の＂種＂をつくり、そだてる。日常の防災とこれからのまちづくり

それはもしかして地盤の影響？ あしもとから理解する自然災害

大地震、その建物は大丈夫？ 地震で被害を受けた建物、り災証明や被災証明の意味とは？

建設物にはどんな材料が使われているか、知っているいるようで知らない材料の話

BCPを持っている会社にも知ってほしいマネジメントの話

BCPってどんなことを想定して作ればいいの？会社の実情にあわせたBCPの作成を指南。

近隣コミュニティとつくる防災からのまちづくり

避難するといえば＂避難所＂というのは間違い？あらためて「避難」を問いなおす。

人はなぜ避難できないのか？ 災害直後の人の心理も含めて解説。

その方法間違ってませんか？ 聞くに聞けなかった家具固定の正しい方法を教えます。

壊れると事業や暮らしが立ち行かなくなる
重要な設備、それを守る術とは？

震災の経験を南海トラフ地震への備えに活かすことはできるのか。3.11から考える。

企業とレジリエンス 増田幸宏
芝浦工業大学・教授／CARM・客員教授

2019 年 10月 17日（木）13:30～15:30    豊橋技術科学大学サテライト・オフィス

災害時のさまざまな場面で迫られる選択。その選択があなたの「未来」を決める。
 クロスロード 俵田宜弘

豊橋市役所防災危機管理課

2019 年 10月 10日（木）09:30～11:30　 穂の国とよはし芸術劇場PLAT 研修室大

俵田宜弘
豊橋市役所防災危機管理課

災害対応ゲーム

企業とつくる

建設物に使われる

災害時における

豊橋技術科学大学｜東三河防災カレッジ 2019

2019 年度　公開講座プログラム

国立大学法人　豊橋技術科学大学
安全安心地域共創リサーチセンター CARM
問い合わせ　Tel. 0532-81-5157 ／ 0532-44-6574   E-mail. carm@office.tut.ac.jp 

 （文部科学省認定：職業実践力育成プログラム BP）

豊橋技術科学大学社会人向け実践教育プログラム

この東三河のある三遠南信地域は、豊かな自然環境に恵まれ、全国有数の農業地帯であるとともに我が国のものづくり産業や流通
を支える重要な地域です。一方で、大規模な被害が予想される南海トラフ巨大地震をはじめ、台風による高潮や豪雨等、自然災害
のリスクの高い地域でもあります。
豊橋技術科学大学では、2014 年に安全安心地域共創リサーチセンターCARMを発足し、災害リスク低減化に寄与する研究推進と、
企業・自治体等における防災の担い手育成を目的とした地域地震防災コースなどの事業に取り組んできました。2018 年度からは、
教育内容を拡充し、文部科学省の職業実践力育成プログラム (BP)に認定された『東三河防災カレッジ』を新たにスタートしました。

東三河防災カレッジでは、自然災害の発生や防災についての基礎知識に加え、災害発生後の業務継続や早期復旧、及び耐震診断
補強などの実用的な知識、さらには災害時の避難所運営や防災まちづくりなど地域防災力の向上に不可欠な知識を習得し、企業や
自治体等の防災計画の策定や災害時の緊急対応において指導的な役割を担える人材を養成します。

対象：企業・自治体職員、防災に関心のある方　    募集期間：2019 年 6月13日（木）～各講座開催日の 1週間前まで
※複数の講座をまとめて申込みされる場合は、最初に受講する講座開催日の 1週間前
    までにお申込みください

https://carm070.wixsite.com/bosaicollege-tut 
東三河防災カレッジ 2019

東三河防災カレッジの詳しい情報は専用ページから
                          「Web 申込み」もできます ➡➡➡



「防災基礎講座」科目
防災を基礎から学ぶ 企業防災、まだ間に合うBCP作成のハウツー 職場や自宅は大丈夫！？ 今できる備えとは いまある暮らしを見つめ、まちの将来を考える

「経営（事業）をまもる人材の育成講座」科目 「建物（施設）をまもる人材の育成講座」科目 「生命（生活）をまもる人材の育成講座」科目

地震防災概論 斉藤大樹 ｜ 豊橋技術科学大学・教授
募集人数：約 30名

募集人数：約 30名

募集人数：約 20名

募集人数：約 20名

募集人数：約 20名

募集人数：約 20名

募集人数：約 20名

募集人数：約 20名

募集人数：約 20名

募集人数：約 20名

募集人数：約 30名

募集人数：約 20名

募集人数：約 20名

募集人数：約 30名

募集人数：約 30名

1,000日時：2019 年 10月 01日（火）13:30～16:00
会場：穂の国とよはし芸術劇場PLAT 研修室大

災害対応ゲーム クロスロード 俵田宜弘 ｜ 豊橋市役所防災危機管理課
日時：2019 年 10月 10日（木）09:30～11:30
会場： 穂の国とよはし芸術劇場PLAT 研修室大

企業とレジリエンス 増田幸宏 ｜ 芝浦工業大学・教授
                  豊橋技術科学大学・客員教授

日時：2019 年 10月 17日（木）13:30～15:30 
会場：豊橋技術科学大学サテライト・オフィス

企業の事業継続マネジメント 小野高宏 ｜ 三菱商事インシュアランス（株）
                  リスクコンサルティング室長

日時：2019 年 12月 05日（木）16:00～18:00  
会場：穂の国とよはし芸術劇場PLAT 研修室大

事業継続計画（BCP）の作成実務と
シミュレーション

細川栄一 ｜ 東京海上日動火災保険RSP
　　　　　担当エージェント
                 （株）ライフソリューション

日時：2019 年 12月 12日（木）13:30～16:30
会場：穂の国とよはし芸術劇場PLAT 研修室大

企業とつくる防災とまちの未来 永田宏和｜ NPO法人プラス・アーツ理事長 日時：2019 年 10月 23日（水） 14:00～17:00
会場：豊橋技術科学大学サテライト・オフィス（仮）

日時：日時：2019 年 11月 18日（月） 15:30～18:00
会場：豊橋技術科学大学サテライト・オフィス（仮）

イザ！カエルキャラバン！ 
          in HIGASHI-MIKAWA
（親子や友だちとともに楽しく防災を学ぶイベント）

2019 年 8月31日（土）こども未来館ココニコで開催予定
（開催が決まり次第詳細をホームページ等で発表。事前の申し込みなしでご参加いただけます）

土（地盤）の科学と自然災害 松田達也 ｜ 豊橋技術科学大学・講師
日時：2019 年 11月 0５日（火）09:30～11:30
会場：穂の国とよはし芸術劇場PLAT 研修室大

建設物に使われる材料とその壊れ方 松本幸大 ｜ 豊橋技術科学大学・准教授
日時：2019 年 12月 0３日（火）16:00～18:00  
会場：穂の国とよはし芸術劇場PLAT 研修室大

建物の地震被害と被災後調査 林　和宏  ｜ 豊橋技術科学大学・助教
日時：2019 年 11月 25日（月）  09:30～11:30 
会場：穂の国とよはし芸術劇場PLAT 研修室大

建物の設備を守るにはどうしたらよいか 斉藤大樹 ｜ 豊橋技術科学大学・教授
日時：2019 年 12月 17日（火）13:30～15:30  
会場：穂の国とよはし芸術劇場PLAT 研修室大

事前防災まちづくり 辛島一樹 ｜ 豊橋技術科学大学・助教
日時：2020 年 01月 21日（火）16:00～18:00  
会場：豊橋技術科学大学サテライト・オフィス

いのちを守る「家具固定」実習 俵田宜弘 ｜ 豊橋市役所防災危機管理課 日時：2020 年 02月 06日（木） 09:30～11:30
会場：穂の国とよはし芸術劇場PLAT 創造活動室B

災害時における避難の課題と対策 杉木　直 ｜ 豊橋技術科学大学・准教授
日時：2020 年 01月 30日（木）09:30～11:30  
会場：豊橋技術科学大学サテライト・オフィス

3.11 震災後の復興から考える
豊橋の復興デザイン 田澤紘子 ｜ 仙台市市民文化事業財団 ほか

今、地域で「避難」を考える 本塚智貴 ｜ 明石工業高等専門学校・助教
日時：2019 年 11月 12日（火）09:30～11:30 
会場：穂の国とよはし芸術劇場PLAT 研修室大

円

1,000 円

1,000

無　料 （事前申込不要）

無　料

合計 円

無　料

受講料日時・会場担当講師科目名

円

1,000 円

1,000 円

1,000 円

1,000 円

1,000 円

1,000 円

1,000 円

1,000 円

1,500 円

1,500 円

受講を希望する科目にチェックを入れてください

氏名

所属・役職

性  

別
年　齢

（○で囲む）
男 

・
女

10 代・20 代・30 代・40 代

50 代・60 代・70 代以上

連絡先

住　所
銀行振込みを希望される方は、請求書の宛名（申込者本人以外の場合）と送付先住所を
ご記入ください

E-mail:                                    @
E-mailアドレスのない方はFax 番号（                －                   －　　        　  ）

受講料の
支払方法

ご希望の支払方法を選択してください（いずれかを選択してください）

□ 銀行振込み（請求書による「後払い」を希望される方 *はチェック→□） 
□ 窓口での支払い（受講日当日受付での現金払い）

*企業・個人事業者・官公庁・学校など

受講目的
（複数選択可）

□  職業上必要なため         □  地域防災活動に活かすため

□  自らの知識習得のため  □  その他（　        　　   　　　）

ふりがな

豊橋技術科学大学 東三河防災カレッジ 2019

下記の太枠に必要事項をご記入の上、送信してください   申込期限：各講座開催日の 1週間前まで

受講申込書　E-mail / Fax 用
E-mail: kouza@carm.tut.ac.jp   Fax：  0532 - 81 - 5195 

お申し込みいただきましたら、後日事務局より受講料の合計金額と支払方法をご案内いたします。
（一度お支払いいただいた受講料のお戻しはできませんのでご注意ください。個人情報の目的外の使用は致しません）

豊橋技術科学大学 安全安心地域共創リサーチセンター事務局（Tel. 0532-81-5157 ／ 0532-44-6574）


