震災対応セミナー 活動記録
演題 / 講師等

開催日
震災対応セミナー

主催者挨拶

震災対応セミナー実行委員会会長

山田 英雄 （元警察庁長官）

2011年11月2日

共催者挨拶

国際連合大学高等研究所 シニアフェロー

共催者挨拶

災害復興まちづくり支援機構

竹本 和彦 先生

菊池 千春 先生

来賓挨拶

内閣府大臣官房審議官（防災担当）

長谷川 彰一 先生

後援団体

日弁連副会長 松岡重行先生、 第二東京弁護士会副会長 南 敦 先生

来賓ご紹介

全国社会保険労務士会連合会専務理事 奥田久美 様
日本土地家屋調査士会連合副会長 関根 一三様
日本司法書士会連合会 専務理事 山本 一宏 様
日本税理士会連合会 総務部長 中村 一三 様
日本行政書士会連合会 副会長 中西 豊 様
社団法人生命保険協会 副会長 窪野 鎮治 様

『震災と危機管理』
野田 健 先生

元内閣危機管理監 財団法人公共政策調査会理事長

『東日本大震災と法務省の対応について』
小川 秀樹 先生

法務省大臣官房秘書課長

『被災地における里山・里海の復興に向けて』
中尾 文子 先生

国連大学高等研究所

SATOYAMAイニシアティブ国際パートナーシップ事務局次長
『東日本大震災と警察の対応について』
西村 泰彦 先生

警察庁警備局長

『東日本大震災と消防庁の対応について』
佐々木 克樹 先生

消防庁国民保護・防災部長

『東日本大震災と防衛省の対応について』
井上 一徳 先生

防衛省運用企画局事態対処課長

『東日本大震災と厚生労働省の対応について』
唐澤 剛 先生

厚生労働省大臣官房審議官 (医療保険、医政、医療・介護連携担当）

『東日本大震災と原子力安全・保安院の対応について』
根井 寿規 先生 原子力安全保安院 審議官（原子力安全担当、核燃料サイクル担当、産業保安担）
震災対応セミナー
2011年11月3日

『日弁連の災害復興支援について』
永井 幸寿 先生 東日本大震災・原子力発電所事故等対策本部 副本部長
『東日本大震災と農林水産省の対応について』
真鍋 郁夫 先生

農林水産省 経営局総務課災害総合対策室長

『東日本大震災と環境省の対応について』
清水 康弘 先生

環境省大臣官房審議官（現地災害対策本部長）

『東日本大震災と国土交通省の対応について』
大藤 朗 先生

国土交通省 大臣官房審議官

『東日本大震災と財務省の対応について』
高橋 俊一 先生

財務省大臣官房文書課調査室長

北里 敏明 先生 パネルセッション コーディネーター
弁護士 元内閣府大臣官房審議官（防災担当） 元消防庁次長
・岩手県の震災対応について
越野 修三 先生 岩手県総務部総合防災室特命参事
・宮城県の震災対応について
東海林 清広 先生 宮城県総務部副参事
・福島県の震災対応について
古市 正二 先生
分科会紹介

福島県生活環境部次長（県民安全担当）

中野 明安先生

災害復興まちづくり支援機構事務局長 弁護士
東日本大震災・原子力発電所事故等対策本部事務局次長

2011年11月14日
厚生労働省分科会

閉会の挨拶

庭山 正一郎

公法研究会・実務公法学会会長

閉会の挨拶

炭谷 茂

元環境事務次官

社会福祉法人恩賜財団済生会理事長

東日本大震災と厚生労働省の対応－分科会／食品安全関係について（仮題）－
麻那古 直大 先生

厚生労働省 災害対策本部事務局総括グループ

河野 健資 先生 厚生労働省 社会・援護局 総務課 災害救助・救援対策室
座長：庭山正一郎弁護士
副座長：山本陽介弁護士 中村恭章社会保険労務士 菅野有里子行政書士

2011年11月21日
金融庁分科会

東日本大震災と金融庁の対応について
長谷川 靖 先生

金融庁監督局総務課長

座長：幸村俊哉弁護士
副座長：岡田高明税理士
2011年11月24日
内閣府分科会

東日本大震災と内閣府の対応について
小滝 晃 先生

内閣府政策統括官（防災担当）付 総括参事官（防災）

座長；尾見博武弁護士
副座長：武田昇平弁護士
2011年12月1日
農林水産省分科会

東日本大震災と農林水産省の対応－課題と今後の対策について－
添谷 稔 先生 林野庁林政部木材利用課課長補佐（木質バイオマス対策班担当）
村松 睦宏 先生 農林水産省農村振興局整備部防災課災害情報分析官
大久保 慎 先生 水産庁漁政部企画課課長補佐(企画班担当)
座長：藤原宏高弁護士
副座長：武田昇平弁護士 岡田高明税理士

2011年12月2日
厚生労働省分科会

東日本大震災と厚生労働省の対応－労働部門／課題と今後の対策について－
小宅栄作先生

厚生労働省復興対策本部事務局企画官

河野 健資 先生 厚生労働省 社会・援護局 総務課 災害救助・救援対策室
座長：庭山正一郎弁護士
副座長：山本陽介弁護士 中村恭章社会保険労務士 菅野有里子行政書士
2011年12月12日
警察庁分科会

東日本大震災と警察の対応について
重久 真毅 様

警察庁警備局警備企画課 課長補佐

座長：水野泰孝弁護士
副座長：浅野幸恵行政書士
ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ：河本志朗先生（財）公共政策調査会第二研究室長
2011年12月13日
金融庁分科会

東日本大震災と金融庁関連業界の対応について
（社）日本損害保険協会

常務理事総合企画部長 村田 勝彦 先生

（社）生命保険協会総務部長 災害地域生保契約紹介センター長

椿 雅実 先生

オブザーバー：金融庁監督局保険課課長補佐 鮫島 大幸先生
座長：幸村俊哉弁護士
副座長：岡田高明税理士
2011年12月15日
内閣府分科会

「防災行政の課題ー今後の巨大広域災害に備えるー」
丸谷 浩明 氏 内閣府政策統括官（防災担当）付 参事官 兼 防災対策推進検討室 次長
座長；尾見博武弁護士
副座長：武田昇平弁護士

2011年12月19日
中小企業庁分科会

東日本大震災と中小企業庁の対応について
鍜冶 克彦 先生

中小企業庁参事官

座長：幸村俊哉弁護士
副座長：松本寿子行政書士 樋口直人行政書士
2012年1月10日

東日本大震災と環境省の対応について

環境省分科会

塚本 瑞天 先生

環境省自然環境局自然環境計画課長（環境省現地災害対策本部長）

座長：西村國彦弁護士
副座長：後藤登弁護士 石井渉氏 岡田高明税理士
2012年1月13日

東日本大震災と消防庁の対応について

消防庁分科会

山口 英樹 先生

消防庁国民保護・防災部防災課長

座長：石川美津子弁護士
副座長：石井修一行政書士
2012年12月～1月
総務省 自治体分科会

被災県におけるアンケート調査
座長：関葉子弁護士
副座長：秋田一壽行政書士
士業分科会

分科会 開催中止

経済産業省分科会
国交省分科会
法務省分科会

2012年7月12日

震災対応セミナーの記録「3.11大震災の記録」の出版

開催記録の出版

震災対応セミナー実行委員会は、予定のすべての活動を終了致しました。

2012年7月25日

後援団体・協力団体へ実績報告書発送
震災対応セミナーの理念は（社）公共ネットワーク機構が継承し、事業を引き継ぎました。

