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アジア防災センターでは、情報センターとしてのビジビリティを高め、より多くの

協力機関との協力関係を構築し、国際防災協力への一層の貢献を図る観点から、国際

会議・講演会・シンポジウムへの貢献、さらにはマスコミへの広報活動等を通じて、

広く広報活動に努めている。 

 

７－１ マスコミへの広報活動 

アジア防災センターの活動を防災関係者はもとより広く一般市民にも伝える手段

として、テレビ、ラジオ、新聞等のマスメディアへの積極的な広報に努めた。今年度

は国連防災世界会議、インドネシア・スマトラ島沖の地震と津波という大きな出来事

があって多くの取材をを受けることになった。 

 

表 7-1-1 テレビ・ラジオ 

メディア 日付 放送局 内  容 

テレビ 04/4/13 NHK ニュース番組（ニュース KOBE 発） 
「イラン政府関係者が復興見学」 

テレビ 04/8/24 NHK 放送ニュース「国際防災オープンフォーラム」 

テレビ 04/10/15 サンテレビ ニュース番組（ニュース Eye ランド） 
「テヘランでの地震対策ワークショップ」 

テレビ 04/12/28 NHK 放送ニュース「スリランカの津波被害調査」 

ラジオ 04/12/29 ラジオ関西 情報番組（三上公也 CLICK TODAY） 
「スマトラ沖地震の津波について」 

テレビ 05/1/6 NHK 放送ニュース「インド洋津波調査報告会」 

テレビ 05/1/7 フジテレビ 情報番組（めざましテレビ） 
「スリランカ、タイの被災地調査結果について」 

テレビ 05/1/8､15 読売テレビ ドキュメンタリー番組「スリランカ被害調査」 

ラジオ 05/1/11 ラジオ関西 情報番組（三上公也 CLICK TODAY） 
「スマトラ沖地震・津波の現地調査について」 

テレビ 05/1/22 NHK 
教育テレビ 

情報番組（土曜フォーラム） 
「国連防災世界会議プレシンポジウム」 

テレビ 05/1/23､24 NHK 
国際放送局 放送ニュース「インド洋津波被害について」 
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テレビ 05/2/7 NHK ニュース番組（ニュース KOBE 発） 
「震災メッセージ『寺西章浩さん』」 

 
表 7-1-2 新聞、雑誌 

日 付 新聞、雑誌名 内       容 

04/04/14 読売新聞 朝刊 イラン防災担当者 危機管理・復興学ぶ 

04/04/14 神戸新聞 朝刊 イラン政府防災担当者 復興策など研修 

04/04/17 読売新聞 朝刊 韓国民放 防災対策を取材 

04/04/20 神戸新聞 朝刊 被災地復興へ意見交換（イラン） 

04/04/30 毎日新聞 朝刊 阪神大震災の教訓 世界に 

04/05/07 朝日新聞 朝刊 国連防災会議 支援体制推進を 準備会合で政府が提案 

04/05/08 神戸新聞 朝刊 国際防災神戸会議 ｽｲｽで初の準備会 

04/05/14 毎日新聞 朝刊 国際防災会議 

04/06/10 日経新聞 夕刊 「災害に共通記番号」始動 

04/04/18 ﾊﾞﾝｸﾞﾗ現地新聞 Experts for steps to face quake disaster 

04/04/18 ﾊﾞﾝｸﾞﾗ現地新聞 Damage reduction drills a must 

04/08/05 日経新聞 朝刊 神戸に国際復興拠点（知事が提案） 

04/08/05 朝日新聞 朝刊 被災国支援の国際窓口設立（兵庫県知事が提案へ） 

04/08/05 神戸新聞 朝刊 神戸に国際復興センター 国連防災プレシンポジウム 

04/08/08 全紙・朝刊 国際防災オープンフォーラム 

04/10/22 電波タイムズ 比政府が「盾の賞」アジア防災センターに 

04/11/5 毎日新聞 朝刊 アジア防災センター 比の「盾の賞」を受賞 

04/11/6 朝日新聞 朝刊 防災向上に貢献 比政府から表彰 

04/12/14 毎日新聞 朝刊 国際防災世界会議関連事業を発表 アジア防災センター 

04/12/21 日経新聞 夕刊 危機を共有して －震災国トルコ･米国は今 

04/12/21 日経新聞 夕刊 減災の知恵 世界に伝える 神戸のアジア防災センター 

冊子を作製 

04/12/21 読売新聞 朝刊 国際復興データベースに国予算 

04/12/21 朝日新聞 朝刊 国連防災会議 2億円 

04/12/21 神戸新聞 朝刊 フィリピン政府 アジア防災センターに賞 

04/12/21 神戸新聞 朝刊 震災実験施設に 44 億余 

04/12/22 神戸新聞 朝刊 国連防災会議前日 プレシンポジウムを開催 

04/12/22 毎日新聞 夕刊 KOBE の教訓 世界の財産に・防災教育子供らに浸透 

04/12/27 Yahoo News （産経） 遅れた津波即応態勢スマトラ島沖地震 

04/12/27 神戸新聞 夕刊 兵庫からも医師派遣 現地の県内企業被害なし 

04/12/28 神戸新聞 朝刊 家族焦燥「すぐ現地に」 

04/12/28 毎日新聞 夕刊 世界から支援の手 アジア防災センター 寺西研究員  

現地調査 

04/12/28 毎日新聞 朝刊 阪神大震災の１４５０倍 スマトラ沖大地震 

04/12/30 神戸新聞 朝刊 研究員タイへ派遣 アジア防災センター 

04/12/30 朝日新聞 朝刊 大津波関連ニュース アジア防災センター研究員 現地へ

派遣 

04/12/30 読売新聞 朝刊 被害実態の把握困難 防災関係者 スリランカ到着 

04/12/31 毎日新聞 朝刊 プーケットへ向けアジア防災センター研究員出発 

05/01/01 読売新聞 朝刊 巨大津波 スリランカからの緊急報告（上）「海が流れてく

る」誤報で非難 TSUNAMI 知らぬ住民 惨状「阪神」と同じ

05/01/03 毎日新聞 朝刊 アジア防災センター職員２人が帰国 

05/01/03 読売新聞 朝刊 巨大津波 スリランカからの緊急報告（中） 「警報システ

ム技術も金もない」嘆く客員研究員「怖さ」住民に周知必要
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日 付 新聞、雑誌名 内       容 

05/01/03 毎日新聞 朝刊 課題は各国間情報共有の方法 アジア防災センター職員２

人が帰国 

05/01/04 神戸新聞 夕刊 １０度目の初春 心新た 県内の官公庁、企業 

05/01/04 朝日新聞 夕刊 足りない防災教育 スリランカで国際機関調査 

05/01/05 読売新聞 朝刊 津波防災の支援策 世界会議で提案 アジア防災センター 

05/01/06 毎日新聞 朝刊 防災知識なく被害拡大した 帰国のアジ防研究員 

05/01/06 日経新聞 朝刊 「知識不足で被害拡大」調査で現地入り 神戸の研究員語る

05/01/06 読売新聞 夕刊 津波警報システム 半年以内に準備会合 計画に日本協力 

05/01/07 神戸新聞 朝刊 アジア防災センター員が帰国報告「知識不足で被害拡大」 

05/01/07 読売新聞 朝刊 スリランカなど現地被害報告 アジア防災センター 

05/01/07 Yahoo News（朝日） スマトラ沖大地震被災状況を報告 

05/01/07 朝日新聞 夕刊 防災知識の共有が必要 研究員らが調査報告会 

05/01/07 読売新聞 夕刊 警戒システム整備を アジア防災センター 聞き取り調査

報告 

05/01/07 神戸新聞 夕刊 住民の生活完全に破壊 神戸、調査団が報告 

05/01/07 毎日新聞 夕刊 防災の人材育成支援を アジア防災センター 神戸で報告 

05/01/07 朝日新聞 夕刊 

（東京） 
防災知識普及支援案を示す アジア防災センター 

05/01/08 読売新聞 朝刊 巨大津波 スリランカからの緊急報告 アジア防災センタ

ー 小冊子 

05/01/10 毎日新聞 朝刊 国連防災世界会議 アジア防災センター 現地調査報告 

参照 

05/01/10 毎日新聞 朝刊 国連防災世界会議 神戸に国際復興協力センター構想 

05/01/12 読売新聞 朝刊 アジア防災センター ユネスコと協定締結へ 

05/01/12 読売新聞 朝刊 被災地スリランカを歩く アジア防災センター 津波警告

冊子 

05/01/14 朝日新聞 夕刊 神戸防災会議 アジア防災センター 北本所長コメント 

05/01/15 読売新聞 朝刊 アジア防災センター 国連会議で浸透提唱へ 

05/01/16 毎日新聞 朝刊 神戸に国際防災機関 アジア防災センターに設置提案 

05/01/17 日経新聞 朝刊 アジア防災センター ユネスコと防災連携 

05/01/17 毎日新聞 朝刊 「防災ノウハウ」支援を アジア防災センター 北本所長 

05/01/17 読売新聞 朝刊 国連防災世界会議の開催に尽力 アジア防災センター 角

崎主任研究員 

05/01/17 朝日新聞 朝刊 スリランカ被災状況調査 アジア防災センター 寺西主任

研究員 

05/01/17 朝日新聞 朝刊 長期支援へ新機関 アジア防災センター 検討委の中心 

05/01/17 朝日新聞 夕刊 あすから国連防災会議 神戸 きょうプレシンポジウム 

05/01/18 毎日新聞 朝刊 国連防災世界会議 プレシンポジウム 

05/01/18 神戸新聞 朝刊 国連防災世界会議 きょう神戸で開幕 

05/01/18 神戸新聞 朝刊 国連防災世界会議 アジア防災センター センター写真 

05/01/18 神戸新聞 朝刊 国連会議のプレシンポジウム スリランカが報告 

05/01/18 神戸新聞 朝刊 国連防災世界会議 アジア防災センター 伊藤センター長 

コメント 

05/01/18 神戸新聞 朝刊 防災会議に期待 アジア防災センター サンカル 客員研

究員 

05/01/18 日経新聞 朝刊 神戸に国際防災機関 

05/01/18 朝日新聞 朝刊 国連防災世界会議 支援 国の仕組みから 

05/01/18 読売新聞 朝刊 防災 国際連携訴え 

05/01/18 毎日新聞 朝刊 ひと 日本政府調整役 西川 智さん 
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日付 新聞、雑誌名 内       容 

05/01/18 毎日新聞 夕刊 国連防災世界会議 首相声明 アジア防災センターを通じ

た地域防災協力 

05/01/18 日経新聞 夕刊 津波警戒網、2007 年に 

05/01/18 日経新聞 夕刊 津波予報、必要性訴えたい 

05/01/18 朝日新聞 夕刊 国連防災会議が開幕 津波警報網などを協議 

05/01/18 朝日新聞 夕刊 被災の記憶 国境越えて 

05/01/18 毎日新聞 夕刊 国連防災世界会議 PNG のカリキュラムにアジア防災センタ

ー協力 

05/01/18 神戸新聞 夕刊 神戸拠点に復興支援 アジア防災センターを通じた協力推

進 

05/01/18 朝日新聞 朝刊 国連防災世界会議 アジア防災センター調査速報 

05/01/18 読売新聞 朝刊 国連世界会議 プレシンポジウム 

05/01/18 読売新聞 夕刊 パプアで啓蒙活動 デービス教授 

05/01/19 朝日新聞 朝刊 神戸に国連防災拠点 来年にも復興計画を支援 

05/01/19 神戸新聞 朝刊 国連防災会議開幕 成果と課題 集中論議 

05/01/19 神戸新聞 朝刊 国連防災世界会議 アジア防災センター通じた各国との連

携強化 

05/01/19 毎日新聞 朝刊 アジア防災センターとユネスコ 連携強化 協定書に調印 

05/01/19 神戸新聞 夕刊 アジア防災センターとユネスコ 協力推進で協定 

05/01/20 毎日新聞 朝刊 アジア防災センター 「国際復興プラットフォーム」(IRP)

サポート 

05/01/20 神戸新聞 朝刊 国連防災世界会議 復興支援機構 神戸に 5月開設へ 

05/01/20 朝日新聞 朝刊 アジア防災センター PNG での防災教育の取り組み 

05/01/20 朝日新聞 朝刊 復興支援機構 神戸設置で合意 

05/01/20 読売新聞 朝刊 アジア防災会議 被災地の現状報告 

05/01/21 毎日新聞 朝刊 人工衛星で災害を観測 JAXA とアジア防災センターが共同

計画 

05/01/21 神戸新聞 朝刊 GLIDE 世界の災害「共通番号」 

05/01/21 読売新聞 朝刊 アジア防災センター 「世界災害共通番号」（GLIDE）提唱 

05/01/22 産経新聞 朝刊 「阪神」の知恵 世界へ 

05/01/22 日経新聞 朝刊 国連防災会議 早期警戒網など 5項目 

05/01/22 朝日新聞 夕刊 国連会議閉会 アジア防災センターとユネスコが協定締結 

05/01/23 毎日新聞 朝刊 国連防災世界会議が閉幕 IRP 提唱に関して 

05/01/23 日経新聞 朝刊 国連防災会議 津波防災 日本で研修 

05/01/23 読売新聞 朝刊 津波早期警戒 資金調達法など協議 

05/02/03 神戸新聞 朝刊 神戸で防災研修 荒木田主任研究員が報告 

05/02/05 朝日新聞 朝刊 スマトラ沖地震報告会 栗田主任研究員が報告 

05/02/07 毎日新聞 朝刊 復興 10 年総括フォーラム 伊藤センター長 

05/02/10 神戸新聞 朝刊 津波被害のスリランカ アジア防災センター 2000 人に防

災意識調査 

05/02/10 神戸新聞 夕刊 スリランカ 2000 人調査へ 

05/02/12 毎日新聞 夕刊 インド洋大津波 スリランカで意識調査 2000 人対象 

05/02/18 朝日新聞 朝刊 内閣府 西川参事官 国際防災協力 意義を確認 

05/02/25 朝日新聞 朝刊 サンカル客員研究員 将来母国に防災研究所を 

05/02/26 読売新聞 夕刊 アジア防災センターが津波被災者聞き取りへ 

05/02/26 日経新聞 夕刊 アジア防災センター、現地で 2100 人意識調査 

05/03/15 神戸新聞 朝刊 スマトラ沖地震被災地関係者 津波災害軽減へ研修 

05/03/15 読売新聞 朝刊 津波 11 カ国関係者津波対策などを学ぶ 
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日付 新聞、雑誌名 内    容 

05/03/30 読売新聞 朝刊 スマトラ島沖地震、アジア防災センター、荒木田主任研究員

派遣 

 

７－２ 国際会議への貢献 

 

メンバー国はもとより、国際機関、NGO 等との有機的なネットワークを構築する

観点から、以下の国際会議に出席しアジア防災センターのプレゼンスを高めるととも

に、国際防災協力に関する関係機関との協議に参加した。 

 
表 7-2-1 国際会議 

会 議 名 期 間 場 所 参加者氏名 貢  献 

ASEAN 環境災害緊急対

応・戦略策定研究所の

設立と運営に関する専

門家会議 

04/4/26

～27 

クアラルンプー

ル 

（マレーシア）

羽鳥 今回の会議の目的は、過去

1年間の調査報告書の紹

介。最終報告書案の作成者

の一人としてレビューと

議論に参加した 

世界災害共通番号

(GLIDE)に関する専門

家会合 

04/5/3 ジュネーブ 

（スイス） 

西川、角崎、

荒木田、芳

永 

ReliefWeb、LaRED ととも

に、複数の防災関係機関が

ウェブ上で即時に GLIDE

を発行するシステムを開

発することが出来たこと

を報告 

第 1回防災に関する

ASEAN－アメリカ協力

会議 

04/5/4～

5 

バンコク 

（タイ） 

羽鳥 オブザーバーとして議論

に参加した 

ISDR第9回タスクフォ

ース会合 

04/5/4～

5 

ジュネーブ 

（スイス） 

西川、角崎、

荒木田、芳

永 

国連防災世界会議につい

て、横浜戦略のレビューの

現状、会議の準備状況成果

案について報告。ADRC か

らは、横浜戦略レビューに

関連したイベント、GLIDE

の会合の結果報告を実施 

 

国連防災世界会議準備

委員会第 1回会合 

04/5/6～

7 

ジュネーブ 

（スイス） 

西川、角崎、

荒木田、芳

永 

各検討テーマについての

意見交換、議論に参加 

アジアにおける社会・

経済的な影響評価方法

と貧困撲滅・経済発展

への応用に関する地域

ワークショップ 

04/5/18

～20 

バンコク 

（タイ） 

寺西 ADRC の活動紹介と GLIDE

について発表 

第 11 回国際危機管理

年次会合 

04/5/18

～21 

メルボルン 

（オーストラ

リア） 

サンカル 緊急危機管理：文化的・地

理的際について発表 

中国民政部主催国際防

災会議 

04/5/25 

～27 

北京（中国） 西川、河内 ADRC の活動紹介と総合的

な防災政策(TDRM)につい

て発表 
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