海外事情

オンラインで世界に広げよう！SA BOのワッ！！

コロナ禍でもJICA課題別研修
「土砂災害リスク削減」が広げる輪

（一財）
砂防・地すべり技術センター 企画部 国際課

タイトルでかつてのお昼の人気番

と1日の研修時間が、従来の研修の

の一つであり、研修員からもニーズ

組を思い出すのは年配の方？そう、

半分になる一方で、従来と同レベル

が高い土砂災害構造物対策のプロ

懐かしい響きですね。

の目標達成を目指すという難しいも

ジェクト計画立案の知識、構造物設

のでした。

計に関する技術の習得を目指すもの

砂防・地すべり技術センター
（STC）
は、 国 際 協 力 機 構 東 京 セ ン タ ー

土砂災害対策を網羅的に学ぶに

（JICA東京）の委託で、2001年か

は、研修に集中できる来日研修で

研修の構成は、動画で提供する教

ら2019年にかけて土砂災害リスク

も、1日5時間で1カ月は必要と考

材による時差に影響されない自己学

削減関連の課題別研修を通じ、44

えているSTCですが、臆するわけに

習と、学びを実践できるweb会議で

か 国174名 の 研 修 員 を 受 け 入 れ、

はいきません。砂防の輪を世界に広

の演習としました。また、不安定な

砂防を世界に広げてきました。しか

げ、土砂災害の悲劇を減らすために

ネット環境や現地時間深夜の実施で

し、残念ながら2019年度「土砂災

は、砂防関係の研修復活は歓迎すべ

ライブ参加が困難な国には、他の研

害防止マネージメント」の実施を

きであり、与えられた条件の下で研

修員のレポート発表や演習の録画映

もって同研修は廃止となりました。

修の効果を高めるため知恵を絞るし

像を提供することとしました。

一方、異常気象による豪雨や、地
震、火山噴火等に起因する土砂災害

かありません。
とはいうものの、上記条件に加

でした。

入念な準備を行っていましたが、
それでも初めてのオンライン研修に、

が世界中で頻発・激甚化しており、

え、昼夜逆転するブラジル、コロン

教材やレポートのやり取りは？質問

土砂災害対策のニーズは引き続き高

ビアやネット環境が不安なケニア、

への対応は？目標達成の確認は？等、

まっています。

シエラレオネを含め、最大17時間

不安だらけの実施でした。そんな不

の時差がある国々からの研修員に対

安 もJICA筑 波 ご 担 当 者 の ご 指 導、

2019年9月 にJICA筑 波 セ ン タ ー

そ ん な 状 況 を 反 映 し て か、

し、設定された目標の達成を目指す

進化したweb会議システムとそれを

（JICA筑波）から、新規に課題別研

チャレンジングな研修の組み立て

駆使するエキスパートの尽力、そし

修「土砂災害リスク削減」の公示が

に、複雑な連立方程式の解を模索す

て来日できない悲しさもなんのその、

ありました。コロナ禍によりオンラ

る日々が続きました。

時差やネット環境の悪さにめげず、

インでの遠隔実施に加え、研修期間

導き出した解は、目指す目標の柱

ブラジル、コロンビア、フィジー、
インドネシア、ネパール、ケニア、
シエラレオネから参加した研修員
13名の研修への熱心なコミットメン
トもあり、高い評価を得ながら研修
を無事終了することができました。
ご指導、ご協力くださった講師、
コーディネーターの皆様に改めて感
謝申し上げます。
この研修は2023年度まで実施さ
れます。新型コロナウイルスの感染拡
大状況で、来日対面かオンライン遠
隔で実施かが決まりますが、2021年
度の実施を踏まえ、より効果的な研
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研修最終日の閉講式に民族衣装等で臨んだ研修員の皆さん
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修となるよう努力していきます。

海外事情

表-1

日付

1/24
（月）

講師又は担当者等

時刻
（日本時間）

12:30 〜 14:00

14:30 〜 16:30

2021年度の研修カリキュラム

研修内容

氏名
（敬称略）

オリエンテーション

インセプションレポート発表

12:30 〜 14:00

1/26
（水）
〜
1/28
（金）

自己学習

綱川 浩章

国土交通省砂防部砂防計画課
砂防計画調整官

水野 秀明

九州大学農学研究院

インセプションレポート発表

准教授

（一財）
砂防・地すべり技術センター
砂防技術研究所 所長
（研修コースリーダー）

綱川 浩章

国土交通省砂防部砂防計画課
砂防計画調整官

土砂災害のおそれのある区域
の抽出、ハザードマップ作成
のための影響範囲

岩波 英行

国際航業株式会社長野営業所
技術部長

リスク評価

水野 秀明

九州大学農学研究院

相楽 渉

砂防施設の設計
（がけ崩れ、落石対策）

瀧口 茂隆

砂防施設の設計
（土石流対策）

池田 暁彦

立山砂防事業紹介動画

准教授

（一財）
砂防・地すべり技術センター
斜面保全部技術課 課長
国土技術政策総合研究所
土砂災害研究室主任研究員

国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所

13:30 〜 16:30

警戒区域設定（演習）

岩波 英行

国際航業株式会社長野営業所
技術部長

2/1
（火）

13:30 〜 16:30

リスク評価（演習）

水野 秀明

九州大学農学研究院

2/2
（水）

13:30 〜 16:30

2/3
（木）

2/4
（金）

13:30 〜 14:30

13:30 〜 16:00

（一財）
砂防・地すべり技術センター
火山防災部 次長

小山内 信智

（一財）
砂防・地すべり技術センター
砂防技術研究所 所長

相楽 渉

（一財）
砂防・地すべり技術センター
斜面保全部技術課 課長

綱川 浩章

国土交通省砂防部砂防計画課
砂防計画調整官

水野 秀明

九州大学農学研究院
准教授

小山内 信智
16:00 〜 16:30

評価会、閉講式

准教授

池田 暁彦

質疑応答、レポート準備

研修成果レポート発表会

講師が作成した
講義用パワーポ
イントと、その
解説の英語ナ
レーション・字
幕を付した動画
による自己学習

（一財）
砂防・地すべり技術センター
火山防災部 次長

1/31
（月）

砂防施設の設計
（土石流対策）（演習）

オンライン会議
システムによる
双方向での実施

同上

砂防概論

砂防施設の設計
（地すべり対策）

形式

STC、JICA筑波担当者

小山内 信智

1/25
（火）

所属先及び職位名

オンライン会議
システムによる
双方向での実施

（一財）
砂防・地すべり技術センター
砂防技術研究所 所長
STC、JICA筑波担当者
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