
Japan’s Response to a Large Scale 
Disaster: Can It Be Improved?

日本の大災害対策
改善は可能か？

Leo Bosner
Leobosner@hotmail.com

リオ ボズナー
米国危機管理専門家

July 4, 2011 – Toyo University
２０１１年7月4日 – 東洋大学

mailto:Leobosner@hotmail.com�


Part 1

2000-2001 Research
２０００－２００１年の研究



Strengths
日本の大災害対策の優位点

1)SDF, FDMA, other agencies,  high 
awareness of disasters
自衛隊、消防庁、その他の省庁において
の大規模災害に対しての意識の高さ



2) Cabinet Office for Disaster 
Management, skilled, motivated
内閣府防災対策本部の能力、動機の高さ

3) Prefectural disaster offices
都道府県災害対策本部



4) Frequent disaster drills
頻繁に行われる訓練

5) Disaster medical training
災害時での医療訓練体制



6) Excellent facilities & equipment
優れた施設と装備

7) All staff highly skilled & motivated
全職員の能力と動機の高さ



Shortcomings
日本の大規模災害対策の問題点

1) No disaster planning system
災害対応計画のシステムがない



2) Not enough staff at Cabinet Office 
for Disaster Management
内閣府防災対策本部での災害対応職員
が十分でない

3) Little interagency coordination
省庁、都道府県間での連携が少ない



4) Unrealistic disaster plans
災害対応計画が現実的でない

5) Few full-time disaster managers
正規の（常駐の）危機管理官が少ない



6) National Govt’s temporary disaster 
managers
中央政府の危機管理官は臨時、一時的
職員である

7) No training program for disaster 
managers
危機管理官の為の訓練プログラムがない



Conclusions and 
Recommendations
結論と推薦項目

Japan lacks a comprehensive 
disaster management system
日本には総合的災害管理システム
が存在しない



1) Assign disaster management 
authority to one agency.

災害対策省庁事務所の一元化

2) Develop a complete national disaster 
response plan.
国の総合災害対策対応計画を開発、
完成させる



3) Professionalize and train disaster
managers.
災害管理官を専門職化、訓練を行う

4) Increase interagency coordination for 
disasters.
省庁、都道府県間の連携を高める



Part 2

Proposed Research Regarding 
Japan’s Response to the

3/11/2011 Earthquake
東日本大震災に対する日本の対応策

の研究の提案



How was the initial response?
初期対応はどうであったか？

What went well, or not so well?
何が良かったか？改善点は何か？

Unexpected problems?
予期出来なかった問題とは？



Communications & coordination?
組織間のコミュニケーションと調整は？

Help for local governments?
自治体への援助は迅速、効果的だった
か？

Role of JSDF?
自衛隊の役割は？



Non-government resources?
政府外の人材、物資は活用されたか？
• Donations & Volunteers
義援金、ボランティア？

• Non-Profit Organizations 
ＮＰＯの活動は？

• Private sector
民間企業は？

Offers of foreign assistance?
海外からの援助の受け入れは？



Mass fatalities?
死者、遺族への対応は？

How to protect the rescuers?
救援部隊の身体、精神の保護は？

Improve planning & training?
対応計画と訓練の改善点は？



Part 3

“Japan FEMA” and
Disaster Response Planning

日本版ＦＥＭＡ構想と
災害対応計画



1)Can we afford to create a “Japan 
FEMA”?
１）日本版ＦＥＭＡ設立の財政的な余裕は
あるか？

2)Didn’t FEMA fail in Hurricane 
Katrina?
２）アメリカのＦＥＭＡはハリケーン・カトリー
ナで失敗したのでは？



3)Should Japan Govt. develop an 
earthquake response plan?
３）日本政府は地震対応計画を策定すべ
きか？

4)Disaster response plans must be 
realistic.
４）災害対応計画は実行可能なものに



5)A good disaster plan emphasizes 
cooperation.
５）優れた災害対応計画は他者との連携
を重視する



Regarding the proposed research, 
please send questions, comments, 
ideas, observations to 
Leobosner@hotmail.com. 

研究への質問、コメント、アイデアは
このメールアドレスまで
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Thank You!
ありがとう

ございました
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