
国民運動の推進に関して当専門調査会が参照した事例集　（対象・属性別）

市民（不特定多数） 市民（学生、子ども、会員など特定者） 地 域 企 業

1 1

3 3

4

5 5 5

6 6

8 8

9 9

13 13

14 14 14

15 15

17 17

20

21 21

24 24

日本損害保険協会の防災の取組 〔吉田委員〕
①ぼうさい探検隊、②奥様防災博士

名古屋での普及啓発活動 〔福和委員〕
①わかりやすい防災教材、②人材育成、③耐震診断、④
マスメディアとの協働

防災と福祉が連携した市民協働で取組む災害に強いまち
づくり 〔松本市〕
①庁内連携と住民主体による要援護者に配慮した自主防
災組織の活性化に向けた取組

地域防災力を高める 〔鍵屋一氏〕
①防災条例の取組、②子ども達を含めた防災の人材育成

(社)土木学会の活動 〔濱田委員〕
①幼稚園、小学校用教材の作成、②絵本の作成、③インド
ネシアにおける技術支援、④防災教育等

ちょっとした工夫がはじめの一歩 〔池上委員〕
①災害時の行動の心得、②災害時対応のシミュレーション

(社)日本PTA全国協議会での取組 〔南委員〕
①通学路点検、②防災・防犯マップ作り、③地域防災活動
への参加

地域婦人会・女性会の防災／減災活動 〔浅野委員〕
①炊き出し体験、②公民館で防災学習、③防災フェスティ
バルの開催

ちょっとした工夫がはじめの一歩 〔池上委員〕
①災害時の行動の心得、②災害時対応のシミュレーション

地域婦人会・女性会の防災／減災活動 〔浅野委員〕
①炊き出し体験、②公民館で防災学習、③防災フェスティ
バルの開催

名古屋での普及啓発活動 〔福和委員〕
①わかりやすい防災教材、②人材育成、③耐震診断、④
マスメディアとの協働

ドラマ・映画・小説にみる地震防災 〔山岡委員〕
①ドラマ・映画・小説に見る地震防災の教訓とその効果

日本損害保険協会の防災の取組 〔吉田委員〕
①ぼうさい探検隊、②奥様防災博士

(社)日本青年会議所の活動 〔木島委員〕
①防災まちづくり、②災害ボランティア活動

(社)日本青年会議所の活動 〔木島委員〕
①防災まちづくり、②災害ボランティア活動

耐震化補強元年 〔中川委員〕
①耐震補強フォーラムの開催

災害被害を軽減する国民運動を推進するために
〔目黒委員〕
①目黒メソッド（災害状況をイメージする能力を向上させ、
事前から事後までの総合的防災力を高める教材）、②耐震
補強が経済的に報われる仕組み

「備え」を実践するために郷土の成り立ちを理解する
〔中川委員〕
①地震火山子どもサマースクールの開催

「備え」を実践するために郷土の成り立ちを理解する
〔中川委員〕
①地震火山子どもサマースクールの開催

(社)日本青年会議所の活動 〔木島委員〕
①防災まちづくり、②災害ボランティア活動

(社)土木学会の活動 〔濱田委員〕
①幼稚園、小学校用教材の作成、②絵本の作成、③インド
ネシアにおける技術支援、④防災教育等

(社)日本PTA全国協議会での取組 〔南委員〕
①通学路点検、②防災・防犯マップ作り、③地域防災活動
への参加

防災行動の現場から防災コミュニケーション　〔山口委員〕
①テレビ、新聞、イベント、政府連携型キャンペーン、②災
害を扱った番組の放送、③マスメディア、行政、市民、ＮＰ
Ｏ、技術者、研究者の地震防災懇談会

防災行動の現場から防災コミュニケーション　〔山口委員〕
①テレビ、新聞、イベント、政府連携型キャンペーン、②災
害を扱った番組の放送、③マスメディア、行政、市民、ＮＰ
Ｏ、技術者、研究者の地震防災懇談会

地域防災力を高める 〔鍵屋一氏〕
①防災条例の取組、②子ども達を含めた防災の人材育成

防災と福祉が連携した市民協働で取組む災害に強いまち
づくり 〔松本市〕
①庁内連携と住民主体による要援護者に配慮した自主防
災組織の活性化に向けた取組

災害被害を軽減する国民運動を推進するために
〔目黒委員〕
①目黒メソッド（災害状況をイメージする能力を向上させ、
事前から事後までの総合的防災力を高める教材）、②耐震
補強が経済的に報われる仕組み

災害被害を軽減する国民運動を推進するために
〔目黒委員〕
①目黒メソッド（災害状況をイメージする能力を向上させ、
事前から事後までの総合的防災力を高める教材）、②耐震
補強が経済的に報われる仕組み
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属性
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市民（不特定多数） 市民（学生、子ども、会員など特定者） 地 域 企 業
対象

属性

25 25

26 26

30 30 30 30

31

32 32

33 33

34

35

36 36

38

40 40

41 41 41

42 42

43 43 43

緊急地震速報 〔気象庁〕
①緊急地震速報の活用方法および利用方法にあたっての
「心得」

防災活動における地域との連携 〔東京ガス㈱〕
①ボランティアと連携した防災イベント開催、②子どもや学
校との連携

「彼女を守る51の方法」
〔渡辺実氏／㈱まちづくり計画研究所〕
①若者世代を引きつけるための、アイドル・マンガ・ゲーム・
ケータイを活用した防災

災害エスノグラフィーを活用した知恵の共有化の試み
〔重川委員〕
①物語による身近な防災の理解の向上、②マスコミのヘッ
ドラインの影響は大

NHKの災害放送 〔NHK／山口委員〕
①より分かりやすい災害時緊急報道、②日常の防災のた
めの一口メモ、③教育放送の活用を

映画「ありがとう」について 〔㈱ランブルフィッシュ〕
①映画「ありがとう」の紹介と作成秘話、②災害をリアルに
感じさせる映像づくり

緊急地震速報 〔気象庁〕
①緊急地震速報の活用方法および利用方法にあたっての
「心得」

公民館における災害対策ハンドブック　〔石川委員〕
①公民館を利用した防災学習、②災害への備え、③避難
所としての対応マニュアル

緊急地震速報 〔気象庁〕
①緊急地震速報の活用方法および利用方法にあたっての
「心得」

自主防災組織の活動、消防団の現状と課題　〔消防庁〕
①地域安心安全ステーション整備モデル事業、②消防団
協力事業所表示制度

自主防災組織の活動、消防団の現状と課題　〔消防庁〕
①地域安心安全ステーション整備モデル事業、②消防団
協力事業所表示制度

公民館における災害対策ハンドブック　〔石川委員〕
①公民館を利用した防災学習、②災害への備え、③避難
所としての対応マニュアル

緊急地震速報 〔気象庁〕
①緊急地震速報の活用方法および利用方法にあたっての
「心得」

アジア防災教育子どもフォーラム
〔和歌山県教育委員会／(財)ﾕﾈｽｺ･ｱｼﾞｱ文化ｾﾝﾀｰ〕
①防災教材「史実としての稲むらの火」の普及、②郷土の
歴史と将来を防災を通じて考える機会提供、③アジアにま
たがる防災教育の振興、④地方自治体、地元企業、国際
協力ＮＰＯなどの連携

ぼうさいカフェ開催概要 〔吉田委員〕
①双方向コミュニケーションで防災知識を伝える方法

防災に関する教科書と副読本の現状 〔教育出版㈱〕
①教材における防災の取扱、②地域性を活かした防災教
材の重要性

NHKの災害放送 〔NHK／山口委員〕
①より分かりやすい災害時緊急報道、②日常の防災のた
めの一口メモ、③教育放送の活用を

公民館における災害対策ハンドブック　〔石川委員〕
①公民館を利用した防災学習、②災害への備え、③避難
所としての対応マニュアル

アジア防災教育子どもフォーラム
〔和歌山県教育委員会／(財)ﾕﾈｽｺ･ｱｼﾞｱ文化ｾﾝﾀｰ〕
①防災教材「史実としての稲むらの火」の普及、②郷土の
歴史と将来を防災を通じて考える機会提供、③アジアにま
たがる防災教育の振興、④地方自治体、地元企業、国際
協力ＮＰＯなどの連携

教材ご紹介 〔吉川委員〕
①「知識」ではなく「行動」を伝える、ゲームや遊びを通じた
防災教育

教材ご紹介 〔吉川委員〕
①「知識」ではなく「行動」を伝える、ゲームや遊びを通じた
防災教育

「彼女を守る51の方法」
〔渡辺実氏／㈱まちづくり計画研究所〕
①若者世代を引きつけるための、アイドル・マンガ・ゲーム・
ケータイを活用した防災

東京商工会議所の災害に強い企業とまちづくりへの取組
〔東京商工会議所〕
①会員事業者の災害対策に関するアンケート結果と商工
会議所の今後の活動の方向性

防災活動における地域との連携 〔東京ガス㈱〕
①ボランティアと連携した防災イベント開催、②子どもや学
校との連携

東京商工会議所の災害に強い企業とまちづくりへの取組
〔東京商工会議所〕
①会員事業者の災害対策に関するアンケート結果と商工
会議所の今後の活動の方向性

第６回耐震補強フォーラム開催結果報告　〔市川委員〕
①若者や女性向けの防災イベント

第６回耐震補強フォーラム開催結果報告　〔市川委員〕
①若者や女性向けの防災イベント

自主防災組織の活動、消防団の現状と課題　〔消防庁〕
①地域安心安全ステーション整備モデル事業、②消防団
協力事業所表示制度
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市民（不特定多数） 市民（学生、子ども、会員など特定者） 地 域 企 業
対象

属性

3 3

6 6

15 15

20

25 25

31

32 32

33 33

34

35

36 36

38

40 40

41 41 41

42 42

「彼女を守る51の方法」
〔渡辺実氏／㈱まちづくり計画研究所〕
①若者世代を引きつけるための、アイドル・マンガ・ゲーム・
ケータイを活用した防災

NHKの災害放送 〔NHK／山口委員〕
①より分かりやすい災害時緊急報道、②日常の防災のた
めの一口メモ、③教育放送の活用を

ぼうさいカフェ開催概要 〔吉田委員〕
①双方向コミュニケーションで防災知識を伝える方法

アジア防災教育子どもフォーラム
〔和歌山県教育委員会／(財)ﾕﾈｽｺ･ｱｼﾞｱ文化ｾﾝﾀｰ〕
①防災教材「史実としての稲むらの火」の普及、②郷土の
歴史と将来を防災を通じて考える機会提供、③アジアにま
たがる防災教育の振興、④地方自治体、地元企業、国際
協力ＮＰＯなどの連携

「備え」を実践するために郷土の成り立ちを理解する
〔中川委員〕
①地震火山子どもサマースクールの開催

防災活動における地域との連携 〔東京ガス㈱〕
①ボランティアと連携した防災イベント開催、②子どもや学
校との連携

「彼女を守る51の方法」
〔渡辺実氏／㈱まちづくり計画研究所〕
①若者世代を引きつけるための、アイドル・マンガ・ゲーム・
ケータイを活用した防災

NHKの災害放送 〔NHK／山口委員〕
①より分かりやすい災害時緊急報道、②日常の防災のた
めの一口メモ、③教育放送の活用を

防災活動における地域との連携 〔東京ガス㈱〕
①ボランティアと連携した防災イベント開催、②子どもや学
校との連携

映画「ありがとう」について 〔㈱ランブルフィッシュ〕
①映画「ありがとう」の紹介と作成秘話、②災害をリアルに
感じさせる映像づくり

ドラマ・映画・小説にみる地震防災 〔山岡委員〕
①ドラマ・映画・小説に見る地震防災の教訓とその効果

「備え」を実践するために郷土の成り立ちを理解する
〔中川委員〕
①地震火山子どもサマースクールの開催

日本損害保険協会の防災の取組 〔吉田委員〕
①ぼうさい探検隊、②奥様防災博士

日本損害保険協会の防災の取組 〔吉田委員〕
①ぼうさい探検隊、②奥様防災博士

災害エスノグラフィーを活用した知恵の共有化の試み
〔重川委員〕
①物語による身近な防災の理解の向上、②マスコミのヘッ
ドラインの影響は大

防災に関する教科書と副読本の現状 〔教育出版㈱〕
①教材における防災の取扱、②地域性を活かした防災教
材の重要性

教材ご紹介 〔吉川委員〕
①「知識」ではなく「行動」を伝える、ゲームや遊びを通じた
防災教育

公民館における災害対策ハンドブック　〔石川委員〕
①公民館を利用した防災学習、②災害への備え、③避難
所としての対応マニュアル

教材ご紹介 〔吉川委員〕
①「知識」ではなく「行動」を伝える、ゲームや遊びを通じた
防災教育

アジア防災教育子どもフォーラム
〔和歌山県教育委員会／(財)ﾕﾈｽｺ･ｱｼﾞｱ文化ｾﾝﾀｰ〕
①防災教材「史実としての稲むらの火」の普及、②郷土の
歴史と将来を防災を通じて考える機会提供、③アジアにま
たがる防災教育の振興、④地方自治体、地元企業、国際
協力ＮＰＯなどの連携

第６回耐震補強フォーラム開催結果報告　〔市川委員〕
①若者や女性向けの防災イベント

公民館における災害対策ハンドブック　〔石川委員〕
①公民館を利用した防災学習、②災害への備え、③避難
所としての対応マニュアル

公民館における災害対策ハンドブック　〔石川委員〕
①公民館を利用した防災学習、②災害への備え、③避難
所としての対応マニュアル

第６回耐震補強フォーラム開催結果報告　〔市川委員〕
①若者や女性向けの防災イベント

防災行動の現場から防災コミュニケーション　〔山口委員〕
①テレビ、新聞、イベント、政府連携型キャンペーン、②災
害を扱った番組の放送、③マスメディア、行政、市民、ＮＰ
Ｏ、技術者、研究者の地震防災懇談会

防災行動の現場から防災コミュニケーション　〔山口委員〕
①テレビ、新聞、イベント、政府連携型キャンペーン、②災
害を扱った番組の放送、③マスメディア、行政、市民、ＮＰ
Ｏ、技術者、研究者の地震防災懇談会

コ

ン

テ

ン

ツ

・

イ

ベ

ン

ト

気

づ

き

・

学

び

-
 1
9
 -



市民（不特定多数） 市民（学生、子ども、会員など特定者） 地 域 企 業
対象

属性

2 2

7 7

12 12

19 19

23

25 25

26 26

27 27

28

29 29 29

32 32

37 37 37

43 43 43

防災活動における地域との連携 〔東京ガス㈱〕
①ボランティアと連携した防災イベント開催、②子どもや学
校との連携

ガラスパワーキャンペーンについて 〔旭硝子㈱〕
①指定避難所への防災ガラス寄付活動

東京商工会議所の災害に強い企業とまちづくりへの取組
〔東京商工会議所〕                                              ①
会員事業者の災害対策に関するアンケート結果と商工会
議所の今後の活動の方向性

自動車部品会社における防災ニーズと対応課題
〔アイシン精機㈱〕
①失敗に学ぶ企業防災の取組、②製造業のリスク管理活
動とステークホルダーとの関係および防災への取組、③災
害時の企業と地域との関係

地域防災協定について 〔ダイキン工業㈱〕
①ダイキン工業草加事業所、地域５町会及び草加市による
３者協定の紹介、②企業と地域との防災協定の取組、③地
震発生後3日間、市民と自治体を結ぶ支援活動

街かどの安心・安全ステーションを目指して
〔全国石油商業組合連合会〕
①ガソリンスタンドを災害時の支援ステーションとして活用

災害情報と企業防災 〔市川委員〕
①災害情報のビジネス化

災害情報と企業防災 〔市川委員〕
①災害情報のビジネス化

LPガス産業の災害対策への取組 〔日本LPガス協会〕
①LPガスによる避難生活支援、②災害に強い拠点作りへ
の協力

防災活動における地域との連携 〔東京ガス㈱〕
①ボランティアと連携した防災イベント開催、②子どもや学
校との連携

LPガス産業の災害対策への取組 〔日本LPガス協会〕
①LPガスによる避難生活支援、②災害に強い拠点作りへ
の協力

ベルマーク運動が持つ防災機能について
〔(財)ベルマーク教育助成財団〕
①防災用品を学校に贈る、②ベルマークをつけることで防
災用品の普及促進、③ベルマークを集めることで学校が防
災用品を購入できる

ガラスパワーキャンペーンについて 〔旭硝子㈱〕
①指定避難所への防災ガラス寄付活動

街かどの安心・安全ステーションを目指して
〔全国石油商業組合連合会〕
①ガソリンスタンドを災害時の支援ステーションとして活用

自動車部品会社における防災ニーズと対応課題
〔アイシン精機㈱〕
①失敗に学ぶ企業防災の取組、②製造業のリスク管理活
動とステークホルダーとの関係および防災への取組、③災
害時の企業と地域との関係

NHKの災害放送 〔NHK／山口委員〕
①より分かりやすい災害時緊急報道、②日常の防災のた
めの一口メモ、③教育放送の活用を

いのちの地域ネット 〔イッツ・コミュニケーションズ㈱〕
①重機ネットワーク構築による被災者救援システム

いのちの地域ネット 〔イッツ・コミュニケーションズ㈱〕
①重機ネットワーク構築による被災者救援システム

地域におけるBCPサポートへの取組　〔滋賀銀行㈱〕
①災害時の防災対策に必要な資金を優遇金利で融資す
るBCPサポートローンの開発・実施

東京商工会議所の災害に強い企業とまちづくりへの取組
〔東京商工会議所〕                                              ①
会員事業者の災害対策に関するアンケート結果と商工会
議所の今後の活動の方向性

ベルマーク運動が持つ防災機能について
〔(財)ベルマーク教育助成財団〕
①防災用品を学校に贈る、②ベルマークをつけることで防
災用品の普及促進、③ベルマークを集めることで学校が防
災用品を購入できる

自動車部品会社における防災ニーズと対応課題
〔アイシン精機㈱〕
①失敗に学ぶ企業防災の取組、②製造業のリスク管理活
動とステークホルダーとの関係および防災への取組、③災
害時の企業と地域との関係

ベルマーク運動が持つ防災機能について
〔(財)ベルマーク教育助成財団〕
①防災用品を学校に贈る、②ベルマークをつけることで防
災用品の普及促進、③ベルマークを集めることで学校が防
災用品を購入できる

NHKの災害放送 〔NHK／山口委員〕
①より分かりやすい災害時緊急報道、②日常の防災のた
めの一口メモ、③教育放送の活用を

自主防災組織の活動、消防団の現状と課題　〔消防庁〕
①地域安心安全ステーション整備モデル事業、②消防団
協力事業所表示制度

自主防災組織の活動、消防団の現状と課題　〔消防庁〕
①地域安心安全ステーション整備モデル事業、②消防団
協力事業所表示制度

自主防災組織の活動、消防団の現状と課題　〔消防庁〕
①地域安心安全ステーション整備モデル事業、②消防団
協力事業所表示制度
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市民（不特定多数） 市民（学生、子ども、会員など特定者） 地 域 企 業
対象

属性

9 9

10

11 11

16 16

17 17

18 18

21 21

22 22

24 24

30 30 30 30

37 37 37

39 39

43 43 43

防災と福祉が連携した市民協働で取組む災害に強いまち
づくり 〔松本市〕
①庁内連携と住民主体による要援護者に配慮した自主防
災組織の活性化に向けた取組

共同募金会による被災地支援、地方の防災活動支援の試
み 〔中央共同募金会〕                                          ①
義援金への協力、②ボランティア活動支援、③今後は平時
の活動も支援

日本赤十字社と防災活動 〔東浦委員〕
①災害時医療救護、②災害ボランティア活動

(社)日本PTA全国協議会での取組 〔南委員〕
①通学路点検、②防災・防犯マップ作り、③地域防災活動
への参加

地域防災力を高める 〔鍵屋一氏〕
①防災条例の取組、②子ども達を含めた防災の人材育成

防災隣組全国会議 〔伊藤委員〕
①外国人帰宅困難者避難訓練、②防犯パトロール、③防
災隣組のネットワーク化

ベルマーク運動が持つ防災機能について
〔(財)ベルマーク教育助成財団〕
①防災用品を学校に贈る、②ベルマークをつけることで防
災用品の普及促進、③ベルマークを集めることで学校が防
災用品を購入できる

緊急地震速報 〔気象庁〕
①緊急地震速報の活用方法および利用方法にあたっての
「心得」

緊急地震速報 〔気象庁〕
①緊急地震速報の活用方法および利用方法にあたっての
「心得」

ベルマーク運動が持つ防災機能について
〔(財)ベルマーク教育助成財団〕
①防災用品を学校に贈る、②ベルマークをつけることで防
災用品の普及促進、③ベルマークを集めることで学校が防
災用品を購入できる

かぐてんぼう隊の養成と派遣事業 〔わがやネット〕
①家具転倒防止のＮＰＯ活動、②家具固定に関する啓
発、施工部隊の養成、地域防災支援

緊急地震速報 〔気象庁〕
①緊急地震速報の活用方法および利用方法にあたっての
「心得」

共同募金会による被災地支援、地方の防災活動支援の試
み 〔中央共同募金会〕                                          ①
義援金への協力、②ボランティア活動支援、③今後は平時
の活動も支援

地域婦人会・女性会の防災／減災活動 〔浅野委員〕
①炊き出し体験、②公民館で防災学習、③防災フェスティ
バルの開催

防災隣組全国会議 〔伊藤委員〕
①外国人帰宅困難者避難訓練、②防犯パトロール、③防
災隣組のネットワーク化

かぐてんぼう隊の養成と派遣事業 〔わがやネット〕
①家具転倒防止のＮＰＯ活動、②家具固定に関する啓
発、施工部隊の養成、地域防災支援

営農災害レスキュー隊の概要
〔全国農業協同組合中央会〕
①ＪＡそお鹿児島の営農災害レスキュー隊の概要

地域婦人会・女性会の防災／減災活動 〔浅野委員〕
①炊き出し体験、②公民館で防災学習、③防災フェスティ
バルの開催

防災と福祉が連携した市民協働で取組む災害に強いまち
づくり 〔松本市〕
①庁内連携と住民主体による要援護者に配慮した自主防
災組織の活性化に向けた取組

ベルマーク運動が持つ防災機能について
〔(財)ベルマーク教育助成財団〕
①防災用品を学校に贈る、②ベルマークをつけることで防
災用品の普及促進、③ベルマークを集めることで学校が防
災用品を購入できる

営農災害レスキュー隊の概要
〔全国農業協同組合中央会〕
①ＪＡそお鹿児島の営農災害レスキュー隊の概要

緊急地震速報 〔気象庁〕
①緊急地震速報の活用方法および利用方法にあたっての
「心得」

地域防災力を高める 〔鍵屋一氏〕
①防災条例の取組、②子ども達を含めた防災の人材育成

(社)日本PTA全国協議会での取組 〔南委員〕
①通学路点検、②防災・防犯マップ作り、③地域防災活動
への参加

日本赤十字社と防災活動 〔東浦委員〕
①災害時医療救護、②災害ボランティア活動

生協こそが住まいの耐震化の推進を！
〔パルシステム生活協同組合連合会〕
①生協の耐震補強

自主防災組織の活動、消防団の現状と課題　〔消防庁〕
①地域安心安全ステーション整備モデル事業、②消防団
協力事業所表示制度

自主防災組織の活動、消防団の現状と課題　〔消防庁〕
①地域安心安全ステーション整備モデル事業、②消防団
協力事業所表示制度

自主防災組織の活動、消防団の現状と課題　〔消防庁〕
①地域安心安全ステーション整備モデル事業、②消防団
協力事業所表示制度
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専門

調査会

1 福和委員 名古屋での普及啓発活動 ①わかりやすい防災教材、②人材育成、③耐震診断、④マスメ
ディアとの協働

大学、自治体、
NPO

学生、市民 啓発・教育

2 市川委員 災害情報と企業防災 ①災害情報のビジネス化 企業 企業、市民 企業活動

3 吉田委員 日本損害保険協会の防災の取組 ①ぼうさい探検隊、②奥様防災博士 業界団体 市民、子ども 啓発・教育、イベ
ント

4 中川委員 耐震化補強元年 ①耐震補強フォーラムの開催 NPO 市民 啓発・教育

5 目黒委員 災害被害を軽減する国民運動を推進す
るために

①目黒メソッド（災害状況をイメージする能力を向上させ、事前
から事後までの総合的防災力を高める教材）、②耐震補強が経済
的に報われる仕組み

大学、市民 市民、地域、企
業、行政

啓発・教育

6 中川委員 「備え」を実践するために郷土の成り
立ちを理解する －地震火山子どもサ
マースクール－

①地震火山子どもサマースクールの開催 専門家、自治体、
地域団体

市民、子ども 啓発、教育、コン
テンツ

7 全国石油商業組合連
合会

街かどの安全・安心ステーションを目
指して

①ガソリンスタンドを災害時の支援ステーションとして活用 業界団体 市民、地域 企業活動

8 池上委員 ちょっとした工夫がはじめの一歩 ①災害時の行動の心得、②災害時対応のシミュレーション 団体 市民、地域 啓発・教育

9 浅野委員 地域婦人会・女性会の防災／減災活動 ①炊き出し体験、②公民館で防災学習、③防災フェスティバルの
開催

団体 市民、地域 啓発・教育、実行

10 パルシステム生活協
同組合連合会

生協こそが住まいの耐震化の推進を！ ①生協の耐震補強 団体 組合員 実行

11 伊藤委員 防災隣組全国会議 ①外国人帰宅困難者避難訓練、②防犯パトロール、③防災隣組の
ネットワーク化

地域団体 企業、市民 実行

12 旭硝子(株) ガラスパワーキャンペーンについて ①指定避難所への防災ガラス寄付活動 企業 市民、地域 企業活動

13 濱田委員 (社)土木学会の活動 ①幼稚園、小学校用教材の作成、②絵本の作成、③インドネシア
における技術支援、④防災教育等

団体 会員、市民 啓発・教育

14 木島委員 (社)日本青年会議所の活動 ①防災まちづくり、②災害ボランティア活動 団体 会員、地域、企業 啓発・教育

15 山口委員 防災行動の現場から防災コミュニケー
ション －研究者と行政・メディアそ
して市民へ－

①テレビ、新聞、イベント、政府連携型キャンペーン、②災害を
扱った番組の放送、③マスメディア、行政、市民、ＮＰＯ、技術
者、研究者の地震防災懇談会

マスメディア、団
体

市民、大学、行政 啓発・教育、コン
テンツ

16 東浦委員 日本赤十字社と防災活動 ①災害時医療救護、②災害ボランティア活動 団体 市民、青少年 実行

17 南委員 (社)日本ＰＴＡ全国協議会での取り組
み

①通学路点検、②防災・防犯マップ作り、③地域防災活動への参
加

団体 会員、市民 啓発・教育、実行

18 全国農業協同組合中
央会

営農災害レスキュー隊の概要 ①ＪＡそお鹿児島の営農災害レスキュー隊の概要 団体 組合員、地域 実行

19 イッツ・コミュニ
ケーションズ(株)

いのちの地域ネット－情報・人・道
具・重機マップ－

①重機ネットワーク構築による被災者救援システム 企業 企業、地域 企業活動

20 山岡委員 ドラマ・映画・小説にみる地震防災 ①ドラマ・映画・小説に見る地震防災の教訓とその効果 メディア 市民 啓発・教育、コン
テンツ

「災害被害を軽減する国民運動の推進に関する専門調査会」発表一覧

第３回

第５回

第４回

主　体 対　象 属　性

第１回

項
番

発表者 演　　題 内　　容

第２回

参　考

-
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2
 -



専門

調査会
主　体 対　象 属　性

項
番

発表者 演　　題 内　　容

21 鍵屋　一氏 地域防災力を高める ①防災条例の取組、②子ども達を含めた防災の人材育成 自治体 市民、地域 啓発・教育、実行

22 中央共同募金会 共同募金会による被災地支援、地方の
防災活動支援の試み

①義援金への協力、②ボランティア活動支援、③今後は平時の活
動も支援

団体 市民、地域 実行

23 ダイキン工業(株) 地域防災協定について ①ダイキン工業草加事業所、地域５町会及び草加市による３者協
定の紹介、②企業と地域との防災協定の取組、③地震発生後3日
間、市民と自治体を結ぶ支援活動

企業 地域 企業活動

24 松本市 防災と福祉が連携した市民協働で取組
む災害に強いまちづくり

①庁内連携と住民主体による要援護者に配慮した自主防災組織の
活性化に向けた取組

自治体 市民、地域 啓発・教育、実行

25 東京ガス(株) 防災活動における地域との連携 ①ボランティアと連携した防災イベント開催、②子どもや学校と
の連携

企業 市民、地域 啓発・教育、イベ
ント、企業活動

26 東京商工会議所 東京商工会議所の災害に強い企業とま
ちづくりへの取組

①会員事業者の災害対策に関するアンケート結果と商工会議所の
今後の活動の方向性

経済団体 企業、地域 啓発・教育、企業
活動

第８回 27 日本ＬＰガス協会 ＬＰガス産業の災害対策への取組み ①LPガスによる避難生活支援、②災害に強い拠点作りへの協力 業界団体 市民、地域 企業活動

28 滋賀銀行 地域におけるBCPサポートへの取組み ①災害時の防災対策に必要な資金を優遇金利で融資するBCPサ
ポートローンの開発・実施

企業 企業 企業活動

29 アイシン精機 自動車部品会社における防災ニーズと
対応課題

①失敗に学ぶ企業防災の取組、②製造業のリスク管理活動とス
テークホルダーとの関係および防災への取組、③災害時の企業と
地域との関係

企業 企業、社員、市民 企業活動

30 気象庁 緊急地震速報 ①緊急地震速報の活用方法および利用方法にあたっての「心得」 官公庁 企業、地域、市民 啓発・教育、実行

31 ㈱ランブルフィッ
シュ

映画「ありがとう」について ①映画「ありがとう」の紹介と作成秘話、②災害をリアルに感じ
させる映像づくり

企業 市民 啓発・教育、コン
テンツ

32 NHK／山口委員 NHKの災害放送 ①より分かりやすい災害時緊急報道、②日常の防災のための一口
メモ、③教育放送の活用を

団体 市民、子ども 啓発・教育、コン
テンツ

33 吉川委員 教材ご紹介 ①「知識」ではなく「行動」を伝える、ゲームや遊びを通じた防
災教育

企業、専門家、市
民

市民、子ども 啓発・教育、コン
テンツ

34 重川委員 災害エスノグラフィーを活用した知恵
の共有化の試み

①物語による身近な防災の理解の向上、②マスコミのヘッドライ
ンの影響は大

学識経験者 市民 啓発・教育、コン
テンツ

35 教育出版㈱ 防災に関する教科書と副読本の現状 ①教材における防災の取扱、②地域性を活かした防災教材の重要
性

企業、官公庁、自
治体、学校

子ども 啓発・教育、コン
テンツ

36 渡辺 実氏／㈱まち
づくり計画研究所

「彼女を守る５１の方法」 ～若い世
代の防災力向上のために～

①若者世代を引きつけるための、アイドル・マンガ・ゲーム・
ケータイを活用した防災

企業 市民、青年 啓発・教育、コン
テンツ

37 (財)ベルマーク教育
助成財団

ベルマーク運動が持つ防災機能につい
て

①防災用品を学校に贈る、②ベルマークをつけることで防災用品
の普及促進、③ベルマークを集めることで学校が防災用品を購入
できる

団体 企業、市民、
PTA、子ども

実行、企業活動

38 吉田委員 ぼうさいカフェ開催概要 ①双方向コミュニケーションで防災知識を伝える方法 業界団体、専門家 市民 啓発・教育、イベ
ント

39 わがやネット かぐてんぼう隊の養成と派遣事業 ①家具転倒防止のＮＰＯ活動、②家具固定に関する啓発、施工部
隊の養成、地域防災支援

団体 市民、地域 実行

和歌山県教育委員会

(財)ユネスコ・アジ
ア文化センター

41 石川委員 公民館における災害対策ハンドブック ①公民館を利用した防災学習、②災害への備え、③避難所として
の対応マニュアル

公民館、地域 市民、地域 啓発・教育、コン
テンツ

42 市川委員 第６回耐震補強フォーラム開催結果報
告

①若者や女性向けの防災イベント 団体 市民、青年 啓発・教育、イベ
ント

43 消防庁 自主防災組織の活動、消防団の現状と
課題

①地域安心安全ステーション整備モデル事業、②消防団協力事業
所表示制度

自治体、団体 市民、地域、企業 啓発・教育、企業
活動、実行

アジア防災教育子どもフォーラム ①防災教材「史実としての稲むらの火」の普及、②郷土の歴史と
将来を防災を通じて考える機会提供、③アジアにまたがる防災教
育の振興、④地方自治体、地元企業、国際協力ＮＰＯなどの連携

自治体、団体 子ども、市民(海
外からの参加者を
含む)
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