
 

 

平成 30 年 11 月 6 日 

消 防 庁 

 

「地域防災力充実強化大会 in徳島 2018」の開催 

 

 

 東日本大震災を経験し、いつ発生するか予測のつかない災害からの被害を最小限に

とどめるためには、地域において日頃から備えを万全にしておくことが重要です。 

 平成 25年 12月に施行された「消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する

法律」を受けて、全国各地で地域防災力を充実強化する取組みが進められています。 

 大規模災害に対処していくためには、地域住民や自主防災組織をはじめ、教育、医

療・福祉関係者等を含めた各界各層の連携を強化し、地域の防災力を高めていくこと

が重要です。 

この大会は、各地の取組みの紹介などを通して、住民一人ひとりが防災への理解を

深め、地域での実践的な防災活動につなげていくことを目的として、徳島県徳島市に

おいて「地域防災力充実強化大会 in徳島 2018」を開催します。 

 

 

１ 日時及び場所 

   日時：平成 30年 11月 13日（火）13時 00分～17時 05分 

   場所：アスティとくしま（徳島県徳島市山城町東浜傍示 1番地 1） 

 

２ 内容（詳細別紙） 

（１）基調講演（兵庫県立大学大学院 減災復興政策研究科長・教授 室﨑 益輝 氏） 

（２）事例発表（松山市消防団、津田新浜地区自主防災会連絡協議会ほか） 

（３）ゲストトークショー（徳島ライフセービングクラブ代表 源 純夏 氏） 

（４）総 括 （徳島大学教授 環境防災研究センター長 中野 晋 氏） 

 

３ 参加人員  約 1,000名 

 

４ 主催 

  消防庁、徳島県、徳島市、公益財団法人徳島県消防協会 

 

【担当】 
 消防庁国民保護・防災部地域防災室 
（手塚消防団専門官、佐久間係長、相田事務官） 
 TEL：03-5253-7561 FAX：03-5253-7576 
 E-mail：syobodan@ml.soumu.go.jp 



（別紙）  

地域防災力充実強化大会 in 徳島 2018 

  

日時：平成 30 年 11 月 13 日（火）  13 時 00 分～ 17 時 05 分（予定）  

 場所：アスティとくしま（徳島県徳島市山城町東浜傍示 1 番地 1）  

(13:00) 開会  

 主催者挨拶  

 来賓挨拶・紹介  

(13:15) 基調講演  

『地域防災力の向上と地区防災計画』  

室﨑  益輝  氏   

（兵庫県立大学大学院  減災復興政策研究科長・教授）  

(14:15) 事例発表①「将来の地域防災を担う少年消防隊」  

事例発表②「津田新浜地区の防災上の課題と自主防災活動」  

「地域と共に歩む防災学習」  

事例発表③「『共創郷育Ⅳ』～学校が地域の拠点で防災基地～」  

事例発表④「大学生消防防災サークル『京都学生ＦＡＳＴ』の  

取組について」  

(15:15) 休憩  

(15:35) ゲストトークショー   

源  純夏  氏（徳島ライフセービングクラブ代表）  

(15:55) 事例発表⑤「救命・救護  市民に頼られる消防団員であるために」 

事例発表⑥「地域を支える防災啓発事業～防災ハンドブックの  

発行を続けて～」  

事例発表⑦「社会福祉法人の防災活動について」  

(16:40) 総括  中野   晋  氏（徳島大学教授  環境防災研究センター長）  

(17:00) 閉会挨拶  

(17:05) 閉会  

 



地域防災力充実強化大会
in 徳島 2018

　近年、日本各地で地震や大規模風水害等様々な自然災害が発生しており、貴い人命や貴重な財産が失われています。徳島県
でも、切迫する南海トラフ巨大地震や頻発する豪雨災害への備えが「待ったなし」の課題であります。こうした大規模災害を迎え
撃ち、しっかりと対処していくためには、消防団、自主防災組織、事業者、行政等をはじめ、教育、医療、福祉など、各界各層が連携
を強化し、地域の防災力を高めていくことが重要です。この大会は、各地の取組みの紹介などを通して、住民一人ひとりが防災へ
の理解を深め、地域での実践的な防災活動につなげていくことを目的として開催します。

　近年、日本各地で地震や大規模風水害等様々な自然災害が発生しており、貴い人命や貴重な財産が失われています。徳島県
でも、切迫する南海トラフ巨大地震や頻発する豪雨災害への備えが「待ったなし」の課題であります。こうした大規模災害を迎え
撃ち、しっかりと対処していくためには、消防団、自主防災組織、事業者、行政等をはじめ、教育、医療、福祉など、各界各層が連携
を強化し、地域の防災力を高めていくことが重要です。この大会は、各地の取組みの紹介などを通して、住民一人ひとりが防災へ
の理解を深め、地域での実践的な防災活動につなげていくことを目的として開催します。

アスティとくしま
徳島県徳島市山城町東浜傍示1番地1
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～みんなで広げよう！地域防災力の輪～

主催：消防庁、徳島県、徳島市、公益財団法人 徳島県消防協会　共催：徳島新聞社

当日プログラム 

「ライフセービングと防災」

★ フリーアナウンサー

基調講演

1979年5月2日徳島市生まれ。八万小学校－八万中学
校－城南高校－中央大学法学部卒。1993年（14歳）50
ｍ自由形日本選手権初優勝。1996年（17歳）アトランタ
オリンピック50ｍ自由形12位。2000年（21歳）シド
ニーオリンピック。50ｍ自由形８位、100ｍ自由形７位、
4×100ｍメドレーリレー銅メダル

「地域防災力の向上と地区防災計画」
室﨑 益輝 氏  ★兵庫県立大学大学院　減災復興政策研究科長・教授

中野　晋 氏  ★徳島大学教授　環境防災研究センター長

事例発表

総括

※プログラム内容は変更になる場合がございます。

ゲストトークショー

入場無料
定員

1000名

源 純夏 氏
★徳島ライフセービングクラブ代表
★JLAアドバンス・サーフ・ライフセーバー
★大阪ライフサポートPUSH 認定インストラクター
★SUPA 認定ベーシックインストラクター

★神戸学院大学防災女子による、災害食の試食を行います。★託児スペースをご用意しております。

【総合司会】 宮本 幸子 氏

①「将来の地域防災を担う少年消防隊」
　　うずしお少年少女消防クラブ　大津消防隊
②「津田新浜地区の防災上の課題と自主防災活動」
　山口　勝秀 氏　★津田新浜地区自主防災会連絡協議会　会長
　「地域と共に歩む防災学習」
　津田中学校防災学習倶楽部
③「『共創郷育Ⅳ』～学校が地域の拠点で防災基地～」
　徳島県立那賀高等学校防災クラブ
④「大学生消防防災サークル『京都学生ＦＡＳＴ』の取組について」
　向井　亮太 氏  ★佛教大学社会学部４回生
⑤「救命・救護　市民に頼られる消防団員であるために」
　髙橋 眞由美 氏  ★松山市消防団　副団長
⑥「地域を支える防災啓発事業～防災ハンドブックの発行を続けて～」
　浜野 里奈 氏  ★(株)エフエム徳島　営業部営業課　課長
⑦「社会福祉法人の防災活動について」
　中前　明 氏  ★社会福祉法人池田博愛会　グループホームはくあい係長



地域防災力充実強化大会
in 徳島 2018

～みんなで広げよう！地域防災力の輪～

参加申し込み方法

FAX参加申込書

参加をご希望の方は、「地域防災力充実強化大会 in 徳島 2018」と
明記の上、郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号、参加人数をご記入
のうえ、はがき、FAX、専用申し込みフォームにてお申し込みください。

締め切り日
11月6日（火）必着

■はがき：〒770-8572　徳島市中徳島町2丁目5-2
 徳島新聞社 営業局 企画推進部内
■FAX：088-622-8875
■メール：kikakus@topics.or.jp
■専用申込みフォームURL：
　 http://www.topics.or.jp/ud/events

●お申込み先
　「地域防災力充実強化大会 in 徳島 2018」係

※複数名応募の場合は同行者の氏名を明記してください。
※託児スペースをご用意しております。
※先着順、定員に達し次第締め切ります。
※参加者には追って「聴講券」をお送りいたします。当日受付にて「聴講券」をご提示のうえ、
ご入場いただきます。
※応募者の個人情報は、「聴講券」の発送など当事業の運営目的にのみ使用します。

お問い合わせ先
「地域防災力充実強化大会 in 徳島 2018」
（徳島新聞社 営業局 企画推進部内）

TEL 088-655-7407（10：00～17：30土日祝日を除く）

会場案内図

会場：アスティとくしま
アクセス方法：徳島I.Cから車で20分、阿波富田駅から徒歩35分
ＪＲ徳島駅からバス（徳島バス）で約１５分・タクシー・車で約１０分
※駐車台数に限りがありますので、乗り合わせの上お越しください。

「地域防災力充実強化大会 in 徳島 2018」係

FAX：088-622-8875
（24時間受付）
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