
 
 

平 成 2 2年 1 0月 8日 

内 閣 府 (防 災 担 当 ) 

 

 

「2010年度防災教育交流フォーラムin有明の丘」の開催について 
 

 

内閣府（防災担当）では、防災教育チャレンジプラン実行委員会との共催で、防災教育

に関する地域、学校等の優良な取組みを選定、その成果を公表し、全国の防災教育に関心

をお持ちの方に活用していただくことを目的とする「防災教育チャレンジプラン」を実施

しています。 

このたび、「防災教育チャレンジプラン」の本年度実践団体に加え、他の防災教育関係

団体など一般の方々にも、少子高齢社会における地域防災力の向上をはじめとした防災教

育について、広く議論を紹介することを目的とし、「2010年度防災教育交流フォーラムin

有明の丘」を下記の要領で開催します。 

 

記 

 

１．日時 

平成22年10月16日(土)10:30～17:15（受付9:30～） 

      10月17日(日)10:00～15:00（受付9:30～） 

 

２．会場 

  有明の丘基幹的広域防災拠点施設（東京都江東区有明２丁目） 

 

３．参加費 

  無料 

 

４．申込み方法 

  会場への入場は事前登録制になっております。以下ホームページ上の参加申込みフォ

ームからお申込み下さい。（事前登録受付：2010年10月14日（木）15:00まで） 

  https://www.bosai-study.net/m_form5/ 

 

５．内容 

 【１日目：防災教育チャレンジプラン中間報告会】 

   防災教育チャレンジプラン実践団体発表、グループワーク 

   《発表団体》2010年度防災教育チャレンジプラン実践中の17団体 

    ・愛知県立日進高等学校      ・岡山一宮高校防災チャレンジ 

    ・釜石市立釜石東中学校      ・千葉県立市川西高等学校 

記者発表資料 



 
    ・千葉県立千葉西高等学校     ・西の地防災きずな会 

    ・宮城県丸森町立丸森東中学校   ・愛知県立半田商業高等学校 

    ・佐用高校農業科学科防災プロジェクトチーム 

    ・社会福祉法人温真会 中士幌児童ステーション 

    ・中学生防災隊プロジェクトチーム  

・特定非営利活動法人ディー・コレクティブ 

・高津養護学校 たかつ地域ネットワーク推進会議 

・なでしこ防災ネット       ・西大和６自治会連絡会        

・「やさしい日本語」有志の会   ・滋賀県立彦根工業高等学校 

 【２日目：防災教育交流会】 

  （午前） 

①防災教育専門家による講演 ～少子高齢社会における地域防災力の向上に向けて 

   《講師》 

    ・河田 惠昭  関西大学社会安全研究科長・社会安全学部長・教授 

    ・国崎 信江  危機管理アドバイザー 危機管理教育研究所代表 

    ・宗片 恵美子 特定非営利活動法人イコールネット仙台 代表理事 

・越智 繁雄  内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（地震・火山・大規模

水害対策担当） 

   ②そなエリア東京施設紹介・見学 

  （午後） 

   ③地域で防災教育に取り組む団体による事例紹介と意見交換 

   《発表団体》 

    ・社会福祉法人 岐阜アソシア 視覚障害者生活情報センターぎふ 

    ・造形・絵画教室『アトリエ太陽の子』 

    ・特定非営利活動法人コドモ・ワカモノまちing 

    ・「地域の安全安心マップコンテスト」事務局 

    ・深川消防少年団 

    ・特定非営利活動法人環境防災総合政策研究機構 

 

※プログラムの詳細やリーフレットについては、防災教育チャレンジプランのホームペ

ージをご覧下さい。 

http://www.bosai-study.net/houkoku2010/info.html 

 

６．取材 

  撮影可能です。内閣府担当者の指示に従って下さい。また、以下ホームページ上の参

加申込みフォームから、事前登録をお申込み下さい（フォーム内の事務局への連絡事項

に、「取材」と明記の上、「カメラの種類（ムービーorスチール）」を記載して下さい。）。 

  https://www.bosai-study.net/m_form5/ 

  （事前登録受付：2010年10月14日（木）15:00まで） 

 
＜問い合わせ先＞ 
内閣府政策統括官（防災担当）付 
  参事官（地震・火山・大規模水害対策担当）付 渡真利、鈴置 
  Tel 03-5253-2111（内51402、51403） Fax 03-3501-5199 
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1日目は2010年度チャレンジプラン実践団体の活動中間発表、2日目は専門家による講演
と地域で防災教育に取り組む団体の発表、事例紹介、意見交換を行います。
ご来場の際にはホームページ（http : / /www.bosa i - s tudy .ne t）にて事前登録を
お願いします。
主催 ： 防災教育チャレンジプラン実行委員会、内閣府（防災担当）
後援 ： 総務省消防庁、文部科学省、国土交通省、全国知事会、全国市長会、全国町村会、
　　　日本赤十字社、全国都道府県教育委員会連合会、日本PTA全国協議会

日　時：2010年10月16日(土)10:30～17:15

会　場：有明の丘基幹的広域防災拠点施設（東京・有明）
参加費：無料（事前登録受付：2010年10月11日まで）

Disaster Management Education Networking Forum

～少子高齢社会における地域防災力の向上に向けて～

2010年10月17日(日） 10:00～15:00



プ ロ グ ラ ム

防災教育チャレンジプランとは？

10月16日（土）
10:30～17:15

10月17日（日）
10:00～15:00

防災教育チャレンジプラン
中間報告会

地域で防災教育に取り組む
団体による事例紹介と
意見交換 

防災教育専門家による講演

～少子高齢社会における
  地域防災力の向上に向けて～

全国の地域や学校で取り組まれつつある防災教育の場の拡大や質の向上に役立つ
共通の資産をつくることを目的に新しいチャレンジをサポートする取組です。

２０１０年度 防災教育交流フォーラムin 有明の丘　
Disaster Management Education Networking Forum  

● 社会福祉法人岐阜アソシア 視覚障害者生活情報センターぎふ
● 造形・絵画教室『アトリエ太陽の子』
● 特定非営利活動法人コドモ・ワカモノまちing
● 「地域の安全安心マップコンテスト」事務局
● 深川消防少年団
● 特定非営利活動法人環境防災総合政策研究機構

愛知県立半田商業高等学校 佐用高校農業科学科防災プロジェクトチーム

千葉県立市川西高等学校 千葉県立千葉西高等学校
愛知県立日進高等学校 岡山一宮高校防災チャレンジ 釜石市立釜石東中学校

社会福祉法人温真会 中士幌児童ステーション 中学生防災隊プロジェクト
特定非営利法人ディー・コレクティブ
高津養護学校 たかつ地域ネットワーク推進会議 なでしこ防災ネット

宮城県丸森町立丸森東中学校西の地防災きずな会 ( 自主防災組織）

西大和６自治会連絡会 「やさしい日本語」有志の会 滋賀県立彦根工業高等学校

【2010 年度防災教育チャレンジプラン実践団体】

日　時 プログラム 講演講師・発表団体

1

防災教育の実践 中間報告会･最終報告会(ワークショップ)

[最寄駅]

●りんかい線
　「国際展示場駅」より徒歩約４分
●ゆりかもめ
　「有明駅」より徒歩約２分

※当施設に駐車場はございません。

交通アクセス

午　

前

午　

後

そなエリア東京 施設紹介・見学、 参加者自由交流

越智　繁雄　 内閣府政策統括官（防災担当）付
参事官（地震・火山・大規模水害対策担当）

河田　惠昭    　関西大学 社会安全研究科長・社会安全学部長・教授
宗片　恵美子　特定非営利活動法人イコールネット仙台 代表理事
国崎　信江　　  危機管理アドバイザー 危機管理教育研究所 代表

（2010年８月28日現在、所属役職別50音順、敬称略）

  委員長
林　 春男　京都大学防災研究所巨大災害研究センター センター長・教授

井上 浩一　防災ネットワークプラン 代表
鍵屋 　一　板橋区区民文化部 参事
木村 玲欧　富士常葉大学大学院環境防災研究科 准教授
国崎 信江　危機管理アドバイザー 危機管理教育研究所 代表
栗田 暢之　特定非営利活動法人レスキューストックヤード 代表理事
澤野 次郎　災害救援ボランティア推進委員会 委員長
篠田 貴司　東京都葛飾区立綾瀬中学校 教諭
鈴木 克明　熊本大学大学院社会文化科学研究科教授システム学専攻 教授
諏訪 清二　兵庫県立舞子高等学校環境防災科 科長
田村 　拓　株式会社ＣＳＫシステムズ 執行役員
中川 和之　株式会社時事通信社防災リスクマネジメントWeb 編集長
平田 　直　東京大学地震研究所 所長・教授
福和 伸夫　名古屋大学大学院環境学研究科 教授
舩木 伸江　神戸学院大学学際教育機構防災・社会貢献ユニット 専任講師
松尾 知純　防災危機管理教育事業コンサルタント BOUSAI-GATE Partners 代表
南島 正重　東京都立小石川高等学校 主幹教諭

越智 繁雄　内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(地震･火山･大規模水害対策担当）
五島 政一　国立教育政策研究所教育課程研究センター基礎研究部 総括研究官
仲程 倫由　内閣府政策統括官(防災担当)付企画官(災害予防担当)
南山 力生　文部科学省研究開発局地震・防災研究課防災科学技術推進室 室長
横田 真二　総務省消防庁国民保護・防災部防災課 課長

全１７団体
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