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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（ 2022 年 1 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 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

１．会長  年頭のご挨拶  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

新年あけましておめでとうございます。本年も、どう

ぞよろしくお願い申し上げます。  

Covid-19 対応で、皆様も、対応に苦慮されていること

と思います。ですが、テレワークが進展して DX が現実

味を帯び、カーボンニュートラルの機運も盛り上がって

新たな時代の幕開けを予感させます。一方で、年末に、

日本海溝・千島海溝沿いで起きる地震の被害想定が発表

され、その被害の大きさに驚かれたと思います。南海ト

ラフ地震臨時情報の事前避難対象地域が指定される中、

私たち中部地域も地震への備えが急務です。  

そういう中、昨年、うれしいニュースがありました。

年初に名古屋商工会議所と中部経済連合会が共同提言を
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発表し、三の丸地区などでの防災拠点化の大切さを訴え

てくれました。これを受けて、名古屋都市センターで様々

な検討が進んでいます。また、11 月には、愛知県が県営

名古屋空港の隣接地に防災拠点を作る計画を発表しまし

た。愛知県と名古屋市の消防学校の統合化を前提に、4 年

後に新たな拠点が生まれます。産業界の防災人材の育成

や、防災ビジネスのスタートアップも視野にあります。

今年 2 月 25 日には、南海トラフ地震対策中部戦略会議

が愛知県体育館で巨大地図を使った大規模ワークショッ

プを開催する予定です。皆様もぜひご参加ください。ち

ょっと面白いワークショップです。  

 今年も皆様と一緒に頑張っていきたいと思いますので、

どうぞ宜しくお願いいたします。  

 

(中部防災推進ネットワーク  会長  福和伸夫 ) 
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２．本ネットワークの参画団体のご寄稿  

（南海トラフ地震が発生した場合の懸念等）  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

（１）日本ホテル協会  

日本ホテル協会は、 247 のホテルを構成会員としエリ

ア毎に支部を設けるとともに、防災対策委員会等を設置

し、ホテルにとって最も基本であり重要なサービスであ

る「安全・安心の確保と向上」に努めています。  

 

①南海トラフ巨大地震に対する懸念と課題について  

発災直後、ホテルには外国人来訪者もいることが想定

され、そういった方が情報難民にならないよう多言語で

必要十分な情報を適時適切に提供する必要がありますが、

全てのホテルにおいて十分な対応が出来るとは限りませ

ん。また、利用者と同様にスタッフも被災者であります

が、スタッフの安全確保を行いながら、お客様の対応、

更にはホテル周辺の帰宅困難者対応を両立させなければ

なりません。  

少し観点を変えますと、南海トラフ地震臨時情報によ

るホテルとして取るべき具体的対応策や、想定される社



会状況や動き等がイメージしにくく、事業継続と安全確

保をどのように両立するかという懸念等もあります。  

数多くの課題がありますが、少しでも円滑に対応できる

よう、協会としてそれらの対応に取り組んでいきたいと

考えております。  

 

②ネットワーク参画団体にお願いしたいこと  

業界や団体ごとの強みや新たな取り組み等を知る・共

有させて頂くとともに、各業界様の応急活動や復旧活動

等の際におけるホテル業界への要望等もお聞かせ頂けた

ら幸いです。  

 

③中部防災推進ネットワークへの期待について  

ホテルは発災直後のみならず、その後も復興支援者の

宿泊拠点となる等インフラとしての機能があるため、ホ

テルを含むエリアのライフラインの早期回復が望まれま

す。中部防災推進ネットワークの活動を通じて、事業継

続のための相互支援と協力関係の構築に向けたネットワ

ークの強化に係る取り組みをお願いしたいと考えていま

す。  

 

（日本ホテル協会中部支部  事務局長  伊藤智）  

 

＜日本ホテル協会  URL＞  

https://www.j-hotel.or.jp/ 
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３．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 

 

○イベント名  

2021 年度  第 3 回普及啓発セミナー  

○開催日時  

2022 年 1 月 27 日（木）13:30～16:00 

○開催場所  

https://www.j-hotel.or.jp/


オンライン開催 (Zoom) 

〇概要  

「これからの BC の人材の確保・育成のために」をテ

ーマに実施いたします。先日、会員の皆様にご協力い

ただいたアンケートの結果報告や企業の取組み事例

など、盛り沢山な内容を予定しておりますので、是非

お申し込みくださいませ。  

○URL 

 http://www.bcao.org/seminar/113.html  

 

○イベント名  

中小企業事業継続研修会  

○開催日時  

2022 年 1 月 31 日（月）18:00～19:00 

○開催場所  

オンライン開催 (Zoom) 

〇概要  

中小企業事業継続研修会カリキュラム (全 12 講座 )の

中から「第 3_主なハザードごとの知識と対策～地震・

津波、噴火、火災～」を説明。  

○URL 

 http://www.bcao.org/seminar/114.html  

 

 

（２）名古屋商工会議所  

 

○イベント名  

ＢＣＰセミナー『長年の知恵と工夫に学ぶ！企業防

災・ＢＣＰ事例発表』  

○開催日時  

2022 年 1 月 25 日（火）15:00～16:00 

○開催場所  

名古屋商工会議所  5 階  会議室 D / オンライン（Zoom） 

〇概要  

東日本大震災以前から企業防災に取り組まれている

(株 )マルワの鳥原代表から、よりリアルで実践的な

BCP 策定・運用を学びます！中小企業ならではの知恵

と工夫を、自社の取り組みに活かしていただければ幸
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いです。  

○URL 

https://www.nagoya-cci.or.jp/event/event-

detail.html?eid=2708 

 

○イベント名  

BCP 策定ワークショップ  

○開催日時  

2022 年 2 月 18 日（金）14:30～17:00 

○開催場所  

名古屋商工会議所  3 階  第 5 会議室  

〇概要  

ＢＣＰ（事業継続計画）は、非常事態における業務の

停止や被害を最小限に抑え、中核となる事業「早期復

旧」を可能とするため、平時に策定しておくべき計画

です。本ワークショップでは約３時間の講座でＢＣＰ

の策定を目指します。  

○URL 

https://www.nagoya-cci.or.jp/event/event-

detail.html?eid=3285 

 

 

（３）内閣府  

 

○イベント名  

防災×テクノロジー官民連携プラットフォーム（防テ

ク PF）  第３回マッチングセミナー  

○開催日時  

2022 年 2 月 10 日（木）10:00～11:30（第１部）13:00

～15:00（第２部）  

○開催場所  

対面：福岡国際会議場（福岡県福岡市博多区石城町２

－１）、オンライン：Zoom 

〇概要  

（第１部）  

・自治体と企業による取組事例の紹介  

・「防テク PF」でのマッチング事例の紹介  等  

（第２部）  
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・公的機関（自治体等）と民間企業との個別相談会  

先進技術等を活用した防災に関心がある公的機関・

民間企業におかれましては、奮ってご参加下さい。  

なお、内閣府では、地方公共団体等の公的機関のニ

ーズと民間企業等が持つ先進技術のマッチングを目

的として、「防災×テクノロジー官民連携プラットフォ

ーム（防テク PF）  マッチングサイト」を運営してお

ります。  

ご登録がお済でない方はこの機会に是非ご登録を

お願い致します。  

（令和 3 年 12 月時点、約１２０の公的機関と約３５

０の民間企業が登録）  

○URL 

第３回マッチングセミナーについて：  

https://www.bosaitech-pf.go.jp/doc/flyer220210.pdf  

マッチングサイトへの新規ご登録：  

https://www.bosaitech-pf.go.jp/ 

 

 

（４）岐阜県  

 

○イベント名  

げんさい楽座  

○開催日時  

2022 年 2 月 28 日（月）19:00～20:30 

○開催場所  

オンライン  

〇概要  

専門家と一般参加者が防災・減災について語り合い、

知識を得るとともに、参加者同士が交流を図る場とし

て毎月「げんさい楽座」を開催しています。２月は地

震予測情報に関する情報発信のあり方について、岐阜

大学と名古屋大学が共同して実施している屏風山・恵

那山断層帯及び猿投山断層帯を調査対象とした研究

プロジェクトの成果をもとに、地元住民の方も交えて

考えます。  

○URL 

https://gfbosai.sakura.ne.jp/web 

https://www.bosaitech-pf.go.jp/doc/flyer220210.pdf
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（５）中部地方整備局、あいち・なごや強靱化共創セン

ター  

 

○イベント名  

防災ワークショップ 2022 中部  ～南海トラフ地震臨

時情報発表、その時あなたは・・・～  

○開催日時  

2022 年 2 月 25 日（金）10:00～12:45 

○開催場所  

ドルフィンズアリーナ（愛知県体育館）  第一競技場  

〇概要  

南海トラフ地震臨時情報発表時の社会の事態想定を

学び、臨時情報発表時に必要な産学官民の行動や事前

準備への理解につなげる。  

※新型コロナウイルス感染状況によっては会場参加

をお断りする場合があります。（YouTube 配信あり。） 

 


