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各  位  

 

中部防災推進ネットワークの参画メンバーの皆さま

に、メールマガジン（ 2021 年 2 月号）を配信します。  

 

※メールマガジンのバックナンバー、これまでの会合の

発表資料等は中部防災推進ネットワークホームページに

掲載しています。  

＜中部防災推進ネットワークホームページ  URL＞  

http://www.gensai.nagoya-u.ac.jp/kyoso/chububosai-

nw.html 
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１．本ネットワークの参画団体のご紹介  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

（１）日本水道協会  

日本水道協会は、水道の普及とその健全な発達を図る

ための諸事業を行うことによって、公衆衛生の増進に寄

与することを目的として、昭和７年５月に設立された公

益法人です。  

会員は正会員 (地方自治体・法人 )1,339 人、他、賛助会

員などで構成されています。  

正会員は、本部、中部等ブロックごとの支部、各県支部

の 3 段階で構成されており、発災時などでも迅速な情報

伝達が可能な組織となっています。  

水道は、生活や産業経済活動に欠くことのできないラ

イフラインであり、地震や渇水にも強い高水準な施設整

備を推進し、安全で安定した給水サービスはもとより、

高品質な水道水の供給に努めております。  

http://www.gensai.nagoya-u.ac.jp/kyoso/chububosai-nw.html
http://www.gensai.nagoya-u.ac.jp/kyoso/chububosai-nw.html


本協会は、水道事業の経営や水道の技術及び水質問題

について調査研究を行う他、水道用品の検査及び給水器

具の品質認証を行い、また、国に対して水道に関する請

願・建議を行うことにより、全国の水道事業者の諸問題

解決を支援し、将来にわたって安全で安定した水道を利

用できるよう活動しています。  

（日本水道協会  中部地方支部 (名古屋市  上下水道局総

務部  主幹 ) 安達博紀）  

 

＜日本水道協会 URL＞  

http://www.jwwa-chubu.jp 

 

 

（２）日本赤十字社  

日本赤十字社は、「日本赤十字社法」という法律に基づ

いて設置された認可法人であり、毎年一定の資金を納め

る会員及び様々な活動を展開するボランティアによって

支えられています。東京に本社、都道府県毎に支部をお

き、病院・血液センター・社会福祉施設等をもち、「国内

災害救護」「国際活動」「医療事業」「血液事業」「看護師

等養成事業」「社会福祉事業」「救急法など講習」「赤十字

ボランティア」「青少年赤十字」、以上９つの事業を多角

的に展開しています。  

災害時おいては、災害救助法で国及び都道府県の救助

活動に協力する義務が明示され、災害対策基本法で「指

定公共機関」に位置付けされており、「医療救護」「ここ

ろのケア」「救援物資の備蓄及び配分」「血液製剤の供給」

「義援金の受付と配分」「その他応急対応に必要な活動」

を、実施しております。  

 また、平時においては、一般市民を対象とした「赤十

字防災セミナー」や「救急法」、小学生を対象とし学校現

場で「いえまですごろく」等を展開して防災教育に取り

組んでいます。  

（日本赤十字社愛知県支部事務局  事業部長  清水俊次）  

 

＜日本赤十字社愛知県支部  URL＞  

https://www.aichi.jrc.or.jp/  

 

http://www.jwwa-chubu.jp/
https://www.aichi.jrc.or.jp/


 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

２．本ネットワークの参画団体からのお知らせ  

（防災イベントの予定等）  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

（１）事業継続推進機構 BCAO からのお知らせ  

○イベント名  

2020 年度  3 月度月例オープン勉強会  

○開催日時  

①2021 年 3 月 9 日（火）  13:30～16:40 

②2021 年 3 月 23 日（火）  13:30～15:45 

○内容  

 ①3 月 9 日開催分  

  ・演題：「リスク情報開示に関する考察～新型コロナ

ウイルスによる BCP の再考～」   

   講師：野田  健太郎  様／立教大学  大学院ビジネ

スデザイン研究科・観光学部  教授  

  ・演題：「BC と復興を考える世界経済フォーラム

GREAT RESET が意味すること」   

   講師：蛭間  芳樹  様／株式会社日本政策投資銀行

産業調査本部  産業調査部  兼  サステナビリティ企画

部兼インダストリー本部  兼  経営企画部  調査役  

  ・演題：「新型コロナウイルス対応の振り返りポイン

ト」   

   講師：今野  裕規  様／マーシュブローカージャパ

ン株式会社   マーシュアドバイザリー  コンサルティン

グソリューションズ   バイスプレジデント  

  ・演題：「ポストコロナ社会」   

   講師：木根原  良樹  様／株式会社三菱総合研究所  

政策・経済センター  参与  

 ②3 月 23 日開催分  

  ・演題：「災害時の生活継続を目指したまちづくり」  

   講師：増田  幸宏  様／芝浦工業大学  システム理工

学部  教授  

  ・演題：「被災事例から考える医療機関の事業継続」  

   講師：湯浅  恭史  様／国立大学法人徳島大学  環境

防災研究センター  助教  

  ・演題：「災害時の高齢者・障がい者等の支援～ 2021



年度からの新たな展開～」  

   講師：鍵屋  一  様／跡見学園女子大学  観光コミ

ュニティ学部  教授  

○開催場所  

各受講者端末前（テレビ会議システム「Zoom」を活用）  

○参加費  

無料  

○内容・申し込み  

以下のサイトをご確認ください。  

①  3 月 9 日開催分  

http://www.bcao.org/seminar/98.html  

②  3 月 23 日開催分  

http://www.bcao.org/seminar/99.html  

 

（２）日本損害保険協会からのお知らせ  

〇イベント名  

セミナー「巨大地震に備える～東日本大震災から 10 年

～」（※オンライン開催）  

○開催日時  

2021 年 3 月 2 日（火）15:00～17:00 

○開催概要  

東日本大震災から 10 年という節目の機会に、その時

得た教訓を活かし、私たちはどのような備えをすべきか

専門家たちと考えていきます。  

○出演者  

・オープニング  

-中尾明慶氏（俳優）、仲里依紗氏（女優）  

・主催者挨拶  

-広瀬伸一（一般社団法人日本損害保険協会会長）  

・来賓挨拶  

-新川浩嗣氏（財務省総括審議官）  

-栗田照久氏（金融庁監督局長）  

・講演「被災地から未災地へ  防災から未来を見つめる」 

-雁部那由多氏（東北学院大学教養学部地域構想学科、

「16 歳の語り部」著者、防災士）  

・講演「あの日を忘れない～前を向き共に歩む～」  

-榊原昌宏氏（株式会社谷地保険事務所代表取締役）  

・パネルディカッション「巨大地震に備えて～我々はど

http://www.bcao.org/seminar/98.html
http://www.bcao.org/seminar/99.html


う向き合うか～」  

パネリスト：  

-武田真一氏 (宮城教育大学特任教授）  

-中尾晃史氏（内閣府政策統括官（防災担当）付参事官

（普及啓発・連携担当））、  

-かもんまゆ氏（一般社団法人スマートサプライビジョ

ン特別講師、防災ママカフェ®主宰）  

-広瀬伸一（一般社団法人日本損害保険協会会長）  

ゲスト：  

-中尾明慶氏（俳優）、仲里依紗氏（女優）  

コーディネーター：  

-笠間亜紀子（読売新聞  くらし×防災メディア「防災

ニッポン」編集長）  

○参加費  

無料  

○ご案内ページ URL 

https://www.sonpo.or.jp/news/release/2020/ctuevu0

00000vv0v.html 

○申込ページ URL（申込締切： 2 月 28 日（日））  

https://yomipo.yomiuri.co.jp/present/detail/4051 
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３．編集後記（事務局のひとこと）  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 中部防災推進ネットワークの事務局メンバーを務めて

います、あいち・なごや強靱化共創センターの角田と申

します。  

初めに、あいち・なごや強靱化共創センターについて

簡単に紹介させていただきます。  

あいち・なごや強靱化共創センターは、大規模災害発生

時においても、愛知・名古屋を中核とした中部圏の社会・

経済活動が維持されるための研究開発や事業を、産学官

が戦略的に推進するため、愛知県、名古屋市、名古屋大

学が、産業界と共に、 2017 年 6 月に設立したものです。

私は愛知県防災危機管理課の職員としてこのセンターに

おいて主に産業支援を担当させていただいております。  

新型コロナウイルス感染症が国内で感染拡大し始め

https://www.sonpo.or.jp/news/release/2020/ctuevu000000vv0v.html
https://www.sonpo.or.jp/news/release/2020/ctuevu000000vv0v.html
https://yomipo.yomiuri.co.jp/present/detail/4051


てから約１年が経過しましたが、このことが、顔の見え

る関係が構築されていることが、組織内・外を問わず、

連携して物事を進めるにあたって、とても重要なことだ

ということを再認識させてくれたと思います。  

まだまだ皆が顔を向かい合わせてお話しすることが

できない日々が続いておりますが、ご参画の各団体様相

互に顔の見える関係が構築され、防災対策がさらに進む

よう、事務局として努力していきたいと考えております

ので、引き続き宜しくお願い致します。  

（愛知県  防災安全局  防災部  防災危機管理課  政策・企

画グループ  主任（あいち・なごや強靭化共創センター駐

在）  角田  望美）  

 


