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平 成 2 7 年 度 事 業 報 告 書 

（平成 27 年４月１日から平成 28 年３月 31 日まで） 

 
平成 27 年度は、当研究所の目的を達成するため東京消防庁及び関係各機関の協力

を得て、各事業の積極的な推進に努めた。 

 
Ⅰ 防災推進事業（公益目的事業） 

Ａ．普及啓発事業 

１ 講師派遣事業 

行政機関や各種団体等から講師派遣の依頼があり、33 件の講師派遣を実施した。 

依頼者の内訳は、行政機関 10 件、消防機関・消防関係団体８件、団体６件、町内

会４件、企業５件であった。 

講師には、当研究所の役員及び職員を派遣した。 

 

[行政機関] 10 件 

主  催 内 容 講演・研修タイトル 回数 

福島県 ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 

福島県自主防災リーダー研修会 
「災害イメージ・トレーニング（地震編）」 
意見交換会「ワールド・カフェ」 

１ 

茨城県 講演 
いばらき防災大学 

「自主防災組織の結成と活性化策」 
１ 

埼玉県朝霞市 講演 
朝霞市防災学校 

「身につけよう！命を守る防災知識」 
１ 

千葉県 講演 
高校生等防災教育基礎講座 

「高校生ができる防災への取り組み・心得」 
２ 

東京都 講演 
備蓄の日フェスタ 2015 

ミニセミナー「家庭の防災対策と備蓄」 
１ 

東京都練馬区 ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 
ねりま防災カレッジ区民防災組織カリキュラム 

「災害イメージ・トレーニング（避難拠点開設編）」
２ 

東京都奥多摩町 講演 
西多摩地区自治会・町内会連合会長 

「地域で減災！あなたが力みんなが力」 
１ 

石川県羽咋市 講演 
市民活動支援センター 

「地域で減災！あなたが力みんなが力」 
１ 
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[消防機関・消防関係団体] ８件 

主  催 内 容 講演・研修タイトル 回数 

総務省消防庁 
消防大学校 

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 
自主防災育成課程 
災害シミュレーション 

１ 

埼玉県消防協会 
第２ブロック連絡協議会 

講演 地域防災力充実強化に果たす消防団の役割 １ 

千葉市防災普及公社 講演 おやこでチャレンジぼうさいクイズ １ 

東京消防庁 
（公財）東京連合防火協会  

講演 
自主防災組織育成講習会 
「地域で行う自助・共助」 

２ 

東京消防庁 講演 
消防少年団長研修会 
「防災教育で高める地域防災力」 

１ 

臨港防火防災女性の会 講演 自主防災組織と活動のあり方 １ 

北多摩西部防火防災会 講演 みんなで考える我が家・わが町の防災対策 １ 

 

[団体] ６件 

主  催 内 容 講演・研修タイトル 回数 

一般社団法人 

千葉県危険物安全協会連合会 
講演 昨今の災害事例に学ぶ １ 

千葉県佐倉市 

白銀小学校区地域まちづくり協議会 
講演 大地震への備えと対応 １ 

一般社団法人 

東京損害保険代理業協会 
講演 

東京代協公開講座 

「首都圏直下型地震に備えて」 
１ 

大田区衛生協会 講演 地域で減災！ あなたが力 みんなが力 １ 

東京土建練馬支部 
講演 

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 

NAMAZU 防災学習会 

「災害イメージ・トレーニング（地震編）」 

「災害対応ゲーム『クロスロード』」 

１ 

練馬区大泉中学校 

避難拠点連絡会 
講演 災害イメージ・トレーニング（避難拠点開設編）  １ 

 

[町内会] ４件 

主  催 内 容 講演・研修タイトル 回数 

埼玉県久喜市 
東鷲宮地区コミュニティ協議会  

講演 
防災フェア 
「特別警報」などの気象情報と「避難」 

１ 

埼玉県朝霞市 
宮戸町内会 

講演 身につけよう 命を守る防災知識 １ 
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主  催 内 容 講演・研修タイトル 回数 

千葉県柏市 
ひばりが丘町会 

講演 大地震時の初期消火と投てき水パック １ 

神奈川県小田原市 
高河原自治会 

講演 最近の災害から考えること １ 

 

[企業] ５件 

主  催 内 容 講演・研修タイトル 回数 

(株)ＴＢＳラジオ＆コミュニケーションズ  講演 
タクシー防災リポーター研修会 

「いざという時に身を守る方法」 
１ 

ゲートシティ大崎 

業務商業棟共同防火・防災管理協議会  
講演 事業所における首都直下地震対策 １ 

株式会社 不二家 講演 大地震への備えと対応 １ 

医療法人社団 裕眞会 講演 医療施設における災害対応 １ 

大成建設ハウジング株

式会社 関東支店 
講演 住宅火災から命を守るために １ 

 

２ 研修会・セミナーの開催事業 

ア 第 30 回市民防災研修会「被災地スタディツアー2015 in 長野」 

10 月 15 日（木）、16 日（金）、参加者６人 

イ 第 20 回「震災対策技術展」横浜 

防災セミナー「実践から学ぶ防災ゲームの可能性」               

２月５日（金）、聴講者 140 人 

ウ 防災ゲーム体験会 2016 

２月 22 日（土）、参加者 30 人 

 

３ 防災行事への参加事業 

当研究所が考案した災害時に役立つアイデアを普及させるため、自治体等が主催

する各種防災行事に参加した。 

ア 東京都墨田区防災フェア  ８月 25 日（火）～26 日（水） 

イ 横浜青年会議所主催「Bo-sai2015」  ９月６日（日） 

ウ 東京都台東区総合防災訓練  11 月１日（日） 

エ 東京都「備蓄の日フェスタ 2015」  11 月 18 日（水） 

オ 全労済東京都支部主催「備え～るフェア 2016」  ３月５日（土）～６日（日） 
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４ 防火防災図書等の頒布事業 

⑴ 防災用品及び防災教育教材の開発及び頒布事業 

当研究所が開発した防災用品や防災教育教材を頒布した。 

ア ＳＢＫけむりフード説明書              ２４，０００枚 

イ ＳＢＫけむりフード                     ２３１個 

ウ ＳＢＫ投てき水パック（家庭常備用）             ８９９個 

エ ＳＢＫ投てき水パック（訓練用）               １５５個 

オ 防災ゲーム「ぼうさい駅伝」セット               ９６個 

カ 防災ゲーム「ぼうさい駅伝」カード                ３個 

⑵ 防火防災図書等の出版及び頒布事業 

役職員が執筆又は監修した書籍等を頒布した。 

ア まんが避難学入門                     ３５６冊 

イ 賢く備える防火講座                    １３４冊 

ウ １２歳からの被災者学～阪神・淡路大震災に学ぶ７８の知恵～   １冊 

 
５ 情報提供事業 

⑴ インターネットを活用した情報提供 

当研究所の活動紹介や災害時に役立つアイデア等をホームページ、facebook 等で

積極的に情報発信した。 

平成 27 年 10 月、当研究所のホームページをより見やすく、わかりやすいホーム

ページとなるように全面リニューアルした。 

・ホームページ訪問者数 ３,０４５件／月平均 

⑵ マスメディア等への情報提供 

マスメディア等からの取材や出演、執筆依頼等にも積極的に応じて情報提供を行

った。情報提供の内訳は、出演３９件、取材１７件、執筆２件であった。 

 

[出演・執筆・取材] 

依 頼 種別 内  容  等 

日本テレビ 

４月 30 日（木） 
出演 

スッキリ 

「湯河原放火火災」 

日本テレビ 

５月 18 日（月） 
出演 

スッキリ 

「川崎市簡易宿泊所火災」 

テレビ朝日 

５月 18 日（月） 
出演 

グッドモーニング 

「川崎市簡易宿泊所火災」 
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依 頼 種別 内  容  等 

よみうりテレビ 

５月 18 日（月） 
出演 

ミヤネ屋 

「川崎市簡易宿泊所火災」 

フジテレビ 

５月 19 日（火） 
出演 

グッディ 

「川崎市簡易宿泊所火災」 

テレビ朝日 

５月 23 日（土） 
出演 

週刊ニュースリーダー 

「川崎市簡易宿泊所火災」 

テレビ朝日 

６月５日（金） 
出演 

ワイドスクランブル 

「品川区・木造密集地域での空き家火災」 

テレビ朝日 

６月 29 日（月） 
出演 

グッドモーニング 

「台湾粉じん爆発事故」 

日本テレビ 

６月 29 日（月） 
出演 

スッキリ 

「台湾粉じん爆発事故」 

ＴＢＳ 

７月１日（水） 
出演 

ひるおび 

「新幹線車内自殺放火事件」 

テレビ朝日 

７月７日（火） 
出演 

モーニングバード 

「大分県住宅火災４人死亡」 

ＴＢＳテレビ 

８月２日（日） 
取材 

ひるおび 

「苫小牧フェリー火災」 

テレビ朝日 

８月 11 日（火） 
出演 

グッドモーニング 

「電気火災・ろうそく火災」 

東京ＭＸテレビ 

９月５日（土） 
出演 

東京クラッソ 

「防災ＴＯＫＹＯ大作戦」 

ＴＢＳテレビ 

９月 10 日（木） 
出演 

ひるおび 

「茨城県鬼怒川堤防決壊」 

ＴＢＳテレビ 

９月 11 日（金） 
出演 

ビビット 

「茨城県鬼怒川堤防決壊」 

ＴＢＳテレビ 

９月 11 日（金） 
出演 

ひるおび 

「茨城県鬼怒川堤防決壊」 

ＴＢＳテレビ 

９月 12 日（土） 
出演 

あさチャンサンデー 

「茨城県鬼怒川堤防決壊」 

日本テレビ 

９月 21 日（月） 
出演 

スッキリ 

「青森県・小学校ＬＰガス漏えい爆発事故」 

テレビ朝日 

10 月９日（金） 
出演 

ワイドスクランブル 

「広島市・メイドカフェ火災」 

テレビ朝日 

10 月９日（金） 
出演 

ワイドスクランブル 

「広島市・メイドカフェ火災」 
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依 頼 種別 内  容  等 

読売テレビ 

10 月９日（金） 
取材 

ミヤネ屋 

「広島市・メイドカフェ火災」 

日本テレビ 

10 月９日（金） 
出演 

ＮＥＷＳ ＺＥＲＯ 

「広島市・メイドカフェ火災」 

フジテレビ 

10 月９日（金） 
出演 

あしたのニュース 

「広島市・メイドカフェ火災」 

日本テレビ 

10 月 10 日（土） 
出演 

ズームインサタデー 

「広島市・メイドカフェ火災」 

ＴＢＳテレビ 

10 月 21 日（水） 
取材 

Ｎスタ 

「ガソリン缶詰」 

日本テレビ 

11 月 11 日（水） 
取材 

スッキリ 

「中国ＬＰＧガスボンベ火災」 

ＴＢＳテレビ 

11 月 26 日（木） 
出演 

ひるおび 

「暖房器具の危険」 

フジテレビ 

11 月 30 日（月） 
出演 

ノンストップ 

「暖房器具の危険」 

フジテレビ 

12 月１日（火） 
取材 

とくダネ 

「横浜市・小学校防火シャッター受傷事故」 

ＴＢＳテレビ 

12 月２日（水） 
出演 

ひるおび 

「横浜市・小学校防火シャッター受傷事故」 

ＴＢＳテレビ 

12 月３日（木） 
取材 

ひるおび 

「半蔵門線消火器噴出事故」 

テレビ朝日 

12 月４日（金） 
取材 

モーニングショー 

「福島県・自動車販売会社火災」 

テレビ朝日 

12 月７日（月） 
出演 

グッドモーニング 

「鹿児島県・可燃性ガス爆発事故」 

テレビ朝日 

12 月 18 日（金） 
出演 

ワイドスクランブル 

「船橋市・産業廃棄物処理施設火災」 

ＴＢＳテレビ 

12 月 28 日（月） 
出演 

ひるおび 

「豊島区・観光バス火災」 

ＴＢＳテレビ 

12 月 29 日（火） 
出演 

あさチャン 

「豊島区・観光バス火災」 

テレビ朝日 

12 月 29 日（火） 
出演 

グッドモーニング 

「豊島区・観光バス火災」 

テレビ朝日 

12 月 29 日（火） 
出演 

モーニングショー 

「山形県蔵王・連続放火火災」 
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依 頼 種別 内  容  等 

ＴＢＳテレビ 

12 月 29 日（火） 
出演 

ひるおび 

「年末大掃除の事故」 

テレビ朝日 

１月４日（月） 
出演 

グッドモーニング 

「ドバイ高層ホテル火災」 

テレビ朝日 

１月６日（水） 
出演 

ひるおび 

「埼玉県・連続放火火災」 

テレビ朝日 

１月 11 日（月） 
出演 

グッドモーニング 

「岡山県・トラック火災」 

ＴＢＳテレビ 

１月 12 日（火） 
取材 

ひるおび 

「住宅火災対策」 

ＴＢＳテレビ 

１月 27 日（水） 
出演 

ひるおび 

「救急隊到着遅延」 

日本テレビ 

２月２日（火） 
出演 

スッキリ 

「救急隊員不祥事」 

ＴＢＳテレビ 

２月９日（火） 
出演 

ひるおび 

「埼玉県所沢市・マンション火災」 

日本テレビ 

２月 11 日（木） 
出演 

ＺＩＰ 

「埼玉県所沢市・マンション火災」 

ＴＢＳテレビ 

３月７日（月） 
取材 

ひるおび 

「暖冬期の救急出場」 

日本経済新聞社 

５月９日（土） 
取材 

朝刊 

「高層火災 まず初期消火」 

朝日新聞 

５月 19 日（火） 
取材 

夕刊 

「実質３階建て 近隣にも」 

産経新聞 

５月 21 日（木） 
取材 

朝刊 

「簡易宿泊所火災 情報共有へ連絡会議」 

朝日新聞 

５月 23 日（土） 
取材 

朝刊 

「川崎の宿泊所 実質３階建て」 

公明新聞 

５月 28 日（木） 
執筆 危険物「家庭での安全対策」 

東京新聞 

６月 21 日（日） 
執筆 談論誘発「消火と避難の基本知って」 

朝日新聞 

６月 29 日（月） 
取材 災害大国「孤立化 どう乗り切る」 

日刊工業新聞 

８月 28 日（金） 
取材 

ものづくり体感スタジアム 

「防災ゲームで学ぶ！」 
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依 頼 種別 内  容  等 

東京新聞 

10 月 10 日（土） 
取材 

朝刊 

「非常用電源 本紙調査」 

時事通信社 取材 「防災学習 ゲームで楽しく」 

NTT タウンページ 
情報

提供 

防災タウンページ世田谷区版 

「非常用ランプ・卓上コンロ」 

 

６ 調査研究事業 

災害現地調査の実施や専門研究会を開催して、調査研究を実施した。 

⑴ 災害調査 

ア 東日本大震災（岩手県大槌町） 

イ 川崎市簡易宿泊所火災 

ウ 千葉市中央区竜巻災害 

エ 関東・東北豪雨（茨城県常総市鬼怒川堤防決壊） 

⑵ 専門研究会 

ア 災害対応業務研究会（１回） 

イ 防災ゲーム研究会（５回） 

ウ みんなで減災研究会（１回） 

 

Ｂ．防災に関する人材の育成支援事業 

自治体から地域防災力の向上又は災害時の対応能力の向上を目的とした研修や訓

練等の企画・運営業務を受託し、防災に関する人材育成に努めた。 

 

ア 新小岩地区地域防災会議支援業務（東京都葛飾区） 

イ 立川市図上防災訓練実施支援業務委託（東京都立川市）（２回） 
ウ 板橋区防災セミナー運営委託（東京都板橋区）（41 回） 

エ 宮前区防災推進員養成研修（川崎市宮前区） 

オ 宮前区防災推進員フォロー研修（川崎市宮前区）（２回） 

カ 北区地域防災力パワーアップ講座（東京都北区）（３回） 

キ 堀船地区防災運営協議会コンサルタント業務委託（東京都北区） 

ク 学校防災マニュアル策定支援業務（都内私立学校２校） 
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Ｃ．その他、法人の目的達成のために必要と認められる事業 

１ 行政機関等が主催する委員会等への参画 

役員及び職員が、行政機関等からの依頼により委員会等に参画した。 

⑴ 池上理事 

ア 東京都防災会議委員 

イ 東京都港区防災会議委員 

ウ 東京都昭島市防災会議委員 

エ 東京都国立市防災会議委員 

オ 東京都火災予防審議会委員 

カ 東京都震災復興検討会議委員 

キ 東京都住宅防火対策推進協議会委員 

ク 東京消防庁地域の防火防災功労賞選考委員 

ケ 東京消防庁災害時支援ボランティア運営委員会委員 

コ 公益財団法人東京防災救急協会調査研究専門委員 

サ 公益財団法人日本防炎協会編集委員会委員 

シ 一般財団法人日本消防設備安全センターフェスク編集委員会委員 

ス 一般社団法人全国消防機器協会社会貢献委員会委員 

⑵ 坂口事務局長 

ア 公益財団法人東京防災救急協会助成事業選定委員会委員 

イ 一般社団法人東京防災設備保守協会防災センター要員講習等運営委員会委員 

⑶ 細川特別研究員 

ア 浦安市男女共同参画推進会議委員 

イ 千葉県地域防災力向上知事表彰選考委員会委員 

 

Ⅱ 財団の管理運営 

１ 評議員会及び理事会の開催 

⑴ 評議員会 

ア 平成 27 年度第１回臨時評議員会（４月 15 日、決議の省略） 

第１号議案 評議員辞任に伴う補欠選任の件 

イ 平成 27 年度定時評議員会（６月 22 日） 

第１号議案 議事録署名人選出の件 

第２号議案 平成 26 年度事業報告及び計算書類等の承認の件 
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第３号議案 任期満了に伴う理事選任の件 

第４号議案 任期満了に伴う監事選任の件 

第５号議案 役員及び評議員候補者選出規則制定の件 

ウ 平成 27 年度第２回臨時評議員会（７月 31 日、決議の省略） 

第１号議案 理事辞任に伴う補欠選任の件 

エ 平成 27 年度第３回臨時評議員会（10 月 21 日、決議の省略） 

第１号議案 評議員辞任に伴う補欠選任の件 

 

⑵ 理事会 

ア 平成 27 年度第１回臨時理事会（４月８日、決議の省略） 

第１号議案 平成 27 年度第１回臨時評議員会の開催の件 

イ 平成 27 年度第１回定例理事会（５月 29 日） 

第１号議案 平成 26 年度事業報告及び計算書類等の承認の件 

第２号議案 就業規則の一部改正の件 

第３号議案 顧問就任同意の件 

第４号議案 平成 27 年度定時評議員会招集の件 

ウ 平成 27 年度第２回臨時理事会（６月 22 日、決議の省略） 

第１号議案 理事長（代表理事）選定の件 

エ 平成 27 年度第３回臨時理事会（７月 23 日、決議の省略） 

第１号議案 役員等候補者選出委員会の外部委員選任の件 

第２号議案 平成 27 年度第２回臨時評議員会の開催の件 

オ 平成 27 年度第４回臨時理事会（10 月 13 日、決議の省略） 

第１号議案 平成 27 年度第３回臨時評議員会の開催の件 

カ 平成 27 年度第２回定例理事会（３月 28 日） 

第１号議案 平成 28 年度事業計画書及び収支予算書等の承認の件 

第２号議案 個人情報保護に関する基本方針制定の件 

第３号議案 個人情報保護規程制定の件 

第４号議案 特定個人情報取扱規程制定の件 

第５号議案 給与規程の一部改正の件 
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事業報告の附属明細書 

 

平成27年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」

第 34 条第３項に規定する附属明細書の「事業報告の内容を補足する重要な事項」は

ありません。 


