
防災教育推進フォーラム（徳島県） 

地域と学校で防災力を高めよう 
～「防災教育」が社会に根付くために～ 

平成2 2年9月1 7日 
文部科学省、徳島地方気象台、徳島県、徳島県教育委員会では、地震災害など自然災害を正しく理解し、自ら的確な判

断の下で防災・減災行動を取れるよう、地域や学校で実践的な防災教育を推進し、地域社会全体の防災力を高めることを

目的として下記のとおり、防災教育推進フォーラムを開催します。 

記 

１．開催日時  平成22年10月19日（火） 13時00分～17時00分（開場：12時30分） 
 
２．会 場   あわぎんホール（徳島県郷土文化会館） 徳島県徳島市藍場町2丁目14番地 

・徳島駅より、徒歩8分 

・徳島インターチェンジより車で20分 

・鳴門インターチェンジより車で25分 
 
３．主 催   文部科学省、徳島地方気象台、徳島県、徳島県教育委員会 
 
４．後 援   内閣府（防災担当）、徳島市、NHK徳島放送局、四国放送（株）、（社）徳島新聞社、（株）エフエム徳島、 

徳島県自主防災組織連絡会、とくしま地震防災県民会議、徳島県PTA連合会、NPO法人防災情報機構 
 
５．対 象   どなたでも参加できます。 
 
６．参加人数  400名 
 
７．参加費   無 料 
 
８．プログラム（敬称略） 

   12時30分      開場・受付 

   13時00分～13時10分 開会挨拶 

   13時10分～13時30分 研究成果報告 

鈴木 良典 文部科学省研究開発局地震・防災研究課長 

   13時30分～13時40分 ミニ講座「緊急地震速報について」 

藤  時久 徳島地方気象台地震津波防災官 

   13時40分～14時20分 基調講演「南海地震の特徴と防災教育の必要性」 

            村上 仁士 徳島大学名誉教授 

   14時20分～14時30分 休 憩 

   14時30分～16時55分 実践事例発表を交えたパネルディスカッション 

「防災教育を地域に定着させるために」 

○コーディネーター 

伊藤 和明 NPO法人防災情報機構会長 

○パネリスト（50音順） 

五軒家 憲次 海陽町長 

小西  正志 徳島市津田中学校教諭 

鈴木  良典 文部科学省研究開発局地震・防災研究課長 

野口  幸司 鳴門市里浦小学校教頭  

湯浅  博幸 徳島県危機管理部次長 

○アドバイザー 

村上 仁士 徳島大学名誉教授 

   16時55分～17時00分 閉会挨拶 

   17時00分      閉会 
 
９．参加方法 

氏名、郵便番号・住所、電話・FAX番号及び「防災教育推進フォーラム参加希望」と明記の上、Eメール又はFAX、

ハガキにてお申し込みください。（10月15日（金）〆切）定員になり次第受付終了となります。もし定員オーバー

で参加受付ができない場合は、事務局よりご連絡させて頂きます。参加受付できた方には事前のご連絡はいたしま

せんので、当日、直接会場にお越しください。 

申込先：徳島県危機管理部南海地震防災課 防災センター・啓発担当 

【E-mail】tokushima_forum@creomuinas.co.jp （開催事務局 行） 

【ＦＡＸ】088-683-2002（徳島県危機管理部南海地震防災課 防災センター・啓発担当 行） 

【ハガキ】〒771-0204 徳島県板野郡北島町鯛浜字大西165番地 

徳島県危機管理部南海地震防災課 防災センター・啓発担当 行 

 

内容に係る問い合わせ先： 

徳島県危機管理部南海地震防災課 防災センター・啓発担当    TEL：088-683-2100 

防災教育推進フォーラム開催事務局（（株）クレオ・ムイナス）  TEL：011-643-3131 
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防災教育推進フォーラム（徳島県）

※今回の申し込みによって取得した個人情報は、当フォーラムに関するご連絡、または参加確認以外には使用いたしません。

　文部科学省、徳島地方気象台、徳島県、徳島県教育委員会では、地震災害など自然災害を正しく理解し、自ら的確な判断の下で防災・

減災行動を取れるよう、地域や学校で実践的な防災教育を推進し、地域社会全体の防災力を高めることを目的として下記のとおり、

防災教育推進フォーラムを開催します。

【申し込み締め切り　平成22年10月15日（金）】

F A X  ： 
E-mail ： 

ハガキ  ： 

＜お問い合わせ＞

13：00　  ●開会

13：10  　●研究成果報告

　　　　　　  鈴木　 良典　文部科学省研究開発局地震・防災研究課長

13：30     ●ミニ講座「緊急地震速報について」

                      藤　   時久　徳島地方気象台地震津波防災官

13：40     ●基調講演

　　　　　　「南海地震の特徴と防災教育の必要性」

                    村上 　仁士　徳島大学名誉教授

14：20　　＜ 休　憩 ＞

14：30     ●実践事例発表を交えたパネルディスカッション

　　　　　　「防災教育を地域に定着させるために」

　　　　　 【コーディネーター】

　　　　　　  伊藤　 和明　NPO法人防災情報機構会長

　　　　　 【パネリスト】（50音順）

　　　　　　  五軒家 憲次　海陽町長　

　　　　　　  小西 　正志　徳島市津田中学校教諭　

　　　　　　  鈴木　 良典　文部科学省研究開発局地震・防災研究課長　

　　　　　　  野口 　幸司　鳴門市里浦小学校教頭　

　　　　　　  湯浅 　博幸　徳島県危機管理部次長　

　　　　　 【アドバイザー】

　　　　　 　 村上 　仁士　徳島大学名誉教授

17：00　  ●閉会　　　

■徳島県危機管理部南海地震防災課　防災センター・啓発担当 TEL : 088-683-2100

■防災教育推進フォーラム開催事務局（（株）クレオ・ムイナス） TEL : 011-643-3131

機関・所属・役職名

氏　名
フ リ ガ ナ

電話　　　　　　（　　　　　）　　　　　　　　FAX　　　　　　（　　　　　）

住　所

FAX
参加申込書

氏　名
フ リ ガ ナ

氏　名
フ リ ガ ナ

申し込み方法

プログラム 会場案内

　氏名、郵便番号・住所、電話・FAX番号及び「防災教育推進フォーラム参加希望」と明記の上、Eメール又はFAX、ハガキにて

お申し込みください。

　定員になり次第受付終了となります。もし定員オーバーで参加受付ができない場合は、事務局よりご連絡させて頂きます。

参加受付できた方には事前のご連絡はいたしませんので、当日、直接会場にお越しください。

【鳴門インターチェンジより】
 ・車で25分

〒771-0204
徳島県板野郡北島町鯛浜字大西165番地 徳島県危機管理部南海地震防災課 防災センター・啓発担当　行

【徳島インターチェンジより】
 ・車で20分

□□□ □□□□〒

【徳島空港より】
 ・車で25分
 ・空港連絡バスで25分
    徳島駅下車　徒歩8分 

【徳島駅より】
 ・徒歩8分

088-683-2002 徳島県危機管理部南海地震防災課 防災センター・啓発担当　行

tokushima_forum@creomuinas.co.jp　（開催事務局）　行
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●あわぎんホール徳島県郷土文化会館には駐車場はございません。
　車でお越しの方は、県営地下駐車場（有料）等をご利用ください。
●あわぎんホール徳島県郷土文化会館は全館禁煙です。
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