
２ アジア地域におけるネットワークの形成 

２－３－５ ニュースレター「ＡＤＲＣ Highlights」の発行 

 

アジア防災センターでは、メンバー各国等との情報共有推進のためのツールのひと

つとしてインターネットや電子メールを活用した情報発信を行っているが、その代表

的のものが、1999 年 6 月 1 日より、月 2 回のペースで発行しているニュースレター

「ADRC Highlights」である。ニュースレターは、Web 上で公開する一方、E メール

で、ADRC のカウンターパートをはじめ、過去の ADRC 専門家会議参加者、内外の

ADRC 関係者、ADRC への来訪者、ADRC が参加した国際会議の他の参加者などに日

本語、英語で発信している。 

発信者リストに登録者の推移としては、2003 年 3 月末時点で日本国内 380 名、海

外 1,050 名であったのに対し、2004 年 3 月末には、日本国内 470 名、海外 1,540 名

となり、前年度比 40％増、人数ベースで 580 名増と飛躍的に伸びた。 

掲載内容としては、ADRC の最新の活動紹介や同スタッフが参加・発表した国際会

議等のレポート、さらに ADRC 外国人客員研究員による国別報告などを取り上げてき

た。ADRC スタッフが国際会議などの場でニュースレターの内容について質問を受け

ることもたびたびあり、また E メールでのニュースレターの発信直後に反響が返って

くることも多く、情報共有の推進にも役立っていると考えられる。 

こうした情報共有への有効性を鑑み、ADRC メンバー国には、ロシアや CIS 諸国を

はじめ、ロシア語がより広く利用されている国々もあることを考慮して、昨年 2003

年度よりロシア語版のニュースレターの Web 上掲載ならびにメール配信を開始して

いる。2004 年 3 月末のロシア語でのメール送信先登録数は 70 件で、今後ロシア語圏

の防災トレーニングの実施に伴い登録数の増加が期待されている。 
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表 2-3-5 平成 15 年度発行 ADRC ハイライト記事詳細 

号数 発行日 メイン記事 その他の記事 

67 4/1 
第三回世界水フォーラムで ISDR・

ADRC 共同セッション開催 

ISDR タスクフォース 災害情報と脆弱性評価に関

する WG に参加 

ADRC 事務所移転のご案内 

68 4/16 
国連災害評価調整(UNDAC)チーム養

成トレーニングコース開催 

ADRC 客員研究員レポート 

事務所移転のお知らせ 

69 5/1 
ADRC が第 7回 ISDR タスクフォース

会議に出席 

第３回 ISDR サポート・グループ会議が開催 

「ひと未来館」の開館記念式典が行われる 

70 5/16 
カンボジアで地方政府職員向け防

災研修を実施 

第 5 回日米都市防災会議に ADRC が参加 

国連防災賞のお知らせ 

71 6/1 
スリランカ南部・南西部で大洪水が

発生 

SOPAC 主催南太平洋コミュニティ防災会議に ADRC

所長が参加、発表 

72 6/16 
OCHA 神戸代表によるスリランカ大

洪水の調査活動報告 
三陸南地震の現地調査報告 

73 7/1 

災害被害評価の共通手法開発ワー

クショップがオランダ・デルフト市

で開催、ADRC が参加・発表 

ADRC 客員研究員が山口大学で講演 

アジア最新災害情報：タジキスタンの洪水 

74 7/16 

ADRCが JICAからの依頼によりトル

コ災害対応機関あて調査ミッショ

ンを実施 

ＡＤＲＣとＯＣＨＡ神戸共催による「総合的な防災

政策(TDRM) ワークショップ」が神戸で開催される

「２００３年オーストラリア災害会議」開催のお知

らせ 

アジア最新災害情報：インド北部の洪水 

75 8/1 
ADRC 発行の「自然災害データブッ

ク 2002」の紹介 

第３回国際シンポジウム「統合型災害リスクマネジ

メント」が京都で開催される 

76 8/16 
宮城県北部連続地震で ADRC が調査

ミッション実施 
アジア最新災害情報： ネパールの洪水と土砂崩れ

77 9/1 

10 月 4 日開催に「国際防災オープ

ンフォーラム」が間近に迫る、参加

者を追加募集中  

災害レポート:アッサム・ビハール(インド)の洪水

ADRC 外国人客員研究員レポート: ソバルナ・ラッ

クマン氏(インドネシア) 

78 9/16 
ADRC がフィリピンでの防災展示

会・ワークショップに参加  

ADRC への来訪者:アジア太平洋地域 13 カ国から防

衛関係者が来訪 

ADRC が調査チームをスリランカへ派遣 

アジア最新災害情報: 台風 14 号による韓国南部の

被害 
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号数 発行日 メイン記事 その他の記事 

79 10/1 

国際防災オープンフォーラムが 10

月 4 日に国連大学にて開催、参加者

募集中  

ADRC 新客員研究員の紹介  

アジア最新災害情報: 北海道で「平成 15 年(2003

年)十勝沖地震」が発生 

80 10/16 
「平成 15 年（2003 年）十勝沖地震」

で ADRC が調査ミッション  

「国際防災オープンフォーラム」が１０月４日に開

催、２５０人を超える国内外の聴衆が参加 

81 11/1 
ＡＤＲＣホームページがサーバー

増強により一層パワーアップ 

熊本県水俣市での土砂災害発生現場を調査 

ADRC が JICA「中央アジア・コーカサス地域特設防

災行政研修」のための調査ミッションに参加 

82 11/16 
ドイツで開催の第２回早期警報国

際会議に参加 

UNESCO での"分野横断的なテーマにおけるイニシ

アティヴの中間会議"に出席 

TDRM 国際会議"大災害の教訓に学ぶ-みんなで参加

する災害への備え-"が神戸で開催 

83 12/1 
ADRC 客員研究員の紹介-オーム・プ

ラカッシュ研究員（インド） 

EC と UN/ISDR 主催のワークショップがイタリアで

開催、ADRC が参加・発表 

ヨーロッパ・地中海地域防災会議が開催 

84 12/16 
ADRC が第 8回 ISDR タスクフォース

会議に出席 

TDRM 国際会議「大災害の教訓に学ぶ～みんなで参

加する災害への備え～」が神戸で開催 

85 1/1&16 アジア最新災害情報：イランの地震

国連防災世界会議が国連総会で決議 

ASEAN 防災委員会が 12 月にブルネイで開催 

ADRC への来訪者：中国政府民政部より防災行政関

係者７名が訪問  

ADRC が第３回東アジア都市間会議に参加 

SMiRT 会議：チェコ・プラハで開催、ADRC が発表・

参加 

お知らせ:ＨＰのリンク先と"お気に入り"の変更の

お願い 

86 2/1 

2003年度 ADRCメンバー国共同プロ

ジェクト:ベトナム・洪水管理セミ

ナーの実施 

ＡＤＲＣスタッフ紹介 (No.16):主任研究員 栗田

哲史(くりた てつし) 

第 27 回地震工学研究発表会：大阪で開催, アジア

防災センターが参加・発表 

87 2/16 

アジア防災会議 2004 がカンボジ

ア・シェムリアップで開催、２３カ

国１３８名の防災関係者が参加 

 

88 3/1 太平洋災害センター（PDC)との連携
緊急事態対応能力の向上へ向けたインドでの取組

JBIC 国民参加型援助促進セミナーに参加 

89 3/16 

イラン政府・UNDP 共催によるバム

復興ワークショップに ADRC が参

加・発表 

ＡＤＲＣがバンコクでの第３回ＷＳＳＩワークシ

ョップに参加 

国際防災オープンフォーラムが 3 月 23 日国連大学

にて開催 
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