■

machiken契約受託業務
〇

第1期

平成1年（1989年）3月17日～平成1年（1989年）9月30日

期 No
1

＜取扱注意＞

契約業務名

委託先

1 神奈川県SURF'90基本構想策定調査

神奈川県（財）都市防災研究所

2 新潟県笹神村地域防災計画策定業務(1)

ニューズデザインコーポレーション（株）

3 愛媛県野村町総合計画策定業務

（株）地域技術総合研究所

4 滋賀県多賀町総合計画策定業務

（株）地域技術総合研究所

5 藤沢市都市防災に関する調査研究

藤沢市（財）都市防災研究所

6 米子市都市防災構造化対策事業計画

米子市（財）都市防災研究所

7 横浜MM21防災基本計画（1）

横浜市（財）都市防災研究所

8 建設省安全街区調査研究（1）

建設省（財）都市防災研究所

9 神奈川県防災基本計画策定調査（1）

神奈川県（財）都市防災研究所

10 横浜MM21防災基本計画（2）

横浜市（財）都市防災研究所

11 建設省安全街区調査研究（2）

建設省（財）都市防災研究所

12 神奈川県防災基本計画策定調査（2）

神奈川県（財）都市防災研究所

13 藤沢市警戒宣言発令時対応調査（1）

藤沢市（財）都市防災研究所

14 神奈川県建築物震後対策推進事業調査（1）

神奈川県（財）都市防災研究所

15 神奈川県津波対策訓練アンケート結果報告書

神奈川県（財）都市防災研究所

16 高度情報化地域における防災体制調査研究

自治省消防庁（財）消防科学総合センター

17 県庁舎づくりと行政サービスの在り方調査

埼玉県（協）シード研究所

18 呉港マリーナ計画

呉市（株）共働生産

19 山光測舎アドバイザリー技術提供契約

（株）山光測舎（大町市）

20 藤沢市防災講習会（主婦・企業・職員・PTA）

藤沢市

21 ニッポン放送職員研修

ニッポン放送

22 東京ガス（株）役員防災研修

東京ガス（株）

23 サンフランシスコ地震現地取材・衛星生放送

日本テレビ放送網（株）NNN

24 番組出演「江東区高層マンション火災」他4件

日本テレビ放送網（株）

25 番組出演「サンフランシスコ地震」

SBS静岡放送

26 番組出演「サンフランシスコ地震」

ニッポン放送

27 原稿執筆「サンフランシスコ地震」

日経マグロフィル

＜第1期計・33件＞
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第2期

期 No
2

平成1年（1989年）10月1日～平成2年（1990年）9月30日
契約業務名

委託先

1 防災計画にかかる先進事例調査

（財）消防科学総合センター

2 高度情報化進展地域防災対策調査

（財）消防科学総合センター

3 新潟県笹神村総合計画策定業務（2）

ニューズデザインコーポレーション（株）

4 北海道広尾町地域防災計画策定業務

広尾町（株）地域技術総合研究所
1

5 長野県松川村地域防災計画策定業務

川村村（株）ぎょうせい

6 茨城県神栖町地域防災計画策定業務

神栖町（株）ぎょうせい

7 MM21防災基本計画策定業務（3）

横浜市（財）都市防災研究所

8 建設省安全街区整備基本指針策定業務（3）

建設省（財）都市防災研究所

9 藤沢市警戒宣言発令時対応調査（2）

藤沢市（財）都市防災研究所

10 神奈川県建築物震後対策推進事業調査（2）

神奈川県（財）都市防災研究所

11 神奈川県防災基本計画策定調査（3）

神奈川県（財）都市防災研究所

12 大町市景観形成の基本指針策定調査

大町市（株）山光測舎

13 神奈川県SURF90-津波映像VTR制作業務

神奈川県

14 滋賀県多賀町総合計画策定

多賀町（株）地域技術総合研究所

15 山光測舎アドバイザリ技術提供契約

（株）山光測舎（大町市）

16 神奈川県藤沢市防災講演

神奈川県藤沢市

17 埼玉県県南5市防災講習会

埼玉県

18 新潟県防災講習会

新潟県

19 埼玉県戸田市防災講演

埼玉県戸田市

20 大阪府防災会議講演会

大阪府

21 大町市第一回まちづくりシンポジウム基調講演

大町市

22 ロマプリータ地震現地調査・取材・番組取材

日本テレビ放送網（株）

23 フィリッピン地震現地調査・取材・番組出演

日本テレビ放送網（株）

24 番組出演「地下街と防災」

ニッポン放送

25 番組出演「防災の日特番」

SBS静岡放送

26 番組出演「駐車場問題特番」

讀賣テレビ放送網（株）

27 原稿執筆「ラジオはライフライン」

放送批評懇談会

28 原稿執筆「速報！フィリッピン地震」

都市計画学会

29 原稿執筆「ロマプリータ地震報告書」

日本建築学会

大日本印刷（株）
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第3期

期 No
3

平成2年（1990年）10月1日～平成3年（1991年）9月30日
契約業務名

委託先

1 神奈川県藤沢市地震被害想定調査業務（1）

神奈川県藤沢市

2 神奈川県藤沢市都市型災害基礎調査

神奈川県藤沢市

3 長崎県川棚町総合計画策定業務

川棚町（株）地域技術総合研究所

4 北海道三石町総合計画策定業務

三石町（株）地域技術総合研究所

5 富山県大門町総合計画策定業務

大門町（株）地域技術総合研究所

6 熊本県天草町総合計画策定業務

天草町（株）地域技術総合研究所

7 愛媛県松山市市街地整備計画策定業務（1）

松山市（株）双葉

8 神奈川県防災基本計画策定調査（4）

神奈川県（財）都市防災研究所

9 都市防災対策の総合的推進調査（1）

建設省（財）都市防災研究所

10 高次都市機能の総合的安全性確保調査

国土庁

2

11 大地震時し尿処理調査（1）

国土庁（株）日本システム研究所

12 神奈川県津波訓練アンケート調査

神奈川県

13 横浜市防災シンポジウム企画運営業務

横浜市消防局

14 MM21防災基本指針策定調査（1）

（株）横浜みなとみらい21

15 地域防災データ総覧「防災ボランティア編」編集

（財）消防科学総合センター

16 子持山等・勿来火力発電所安全点検調査

（株）東電ネットワーク

17 東京電力建物普通点検調査

（株）東電ネットワーク

18 国際防災十年IDNDR防災セッション講演

国土庁

19 第一回日米企業防災シンポジウム講演

国土庁

20 神奈川県藤沢市防災講演

神奈川県藤沢市

21 千葉県防災講演

千葉県防災消防課

22 千葉県水道局防災講演

千葉県水道局

23 ピナツボ火山災害講演

歴史地震研究会

24 生駒商事20周年記念講演

生駒商事

25 ペルー防災の日記念講演

国際協力事業団

26 JNR防災シンポジウム講演

TBS東京放送（株）

27 第一回津波サミット講演（田老町）

（株）ぎょうせい

28 フィリピン・ピナツボ火山噴火調査・取材

日本テレビ放送網（株）NNN

29 雲仙普賢岳噴火調査・取材

日本テレビ放送網（株）NNN

30 番組出演「広島新交通橋桁落下事故」他3件

日本テレビ放送網（株）NNN

31 番組出演「防災の日特番」

SBS静岡放送（株）

32 原稿執筆「東京街づくり今昔」

オフィスジャパン

33 原稿執筆「フィリピン・ピナツボ火山噴火災害」

（有）近代消防

＜第3期・36件＞
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第4期

平成3年（1991年）10月1日～平成4年（1992年）9月30日

期 No
4

契約業務名

委託先

1 神奈川県藤沢市地震被害想定調査業務（2）

神奈川県藤沢市

2 神奈川県藤沢市地域防災計画修正業務

神奈川県藤沢市

3 岐阜県付知町地域防災計画策定業務

付知町（株）地域技術総合研究所

4 愛媛県松山市市街地整備計画策定業務（2）

松山市（株）双葉

5 松山市防災計画パンフレット作製業務

愛媛県松山市

6 大地震時し尿処理調査（2）

国土庁（株）日本システム研究所

7 水戸南部開発計画

（株）都市研

8 都市防災対策の総合的推進調査（1）

建設省（財）都市防災研究所

9 MM21防災基本指針策定調査（1）

（株）横浜みなとみらい21

10 我孫子市地域防災計画策定業務

我孫子市（株）国際航業

11 千葉県夷隅町地域防災計画策定業務

夷隅町（株）ぎょうせい

12 地域防災データ総覧「防災ボランティア編」編集

（財）消防科学総合センター

3

13 五井・鹿島火力発電所点検報告書

（株）美装堂宮川

14 浜通り発電所調査報告書

（株）美装堂宮川

15 茨城県シンポジウム基調講演

茨城県

16 茨城県防災講演

茨城県

17 静岡県福田町防災講演

静岡県福田町

18 千葉県我孫子市防災講演

千葉県我孫子市

19 防災講演

（社）日本都市計画学会

20 まちづくり講演会

（社）柏市青年会議所

21 防災講演

（社）日本経営協会

22 ニッポン放送職員災害放送研修講演

（株）ニッポン放送

23 防災講演

技術士会

24 番組出演「防災の日特番」

（株）ニッポン放送

25 番組出演「防災の日特番」他1件

SBS静岡放送（株）

26 番組出演「台風19号停電被害」他1件

日本テレビ放送網（株）

27 番組出演「防災の日特番」他2件

NHK静岡放送局

28 原稿執筆「検証！防災情報伝達」他1件

全国加除法令出版（株）

29 原稿執筆「雲仙普賢岳災害報道検証」他2件

放送批評懇談会

30 原稿執筆「雲仙から学ぶ」

（株）ぎょうせい

＜第4期・37件＞
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第5期

平成4年（1992年）10月1日～平成5年（1993年）9月30日

期 No
5

契約業務名

委託先

1 旅客の安全対策に関する調査研究

（株）JR東日本安全研究所

2 米国ハリケーン・アンドリュー調査業務委託

（株）JR東日本安全研究所

3 踏切の安全に関するアンケート調査

（株）JR東日本安全研究所

4 消防防災シンポジウム開催業務

神奈川県横浜市消防局

5 2010防災ビジョン検討調査

神奈川県横浜市消防局

6 神奈川県藤沢市地震被害想定調査報告書増刷

神奈川県藤沢市

7 MM21防災基本指針策定調査（2）

（株）横浜みなとみらい21

8 地震警報発令時における住民行動調査

静岡県

9 平成4年度横浜市防災街づくり基礎調査

横浜市（財）都市防災研究所

10 都市防災フォーラム開催業務

日本気象協会

11 雲仙普賢岳噴火災害継続中の防災調査

国土庁（株）日本システム研究所

12 東海地震に係る防災教育の普及対策

国土庁（株）日本システム研究所

13 茨城町国土利用計画

茨城県茨城町（株）都市研

14 静岡県福田町地域防災計画策定業務

静岡県福田町（株）ぎょうせい

15 松山市土地区画改良事業パンフレット作成業務

愛媛県松山市（株）双葉

16 大阪北港地区埋立変更申請資料作成業務

（株）日本港湾コンサルタント

17 静岡県「東海地震シンポジウム」防災講演

静岡県

4

18 大町市「街づくり講演会」

長野市大町市商店街組合連合会

19 国分寺市「市民防災まちづくり学校」講演

東京都国分寺市

20 NHK静岡放送局「災害報道」講演

NHK静岡放送局

21 防災講演

（社）日本経営協会

22 JNR「災害とラジオ」講演

JNR

23 青森市防災講演会

（財）日本損害保険協会

24 「災害に強い街づくり」座談会

（財）日本損害保険協会

25 防災講演

赤坂消防署

26 防災講演

技術士会

27 防災講演

全国消防協会関東支部

28 番組出演「東海地震対策シリーズ」他3件

NHK静岡放送局

29 番組出演「クローズアップ現代」他3件

NHK放送協会

30 番組出演「防災の日特集」他1件

SBS静岡放送（株）

31 番組出演「釧路沖地震レポート」

（株）文化放送

32 番組出演「報道スペシャル」2件

（株）TBS東京放送

33 番組出演「奥尻震災」

（株）ニッポン放送

34 番組出演「奥尻震災特番」

北海道放送（株）

35 番組出演「さわやかジャーナル」

山形放送（株）

36 番組出演「ニュースプラス1」他10件

日本テレビ放送網（株）

37 番組出演「奥尻震災・釧路沖地震特番」他4件

STV札幌テレビ

＜第5期・60件＞
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第6期

平成5年（1993年）10月1日～平成6年（1994年）9月30日

期 No
6

契約業務名

委託先

1 都市防災基本問題調査研究

神奈川県横浜市消防局

2 消防防災シンポジウム企画・開催
3 国連防災世界会議開催記念消防防災シンポジウム

国連防災世界会議横浜推進委員会

4 松山市土地区画改良パンフレット追加作成業務

松山市（株）双葉

5 福島県玉川村国土利用計画策定調査

玉川村（株）ぎょうせい

6 第4次玉川村推進計画策定調査

玉川村（株）ぎょうせい

7 異常時の旅客への情報収集伝達調査

（株）JR東日本安全研究所

8 地域防災データ総覧「災害アンケート編」編集

（財）消防科学総合センター

9 防災ボランティア活動マニュアル策定調査

（社）日本損害保険協会

10 ノースリッジ地震災害調査

（社）日本損害保険協会

11 北海道釧路沖地震災害調査

NHK放送協会

12 北海道南西沖地震調査

日本テレビ放送網（株）

13 地すべり情報検討調査

東北地建（株）建設技術研究所

14 火山噴火警戒避難対策調査

東北地建（株）建設技術研究所

15 浅間山火山噴火警戒防災マニュアル策定調査

東北地建（株）建設技術研究所
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16 浅間山火山噴火警戒防災避難対策調査

東北地建（株）建設技術研究所

17 東北地方建設局防災業務計画策定調査

東北地建（株）建設技術研究所

18 日高港埋立申請書資料収集業務

（株）日本港湾コンサルタント

19 火力発電所建設設備報告書作成

（株）東電ネットワーク

20 神奈川県藤沢市防災講演
21 藤沢市栄区「コニュニティーカレッジ防災講演」

藤沢市

22 静岡県松前町防災講演

静岡県伊豆県行政センター

23 国分寺市「市民防災まちづくり学校講演」

東京都国分寺市

24 「ノースリッジ地震」防災講演

東京都総務局

25 鹿児島防災シンポジウム基調講演

鹿児島県（株）南日本新聞社

26 「ノースリッジ地震」防災講演

（株）日本貨物鉄道

27 「ノースリッジ地震」防災講演

（株）JR東日本本社

28 「ノースリッジ地震」防災講演

（株）横浜みなとみらい21

29 「ノースリッジ地震」防災講演

藤沢市高層ビル防火連絡協議会

30 「ノースリッジ地震」防災講演

（社）横浜市火災予防協会

31 「ノースリッジ地震」防災講演

（社）東京地学協会

32 「ノースリッジ地震」防災講演

（社）総友会

33 東京都品川区防災講演

東京都品川消防署

34 静岡県湖西市防災講演
35 静岡県焼津市防災講演

（社）日本損害保険協会

36 千葉県市原市危険物安全協会防災講演
37 熊本県熊本市消防局防災講演
38 企業防災研修

（株）建設技術研究所

39 防災講演「災害報道と安心報道」

東京メトロポリタンテレビジョン

40 原稿執筆「ノースリッジ地震から学ぶ」他4件

（有）近代消防社

41 原稿執筆「ロサンゼルスを救った安心報道」他1件

放送レポート編集委員会

42 原稿執筆「ノースリッジ地震の安心報道」

（財）消防科学総合センター

43 原稿執筆「安心報道・今後の課題」月間民放
44 原稿執筆「ノースリッジ地震災害報道」民間放送

（社）日本民間放送連盟

45 原稿執筆「大津波警報は間に合ったのか」GALAC

放送批評懇談会

46 原稿執筆「討論・北は激震、南は噴火の列島異変」

婦人公論

47 原稿執筆「論点・米国に学ぶ企業ボランティア」

読売新聞社

48 番組出演「鹿児島水害ドキュメント・孤独からの脱出」

（株）MBC南日本放送

49 番組出演「ノースリッジ地震・ニュースの森」他3件

（株）TBS東京放送

50 番組出演「ノースリッジ地震・ラジオ夕刊」他3件

NHK放送協会

51 番組出演「新潟地震30周年特番」

NHK新潟放送局

52 番組出演「湖西市防災キャラバン」他3件

NHK静岡放送局

53 番組出演「ノースリッジ地震・ウェイクアップ」

讀賣テレビ（株）

54 番組出演「長野地すべり取材・おもいっきりテレビ」

（株）日本テレビ放送網
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55 番組出演「防災の日特番」

（株）文化放送

56 番組出演「防災の日特番」

（株）ニッポン放送

＜第6期・70件＞
〇

第7期

平成6年（1994年）10月1日～平成7年（1995年）9月30日

期 No
7

契約業務名

委託先

1 みなとみらい21防災基本計画検討調査

神奈川県横浜市都市計画局

2 直下型地震発生時の想定シナリオ作成業務

神奈川県横浜市災害対策室

3 防災ボランティア活用調査

静岡県

4 平成6年度自主防災新聞ボランティア特集

静岡県

5 平成7年兵庫県南部地震大都市災害緊急調査

国土庁（株）野村総合研究所

6 山形県大蔵村豊牧地区地すべり情報検討業務

東北地建（株）建設技術研究所

7 草津白根火山噴火防災計画検討業務

東北地建（株）建設技術研究所

8 都市・港湾における津波総合安全確保方策検討

運輸省・建設省（株）パシフィックコンサルタンツ

9 平成7年兵庫県南部地震調査研究

建設省（株）パシフィックコンサルタンツ

10 土研河川管理計画

建設省土研（株）水計画研究所

11 石川県小松市土石流調査

小松土木事務所（株）水計画研究所

12 新潟県十日町土石流調査

十日町土木事務所（株）水計画研究所

13 震災発生時の旅客交通に関する調査研究

運輸省（株）日建設計

14 地域防災データ総覧「広報案文編」編集

（財）消防科学総合センター

15 阪神大震災時に伴うボランティアの実態調査

（社）損害保険協会

16 JR新宿駅停電時乗客行動に関する調査

NHKラジオセンター

17 「検証・ロス地震後の1年」米国取材コーディネタ

NHK-BS1（株）NHK情報ネットワーク

18 災害報道コンサルタント・マニュアル作成業務

東京メトロポリタンテレビ

19 「阪神大震災」災害報道調査・企画

（社）民間放送連盟

20 「ONE YEAR LATER」翻訳・出版・編集業務

PTWC/FEMA（株）近代消防社

21 YEBISU GARDEN PLACE PROJECT

The Reitherman Company

22 「宮崎淑子と考える・家庭内防災」VTR監修

（株）東京法規出版

23 「震災そのときのために」執筆・監修

国会史料編纂室

24 猪苗代電力所地点検調査

東電ネットワーク設計（株）

25 東京電力山梨支店普通点検報告書作成業務

東電ネットワーク設計（株）

26 東京国際消防会議基調講演

東京国際消防会議

27 「韓日耐震セミナー」ソウル市講演

大韓建築学会

28 東海地震シンポジウム

静岡県

29 平成6年度自主防災組織リーダー研修

静岡県東部県行政センター

30 防災講演

東京都狛江市消防署

31 防災講演「阪神大震災」

東京都麻布消防署

32 防災講演「MM21地区防災計画と横浜駅」

横浜市共同防火組合

33 防災講演「阪神大震災」

横浜市南火災予防協会
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34 東京都防災講演

東京都

35 国分寺「市民まちづくり学校」防災講演

東京都国分寺市

36 防災講演

（財）東京消防協会

37 藤沢市防災講演「阪神・淡路大震災」

神奈川県藤沢市

38 横浜市都筑区防災講演「阪神・淡路大震災」

神奈川県横浜市都筑区

39 武蔵野市第2回防災講演「阪神・淡路大震災」

東京都武蔵野市

40 大和市「平成6年度大和市防災講演会」講演

神奈川県大和市

41 「ボランティア関係省庁連絡会議」講演

経済企画庁

42 防災セミナー「阪神大震災に学ぶ」講演

建設省東北地方建設局

43 「メディアにもの申す-被災者から見た震災報道」講演

兵庫県マスコミ四者共闘会議

44 「報道フォーラム’95検証・震災報道」講演

日本民間放送労働組合連合会

45 第4回全国沿岸市町村津波サミット西伊豆講演

（株）ぎょうせい

46 町田市防災講演
内外情勢調査会

47 室蘭市防災講演
48 函館市防災講演
49 塩釜地区消防防災講演「防災ボランティアと地域社会」
50 千葉県防災講演「ノースリッジ地震」
51 群馬県太田市防災講演

（社）日本損害保険協会

52 山形県山形市防災講演「阪神大震災」
53 兵庫県高砂市防災講演「阪神大震災」
54 秋田県秋田市防災講演「阪神大震災」
55 情報セミナー「Info'94」講演

（株）建設技術研究所

56 地域防災シリーズ講演

（株）地域科学研究会

57 防災講演「阪神大震災から学ぶ」

（社）日本経営協会

58 防災講演「阪神大震災」

（財）消防科学総合センター

59 防災講演「平成7年度私学事務長研修会」

（財）東京都私学教育振興会

60 防災講演「防災計画立案講習会」

工業技術会（株）

61 防災講演

白山テクノパーク六社会

62 防災講演「FM東京社内セミナー」

（株）東京FM

63 災害報道マニュアル作成業務

（株）ニッポン放送

64 防災講演「災害報道」

東京メトロポリタンテレビジョン

65 「’95国際ボランティア研修会-災害救援」講演

ADRA国際協力センター

66 全国ニューメディア祭’94「防災フォーラム」

（株）テイ・エム・ラボラトリー

67 「読売すまい大学’95神戸リポート」防災講演

（株）読売新聞社

68 ラジオ・メディア研究会設立・NHK特番「災害情報交差点」 NHK・在京ラジオ局
69 「ズームイン朝・プラス1」阪神大震災取材・他3件

（株）日本テレビ放送網

70 番組出演（阪神・淡路大震災特番）

讀賣テレビ放送網（株）NNN

71 番組出演（阪神・淡路大震災特番）計21件

NHKラジオセンター

72 番組出演（阪神・淡路大震災特番）計8件

NHK放送協会
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73 番組出演（阪神・淡路大震災特番）計2件

NHK静岡放送局

74 番組出演（阪神・淡路大震災特番）

NHK新潟放送局

75 番組出演「ETV特集」大災害にどう対処するか

NHK長崎放送局

76 番組出演（阪神・淡路大震災特番）

NHK-BS1

77 米国取材コーディネート「検証・ロス地震後1年」

NHK情報ネットワーク

78 番組出演（阪神・淡路大震災特番）計12件

（株）TBS東京放送

79 番組出演（阪神・淡路大震災特番）計2件

（株）フジテレビジョン

80 番組出演（阪神・淡路大震災特番）

テレビ朝日（株）オフィス・ツウーワン

81 番組出演（阪神・淡路大震災特番）計4件

（株）ニッポン放送

82 番組出演（阪神・淡路大震災特番）

（株）文化放送

83 番組出演（阪神・淡路大震災特番）

青森放送（株）

84 番組出演（阪神・淡路大震災特番）

（株）サンテレビジョン

85 番組出演（阪神・淡路大震災特番）

（株）SBS静岡放送

86 番組出演（阪神・淡路大震災特番）

関西テレビ放送（株）

87 番組出演（阪神・淡路大震災特番）

（株）秋田放送

88 番組出演（阪神・淡路大震災特番）

（株）FM東京

89 番組出演「藤沢市防災広報特番」

藤沢ケーブルテレビ（株）

90 取材（阪神・淡路大震災特集）計2件

（株）読売新聞社

91 取材（阪神・淡路大震災特集）計2件

（株）朝日新聞社

92 取材（阪神・淡路大震災特集）

（株）毎日新聞社

93 取材（阪神・淡路大震災特集）

（株）時事通信社

94 取材（阪神・淡路大震災特集）

（株）マガジンハウス

95 取材（阪神・淡路大震災特集）

（株）日本放送出版協会

96 原稿「近代消防」阪神淡路大震災特集・計6件

（有）近代消防社

97 原稿「放送レポート」災害報道に問われたこと

放送レポート編集委員会

98 原稿「放送批評」災害報道は被災地を救ったか

放送批評懇談会

99 原稿「予防時報」急げ、被災者支援システム

（社）日本損害保険協会

100 原稿「放送文化」ピロピロの愚かしさ

（株）NHK出版

101 原稿「東京消防」エキゾチック神戸を再び

東京消防庁

102 原稿「月間消防」シリーズ阪神・淡路大震災

東京法令出版（株）

103 原稿「ロゴスロン」私の仕事

（株）学習研究会

104 原稿「Security」阪神大震災から学ぶ

（株）セキュリティワールド

105 原稿「NBI」阪神大震の出来事を直視せよ

（社）商事法務研究会

106 原稿「まちづくりの風」神戸の街づくりは？

まちづくり学会

107 原稿「GENKI」非常時対応できるシステム

損害保険労働組合

108 原稿「CHANCE」中小企業の防災対策

千代田火災（株）

109 原稿「SRI」阪神大震災から学ぶ

（社）静岡総合研究機構

110 原稿「生産と電気」企業の危機感地と防災対策

（社）日本電気協会

111 原稿「自治体学研究」1.17被災地からのメッセージ

（社）神奈川県自治総合研究センター
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112 原稿「住宅金融月報」復興まちづくりシステム

住宅金融公庫

113 原稿「高速道路と自動車」阪神淡路大震災からの教訓

（財）高速道路調査会

＜第7期・166件＞
〇

第8期

平成7年（1995年）10月1日～平成8年（1996年）9月30日

期 No
8

契約業務名

委託先

1 神戸市地域防災計画（地震対策編）見直し調査

兵庫県神戸市

2 神戸市地域防災計画（風水害等対策編）見直し調査

兵庫県神戸市

3 神戸市災害時広報調査

兵庫県神戸市

4 神戸市「震災の日」防災訓練企画基礎資料作成

兵庫県神戸市

5 神戸市防災ネットワーク設計支援業務

兵庫県神戸市（株）NEC

6 災害時ボランティア活動アンケート調査

国土庁

7 阪神・淡路大震災復興施策体系化調査

国土庁（株）三菱総合研究所

8 東京都災害対策本部要員イメージトレーニング調査

東京都（株）三菱総合研究所

9 東海地震に係る情報及び広報活動実施要項作成

静岡県

10 定点観測見張りシステム概要作成業務

静岡県

11 鎌倉市地域防災計画見直し業務（1）

神奈川県鎌倉市

12 草加市地域防災計画見直し業務

埼玉県草加市

13 草加市防災ハンドブック作成業務

埼玉県草加市

14 みなとみらい21中央地区内貿バース利用調査

神奈川県横浜市

15 阪神・淡路大震災・災害ボランティア活動調査

（社）日本損害保険協会

16 深谷市地域防災計画見直し業務企画書作成業務

（株）昭和

17 自動車用地震感知器試験

（株）優光社

18 日米災害対応システム調査団企画・団長（米国）

（株）JTB共催

19 第19回都市計画セミナー「震災復興の道標」講演

（社）日本都市計画学会

20 防災講演「阪神・淡路大震災」

（財）高速道路調査会

21 防災講演「阪神・淡路大震災」

練馬区防災対策懇談会

22 伊賀北消防組合防災講演「阪神・淡路大震災」
23 君津市消防防災講演「阪神・淡路大震災」
24 相模原市防災講演「防災ボランティアと地域社会」

（社）日本損害保険協会

25 茅野市防火協会防災講演「阪神大震災から学ぶ」
26 火災科学セミナー講演「直下型地震と都市防災」

（社）日本火災学会

27 防災の集い「阪神・淡路大震災から学ぶ」

渋谷消防署

28 都市防災研究会講演「防災都市計画のあり方」

（株）パスコ

29 地方自治体女性職員交流研究会防災講演

（社）日本経営協会

30 横浜市緑区コミュニティ・カレッジ防災講演

横浜市緑区

31 横浜市南区コミュニティ・カレッジ防災講演

横浜市南区

32 横浜市泉区コミュニティ・カレッジ防災講演

横浜市泉区

33 防災講演「FEMAの役割と機能」

（社）長寿社会文化協会
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34 防災講演「防災シンポジウム」

県南5市まちづくり協議会

35 防災講演「防災フェア・阪神大震災に学ぶ」

天童市

36 防災講演「大震災への挑戦’97」展示専門委員会

東京都

37 防災講演「平成7年度部長研修・大都市と震災」

東京都

38 防災講演「神戸市地域防災計画改定の特徴」

東京都市町村職員政策研修会

39 防災講演「神戸市災害時広報研究会」座談会

神戸市

40 防災講演「第一回復興対策調査委員会」

国土庁

41 防災講演「企業の首都圏震災対策」

（社）海外事業協力協会

42 防災講演「危機管理セミナー」

（社）総友会

43 防災講演「兵庫県南部地震からみた防災行政」

気象大学校

44 防災講演「ラジオと災害放送」

放送番組向上協議会

45 武蔵野市市民防災大学「家庭の防災対策」講演

武蔵野市

46 秋田県公開フォーラム「雪国の地震対策」講演

NHK秋田放送局・秋田魁新報社

47 NHK報道局首都圏部防災勉強会講演

NHK放送協会

48 NHK首都圏アナウンス部研修会防災講演

NHK放送協会

49 防災講演「静岡県防災情報研究所開設記念講演」

（財）静岡県防災情報研究所

50 防災講演「静岡県防災総合講座」

静岡県

51 防災講演「防災対策とまちづくり」

静岡県町村助役研修会

52 防災講演「地域防災計画見直しと策定」

工業技術会（株）

53 防災講演「兵庫県南部地震特別研究会委員会」

（社）日本建築学会

54 防災講演「地震対策、今なすげきこと」

日本橋消防署

55 防災講演「阪神・淡路大震災から学ぶ」

藤沢市

56 防災講演「ノースリッジ地震から学ぶ」

千代田火災海上保険（株）

57 防災講演「災害報道とローカル放送」

（株）静岡第一テレビ

58 防災講演「阪神大震災・災害報道の課題」

（株）ニッポン放送
在京ラジオ6局防災担当者会議

59 防災講演「在京ラジオ6局防災担当者会議」

（NHK・TBSラジオ・文化放送・ニッポ
ン放送・東京FM・FMジャパン）

60 防災講演「日米災害救援シンポジウム」西宮市

21世紀の関西を考える会

61 防災講演「避難所運営管理研修会」東京
（株）防災システム研究所

62 防災講演「避難所運営管理研修会」大阪
63 防災講演「避難所運営管理研修会」札幌
64 番組出演「緊急報告・奄美近海地震」ど～んと鹿児島

MBS南日本放送

65 番組出演「阪神・淡路大震災1年」サンデーロータリー

SBS静岡放送

66

番組出演「しずおか防災スクランブル/阪神・淡路大震災1

静岡県ラジオ3局共同制作（NHK・

年」

SBS・K-MIX）

67 番組出演「阪神・淡路大震災1年」

ニッポン放送
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在京ラジオ6局共同制作

68 番組出演「災害情報交差点・阪神大震災1年」

（NHK・TBSラジオ・文化放送・ニッポ
ン放送・東京FM・FMジャパン）

69 番組出演「1134民夫です・阪神大震災1年」

文化放送

70 番組出演「特番・阪神大震災1年」

MBS毎日放送ラジオ

71 番組出演「森本毅郎スタンバイ！スペシャル」

TBSラジオ

72 番組出演「THIS MONING特番阪神大震災1年」

JFN

73 番組出演「特番・阪神大震災1年」

FM東京

74 番組出演「特番・阪神大震災1年」

静岡第一テレビ

75 番組出演「プラス1特番・阪神大震災1年」

静岡第一テレビ・日本テレビ

76 番組出演「生活ほっとモーニング・防災の日」

NHK放送協会

77 番組出演「BSフォーラム・雪国の地震対策」

NHK秋田放送局

78 原稿「阪神大震災・専門家座談会」

読売新聞社

79 原稿「阪神大震災・土曜レポート」取材

読売新聞社

80 原稿「サンデー毎日・阪神大震災」取材

毎日新聞社

81 原稿「サンデー毎日・特集/阪神大震災1年」

毎日新聞社

82 原稿「ロスアンジェルス地震時の災害放送」

朝日新聞社

83 原稿「東京消防・エキゾチック神戸を再び」

東京消防庁

84 出版「防災都市・神戸の情報網整備」

（株）ぎょうせい
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平成8年（1996年）10月1日～平成9年（1997年）9月30日

期 No
9

契約業務名

委託先

1 平成8年度今後の震災対策の基本方向検討調査

国土庁

2 復興まちづくり事例調査

国土庁（株）三菱総合研究所

3 復興計画のフレーム検討調査

国土庁（株）三菱総合研究所

4 自主防災活動の活性化施策推進に関する調査

自治省消防庁

5 地方自治体における災害ボランティア対応に関する調査

自治省消防庁（財）消防科学総合センター

6 平成8年度東京都震災対策指揮者訓練

東京都

7 「大震災への挑戦’97」アンケート調査

東京都（株）日本コンベンション

8 大規模地震発生時における行政需要に関する調査

静岡県

9 神戸市地域防災計画概要版作成業務

神戸市

10 防災対策マニュアル策定指針検討調査

神戸市

11 「地域防災シンポジウム’97」委託業務

神戸市（社）神戸国際交流協会

12

みなとみらい21地区における災害時の避難者救済に関する検
討調査

横浜市

13 戸塚駅西口第1地区防災拠点整備検討調査

横浜市

14 災害時緊急情報システム検討調査

横浜市

15 埼玉県草加市地域防災計画見直し業務

草加市
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16 埼玉県川口市防災アセスメント調査

川口市（株）昭和

17 神奈川県鎌倉市地域防災計画見直し業務

鎌倉市

18 神奈川県藤沢市地域防災計画対策修正調査

藤沢市

19 緊急時における情報伝達最適化に係る調査（1）

日本原子力研究所

20 緊急時における情報伝達最適化に係る調査（2）

日本原子力研究所

21 電力の生産と消費に関する意識調査（1）

（株）関西電力

22 災害応急対策被災者支援計画検討調査

市民防災研究会

23 防災講演「地域の安全と相互協力」

草加市

24 防災講演「第3回地域防災シンポジウム」

（社）日本建築学会

25 防災講演「避難行動と避難所のありかた」

（社）日本建築学会

26 防災講演「災害対策と防災計画推進講座」

（社）日本経営協会

27 防災講演「正念場を迎えた阪神大震災の教訓」

保谷消防署

28 防災講演「阪神大震災の教訓」

多摩消防署

29 防災講演「第3回まちづくり学会全国大会」

まちづくり学会

30 防災講演「阪神大震災の検証-ライフライン情報と放送に役割」 （財）放送文化基金
31 防災講演「大地震発生！学校の役割は？」

練馬区教育委員会

32 防災講演「阪神大震災で学んだ新たな教訓」

武蔵野市市民防災大学

33 防災講演「阪神大震災で学んだ新たな防災対策」

石巻市地域防災研修会

34 防災講演「安全・安心のまちづくり」

群馬県制作形成能力研修会

35 「第3回日米企業防災シンポジウム」サンノゼ

（社）日本損害保険協会

36 防災講演「大地震の長期予測はどこまで可能か」

日本地震学会

37 防災講演「都市防災シンポジウム」

大阪府

38 防災講演「第1回KANSAIライフライン・マスコミ連絡会」総会 NHK大阪局
39 「第7回全国沿岸市町村津波防災サミット」奥尻町

（株）ぎょうせい

40 防災講演「8月6日鹿児島防災の日」ラジソン

NHK鹿児島放送局（株）MBC

41 防災講演「市街地での航空機事故」訓練講評

千歳市

42 防災講演「阪神大震災で学んだ新たな教訓」

横浜市西区

43 防災講演「防災ボランティアと地域社会」東根市
44 防災講演「地域防災計画」甲府地方気象台
45 防災講演「1.17阪神大震災から学ぶ」名古屋市消防局

（社）日本損害保険協会

46 防災講演「防災ボランティアと地域社会」宮城県黒川地域消防本部
47 防災講演「阪神大震災から学ぶ」

日本赤十字社熊本大会

48 防災講演「初動対応＝成功するためには」

荒川区区議会震災対策委員会

49 防災講演「防災行政論/災害対策基本法等」

静岡県立大学防災総合講座

50 防災講演「災害に備える」清水・静岡支部総会

（株）内外情勢調査会

51 防災講演「防災ボランティアの行政対応」

石川県

52 防災講演「危機管理とは」

青森県自治研修会

53 番組出演「ザ・ワイド」防災特番

日本テレビ放送網（株）

54 番組出演「防災ラジオ特番」

TBSラジオ（株）
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55 「TBS報道局災害報道勉強会」

TBS東京放送（株）

56 番組出演「ニュースジャパン」地下利用特番

フジテレビジョン（株）

57 番組出演「チャレンジワイド-ラジオが一番」

NHK仙台放送局・東北放送

58 番組出演「時の風」鹿児島県北西部地震特番

MBC南日本放送（株）

59 番組出演「ニュースの森」他1件

TBS東京放送（株）

60 番組出演「8月6日鹿児島防災の日」パネリスト

NHK鹿児島放送局（株）MBC
在京ラジオ6局共同制作

61 番組出演「災害情報交差点・阪神大震災2年」

（NHK・TBSラジオ・文化放送・ニッポ
ン放送・東京FM・FMジャパン）

62 番組出演「四方洋の日本の対談」

文化放送（株）

63 番組出演「防災特集・県談」

東京メトロポリタンテレビ

64 番組出演「プラス1しずおか」防災特集

静岡第一テレビ（株）

65 番組出演「東京直撃地震に備える」特番他1件

FM東京

66 番組出演「生活ほっとモーニング」特番

NHK放送協会

67 原稿「月間民放」座談会・ラジオと災害報道

（社）日本民間放送連盟

68 原稿「論点・防災行政に二つの懸念」他6件

（株）読売新聞社

69 原稿「東京消防」阪神大震災から2年半

東京消防庁

70 原稿「防災の日特集」

（株）朝日新聞社

71 原稿「地震ジャーナル」迫る！東海地震

（財）地震予知総合研究振興会

72

「machikenマンション地震防災プロジェクト」
http://www.machiken.co.jp/dlfiles/mansionP1997.pdf

※受託：6管理組合・自治会
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期 No
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平成9年（1997年）10月1日～平成10年（1998年）9月30日
契約業務名

委託先

1 平成8年度今後の震災対策の基本方向検討調査

国土庁

2 地域住民による自主的防災活動の事例等調査

自治省消防庁

3 コミュニティ活動の実態とまちづくり意識に関する調査

建設省建築研究所

4 福井県原子力防災訓練結果報告書作成業務

福井県

5 福井県震災対策支援システム開発業務

福井県

6 神奈川県川崎市防災基本計画策定基礎調査

川崎市

7 神奈川県都市防災基本計画改定調査

神奈川県（財）都市防災研究所

8 青森県地震・津波被害想定策定調査

青森県（株）パシフィックコンサルタンツ

9 愛知県避難所開設・運営マニュアル作成業務

愛知県（株）パシフィックコンサルタンツ

応用地質（株）

10 災害時の情報伝達に関するデータの収集

日本原子力研究所

11 敦賀市原子力災害防災訓練検証

敦賀市

12 地域防災シンポジウム’98 in神戸

神戸市

13 静岡県防災総合講座講義録作成業務

静岡県防災情報研究所

14 「Papua New Guinea津波災害」番組企画・現地取材

（株）静岡第一テレビ

15 「Papua New Guinea津波災害」緊急写真展企画運営

（株）美装堂宮川
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16 マンション防災システムの作成

（株）美装堂宮川

17 集合住宅の防災安全性確保確保指針作成

（株）美装堂宮川

18 原子力発電所立地・消費地域における住民意識調査

関西電力

テクニカルキョウドウ（株）

19 関西電力防災危機管理計画コンサルタント業務

関西電力

テクニカルキョウドウ（株）

20 パノコ事業利用港湾施設等調査

パノコトレーディング（株）

21 不動産管理システムの構築

木村商事（株）

22 メゾン桜ケ丘防災プロジェクト総合対策計画調査

メゾン桜ケ丘自治会

23 緊急時住民意識調査

（株）富士総合研究所

24 青森県第2・3・4回課長補佐級研修「危機管理」

青森県自治省研修所

25 防災講演「災害時ボランティアコーディネーターの役割」

静岡県ボランティア協会

26 防災講演「住民への情報伝達システムの整備」

NHK放送研修センター

27 防災講演「家庭内の防災対策」武蔵野市防災大学

武蔵野市

28 防災講演「阪神淡路大震災から3年」

世田谷区消防署

29 防災講演「防災関係機関等の危機管理」

武蔵野市防災関係機関連絡会

30 防災講演「大震災の危機管理」

新宿区

31 防災講演「’97防災シンポジウム in伊東」

伊東市

32 防災講演「災害放送・地域研究会・鹿児島」

（財）放送文化基金

33 防災講演「災害放送・地域研究会・松山」

（財）放送文化基金

34 防災講演「災害放送・地域研究会・仙台」

（財）放送文化基金

35 防災講演「災害対策基本法等」

静岡県総合防災研究所

36 防災講演「災害時の水とトイレフォーラム」

国際消防防災展’98 in東京

37 防災講演「企業と防災ボランティア」藤沢市消防本部

（社）日本損害保険協会

38 防災講演「災害対策と防災計画推進講座」

（社）日本経営協会

39 番組出演「北海道クローズアップ」大型重機事故

NHK札幌放送局

40 番組出演「生活ほっとモーニング」阪神大震災特番

NHK大阪放送局
在京ラジオ6局共同制作

41 番組出演「災害情報交差点・阪神大震災3年」

（NHK・TBSラジオ・文化放送・ニッポ
ン放送・東京FM・FMジャパン）

42 番組出演「阪神大震災3年・特番」

FM東京（株）

43 番組出演「阪神大震災3年・特番」

TBS東京放送（株）

44 番組出演「情報！もぎたてサラダ」防災特番

TBS東京放送（株）

45 番組出演「特番・大地震が関東地方に起きたら」

TBSラジオ

46 番組出演「おはよう日本・阪神大震災3年」

NHK放送協会

47 番組出演「生活ほっとモーニング」阪神大震災特番

NHK放送協会

48 番組出演「ニュース昨日今日明日」宮城県沖地震20年

TBCラジオ

49 番組出演「チャレンジワイド-ラジオが一番」

NHK仙台放送局・東北放送

50 番組出演「モーニングキャット」PNG津波災害他1件

FM東京（株）

51 番組出演「検証・PNG津波災害」特番

静岡第一テレビ（株）

52 番組出演「ネットワーク1.17」地震に強い街づくり

MBS毎日放送（株）
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53 原稿「地震ジャーナル12月号」迫る！東海地震

（社）地震予知総合研究振興会

54 原稿「めげへんで」阪神大震災やり残したこと

（NPO）兵庫県肢体障害者協会

55 原稿「マンション管理新聞」防災対策

（株）マンション管理新聞社

56 原稿「都市計画」企業防災士の役割

（社）日本都市計画学会

57 原稿「月刊自治研」自治体防災行政の視点

全国自治体労働組合

58 原稿「近代消防」パプアニューギニア津波災害調査報告書

（株）近代消防社

59 原稿「人と国土」大都市震災対策委員会提言

（社）国土計画協会

60 原稿「月刊民放」阪神大震災3年・防災ラジオ

（社）日本民間放送連盟

61 取材「安全神話崩壊から3年」コメント

読売新聞社

62 取材「阪神大震災この三年（下）」コメント

朝日新聞社

＜第10期・63件＞
〇

第11期

期 No
11

平成10年（1998年）10月1日～平成11年（1999年）9月30日
契約業務名

委託先

1 東海地震に係る観測情報と防災対策検討調査

国土庁

2 都市開発と一体的な首都圏広域防災拠点調査-1

国土庁（株）安井建築設計事務所

3 平成10年度広域拠点防災生活圏形成調査

神奈川県

4 原子力防災初動活動マニュアルの策定調査

福井県

5 川崎市都市防災基本計画策定調査

川崎市

6 広域拠点防災生活圏形成調査

厚木市

7 災害時の市民・地域・事業所との係り調査

横浜市消防局・火災予防協会

8 災害時の情報伝達に関するデータ収集（2）

日本原子力研究所

9 環境の関心の高い家庭での省エネ行動実態調査

（財）日本環境財団

10 環境保全型製品普及のための情報提供調査

（財）日本環境財団

11 長野県四賀村総合計画策定調査（1）

四賀村（財）日本環境財団

12 防災担当者に技術向上のための手法検討基礎調査

（財）静岡県防災情報研究所

13 水害統計調査に関する資料収集整理業務

（株）東京建設コンサルタント

14 三河港神野地区埋立申請書類作成支援業務

（株）日本港湾コンサルタント

15 大阪港北港地区埋立申請書類作成支援業務

（株）日本港湾コンサルタント

16 大阪港北港南地区埋立申請書類作成支援業務

（株）日本港湾コンサルタント

17 三河港神野地区埋立計画理由書作成支援業務

（株）日本港湾コンサルタント

18 トルコ地震調査～台湾大地震調査・取材

MBS毎日放送

19 スリーマイルアイランド原発事故報告書翻訳業務

日本テレビ放送網（株）

20 国際企業防災シンポジウム分科会座長

（株）ぎょうせい

21 東京防災講演「震災時における企業の危機管理」
22 佐倉市講演「企業の帰化管理と防災ボランティア」

（社）日本損害保険協会

23 八尾市講演「災害情報と災害報道」
24 滋賀県講演「地域の自主防災活動の推進」

滋賀県

25 パプアニューギニア大津波写真展・講演

唐桑半島ビジターセンター津波体験館
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26 防災講演「身近な所に危険が！家庭内での防災対策」

武蔵野市市民防災大学

27 防災講演「震災時における企業の危機管理」

東京消防庁第四方面本部

28 防災講演「災害時の地域の連携と協力」

（社）日本経営協会

29 「仙台ライフライン防災情報ネットワーク」設立記念講演

仙台市消防本部

30 防災講演「消防大学本科」

消防大学校

31 防災講演「防災安全研修会」

岐阜県

32 防災講演「神奈川県RSP新技術説明会」

神奈川県

33 番組出演「ネットワーク1.17」東海地震情報

毎日放送ラジオ

34 番組出演「ネットワーク1.17」震災サバイバル

毎日放送ラジオ

35 番組出演「ネットワーク1.17」忘れない！

毎日放送ラジオ

36 番組出演「阪神大震災4周年特番」

ニッポン放送

37 番組出演「関西空港と防災」

ニッポン放送

38 番組出演「阪神大震災4周年特番」

東北放送ラジオ

39 番組出演「シリーズ防災」4日間

秋田放送ラジオ

40 番組出演「あさ採りワイド秋田便」防災特番

秋田放送ラジオ

41 番組出演「2時のほんと」6.29集中豪雨災害

フジテレビ

42 番組出演「エマージェンシードラム」

FM三重

43 番組出演「通勤時の防災対策」防災特番

FM東京

44 番組出演「愛する人の命を守るため」防災特番

文化放送

45 番組出演「香川県の災害とその対策」防災特番

NHK香川放送局

46 取材「阪神大震災4年」

読売新聞社

47 取材「阪神大震災検証会議スタート」

朝日新聞関西版

48 取材「住宅再建！教訓生かすか」特集記事

神戸新聞社

49 取材「青鉛筆／エマージェンシードラム」

朝日新聞社

50 取材「防災の日常化

中日新聞社

工夫を」防災の日特集

51 原稿「阪神大震災から4年-残された課題-」

近代消防

52 原稿「Papua New Guinea大津波災害調査報告」

津波工学研究報告第16号

53 原稿「災害時のトイレに困った！どうする」

月刊フェスタ5月号

54 原稿「防災こそ、まちづくりの原点」

安全6月号

55 原稿「震災からのメッセージ／支援ということ」

神戸新聞社

56

2月臨時号

「エマージェンシー・ドラム」企画・販売

machiken企画・制作・販売 （2,510

http://www.machiken.co.jp/goods/index.html#001

缶）

＜第11期・56件＞
〇

第12期

期 No
12

平成11年（1999年）10月1日～平成12年（2000年）9月30日
契約業務名

委託先

1 デジタル放送による防災情報提供等の調査

自治省消防庁

2 都市開発と一体的な首都圏広域防災拠点調査-1

国土庁（株）都市みらい
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3

市町村原子力防災計画・退避等措置計画策定・マニュアル作
成業務

福井県

4 「阪神・淡路大震災5周年シンポジウム」企画・運営

神戸市

5 「神戸市生活再建本部活動記録誌」編集業務

神戸市

6 912台湾大地震仮設住宅調査（神戸市仮設寄贈）

神戸市

7 川崎市都市防災基本計画策定（3）

川崎市

8 高知市土地利用促進基礎調査

高知市（株）都市学研究所

9 長野県四賀村総合計画策定業務-2

四賀村（財）日本環境財団

10 長野県四賀村住民アンケート調査集計業務

四賀村（財）日本環境財団

11 東海地震から死傷者を減らすために・業務委託

静岡県総合研究機構

12 JCO臨界事故時の緊急時対応に関する調査

日本原子力研究所

13 緊急時における情報伝達最適化に関する調査-1

日本原子力研究所

14 三河港神野地区埋立計画申請理由書作成支援業務

（株）日本港湾コンサルタント

15 新人工島埋立申請理由書作成支援業務

（株）日本港湾コンサルタント

16 防災講演「神奈川県RSP新技術説明会」

神奈川県

17 防災講演「災害時における地域の役割と課題」

浜北市

18 防災講演「災害時における地域の役割と課題」

袋井市

19 八尾市防災講演「災害情報と災害報道」
20 長野県防災講演「地震に対する地域の備えと役割」

（社）日本損害保険協会

21 防災講演「災害報道国際会議」

放送文化基金

22 防災講演「災害時における自主防災組織の役割」

奈良県防災安全研修会

23 防災講演「災害に強い地域づくり」

横浜市保土ヶ谷区

24 防災総合講座「災害対策基本法等」

静岡県防災総合研究所

25 防災講義「地域と防災」

消防大学校

26 番組出演「ニュース・台湾大地震」

MBS毎日放送テレビ

27 番組出演「出会いふれあい生テレビ」Y2K問題

青森放送TV・ラジオ

28 番組出演「生活ほっとモーニング」阪神大震災5年

NHK放送協会

29 番組出演「中年探偵団」阪神大震災から5年
30 番組出演「中年探偵団」三宅島噴火のおそれ
31 番組出演「JRN特番・復興半ば

被災地から学ぶ」

ニッポン放送
TBSラジオ

32 番組出演「ネットワーク1.17」有珠山火山噴火
33 番組出演「ネットワーク1.17」有珠山避難者へ阪神缶を

MBS毎日放送ラジオ

34 番組出演「ネットワーク1.17」出版・崩壊からの出発
番組出演「震災特番”ともに歩んだ5年”-阪神大震災・仮設住
35 宅解消の裏に-」／「神戸の生活再建・5年の記録」「崩壊か MBS毎日放送ラジオ
らの出発」出版について
36 番組出演「スポーツドーム」有珠山避難者へ阪神缶

MBS毎日放送テレビ

37 番組出演「21世紀の道」都市機能と共同溝

テレビ東京

38 番組出演「テレポート2000」避難所に届けられた阪神缶

HBC北海道テレビ
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39 番組出演「シリーズ

防災」5日間

秋田放送ラジオ

40 番組出演「情報フリーウェイ」防災特番

FM東京

41 番組出演「防災の日スペシャル」大島から有珠・三宅へ

文化放送

42 番組出演「阪神大震災から5年」防災特番

FM静岡

43 番組出演「ブロードキャスト」三宅島全島避難

TBS東京放送テレビ

44 取材「個人革命・私を超えて

神戸新聞社

すべてはそこから」

45 取材「復興あしたへ」情報公開と生活再建の視点

神戸新聞社

46 取材「震災特集・阪神大震災6年目の課題」

毎日新聞静岡版

47 取材「多目的防災缶・阪神缶

日刊スポーツ関西版

有珠山へ」

48 取材「有珠山被災者へ阪神缶プレゼント」

スポーツニッポン関西・首都圏版

49 取材「避難住民へ阪神缶の贈り物」

朝日新聞北海道版

50 取材「非常用携帯品保管に一工夫・多目的防災缶」

読売新聞社

51 原稿「トルコ大震災・阪神大震災調査報告」

近代消防12月号

52 原稿「あの日から5年に想うこと」

近代消防2月臨時増刊号

53 原稿「海を渡った仮設住宅-雪中送炭」

近代消防7月号

54 原稿「JCO東海事業所臨界事故」

近代消防7月臨時増刊号

55 原稿「阪神大震災から5年-ラジオが築いた被災者との絆」

GALAC3月号

56 原稿「減災行政システムの必要性」

月刊昴9月号

57 出版「阪神・淡路大震災

監修/編・神戸市生活再建本部

58
59

出版「ドキュメント

神戸の生活再建・5年の記録」

崩壊からの出発-阪神大震災5年・生活

再建への挑戦」

共著・社会思想社

「エマージェンシー・ドラム」企画・販売

machiken企画・制作・販売

http://www.machiken.co.jp/goods/index.html#001

（498缶）

60 「マンション地震防災プロジェクト」

※受託：4件（管理組合）

＜第12期・60件＞
〇

第13期

平成12年（2000年）10月1日～平成13年（2001年）9月30日

期 No
13

1

契約業務名

委託先

上空から収集可能な市街地情報整備のあり方調査
（協力：米国ロサンゼルス市消防本部）

総務省消防庁

2 都市開発と一体的な首都圏広域防災拠点調査-2

国土庁（株）都市みらい

3 防災の観点からの首都圏移転代替案検討調査

東京都（株）住信基礎研究所

4 福井県原子力防災普及広報調査

福井県

5 敦賀市原子力防災計画編策定調査

敦賀市

6 横浜市災害復興推進体制検討調査

横浜市

7 藤沢市都市防災基本計画災害危険度判定調査

藤沢市

8 緊急時における情報伝達最適化に係る調査-2

日本原子力研究所

9 災害情報支援業務委託

TAO放送・通信機構

10 四賀村総合計画策定調査

四賀村（財）日本環境財団
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11 首都圏防災拠点整備報告書印刷業務

（財）日本環境財団

12 ニューヨーク同時多発テロ現地同行取材（NY)

TBS東京放送・日本テレビ

13 防災研修会講演「災害と防災」

（財）彩の国いきがい財団

14 防災講演「行政減災システムの必要性」福岡県

（社）日本経営協会

15 防災講演「自主防災組織の重要性と必要性」
16 防災講演「自主防災組織の重要性」富山県大山町
（社）日本損害保険協会

17 防災講演「インド西部地震緊急報告会」
18 防災講演「速報：ニューヨーク同時多発テロ」
19 防災講演「自主防災組織の重要性」神奈川県伊勢原市
20 防災講演「有珠山・変わる情報伝達」

NHK放送研修所

21 防災講演「安心・安全まちづくりをめざして」

浜銀総合研究所

22 防災講演「企業防災-生き残るために」

東京都市民防災大学

23 防災講演「インド西部地震緊急報告会」

東京都立大学

24 研修会防災講演「インド西部地震緊急報告会」

ニッポン放送

25 防災講演「インド西部地震緊急報告会」

日本民間放送連盟

26 防災講演「インド西部地震緊急報告会」

総務省消防庁

27 防災講演「インド西部地震緊急報告会」

東京都災害対策本部

28 防災講演「インド西部地震緊急報告会」

鹿児島ライフライン・マスコミ協議会

29 防災講演「インド西部地震緊急報告会」

（財）都市計画協会

30 埼玉県課長研修防災講演「危機管理論」

埼玉県

31 防災講演「ニューヨーク同時多発テロ報道」

日本民間放送連盟マスコミ倫理懇談会

32 記者研修会講演「災害と放送」

日本民間放送連盟

33 研修会講演「米国同時多発テロ放送と災害放送」

JNN記者研修会（TBS)

34 特別講演「NY同時多発現場で何が起きているのか」

日本災害情報学会

35 特別講演「NY同時多発現場で何が起きているのか」

地域安全学会

36 防災講演「安心まちづくりの課題」

さいたま市

37 防災講演「あなたの危機管理」

練馬区光が丘第3中学校

38 防災講演「危機管理！あなたの街・企業は？」

川崎市

39 番組出演「ニュースプラス1」鳥取西部地震

日本テレビ放送網（株）

40 番組出演「ネットワーク1.17」鳥取西部地震現地
41 番組出演「ネットワーク1.17」インド西部地震
42 番組出演「ネットワーク1.17」芸予地震現地

MBS毎日放送ラジオ

43 番組出演「ネットワーク1.17」NY同時多発テロ
44 番組出演「ニュースパレード」鳥取西部地震
45 番組出演「竹村健一ホットライン」活動期列島

文化放送

46 番組出演「防災特番」三宅島避難から1年
47 番組出演「アンビリ―バブル」東京大地震

フジテレビ

48 番組出演「週刊地震防災セミナー」宮城県沖地震
49 番組出演「アーリーバード」大地震に備える他2本
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東北放送ラジオ

50 番組出演「情報フリーウェイ」災害時の携帯電話
51 番組出演「震災特番・被災地が被る国の壁」
52 番組出演「ニュース特番」インド西部地震

FM東京
サンテレビ

53 番組出演「ワイドショウ」インド西部地震

AM神戸

54 番組出演「ニュースバード」インド西部地震

TBS-CSTV

55 番組出演「シリーズ・防災」5日間

秋田放送ラジオ

56 番組出演「月刊地震ファイル」神戸安全ネット会議

YTV讀賣テレビ

57 番組出演「ズームイン朝」新宿歌舞伎町ビル火災

日本テレビ

58 番組出演「JRN特番」ニューヨーク同時多発テロ

TBSラジオ

59 番組出演「ニュース23」NY同時多発テロ現場生

TBS

60 番組出演「今日の出来事」NY同時多発テロ現場生

日本テレビ放送網（株）

39 取材「防災研究者渡辺実さん・インド西部地震被災地を歩く」 神戸新聞社特集（13.2.17）
40 取材「インド西部地震・違法建築また被害拡大」

朝日新聞関西版（13.2.25）

41 取材「インド西部地震・人災の側面強く」

朝日新聞社（13.2.27）

42 取材「巨大地震にどう備えるか」（京大尾池教授対談）

読売新聞/論陣・論客（13.5.22）

43 取材「富士山噴火

週刊大衆（13.7）

首都圏パニック」

44 取材「NYテロ・都市防災の視点で検証」

神戸新聞社特集（13.10）

45 執筆「検証！JCO臨界事故報道-あれから1年」

放送レポート11月号（12.10）

46 書評「災害情報とメディア」平塚千尋：著

時事通信社（12.11）

47 執筆「インド西部地震」

地震学会「ないふる」（13.5）

48 執筆「徹底検証・東海地震報道は大丈夫か？」

GALAC6月号（13.6）

49 執筆「グラビア・インド西部地震」

近代消防4月号（13.3）

50 執筆「緊急報告・インド西部地震」

近代消防5月号（13.4）

51 執筆「速報・米国同時多発テロ被災現場報告」
52 執筆「新宿歌舞伎町ビル火災・提言」
53 出版「神戸発－危機を管理する都市へ」

近代消防12月号（13.11）
共著：日経ビジネス文庫

「エマージェンシー・ドラム」企画・販売
54 ※「阪神缶」1296缶有珠山噴火被災者へ寄贈
http://www.machiken.co.jp/goods/index.html#001

machiken企画・制作・販売
（1,580缶）

55 大学「立教大学社会学部」非常勤講師

立教大学（平成13年度）

56 大学「早稲田大学オープンカレッジ」講師

早稲田大学（平成13年度）

57 大学「東京情報大学」講師

東京情報大学（平成13年度）

＜第13期・58件＞
〇

第14期

期 No
14

平成13年（2001年）10月1日～平成14年（2002年）9月30日
契約業務名

委託先

1 都市開発と一体的な首都圏広域防災拠点調査-3

国土庁（株）都市みらい

2 東京都災害対策本部初動期戦略マニュアル策定

東京都

3 福井県原子力災害初動対応計画・マニュアル策定調査

福井県
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4 神戸市健康危機管理計画策定・パンフレット作成業務

神戸市

5 藤沢市都市防災基本計画策定業務-1

藤沢市

6 横浜駅周辺混乱防止対策検討調査

横浜市

7 豊島区街づくり活動支援事業

豊島区街づくり公社

8 被災地映像を活用した災害情報システム調査

TAO放送・通信機構

9 フジテレビ「危機一髪！SOS」監修・出演業務

フジテレビ（株）ネットウェイブ

10 防災講演「活動期に入った日本列島」

横浜市西区

11 防災講演「速報：ニューヨーク同時多発テロ」
12 防災講演「震災そのときのために」伊勢原市

（社）日本損害保険協会

13 防災講演「米国同時多発テロ報道を考える」

マスコミ倫理懇談会

14 防災講演「災害報道」報道記者研修会

（社）日本民間放送連盟

15 研修「災害報道に臨むこと-ニューヨークの現場から」

JNNローカルニュース研究会

16 緊急報告「米国同時多発テロ」

日本災害情報学会

17 緊急報告「米国同時多発テロ」

地域安全学会

18 まちづくりセミナー講演「防災とまちづくり」

さいたま市

19 防災講演「家庭でできる危機管理」

練馬区教育委員会家庭教育学級

20 防災講演「危機管理」

川越地区消防組合

21 防災講演「NYテロ現場から～脆弱な東京の危機管理」

異業種交流勉強会

22 防災講演「災害に強いまちづくり」土浦市

時事通信社

23 防災講演「大地震その時の備えと復興にむけて」

長野県大町市商工会議所

24 防災講演「身近な所に危険が！家庭内防災対策」

武蔵野市民防災大学

25 防災講演「宮城県沖地震にどう取り組むか」

仙台市

26 防災講演「南海地震！その時なにを伝えられるか？」

NHK松山放送局

27 防災講演「危機管理論」課長研修会

埼玉県自治人材開発センター

28 基調講演「シンポジウム～激震が襲う日～」

読売テレビ

29 防災講座「災害時の地域の連携と協力」

（社）日本経営協会

30 防災講演「災害放送の原点・減災報道」

日本民間放送連盟

31 基調講演「今、危機管理に求められるもの」

NPOリスクエイド発足記念会

32 番組出演「ズームイン朝」越谷市3階住宅火災

日本テレビ

33 番組出演「情報フリーウェイ」自分の命は自分で守る

FM東京

34 番組出演「ネットワーク1.17」南海地震対策

MBS毎日放送ラジオ

35 番組出演「プラス1しずおか」東海地震シンポ

静岡第一テレビ

36 番組出演「シリーズ・防災」5回

秋田放送ラジオ

37 防災特番「シンポジウム～激震が襲う日～」

読売テレビ

38 防災特番「地震、その時あなたは？」

青森放送ラジオ

39 防災特番「ラジオほっとタイム」点検防災対策-1
40 防災特番「ラジオほっとタイム」点検防災対策-2

NHKラジオ

41 防災特番「土曜ジャーナル」震度予測抜本見直し
42 防災特番「見直される東海地震」

NHK名古屋放送局ラジオ
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43 防災特番「東海地震との向かい方」
44

NHK静岡放送局ラジオ

「エマージェンシー・ドラム」企画・販売

machiken企画・制作・販売

http://www.machiken.co.jp/goods/index.html#001

（898缶）

55 大学「立教大学社会学部」非常勤講師

立教大学（平成14年度）

56 大学「早稲田大学オープンカレッジ」講師

早稲田大学（平成14年度）

57 大学「東京情報大学」講師

東京情報大学（平成14年度）

＜第14期・44件＞
〇

第15期

平成14年（2002年）10月1日～平成15年（2003年）9月30日

期 No
15

契約業務名

委託先

1 9.11NY同時多発テロ検証レポート翻訳業務

総務省消防庁

2 横浜駅周辺避難誘導方策等検討調査

横浜市

3 草加市地域防災計画見直し業務

草加市

4 藤沢市都市防災基本計画策定業務-2

藤沢市

5 NHK静岡放送局防災研修会企画運営・プロデュース

NHK静岡放送局

6 国際コンテナターミナル機能強化調査

（株）日本港湾コンサルタント

7 国内港湾荷役事業規制緩和実態調査

（株）日本港湾コンサルタント

8 番組出演「ネットワーク1.17」

MBS毎日放送ラジオ

9 番組出演「不明」

関西テレビ

10 番組出演「不明」

全国朝日放送

11 番組出演「不明」

エフエムサウンズ

12 番組出演「シリーズ・防災」５回

秋田放送ラジオ

13 その他出演料・講演料・原稿料など

不明

「エマージェンシー・ドラム」企画・販売
14 http://www.machiken.co.jp/goods/index.html#001
➀阪神缶Ⅱ②machiken安心缶

machiken企画・制作・販売
（358缶）

15 防災教育「南伊豆町立小学校・6学年総合学習」

静岡県・東海地震教育プログラム

16 大学「立教大学社会学部」兼任講師

立教大学（平成15年度）

17 大学「早稲田大学オープンカレッジ」講師

早稲田大学（平成15年度）

18 大学「東京情報大学」講師

東京情報大学（平成15年度）

＜第15期・18件＋α不明＞
〇

第16期

期 No
16

平成15年（2003年）10月1日～平成16年（2004年）9月30日
契約業務名

委託先

1 イラク地震支援プロジェクト-1

NPO法人BHNテレコム支援協議会

2 イラク地震支援プロジェクト-2

NPO法人BHNテレコム支援協議会

3 「静岡県障碍者防災講習会」企画・運営業務

静岡県障害福祉部

4 「兵庫県防災セッション2005」企画・運営業務

兵庫県阪神南県民局

5 新潟市地域防災計画見直し業務

新潟市
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6 東京建物Brillia防災プロジェクト「Brillia防災缶」

（株）東京建物

7 業務協力費

不明

8 番組出演・原稿執筆など

不明

9
10

「エマージェンシー・ドラム」企画・販売

machiken企画・制作・販売

http://www.machiken.co.jp/goods/index.html#001

（907缶）

「災害時緊急棺・遺体シート」企画・開発
http://www.machiken.co.jp/dlfiles/2004coffin.pdf

machiken企画・制作・販売

11 大学「立教大学社会学部」兼任講師

立教大学（平成16年度）

12 大学「早稲田大学オープンカレッジ」講師

早稲田大学（平成16年度）

57 大学「東京情報大学」講師

東京情報大学（平成16年度）

＜第16期・12件＋α不明＞
〇

第17期

平成16年（2004年）10月1日～平成17年（2005年）9月30日

期 No
17

契約業務名

委託先

1 「阪神・淡路大震災１０周年記念事業」企画・運営

兵庫県

2 時事通信社コンサル事業

（株）時事通信社

3 東京建物Brillia防災プロジェクト「Brillia防災缶」

（株）東京建物

4 「彼女を守る５１の方法」監修

（株）ディースリーパブリシャー

5 「防災インデックス」番組監修

（株）ジャパンエフエムネットワーク

6 防災特番企画・監修

（株）スタッフナビ

7 防災マンション開発計画

（株）清水建設

番組出演・原稿執筆・取材など（計237件）
・スマトラ巨大津波地震プーケット現地調査
・福岡東方沖地震現地取材
・千葉県東方沖地震取材

＊防災講演：自治体・民間企業

・尼崎JR西日本列車事故取材

＊番組出演：NHK／民放テレビ各

8 ・千葉県西方沖地震取材

局・ラジオ各局

・宮城県沖地震取材
・米国ハリケーン「カトリーナ」災害現地取材

＊取材：新聞各社

など

・パキスタン大地震現地取材
・マンション耐震偽装事件取材
http://www.machiken.co.jp/dlfiles/17List.pdf
「エマージェンシー・ドラム」企画・販売
9

http://www.machiken.co.jp/goods/index.html#001

machiken企画・制作・販売

➀QVCバージョン②視覚障碍者バージョン

（1,730缶）

➂病院缶バージョン④ANAバージョン
10 出版「彼女を守る５１の方法」企画・監修

（株）マイクロマガジン社

11 出版「地震発生！！３秒・３分・３時間」著

（株）幻冬舎

12 出版「大地震その時どうする？生き残りマニュアル」著

（株）日本経済新聞社
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13 大学「立教大学社会学部」兼任講師

立教大学（平成17年度）

14 大学「早稲田大学オープンカレッジ」講師

早稲田大学（平成17年度）

15 大学「東京情報大学」講師

東京情報大学（平成17年度）

＜第17期・253件＞
〇

第18期

平成17年（2005年）10月1日～平成18年（2006年）9月30日

期 No
18

契約業務名

委託先

1 防災士研修講師

NPO防災士機構

2 東京建物Brilliaマンション防災コンサルタント

（株）東京建物

3 「防災賞」審査業務

（株）レスキューナウ・Niffty

4 「防災特番」企画・監修・指導

日本テレビ放送網（株）他

5 「防災インデックス」企画・監修

（株）ジャパンエフエムネットワーク

6 「彼女を守る５１の方法」企画・監修・連載

（株）新潮社・週刊コミックバンチ

番組出演・原稿執筆・取材など（計246件）
・長野県豪雨災害

＊防災講演：自治体・民間企業
＊番組出演：NHK／民放テレビ各

8 ・鹿児島豪雨災害

局・ラジオ各局

・北海道佐呂間町竜巻災害

＊取材：新聞各社

・新潟県中越地震2年調査
9 出版「危ないマンションを見抜く30のポイント」

など

（株）マイクロマガジン社

10 出版「彼女を守る５１の方法」連載

（株）新潮社・週刊コミックバンチ

11 出版「彼女を守る５１の方法」コミックス-1

（株）新潮社

「エマージェンシー・ドラム」企画・販売
http://www.machiken.co.jp/goods/index.html#001

12 ➀QVCバージョン ②視覚障碍者バージョン

machiken企画・制作・販売
（1,830缶）

➂病院缶バージョン ④ANAバージョン
⑤東京建物「Brillia」バージョン⑥その他Ver.
13 大学「立教大学社会学部」兼任講師

立教大学（平成18年度）

14 大学「早稲田大学オープンカレッジ」講師

早稲田大学（平成18年度）

＜第18期・257件＞
〇

第19期

平成18年（2006年）10月1日～平成19年（2007年）9月30日

期 No
19

契約業務名

委託先

1 防災士研修講師

NPO防災士機構

2 東京建物Brilliaマンション防災コンサルタント

（株）東京建物

3 「防災賞」審査業務

（株）レスキューナウ・Niffty

4 「防災特番」企画・監修・指導

日本テレビ放送網（株）他

5 「防災インデックス」企画・監修

（株）ジャパンエフエムネットワーク

6 「彼女を守る５１の方法」企画・監修・連載

（株）新潮社・週刊コミックバンチ

7 「地域防災コミュニティ支援システム調査」委員長

総務省

25

8 顧問「緊急地震速報」機器開発・企画・指導

（株）トータルコミュニティサービス

9 顧問「ゼンマイ式告知装置」開発・企画・指導

（株）東京ゼンマイ

10 顧問「災害報道」指導

（株）CFMラジオミュー

11 顧問「緊急地震速報」機器開発・企画・指導

（株）ユニークプロダクト

12 顧問「エレベーター用防災キャビネット」企画・開発

コクヨS＆T（株）

13 顧問「災害報道・首都直下地震発生時専属契約」

日本テレビ放送網（株）他

＊

NPO「日本災害情報サポートネットワーク」

理事長（2007年4月発足）

番組出演・原稿執筆・取材など（計295件）

14

・能登半島地震

＊防災講演：自治体・民間企業

・新潟県中越沖地震

＊番組出演：NHK／民放テレビ各

「減災へ挑む-渡辺実の同時進行レポート」連載＞サンケイ

局・ラジオ各局

ビジネスアイ

＊取材：新聞各社

など

「防災ファイル」連載＞観光経済新聞
15 出版「彼女を守る５１の方法」連載

（株）新潮社・週刊コミックバンチ

16 出版「彼女を守る５１の方法」コミックス-2～5

（株）新潮社

17 出版「高層難民」新潮新書／初版16,000部

（株）新潮社

「エマージェンシー・ドラム」企画・販売
18

http://www.machiken.co.jp/goods/index.html#001

machiken企画・制作・販売

➀machikenバージョン ②東京建物「Brillia」バージョン

（485缶）

➂その他Ver.
19 大学「立教大学社会学部」兼任講師

立教大学（平成19年度）

20 大学「早稲田大学オープンカレッジ」講師

早稲田大学（平成19年度）

＜第19期・314件＞
〇

第20期

平成19年（2007年）10月1日～平成20年（2008年）9月30日

期 No
20

契約業務名

委託先

1 「中央区防災セミナー」総合プロデュース・講師

東京JC中央地区

2 防災士研修講師

NPO防災士機構

3 東京建物Brilliaマンション防災コンサルタント

（株）東京建物

4 「防災特番」企画・監修・指導

日本テレビ放送網（株）他

5 「防災インデックス」企画・監修

（株）ジャパンエフエムネットワーク

6 「四川大地震」復旧・復興支援

中国共産党・精華大学

7 PSPゲームソフト「絶体絶命都市3」監修

（株）アイレムソフトウェアエンジ

8 PSPゲームソフト「絶体絶命都市3」マニュアル

ニアリング

9 顧問「緊急地震速報」機器開発・企画・指導

（株）トータルコミュニティサービス

10 顧問「ゼンマイ式告知装置」開発・企画・指導

（株）東京ゼンマイ

11 顧問「災害報道」指導

（株）CFMラジオミュー

12 顧問「カロリーメイト防災プロジェクト」

（株）大塚製薬・NIE

13 顧問「災害報道・首都直下地震発生時専属契約」

日本テレビ放送網（株）

26

＊

NPO「日本災害情報サポートネットワーク」

理事長（2007年4月発足）

番組出演・原稿執筆・取材など（計219件）
・四川大地震（中国共産党／精華大学）

＊防災講演：自治体・民間企業

・岩手宮城内陸地震
15 「減災へ挑む-渡辺実の同時進行レポート」連載＞サンケイ
ビジネスアイ

＊番組出演：NHK／民放テレビ各
局・ラジオ各局
＊取材：新聞各社

「談論風発」連載＞サンケイビジネスアイ

など

「知って役立つ地震への備え」連載＞読売新聞
16 出版「緊急地震速報」角川SSC新書/初版8000部

（株）角川SSコミュニケーションズ

「エマージェンシー・ドラム」企画・販売
17

http://www.machiken.co.jp/goods/index.html#001

machiken企画・制作・販売

➀machikenバージョン ②東京建物「Brillia」バージョン

（1,119缶）

➂その他Ver.
18 大学「立教大学社会学部」兼任講師

立教大学（平成20年度）

19 大学「早稲田大学オープンカレッジ」講師

早稲田大学（平成20年度）

＜第20期・237件＞
〇

第21期

平成20年（2008年）10月1日～平成21年（2009年）9月30日

期 No
21

＊

契約業務名

委託先

1 神戸市新型インフルエンザ報道対応検証調査

神戸市

2 長岡市総合防災情報共有システム検討調査-1

長岡市

3 防災士研修講師

NPO防災士機構

4 東京建物Brilliaマンション防災コンサルタント

（株）東京建物

5 「防災特番」企画・監修・指導

日本テレビ放送網（株）他

6 「防災インデックス」企画・監修

（株）ジャパンエフエムネットワーク

7 「四川大地震」復旧・復興支援

中国共産党・精華大学

8 顧問「カロリーメイト防災プロジェクト」

（株）大塚製薬・NIE

9 顧問「災害報道・首都直下地震発生時専属契約」

日本テレビ放送網（株）

NPO「日本災害情報サポートネットワーク」
番組出演・原稿執筆・取材など（計90件）

理事長（2007年4月発足）
＊防災講演：自治体・民間企業

・四川大地震（中国共産党／精華大学）

＊番組出演：NHK／民放テレビ各

10 ・岩手宮城内陸地震

局・ラジオ各局

「論風」連載＞サンケイビジネスアイ

＊取材：新聞各社

「東建防災Web」連載＞東京建物HP
「エマージェンシー・ドラム」企画・販売
11 http://www.machiken.co.jp/goods/index.html#001
➀machikenバージョン ②東京建物「Brillia」バージョン

など

machiken企画・制作・販売
（2,543缶）

12 大学「立教大学社会学部」兼任講師

立教大学（平成21年度）

13 大学「早稲田大学オープンカレッジ」講師

早稲田大学（平成21年度）
27

＜第21期・103件＞
〇

第22期

平成21年（2009年）10月1日～平成22年（2010年）9月30日

期 No
22

契約業務名

委託先

1 長岡市コモンズ調査計画

長岡市（株）イートラスト

2 長岡市総合防災情報共有システム検討調査-2

長岡市

3 東京建物Brilliaマンション防災コンサルタント

（株）東京建物

4 東京建物Brilliaマンション防災セミナー

（株）東京建物

5 「防災特番」企画・監修・指導

日本テレビ放送網（株）他

6 顧問「カロリーメイト防災プロジェクト」

（株）大塚製薬・NIE

7 顧問「災害報道・首都直下地震発生時専属契約」

日本テレビ放送網（株）

＊

NPO「日本災害情報サポートネットワーク」

理事長（2007年4月発足）

番組出演・原稿執筆・取材など（計66件）
・兵庫県佐用町水害

＊防災講演：自治体・民間企業

「論風」連載＞サンケイビジネスアイ

＊番組出演：NHK／民放テレビ各

8 「東建防災Web」連載＞東京建物HP
http://www.machiken.co.jp/dlfiles/2010support.pdf
http://www.machiken.co.jp/dlfiles/2010lecture.pdf

局・ラジオ各局
＊取材：新聞各社

など

http://www.machiken.co.jp/dlfiles/2010wrote.pdf
「エマージェンシー・ドラム」企画・販売
9 http://www.machiken.co.jp/goods/index.html#001
➀machikenバージョン ②東京建物「Brillia」バージョン

machiken企画・制作・販売
（3,053缶）

10 大学「立教大学社会学部」兼任講師

立教大学（平成22年度）

11 大学「早稲田大学オープンカレッジ」講師

早稲田大学（平成22年度）

＜第22期・77件＞
〇

第23期

期 No
23

平成22年（2010年）10月1日～平成23年（2011年）9月30日
契約業務名

委託先

1 PSPゲームソフト「絶体絶命都市4」監修

（株）アイレム／発売中止

2 顧問「カロリーメイト防災プロジェクト」

（株）大塚製薬・NIE

3 顧問「災害報道・首都直下地震発生時専属契約」

日本テレビ放送網（株）

4 NPO「日本災害情報サポートネットワーク」

理事長（2007年4月発足）

5 NPO「立ち上がるぞ！宮古市田老」

発起人・理事（2007年4月発足）

28

番組出演・原稿執筆・取材など（計206件）
・東日本大震災

6

「論風」連載＞サンケイビジネスアイ

＊防災講演：自治体・民間企業

「5きげんテレビ」レギュラー＞テレビ岩手

＊番組出演：NHK／民放テレビ各

「防災FRONT LINE」レギュラー＞FM東京

局・ラジオ各局

http://www.machiken.co.jp/dlfiles/2011support.pdf

＊取材：新聞各社

など

http://www.machiken.co.jp/dlfiles/2011lecture.pdf
http://www.machiken.co.jp/dlfiles/2011wrote.pdf
7 出版「都市住民のための防災読本」新潮新書

（株）新潮社／著

8 出版「大地震に備える-自分と大切な人を守る方法」

（株）中径出版／著

9 出版「大地震発生！生き残るための77の教え」

（株）扶桑社／監修

10 出版「みんなの防災ハンドブック」

ディスカバー20ジャパン／監修

11 出版「震災サバイバル術」

（株）三才ブックス／監修

12 iPhoneアプリ「彼女を守る51の方法」有料配信

（株）ユーマインド

「エマージェンシー・ドラム」企画・販売
13 http://www.machiken.co.jp/goods/index.html#001
➀machikenバージョン ②東京建物「Brillia」バージョン

machiken企画・制作・販売
（100缶）

14 大学「立教大学社会学部」兼任講師

立教大学（平成23年度）

15 大学「早稲田大学オープンカレッジ」講師

早稲田大学（平成23年度）

＜第23期・221件＞
〇

第24期

期 No
24

平成23年（2011年）10月1日～平成24年（2012年）9月30日
契約業務名

委託先

1 顧問「カロリーメイト防災プロジェクト」

（株）大塚製薬・NIE

2 顧問「災害報道・首都直下地震発生時専属契約」

日本テレビ放送網（株）

3 NPO「日本災害情報サポートネットワーク」

理事長（2007年4月発足）

4 NPO「立ち上がるぞ！宮古市田老」

発起人・理事（2007年4月発足）

29

講演・番組出演・原稿執筆・取材（計140件）
・防災講演：32件
・テレビ出演：22件
「5きげんテレビ」レギュラー＞テレビ岩手
・ラジオ出演：25件
「防災FRONT LINE」レギュラー＞FM東京
5 ・新聞掲載/取材：60件

＊防災講演：自治体・民間企業
＊番組出演：NHK／民放テレビ各
局・ラジオ各局

「論風」連載＞サンケイビジネスアイ
・Web掲載：「渡辺実の防災・危機管理」連載＞日経ビジネ

＊取材：新聞各社

など

スON LINE
http://www.machiken.co.jp/dlfiles/24List.pdf
http://www.machiken.co.jp/dlfiles/2012lecture.pdf
http://www.machiken.co.jp/dlfiles/2012wrote.pdf
6 iPhoneアプリ「彼女を守る51の方法」有料配信
「エマージェンシー・ドラム」企画・販売
7 http://www.machiken.co.jp/goods/index.html#001
・machikenバージョン（LT流通センター）

8 大学「立教大学社会学部」兼任講師
9 大学「立教大学21世紀社会デザイン科」兼任講師
10 大学「早稲田大学オープンカレッジ」講師

（株）ユーマインド
machiken企画・制作・販売
（3000缶）
立教大学（平成24年度）
早稲田大学（平成24年度）

＜第24期・140件＞
〇

第25期

平成24年（2012年）10月1日～平成25年（2013年）9月30日

期 No
25

契約業務名

委託先

1 「横浜市地震防災市民憲章」策定調査

横浜市

2 顧問「カロリーメイト防災プロジェクト」

（株）大塚製薬・NIE

3 顧問「災害報道・首都直下地震発生時専属契約」

日本テレビ放送網（株）

4 NPO「日本災害情報サポートネットワーク」

理事長（2007年4月発足）

5 NPO「立ち上がるぞ！宮古市田老」

発起人・理事（2007年4月発足）

講演・番組出演・原稿執筆・取材（計112件）
・防災講演：15件

6

・テレビ出演・ラジオ出演・新聞：96件

＊防災講演：自治体・民間企業

「論風」連載＞サンケイビジネスアイ

＊番組出演：NHK／民放テレビ各

・Web掲載：「渡辺実の防災・危機管理」連載＞日経ビズネ 局・ラジオ各局
スON LINE

＊取材：新聞各社

＊東日本大震災2周年

＊埼玉県越谷市竜巻災害

など

http://www.machiken.co.jp/dlfiles/25List.pdf
7 出版「巨大地震

その時どうする？生き残りマニュアル

8 iPhoneアプリ「彼女を守る51の方法」有料配信
30

日本経済新聞出版社
（株）ユーマインド

「エマージェンシー・ドラム」企画・販売
7 http://www.machiken.co.jp/goods/index.html#001
・machikenバージョン（LT流通センター）

9 大学「立教大学社会学部」兼任講師
10 大学「立教大学21世紀社会デザイン科」兼任講師

machiken企画・制作・販売
（30缶）
立教大学（平成25年度）

11 大学「早稲田大学オープンカレッジ」講師

早稲田大学（平成25年度）

12 研修「防災士研修」講師

日本防災士機構・NTTラーニング

＜第25期・124件＞
〇

第26期

平成25年（2013年）10月1日～平成26年（2014年）9月30日

期 No
26

契約業務名

委託先

1 顧問「カロリーメイト防災プロジェクト」

（株）大塚製薬・NIE

2 顧問「災害報道・首都直下地震発生時専属契約」

日本テレビ放送網（株）3月末終了

3 NPO「日本災害情報サポートネットワーク」

理事長（2007年4月発足）

講演・番組出演・原稿執筆・取材（計91件）
・防災講演：7件
・テレビ出演・ラジオ出演・新聞：83件

＊防災講演：自治体・民間企業

「論風」連載＞サンケイビジネスアイ

＊番組出演：NHK／民放テレビ各

4 「生き抜く」連載＞東京新聞
・Web掲載：「渡辺実の防災・危機管理」連載＞日経ビジネ
スON LINE
＊東日本大震災3周年

局・ラジオ各局
＊取材：新聞各社

など

＊広島土石流災害

http://www.machiken.co.jp/dlfiles/26List.pdf
5 大学「立教大学21世紀社会デザイン科」兼任講師

立教大学（平成26年度）

6 大学「早稲田大学オープンカレッジ」講師

早稲田大学（平成26年度）

7 研修「防災士研修」講師

日本防災士機構・NTTラーニング

＜第26期・98件＞
〇

第27期

期 No
27

平成26年（2014年）10月1日～平成27年（2015年）9月30日
契約業務名

委託先

1 「第3階世界国連会議」出典・VTR制作監修

（株）シーマコンサルタント

2 「Zioトイレ」企画・開発

（株）バルジオ

3 「絶体絶命都市3」ロイヤルティ契約

（株）グランゼーラ

4 「安心缶」ロイヤリティ契約

（株）LT流通センター

5 顧問「カロリーメイト防災プロジェクト」

（株）大塚製薬・NIE

31

講演・番組出演・原稿執筆・取材（計77件）
・防災講演：13件
・テレビ出演・ラジオ出演・新聞：63件

6

「論風」連載＞サンケイビジネスアイ

＊防災講演：自治体・民間企業

「生き抜く」連載＞東京新聞

＊番組出演：NHK／民放テレビ各

・Web掲載：「渡辺実の防災・危機管理」連載＞日経ビジネ 局・ラジオ各局
スON LINE

＊取材：新聞各社

など

＊御嶽山噴火＊阪神・淡路大震災20年
＊台風13号＊箱根山噴火＊口永良部島噴火
http://www.machiken.co.jp/dlfiles/27List.pdf
7 大学「早稲田大学オープンカレッジ」講師

早稲田大学（平成27年度）

＜第27期・84件＞
〇

第28期

平成27年（2015年）10月1日～平成28年（2016年）9月30日

期 No
28

1

契約業務名

委託先

「絶体絶命都市4Plus」監修

（株）グランゼーラ

https://www.zettai-zetsumei.jp/

2 「石坂産業」BCP防災プロジェクト委託

（株）石坂産業

3 「安心缶」ロイヤリティ契約

（株）LT流通センター

4 顧問「シーマコンサルタント・防災プロジェクト」

（株）シーマコンサルタント

5 顧問「カロリーメイト防災プロジェクト」

（株）大塚製薬・NIE

講演・番組出演・原稿執筆・取材（計103件）
・防災講演：7件

6

・テレビ出演・ラジオ出演・新聞：95件

＊防災講演：自治体・民間企業

「論風」連載＞サンケイビジネスアイ

＊番組出演：NHK／民放テレビ各

・Web掲載：「渡辺実の防災・危機管理」連載＞日経ビジネ 局・ラジオ各局
スON LINE
＊鬼怒川堤防決壊

＊取材：新聞各社
＊熊本地震

など

＊東日本大震災5年

http://www.machiken.co.jp/dlfiles/28List.pdf
7 大学「早稲田大学オープンカレッジ」講師

早稲田大学（平成28年度）

＜第28期・110件＞
〇

第29期

期 No
29

1

平成28年（2016年）10月1日～平成29年（2017年）9月30日
契約業務名

委託先

「絶体絶命都市4Plus」監修
（株）グランゼーラ

https://www.zettai-zetsumei.jp/

2 「絶体絶命都市4Plus」ロイヤリティ契約
3 「石坂産業」BCP防災プロジェクト委託

（株）石坂産業

4 「トレーラーハウス被災地活用シンポジウム」コーディネート 河口湖自然楽校
32

5 「十勝毎日新聞社社会部」記者研修

十勝毎日新聞社

6 顧問「シーマコンサルタント・防災プロジェクト」

（株）シーマコンサルタント

7 顧問「カロリーメイト防災プロジェクト」

（株）大塚製薬・NIE

講演・番組出演・原稿執筆・取材（計62件）
・防災講演：14件

8

・テレビ出演・ラジオ出演・新聞：47件

＊防災講演：自治体・民間企業

「論風」連載＞サンケイビジネスアイ

＊番組出演：NHK／民放テレビ各

・Web掲載：「渡辺実の防災・危機管理」連載＞日経ビジネ 局・ラジオ各局
スON LINE
＊熊本地震1年

＊取材：新聞各社

など

＊東日本大震災6年

http://www.machiken.co.jp/dlfiles/29List.pdf
9 大学「早稲田大学オープンカレッジ」講師

早稲田大学（平成29年度）

＜第29期・71件＞
〇

第30期

平成28年（2016年）10月1日～平成29年（2017年）9月30日

期 No
30

契約業務名

委託先

1 「石坂産業」BCP防災プロジェクト委託

（株）石坂産業

2 「北海道胆振地震トレーラーハウス支援」業務

（株）カンバーランドジャパン

3 「絶体絶命都市4Plus」ロイヤリティ契約

（株）グランゼーラ

4 顧問「シーマコンサルタント・防災プロジェクト」

（株）シーマコンサルタント

5 顧問「カロリーメイト防災プロジェクト」

（株）大塚製薬・NIE

講演・番組出演・原稿執筆・取材（計50件）
6 ・防災講演：12件

＊防災講演：自治体・民間企業
＊番組出演：NHK／民放テレビ各
局・ラジオ各局

・テレビ出演・ラジオ出演・新聞：39件

＊取材：新聞各社

7 大学「早稲田大学オープンカレッジ」講師

など

早稲田大学（平成30年度）

＜第30期・57件＞
※ machiken30年委員・専門委員・表彰

http://www.machiken.co.jp/dlfiles/ｍachiken30_Iin_Hyousyou.pdf
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