実務公法学会 - 研究会記録
（行政判例研究会 第１回 ～ 第39回）
演題 / 講師
第1回
2005/11/1
第2回
2005/12/20
第3回
2006/1/17
第4回
2006/2/23
第5回
2006/3/23
第6回
2006/4/27
第7回
2006/5/16
第8回
2006/6/22
第9回
2006/7/18
第10回
2006/9/28
第11回
2006/10/17
第12回
2006/11/24
第13回
2006/12/19
第14回
2007/1/16
第15回
2007/2/22
定時総会・記念シンポ

2007/3/22
第16回
2007/4/26
第17回
2007/5/15
第18回
2007/6/28
第19回
2007/7/17
第20回
2007/9/27

創立総会
風俗営業許可申請の実務概論 行政書士 浅野 幸惠
産業廃棄物処理業の実務概論 行政書士 谷田部智敬
建設業許可申請の実務概論
東京都行政書士会 建設宅建部長 中西 豊
入管実務の特徴と注意点
東京都行政書士会 国際部長 榎本 行雄
運送に関する許認可実務概論
行政書士 古屋 亨（運輸交通部長）
独占禁止法に関する行政手続と行政訴訟
公正取引委員会 鵜瀞恵子 首席審査官
出版企画『実務 行政訴訟法講義』原稿状況の説明と質疑 山下清兵衛 弁護士
「適正手続保障と手続要件による失権」 山下清兵衛 弁護士
『姉歯事件の起こる背景』
大宇根弘司一級建築士
『「欠陥住宅」は、なぜつくられるのか ～安全なマンション・住まいを求めて～』
河合敏男弁護士（二弁）
「情報公開審査会の実務について」
秋田 瑞枝 先生（弁護士・情報審査会委員）
「耐震偽装訴訟における公法上の諸問題」
大橋 正典 先生（弁護士）
「都立学校における国旗国歌の「(不利益処分を伴う)強制」を違憲とした東京地裁判決の報告」

山中 眞人 会員 （弁護士）
「都市計画法と下北沢再開発 」
石 本 伸 晃 弁護士
行政不服審査法改正問題 山下清兵衛 会員
出版関係
原告適格について 近藤卓史会員
小田急訴訟弁護団報告 武内更一弁護 士
「議会の損害賠償請求権放棄と住民訴訟」
白藤 博行 会員
定時総会 実務行政訴訟法講義-出版記念シンポジューム 懇親会
基調講演：「当事者訴訟」霜島甲一先生 基調講演：「行政処分の範囲」村重慶一先生
「行政処分と行政手続」 横山和夫先生 会員
「行政処分－風俗営業許可店の営業停止」 浅野幸恵会員
「行政処分と行政手続」 横山和夫先生
「社会保障訴訟」 南淵 聡 会員 （弁護士）
「風営法適用に関する諸問題（パチンコ店を事例にして）」
間中 利光 先生 （行政書士）
「情報公開、住民訴訟について－訴訟 の実例の紹介を中心に」
谷合 周三 先生 （弁護士）
「国民の側から見た年金問題」
社会保険労務士・行政書士 猪野 保正 先生

演題 / 講師
第21回
2007/10/16
第22回
2007/11/20

「医療法人の設立について」
行政書士 知久國忠先生
「先行行為と後行行為 」
関 葉子 先生 （弁護士）

2007/12/16

忘年会

第23回
2008/1/24
第24回
2008/2/19
第25回
2008/3/27
第26回
2008/4/11
第27回
2008/5/22
第28回
2008/6/17
第29回
2008/7/24
第30回
2008/9/12
第31回
2008/10/23
UN/ZEF 第2回
2008/10/230
第32回
2008/11/18
第33回
2008/12/19
第34回
2009/1/26
第35回
2009/2/26
第36回
2009/3/19
第37回
2009年4月21日
第38回
2009年5月27日
第39回
2009年6月23日

「金融商品取引法の実務 」
土井 利国 先生 （行政書士）
「年金記録問題に関する法制度と現状について 」
南淵 聡 先生 （弁護士）
「在留特別許可の手続きについて」
工藤 美香 先生 （行政書士）
「公法の法務戦略」
阿部 泰隆 先生（中央大学総合政策学部教授，弁護士）
「知的財産権 -著作権を中心として-」
福島 信 先生 （行政書士）
「中小企業の事業承継と許認可業務について」
幸村 俊哉 先生（会員 ／弁護士）
「事業承継に係わる行政手続き」
浅野 幸恵 会員（行政書士）
環境問題と今後の法規制について
中山元太郎先生 環境省大臣官房政策評価広報課 課長補佐
「行政計画決定の処分性」
奥平 力 先生（弁護士）
国土交通省「環境行動計画２００８」について
西村徹先生 国土交通省総合政策局環境政策課課長補佐
「循環型社会への課題～ゴミをとりまく諸問題」
笹島潤也先生 （東京都行政書士会）
「環境訴訟の類型と問題点」
村重 慶一先生 （弁護士・実務公法学会会員）
音楽著作権の実務
福島 信 先生 (行政書士）
理由の差し替え-租税訴訟における処分理由の更正を中心として
霜島 甲一 先生
東京都の産業廃棄物対策について－都における産業廃棄物の不適正処理事例に対する取組等

不法投棄担当 副参事 川辺 健一郎 先生
「行政訴訟専門弁護士が企業から最も信頼される」
山下 清兵衛 先生 （大宮法科大学院大学教授（公法・租税法担当））
環境保護に関する国際的な仕組み 弁護士 山下 清兵衛
国際租税に関する公正な基準の確立- 国際租税法の概要と今日的課題 - 弁護士 志賀 櫻

経営事項審査について
行政書士 中西 豊 先生

実務公法学会＆公共ネットワーク機構- これまでの行政判例研究会
（行政判例研究会 第40回 ～ 第62回）

（紫網掛け：公共ネット共同主催）

演題 / 講師
第40回
2009年7月29日
第41回
2009年9月25日
第42回
2009年10月29日
第43回
2009年11月24日
第44回
2009年12月22日
第45回
2010年1月19日
第46回
2010年2月18日
第47回
2010年3月16日
第48回
2010年4月26日
第49回
2010年5月17日
第50回
2010年6月16日
第51回
2010年7月13日

第52回
2010年9月16日
臨時総会
2010年10月26日
第53回
2010年11月18日
第54回
2011年1月12日
第55回
2011年2月8日
第56回
2011年3月8日
第57回
2011年4月12日

都市再開発事業計画と行政訴訟
白藤博行先生（専修大学教授）
ＡＤＲと機関認証について
工藤 康博 先生（行政書士）
「３Rとゼロエミッション」 炭谷茂氏 元環境省事務次官 (会場：UNU）
「ESDと環境教育」 望月要子氏 国連大学高等研究所ESDプログラム担当
アンケートに見る行政対象暴力について
河本志朗先生 財団法人公共政策調査会第二研究室長
道路交通法違反事件の行政訴訟の方法
山下清兵衛先生 大宮法科大学院教授
消費者保護法令としての旅行業法と消費者庁の設置について
行政書士 塩田 英治先生
運転免許取消処分の取消請求事件の１審勝訴事件について 河上隆久様（原告本人）
コメンテーター 山下 清兵衛（弁護士） 白藤 博行（弁護士 専修大学法科大学院教授）
動物法務について
伊藤浩先生（行政書士、東京都行政書士会ＡＤＲセンター長）
生物多様性条約COP10に向けて
鳥居 敏男先生 （環境省自然環境局自然環境計画課生物多様性地球戦略企画室長）
オウム真理教と現在の治安の情勢について
田端 智明先生 （公安調査庁 調査第一部長）
「『外国人技能実習制度の法的保護情報に関する講習』の問題、
その他最近の業務動向について」
谷田部 智敬 先生 （行政書士）
「公法の法務戦略」
①ボーダーレス・エコノミーにおける公法の変容
－租税法の領域における国際租税法の特殊性－
講師：國學院大學法科大学院客員教授 志賀櫻 先生
②行政訴訟における要件事実
講師：駿河台大学法科大学院教授 今村隆 先生
③行政訴訟の訴状と処分の同一性
講師：大宮法科大学院客員教授
山下清兵衛 先生
「一般労働者派遣事業と有料職業紹介事業の許可申請手続」
工藤 康博 先生（行政書士）
基調講演：「士業の将来について」
庭山 正一郎 会長
「風営法における政令の改正（ラブホテル、出会い系喫茶）の解説」
浅野 幸恵先生 （行政書士）
「市街地再開発法事件に関する判例の検討」
山下 清兵衛 先生 （弁護士）
「省エネ法及び温対法並びに都条例に関する実務について」
赤地 祐一 先生 （行政書士）
「耐震偽装事件における地方公共団体の責任」 南淵 聡 先生 （弁護士）
２時限目：出版会議 山下 清兵衛 先生 （弁護士）
緊急提案： 震災対応セミナー及び震災復興支援に関する手続きの実務（出版企画）
井澤倫子 事務局代行（霞水会国際総合研究所）

演題 / 講師
第58回
2011年5月24日
第59回
2011年6月21日
第60回
2011年7月12日

公共ネット
共同主催

第61回
2011年9月13日
第62回
2011年10月11日
震災対応セミナー
2011年11月2日
(会場：UNU）

「東日本大震災と住宅問題」
尾見 博武 先生（弁護士）元内閣府政策統括官防災担当/元国土交通省国土計画局長
「ＴＴＰ交渉について」
水野 政義 先生 (農林水産省大臣官房国際部国際経済課長)
震災対応セミナー イン 仙台 （会場：仙台弁護士会大会議室）
共催 ： 仙台弁護士会 宮城県災害復興支援士業連絡会
14：30 主催者挨拶 視察団長代理 中野明安弁護士
14：40 基調講演 宮城県警察本部副本部長 菅野敏彦先生
15：10 基調講演 環境省地方環境事務所長 小林香先生
15：40 基調講演 東北経済産業局地域経済部長 寺家克昌先生
16：10 休憩
16：20 基調講演「弁護士会の震災復興支援活動」
（中谷聡仙台弁護士会副会長）
16：45 基調講演「宮城県災害復興支援士業連絡会の震災復興支援活動」
（山谷澄雄宮城県災害復興支援士業連絡会会長）
17：10 意見交換
17：40 閉会あいさつ（森山博仙台弁護士会会長）
17：45 終了
「震災対応セミナー本会議及び分科会について」
中野明安先生 災害復興まちづくり支援機構事務局長／弁護士
震災対応セミナー及び分科会について
北里敏明先生
山下清兵衛弁護士・幸村俊哉弁護士
弁護士
主催者挨拶 震災対応セミナー実行委員会会長 山田 英雄 （元警察庁長官）
共催者挨拶 国際連合大学高等研究所 シニアフェロー 竹本 和彦 先生
共催者挨拶 災害復興まちづくり支援機構
菊池 千春 先生
来賓挨拶
内閣府大臣官房審議官（防災担当） 長谷川 彰一 先生
後援団体
日弁連副会長 松岡重行先生、 第二東京弁護士会副会長 南 敦 先生
来賓ご紹介 全国社会保険労務士会連合会専務理事 奥田久美 様
日本土地家屋調査士会連合副会長 関根 一三様
日本司法書士会連合会 専務理事 山本 一宏 様
日本税理士会連合会 総務部長 中村 一三 様
日本行政書士会連合会 副会長 中西 豊 様
社団法人生命保険協会 副会長 窪野 鎮治 様
『震災と危機管理』
野田 健 先生
元内閣危機管理監 財団法人公共政策調査会理事長
『東日本大震災と法務省の対応について』
小川 秀樹 先生
法務省大臣官房秘書課長
『被災地における里山・里海の復興に向けて』
中尾 文子 先生
国連大学高等研究所
SATOYAMAイニシアティブ国際パートナーシップ事務局次長
『東日本大震災と警察の対応について』
西村 泰彦 先生 警察庁警備局長
『東日本大震災と消防庁の対応について』
佐々木 克樹 先生 消防庁国民保護・防災部長

実務公法学会＆公共ネットワーク機構- これまでの行政判例研究会
（行政判例研究会 第63回 ～ 第71回）（紫網掛け：公共ネット共同主催）
演題 / 講師
震災対応セミナー
2011年11月2日

震災対応セミナー
2011年11月3日
(会場：UNU）

『東日本大震災と防衛省の対応について』
井上 一徳 先生 防衛省運用企画局事態対処課長
『東日本大震災と厚生労働省の対応について』
唐澤 剛 先生 厚生労働省大臣官房審議官 (医療保険、医政、医療・介護連携担当）
『東日本大震災と原子力安全・保安院の対応について』
根井寿規 先生 原子力安全保安院 審議官（原子力安全担当、核燃料サイクル担当、産業保安担）
『日弁連の災害復興支援について』
永井 幸寿 先生 東日本大震災・原子力発電所事故等対策本部 副本部長
『東日本大震災と農林水産省の対応について』
真鍋 郁夫 先生 農林水産省 経営局総務課災害総合対策室長
『東日本大震災と環境省の対応について』
清水 康弘 先生 環境省大臣官房審議官（現地災害対策本部長）
『東日本大震災と国土交通省の対応について』
大藤 朗 先生 国土交通省 大臣官房審議官
『東日本大震災と財務省の対応について』
高橋 俊一 先生 財務省大臣官房文書課調査室長
北里 敏明 先生 パネルセッション コーディネーター
弁護士 元内閣府大臣官房審議官（防災担当） 元消防庁次長
岩手県の震災対応について
越野 修三 先生 岩手県総務部総合防災室特命参事
宮城県の震災対応について

東海林 清広 先生 宮城県総務部副参事
福島県の震災対応について
古市 正二 先生 福島県生活環境部次長（県民安全担当）
分科会紹介 中野 明安先生 災害復興まちづくり支援機構事務局長 弁護士
東日本大震災・原子力発電所事故等対策本部事務局次長

2011年11月14日
厚生労働省分科会
2011年11月21日

金融庁分科会
2011年11月24日
内閣府分科会
2011年12月1日
農林水産省分科会

2011年12月2日
厚生労働省分科会

演題 / 講師

閉会の挨拶 庭山 正一郎
公法研究会・実務公法学会会長
閉会の挨拶 炭谷 茂
元環境事務次官 社会福祉法人恩賜財団済生会理事長
東日本大震災と厚生労働省の対応－分科会／食品安全関係について（仮題）－
麻那古 直大 先生 厚生労働省 災害対策本部事務局総括グループ
河野 健資 先生 厚生労働省 社会・援護局 総務課 災害救助・救援対策室
東日本大震災と金融庁の対応について
長谷川 靖 先生 金融庁監督局総務課長
東日本大震災と内閣府の対応について
小滝 晃 先生 内閣府政策統括官（防災担当）付 総括参事官（防災）
東日本大震災と農林水産省の対応－課題と今後の対策について－
添谷 稔 先生 林野庁林政部木材利用課課長補佐（木質バイオマス対策班担当）
村松 睦宏 先生 農林水産省農村振興局整備部防災課災害情報分析官
大久保 慎 先生 水産庁漁政部企画課課長補佐(企画班担当)
東日本大震災と厚生労働省の対応－労働部門／課題と今後の対策について－

小宅栄作先生

厚生労働省復興対策本部事務局企画官

河野 健資 先生 厚生労働省 社会・援護局 総務課 災害救助・救援対策室

2011年12月12日
警察庁分科会
2011年12月13日
金融庁分科会
2011年12月15日
内閣府分科会
2011年12月19日
中小企業庁分科会
2012年1月10日
環境省分科会
2012年1月10日
2012年1月13日
消防庁分科会
第63回
2012年2月14日
第64回
2012年3月13日
第65回
2012年4月10日
第66回
2012年5月10日
第67回
2012年6月12日
第68回
2012年7月12日
第６９回
2012/8/2
第70回
2012/9月29日

東日本大震災と警察の対応について
重久 真毅 様 警察庁警備局警備企画課 課長補佐
東日本大震災と金融庁関連業界の対応について
（社）日本損害保険協会 常務理事総合企画部長 村田 勝彦 先生
（社）生命保険協会総務部長 災害地域生保契約紹介センター長 椿 雅実 先生
「防災行政の課題ー今後の巨大広域災害に備えるー」
丸谷 浩明 氏 内閣府政策統括官（防災担当）付 参事官 兼 防災対策推進検討室 次長
東日本大震災と中小企業庁の対応について
鍜冶 克彦 先生 中小企業庁参事官
東日本大震災と環境省の対応について
塚本 瑞天 先生 環境省自然環境局自然環境計画課長（環境省現地災害対策本部長）
新年会
東日本大震災と消防庁の対応について
山口 英樹 先生 消防庁国民保護・防災部防災課長

社会保障・税一体改革について-年金制度改革を中心に生活保護との関係まで三宅明彦先生 （東京都社会保険労務士会所属）

総務省の行政相談について
白岩 俊 先生 総務省行政評価局行政相談課長

行政不服審査法について
大槻 大輔 先生 総務省 行政管理局 行政手続・制度調査室長

自治体における政策法務の展開と弁護士の役割
松 田 聰 弁護士 （元自治省職員）

特許紛争について
石川 幸吉 先生 （弁護士・弁理士・元日本調停協会連合会理事長）

公共ネットワーク機構 合同 （震災対応セミナー実行委員会事業を公共ネットが継承しました）
震災対応セミナー出版記念シンポ

公・私の危機管理をグランドデザイン

川崎 和男 先生 大阪大学大学院工学科教授
公益法人に対する課税問題の検討
非課税要件の解釈に関する実質主義
山下清兵衛 先生 國學院法科大学院客員教授・一橋大学法科大学院講師・弁護士
学校法人の固定資産税
志賀櫻先生 国学院法科大学院客員教授 弁護士
第71回
災害時における建設業者の役割とBCP
2012年10月18日
開会挨拶 尾見博武先生 （元内閣府政策統括官・弁護士）
会場:東京ビッグサイト 開会挨拶 中西豊 先生 （東京都行政書士会会長）
事例発表 ・皆成建設株式会社 管理チーム責任者／渡邊智彦氏
事例発表 ・株式会社大林組 本社 土木本部本部長室 部長／山本貴弘氏
建設業におけるBCP 策定のポイント
塩田英治先生 （行政書士/ 東京都行政書士会）
関東地方整備局の防災への取り組みについて
其田 誠先生 関東地方整備局企画部防災課防災対策技術分析官

実務公法学会＆公共ネットワーク機構- これまでの行政判例研究会
（行政判例研究会 第71回 ～ 第80回）
演題 / 講師
第1回学校問題
2012年10月15日
第７２回
2012年11月20日
第７３回
2012年12月5日
第1回行政問題
2012年12月18日
第74回
特別セミナー
2012年12月26日

第2回学校問題
2013年1月18日
第2回行政問題
2013年1月22日
総会＆懇親会
2013年1月29日

第75回
2013年2月25日

学校の管理下における事故・災害と危機管理
藤田 大輔 先生
情報とセキュリティ－見落とされているサイバー攻撃への対策－
齋藤 ウィリアム 浩幸氏 （Intecur, K.K. 創業者兼最高経営責任者）
紛争から平和へ～国づくりに取り組む東ティモール～
北原 巌男 氏 （元防衛施設庁長官 元東ティモール大使）
自治体の債権管理・回収の実務
須田 徹 弁護士（東京弁護士会）
オブザーバー：宮本陽介氏 （内閣府公共サービス改革推進室）
正義ある国家はどうすればできるか
① 30万人専門家ネットワークとデータベース構想
（講師：山下清兵衛弁護士）
② 裁判外紛争解決手段の活用とアメリカの法廷の友
（講師：永田先生 国士舘大学法科大学院教授）
③ ドイツ倫理委員会とブラックブック （講師:山下先生）
④ 政党再編の行方 （講師:山崎力先生 衆議院議員）
⑤ 大学のブランド作り （講師:福原紀彦 中央大学総長）
いじめ等をめぐる学校・教師の法的責任と教育学的アプローチ
成田喜一郎先生 東京学芸大学大学院教育学研究科教授
オブザーバー：酒井泰氏 東京都教育庁指導部主任指導主事
行政クレーマー・行政介入暴力の対策と実務
金子正志弁護士（東京弁護士会）
オブザーバー：谷 滋行 様 警察庁組織犯罪対策部暴力団対策課暴力団排除対策官
25年度実務公法学会 事業計画等
挨拶：庭山正一郎 実務公法学会会長
挨拶：石川國彦 東京都行政書士会副会長
記念講演：「一票の格差事件の成果」 久保利英明弁護士
報告：「専門家ネットワークとデータベース」副会長 山下清兵衛弁護士
議題：「判例研究会と専門委員会」

第７7回
2013年4月25日
第７8回
2013年5月10日
国際交流委員会
2013年5月23日
国際交流委員会
2013年5月28日
国際交流委員会
2013年6月13日
国際交流委員会

危機管理デザイン賞受賞社の活動報告 １７社

『改正薬事法に関するネット販売事件の最高裁判決の検討』
阿部泰隆弁護士 関葉子弁護士

独占禁止法の概要と士業の業務について
長谷部 元雄 先生 行政書士 公正取引委員
行政不服審査違法の改正について
大野卓 先生 総務省行政管理局企画調整課 行政手続室長
東アジアの国際情勢と日本
朝海 和夫 先生 元ミャンマー大使 元EU大使
第1回 士業のための行政英語研究会
アンドリュー ブリンドル氏 公共ネット国際部
マレーシア経済と観光産業の発展
徳 永 誠 様 マレーシア政府観光局マーケティングマネージャー
第2回 士業のための行政英語研究会

2013年7月2日

アンドリュー ブリンドル氏

第2回行政問題
2013年7月17日

災害時要援護者の支援と個人情報の適切な共有
岡本正弁護士
辻畑泰喬弁護士 消費者庁消費者制度課 課長補佐
『医療関連イノベーションの推進と薬事法改正について
～革新的な医療機器、再生医療製品等の創出を目指して～』
乃村久代先生 厚生労働省医薬食品局総務課 課長補佐
主催：公共ネットワーク機構
主催：大阪大学大学院工学研究科
共催：実務公法学会
開会挨拶 馬場章夫 大阪大学副学長
開会挨拶 山田英雄 （社）公共ネットワーク機構会長）
演題：危機管理における工学研究について
講師：掛下知行 大阪大学大学院工学研究科長
演題：国土強靭化計画について
講師：尾見博武 （社）公共ネットワーク機構常任理事）
演題：新しい犯罪対策～社会環境等の改善による犯罪予防～
講師：田中法昌様 大阪府警察本部長
閉会挨拶：片岡勲 大阪大学大学院工学研究科
中小企業庁の中小企業経営支援施策の現状について
渡辺 健 先生 中小企業庁 経営支援課長
開会 主催者挨拶 山田英雄 (一社)公共ネットワーク機構会長 元警察庁長官
中西 豊 東京都行政書士会会長
演題：国土強靭化計画について
講師：尾見博武 元内閣府政策統括官（防災担当） 公共ネット常任理事
演題：警視庁における大震災発生時の交通対策について
講師：井上剛志氏 警視庁交通部長
パネルセッション テーマ：公共交通機関の震災対応について
国土交通省航空局安全部 空港安全・保安対策課長 酒井洋一氏
東日本旅客鉄道株式会社 設備部（新幹線・環境保全） 担当部長 中村知久氏
東日本高速道路株式会社 管理事業本部 本部付部長 山﨑幹夫氏

第７9回
2013年7月22日
危機管理セミナー
プレシンポ
2,013年7月30日

『改正薬事法に関するネット販売事件の最高裁判決を受けてー今後の薬品業界の動向と展望』

宗像 守先生 日本チェーンドラッグストア協会事務総長
震災対応セミナー2013 開会挨拶 山田 英雄
（公共ネットワーク機構会長）
2013年3月15日
庭山 正一郎 （実務公法学会会長）
会場：法曹会館
来賓挨拶 早川 敏夫 様
（日本司法書士会連合会 副会長）
中西 豊 様 （東京都行政書士会会長）
基調講演 上田 健 先生 復興庁統括官
基調講演 青山 佾 先生 元副知事 明治大学大学院教授
講演 岩佐 敬昭 先生 文部科学省 大臣官房政策課 企画官
講演 上垣内 修 先生
気象庁 地震火山部 管理課長
講演 真鍋 尚志 先生 外務省 大臣官房総務課危機管理調整室長
講演 川崎 和男 先生 公共ネット理事 大阪大学大学院工学研究科教授
第76回
2013年3月26日

◆ 平成25年4月、公法研究会・実務公法学会の運営を（一社）公共ネットワーク機構が継承しました

第８０回
2013年10月1日
特別企画

2013年10月3日
危機管理セミナー
東京ビッグサイト

公共ネット国際部

実務公法学会＆公共ネットワーク機構-研究会記録
（行政判例研究会 第81回 ～ 第
演題 / 講師

2013年10月17日
危機管理セミナー
インテックス大阪

第８１回
2013年11月19日
第８２回
2013年12月17日
特別企画
2014年2月21日
第８３回
2014年3月24日
特別企画
2014年4月18日

講演：大規模集客施設の防災の考え方
講師：石井修一氏 東京都行政書士会 元OLC社員
総括：片岡 勲 大阪大学大学院工学研究科副研究科長
主催者挨拶 馬場章夫 大阪大学副学長
演題：我が国政府における危機管理初動措置について
講師：西川徹矢 元内閣官房副長官補 (一社)公共ネットワーク機構常任理事
演題：地域防火防災力の充実に向けた大阪市消防局の取組について
講師：酒井賢二氏 大阪市消防局 予防部 地域担当課長
演題：大阪府警察における大震災発生時の交通対策について
講師：岸田憲夫氏 大阪府警察本部交通部長
パネルセッション テーマ：公共交通機関の震災対応について
新関西国際空港株式会社 安全推進室長 木村芳史氏
東海旅客鉄道株式会社 新幹線鉄道事業本部 施設部 担当部長 荒鹿忠義氏
本州四国連絡高速道路株式会社 長大橋技術センター長
藤原亨氏
総括：片岡 勲 大阪大学大学院工学研究科副研究科長
演題：『メンタルヘルスの問題を抱えているクライアントとの上手な接し方』
講師：木村淳子先生 臨床心理士
講師：清水レイ先生 ソーシャルワーカー
ＭＣＩ事案と法的課題
講師：河本志朗氏 公共政策調査会
演題：日本士業連合会 設立について （設立準備室立上げ）
講師：山下清衛兵弁護士
演題：継続的下請け取引における適正な価格
講師：山下清兵衛弁護士
危機管理セミナー2014～多数傷病者事案にどう対応するか
山田 英雄
（一社）公共ネットワーク機構 会長、元警察庁長官
炭谷 茂
（一社）公共ネットワーク機構副会長 社会福祉法人恩賜財団済生会 理事長
演題：オリンピックのサバイバル
講師：河野一郎先生
独立行政法人日本スポーツ振興センター理事長
筑波大学特命教授、学長特別補佐
公益財団法人日本オリンピック委員会理事 元東京2016招致委員会
事務総長 日本アンチ・ドーピング機構(JADA)理事 医学博士
演題：長野オリンピックでの経験と課題
講師：奥寺敬先生
国立大学法人富山大学大学院医学薬学研究部
危機管理医学講座 医学部救急・災害医学 教授
富山大学附属病院 副病院長・医療安全室長 災害・救命センター長
第18回長野オリンピック冬季競技大会 メディカルディレクター
パネルディスカッション 『多数傷病者事案にどう備えるか、その課題と今後の取組』

コーディネーター 河本志朗氏 公益財団法人公共政策調査会 第二研究室長
・猪口正孝先生
東京都医師会副会長 東京都災害医療コーディネーター

回）
演題 / 講師

・永田高志先生
九州大学大学院医学研究院先端医療医学部門災害・救急医学分野 助教
日本医師会総合政策研究機構 客員研究員
International Institute of Global Resilience, fellow
・本田英昭氏
警視庁警備部警備第一課危機管理室長
・松井真司氏
東京都総務局総合防災部情報統括担当課長
特別企画
2014.6.10～13
詳細別紙
第８４回
2014年8月7日

6月10日 大規模災害発生時の救急医療の確保（ＭＣＩ対応）
6月12日 大地震に備える強靭な社会基盤の整備 （密集市街地対策を考える）
6月13日 大規模災害発生時の情報通信の確保
演題：平成26年4月25日大阪地裁“風営法違反無罪判決”からの考察
講師：浅野幸恵行政書士 実務公法学会理事 東京都行政書士会港支部長

