■2015年（平成27年）業務実績 第２７期
■報道協力（TV．ラジオ．新聞．雑誌．WEB など 出演／取材）
日付
メディア
＞2014年
10月1日 新聞
東京新聞 連載コラム「生き抜く」 第６回
10月1日 雑誌
週刊ポスト
10月4日 雑誌
週刊実話
10月7日 ラジオ ＴＢＳ－Ｒ「生島ひろしのおはよう一直線」
10月7日 テレビ 静岡第一ＴＶ「news every しずおか」
10月17日 雑誌
女性自身
日経ビジネスON LINE連載 第48回
10月20日 WEB
「渡辺実のぶらり防災・危機管理」
日経ビジネスON LINE連載 第49回
10月21日 WEB
「渡辺実のぶらり防災・危機管理」
10月24日 新聞
東京新聞 連載コラム「生き抜く」 第７回
11月20日 テレビ 静岡第一ＴＶ「ドキュメント静岡」
11月24日 新聞
サンケイビジネスアイ連載コラム「論風」 第２７回
11月28日 新聞
東京新聞 連載コラム「生き抜く」 第８回
12月5日 テレビ フジテレビ「教訓のススメ」
12月20日 雑誌
週刊現代
12月21日 テレビ フジテレビ「ミスターサンディ」
12月26日 新聞
東京新聞 連載コラム「生き抜く」 第９回
12月29日 ラジオ 東京ＦＭ「フロントライン」
＞2015年
1月5日 テレビ ＴＢＳ－ＴＶ「Ｎスタ」
1月6日 テレビ ＣＢＣテレビ中部日本報道「特番」
1月6日 テレビ ＴＢＳ－ＴＶ「いっぷく！」
1月8日 雑誌
週刊朝日
1月9日 雑誌
週刊ポスト
1月16日 ラジオ 文化放送「福井謙グッドモーニング」
1月23日 新聞
東京新聞 連載コラム「生き抜く」 第１０回
1月25日 テレビ フジテレビ「ニュースな晩餐会」
2月4日 テレビ ユーキャン広報番組
2月25日 雑誌
「SPA]
2月27日 新聞
東京新聞 連載コラム「生き抜く」 第１１回
3月3日 雑誌
週刊ポスト
日経ビジネスON LINE連載 第４９回
3月10日 WEB
「渡辺実のぶらり防災・危機管理」
日経ビジネスON LINE連載 第５０回
3月12日 WEB
「渡辺実のぶらり防災・危機管理」
3月27日 新聞
東京新聞 連載コラム「生き抜く」 第１２回
4月15日 ラジオ ニッポン放送「私の正論」
4月16日 WEB

日経ビジネスON LINE連載 第５１回
「渡辺実のぶらり防災・危機管理」

4月17日 WEB

日経ビジネスON LINE連載 第５２回
「渡辺実のぶらり防災・危機管理」

4月20日
4月24日
5月7日
5月14日
5月29日
5月31日
6月1日
6月5日
6月10日
6月17日
6月19日
6月16日
6月29日
6月29日

「SPA]
東京新聞 連載コラム「生き抜く」 第１３回
週刊文春
週刊ポスト
東京新聞 連載コラム「生き抜く」 第１４回
週刊文春
週刊現代
NHK福岡ローカル「特報フロンティア」生放送
週刊現代
週刊プレイボーイ
フジテレビ「ダウンタウンナウ」
月刊マモル MAMORU防衛省オフィシャルマガジン
サンケイビジネスアイ「論風」
「倫風」10月号

雑誌
新聞
雑誌
雑誌
新聞
雑誌
雑誌
テレビ
雑誌
雑誌
テレビ
雑誌
新聞
雑誌

＜６３件＞
タイトル
広域避難所
御嶽山噴火
御嶽山噴火と川内原発
台風18号（生放送）
台風18号被害／避難勧告指示（ロケ・スタジオ生出演）
御嶽山噴火
企業も必見！次の「防災ヒット商品」はここにある
デザイナー発：命と心を守る挑戦(1）
避難所に決定的に足りないもの、それがデザインだ！
- デザイナー発：命と心を守る挑戦(2）
御嶽山噴火
台風18号被害／内水被害（ロケ・収録）
異常気象と内水被害
液状化現象を知る
富士山噴火（収録）
今年の災害
緊急地震速報
天地動乱の時代
この1年の災害／新年にあたって（収録）

-

志木市放火現場（ロケ・収録）
親子で体験！なごや防災バスツアー（ロケ・収録）
志木市放火現場（ロケ・収録）
首都直下地震
首都直下地震
首都直下地震（電話生出演）
阪神・淡路大震災から20年
地震対策（監修・VTR収録・スタジオ収録）
防災セット広報・通販番組収録28局ネット・映像使用料
危険な街
訪日外国人の防災
火山噴火
いま改めて聞く「自衛隊が被災するということ」
- 航空自衛隊 松島基地、指揮官の見た3.11(1）
いま改めて聞く「被災して見えてきた自衛隊がなすべきこと」航空自衛隊 松島基地、指揮官の見た3.11(2）
四年目の田老
天地動乱の時代を生き抜く（放送：4/27・5/4・5/11）
「さっきの地震で崩れないかがすぐ分かる」
- 日本生命が導入 ビル別被災判定システム
「q-NAVIGATOR (1）
ビルオーナーとテナントの「被災時の関係性」が激変
- 日本生命が導入 ビル別被災判定システム
「q-NAVIGATOR (2）
インフラ老朽化
住宅被災に2つの調査
箱根山噴火
箱根山噴火
入手の方法事前に調べて「罹災証明」
首都直下地震
首都直下地震
口之永良部島噴火
地下鉄震災
死体処理
地震・火山特集
首都直下地震 自助行動
「備災！三題噺」天地動乱の時代を行く抜く
防災指南～地域の繋がりの大切さ～

7月30日 WEB

日経ビジネスON LINE連載 第５３回
「渡辺実のぶらり防災・危機管理」

気象予報士・森田さんに聞く「ひまわり8号」
最新気象衛星は防災にどう役立つのか（１）

7月31日 WEB

日経ビジネスON LINE連載 第５４回
「渡辺実のぶらり防災・危機管理」

「ひまわり8号」で気象ビジネスが大きく変わる
最新気象衛星は防災にどう役立つのか（２）

8月8日 テレビ
8月19日 WEB

TBS－TV「ジョブチューン」
日経DUAL

防災特番
帰宅難民になったら

8月26日 WEB

日経ビジネスON LINE連載 第５５回
「渡辺実のぶらり防災・危機管理」

日本初超高層マンション大規模修繕に潜入へ！
「エルザタワー55」で始まった修繕工事（１）

8月27日 WEB

日経ビジネスON LINE連載 第５６回
「渡辺実のぶらり防災・危機管理」

地上150メートルのゴンドラ上で修繕を考える
「エルザタワー55」で始まった修繕工事（２）

9月1日
9月10日
9月11日
9月13日
9月14日
9月14日

bay FM「パワーベイモーニング」電話生放送
フジテレビ「LIVE グッデイ」スタジオ生放送
テレビ朝日「モーニングバード」スタジオ生放送
テレビ朝日「サンディスクランブル」スタジオ生放送
テレビ朝日「グッド！モーニング」電話コメント
ラジオ福島「月曜MONDAY 夜はこれから」

高齢者の防災対策」
鬼怒川堤防決壊
鬼怒川堤防決壊
鬼怒川堤防決壊
鬼怒川堤防決壊
防災諸々話（大和田アナ友情出演）

9月24日 WEB

日経ビジネスON LINE連載 第５７回
「渡辺実のぶらり防災・危機管理」

徹底検証！福島第一原発の今は水との闘いだった
3.11から4年半経った原発施設へ潜入（１）

9月25日 WEB

日経ビジネスON LINE連載 第５８回
「渡辺実のぶらり防災・危機管理」

定食と女性の笑顔が福島第一の作業員を癒す
3.11から4年半経った原発施設へ潜入（１）

ラジオ
テレビ
テレビ
テレビ
テレビ
ラジオ

■講演・出版・論文
日付
受注先
＞2014年
11月24日 地域コミュニティ創造フォーラム伊勢佐木ＪＣ
12月1日 練馬区議会議員 白石けい子勉強会
12月12日 オール日本スーパーマーケット協会
＞2015年
1月18日 新宿区防災ボランティア週間講演会
2月17日 カロリーメイトパンフレット見直し
3月5日 「虎ノ門みずほ会」みずほ総合研究所防災講演会
3月7日 福島県二本松市教育委員会「市民大学センター」
3月11日 西京信用金庫
3月27日
6月20日
7月4日
8月7日
8月22日

中日懇話会（中日新聞東海本社）
入間市市民大学
早稲田大学エクステンションセンター
山形県市議会議員研修
NPO点訳・音声訳集団「一歩の会」練馬

■災害調査・防災イベント
10月1日 御嶽山噴火
10月5日 台風18号
1月5日 志木市放火
1月17日 阪神・淡路大震災20年
3月11日 東日本大震災4年
5月7日 箱根山噴火
5月29日 口之永良部島噴火
8月23日 第3回国連防災会議（仙台）
9月10日 鬼怒川堤防決壊大水害
9月20日 福島第一原発視察
■コンサルタント・顧問
①大塚製薬（カロリーメイト防災プロジェクト）
②シーマコンサルタント（トース土工法）
③バルジオ（Zioトイレ）
■大学講師
○早稲田大学エクステンションセンター・オープンカレッジ講師

＜１３件＞
タイトル
災害に強いまちづくり・地域づくり
練馬の防災
天地動乱の時代を生き抜く
阪神・淡路大地震２０年から学ぶ首都直下地震対策
防災パンフレット
天地動乱の時代「備災！してますか？
日本を襲う超異常気象～もう常識が通じない災害から生命を
守る～
耐震・防災セミナー「首都直下地震に備える！～耐震化と備
災～
負け戦にならない巨大地震の戦い方
首都直下地震に備える～生き抜くための備災！三題噺
今、ジャーナリズムを考える
防災講演～天地動乱の時代を行く抜く備災！三題噺
生き抜くための防災講演
■新聞・WEB連載
①日経ビジネスON LINE
連載コラム「渡辺実のぶらり防災・危機管理」
②東京新聞連載コラム「生き抜く」（～2015.12）
③サンケイビジネスアイ・コラム「論風」

