
 

 

神戸・防災フォーラム実行委員会は、「防災・減災意識の啓蒙、地域ぐるみで取り組む防災対策の推進」を

目的に、2016 年 3 月 4 日(金)に、神戸ポートアイランドのジーベックホールにおいて、「第 3 回 神戸・防

災フォーラム 2016～命を守る情報伝達～」を開催いたします。 

第一部は、震災を語り継ぐ特別講演として、『3.11を学びに変える～大川小学校の校庭から～』と題して、

石巻市の「小さな命の意味を考える会」代表の佐藤敏郎先生に大川小学校での教訓をお話しいただきます。 

第二部は、基調講演として、『東日本大震災の教訓～「より早く・より確実に」情報を伝える手段とは～』

と題して、東日本大震災当時、気仙沼市の危機管理ご担当者であった三浦稔氏に、気仙沼市の最新の情報伝

達システムについてお話しいただきます。 

最後に、『命を守る情報伝達』をテーマに、元 兵庫県副知事・兵庫県初代防災監の齋藤富雄氏、南海ト

ラフ巨大地震の被災想定地域である宇和島市役所 危機管理課 課長の山下真嗣氏、TOA株式会社 営業戦略室

営業開発課 課長で防災士の凍田裕一氏によるパネルディスカッションを行います。 

東日本大震災で問題となった避難放送の明瞭度や避難誘導のあり方を教訓として、地震発生直後に、全て

の人に情報を伝え、混乱することなく落ち着いた避難行動を促すために、今後起こるであろう南海トラフ巨

大地震に備え、「今、何をするべきか」を探ります。 

コーディネーターには、神戸学院大学 現代社会学部 社会防災学科 教授の前林清和氏を、司会進行には、

NHK神戸放送局 アナウンサーの北郷三穂子氏をお迎えします。 

学校、行政、企業などの危機管理のご担当者は勿論のこと、多くの市民の皆様にご参加いただけるよう、本

フォーラムの広報にご協力をお願いいたします。 

■開催概要 

１．日時：平成 28 年 3 月 4 日（金） 13:30 開場、14:00 開演、17:00 終演予定 

２．会場：ジーベックホール （神戸ポートアイランド ポートライナー中埠頭駅下車 3 分） 

３．プログラム：（敬称略） 

第一部 特別講演（14:10～14:40） 

   ・テ ー マ：3.11 を学びに変える～大川小学校の校庭から～ 

・講  師：「小さな命の意味を考える会」 代表     佐藤敏郎 

 

第二部 南海トラフ巨大地震に向けた防災対策～命を守る情報伝達～ 

●基調講演（14:55～15:25） 

・講演内容：東日本大震災の教訓 ～「より早く・より確実に」情報を伝える手段とは～ 

・講  師：元 宮城県 気仙沼市 総務部 危機管理課 主査   三浦稔  

●パネルディスカッション（15:40～16:50） 

 ・テ ー マ：命を守る情報伝達 

・出    演：元 兵庫県副知事・兵庫県初代防災監    齋藤富雄 

：愛媛県 宇和島市役所 総務部 危機管理課 課長   山下真嗣 

：TOA 株式会社 営業戦略室 営業開発課 課長    凍田裕一 

------------------------------------------------------------- 

：コーディネーター：神戸学院大学 現代社会学部 社会防災学科 教授 前林清和 

：司会進行：NHK 神戸放送局 アナウンサー    北郷三穂子 

記者資料提供（平成 28 年 2 月 3 日） 

神戸・防災フォーラム実行委員会 （株式会社ジーベック内） 

担当連絡先  竹上 TEL：078-303-5600   E-Mail：info@kobe-bousai.jp 

第 3 回 神戸・防災フォーラム 2016～命を守る情報伝達～ 

※この資料は 2016 年 2 月 3 日(水)14:00 に神戸市政記者クラブと神戸経済記者クラブに同時配布します。 
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４．参加者の募集方法 

【申込方法】 

①氏名・ふりがな ②年齢 ③郵便番号・住所 ④電話番号 ⑤会社名（職業）または学校名 

⑥メールアドレス  ⑦応募理由 を明記のうえ、ホームページ、ファックス、またはハガキ 

のいずれかの方法でお申込みください。 

※申し込み時に記入いただいた氏名、住所、電話番号、メールアドレス等の個人情報は、本フォーラムに関す

る連絡、及び、神戸・防災フォーラム実行委員会からのお知らせ、本フォーラム遂行に必要な用途以外の

目的には使用しません。  

【申込先】 

●WEB  http://kobe-bousai.jp 

●FAX  078-303-4632 

●はがき  神戸・防災フォーラム実行委員会事務局 

〒650-0046 神戸市中央区港島中町 7-2-1（株式会社ジーベック内） 

【申込期限】 

平成 28 年 3 月 3 日（木）17 時（ハガキは当日必着 WEB・FAX は 17 時受付終了） 

 

【定員】 

200 名 無料（先着順 事前申し込みが必要） 

--------------------------------------------------------------------------------- 

■主催：神戸・防災フォーラム実行委員会 

■後援：兵庫県、兵庫県教育委員会、神戸市、神戸市教育委員会、芦屋市、西宮市、尼崎市、 

NHK 神戸放送局、サンテレビジョン、ラジオ関西、神戸新聞社、朝日新聞神戸総局、 

毎日新聞神戸支局、読売新聞神戸総局、産経新聞社 

■協力：神戸安全ネット会議、神戸商工会議所、神戸新交通株式会社 

■協賛：TOA 株式会社、株式会社ジーベック、株式会社コンプラス 

■問い合わせ 

〒650-0046 神戸市中央区港島中町 7-2-1 

神戸・防災フォーラム実行委員会事務局（株式会社ジーベック内） 

 HP：http://kobe-bousai.jp 

 ○参加応募に関するお問い合わせ 丸山・多田                                                                

Tel：078-303-5600（平日 10:00～18:00） 

E-Mail：info@kobe-bousai.jp 

 ○事業・広報に関するお問い合わせ 竹上                                                                    

Tel：078-303-5600（平日 10:00～18:00） 

Mobil：090-8826-5173 

E-Mail：take@xebec.co.jp 

---------------------------------------------------------------------------------- 

【添付資料】①出演者プロフィール（敬称略） 

②主催団体概要（敬称略） 

③告知チラシ 
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①出演者プロフィール（敬称略） 

 

【佐藤敏郎】1963年生まれ。宮城県石巻市（旧河北町）出身 

 1987年より中学校教諭（国語）として宮城県内の中学校に勤務。震災で当時大川小学校6年の次女が犠牲

となる。震災後は宮城県女川中学校、矢本第二中学校で防災を担当。宮城県の防災教育副読本の編集委員も

務めた。2015年3月退職。遺族らと「小さな命の意味を考える会」を立ち上げ全国の防災イベントで講演等

を行っている。現在はNPO KIDS NOW JAPAN事務局長、NPOカタリバ アドバイザーの他、女川さいがいFM

のパーソナリティーとしても活動している。文科省委託事業「いのちを語り継ぐ会」講師。 

 

 

【三浦稔】元 宮城県 気仙沼市 総務部 危機管理課 主査 

1999 年 宮城県本吉町役場（現気仙沼市役所）勤務 

2011 年 東日本大震災以降、気仙沼市総務部危機管理課に所属し、多様な情報メディアを活用した 

防災・災害情報配信システムの導入を担当 

2013 年 総務省消防庁災害情報伝達手段アドバイザー 

2015 年 宮城県気仙沼市役所退職 

 

 

【斎藤富雄】元 兵庫県副知事・兵庫県初代防災監 

 関西大学法学部卒業 

1996 年 兵庫県の危機管理全般を統括する初代「防災監」に就任。ロシアタンカー重油流出事故、O-157  

対策をはじめ多くの緊急事案を指揮 

2001 年 副知事 

2009 年 退任  

政府の地震調査研究推進本部専門委員、中央防災会議専門委員、佐用町台風第９号災害検証委員会委員な

どを歴任現在、公益財団法人兵庫県国際交流協会理事長 

 

 

【山下真嗣】愛媛県 宇和島市役所 総務部 危機管理課 課長  

総務省の「防災情報通信基盤整備事業費補助金」を活用し、災害関連情報などをコミュニティ FM 

の放送やケーブルテレビを活用し、一括配信（割込放送）できるシステムとして、「コミュニティ 

FM 割込音声告知システム整備事業」の導入を担当。現在はコミュニティ FM で起動する防災ラジオ 

を宇和島市全戸に配布する取り組みを行っている。また、屋外にいる市民や登下校中の子どもたちへ 

の伝達には、コミュニティ FM の音源を広範囲屋外スピーカー「ホーンアレイスピーカー」で放送 

できる体制を取っている。 

 

 

【凍田裕一】TOA 株式会社 営業戦略室 営業開発課 課長／防災士 

2008 年 防災ソリューション担当。ICT を活用した学校や公共施設内への災害情報伝達を自治体に提案し

多く採用される。東日本大震災後は、高性能な屋外スピーカーによる実証試験を全国で重ね、“聴き取り

やすくする”ための屋外音響の改善・提案に取り組んでいる。地元では応急手当普及員として、消防が開

催する救命講習へのボランティア活動も行っている。 

【添付資料①】 
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◆コーディネーター 

 

【前林清和】神戸学院大学 現代社会学部 社会防災学科 教授 

 筑波大学大学院修了 博士（文学） 著書「Win‐Win の社会を目指して－社会貢献の多面的考察」。 

 社会貢献学会東日本大震災支援委員会副委員長として震災直後から東北被災地支援を継続中。 

 2000 年から、特定非営利活動法人 NGO 活動教育研究センター 理事長。主にカンボジアにおいて 

 初等教育（識字率向上：移動図書館、絵本製作、英語教室、日本語教室）を行っている。 

 

 

◆司会進行 

 

【北郷三穂子】NHK 神戸放送局 アナウンサー 

宮城県仙台市出身。2001 年 NHK 入局。NHK 青森放送局、仙台放送局、東京放送センター（NHK ニュース

「おはよう日本」や「きょうの料理」を担当）を経て、2012 年神戸放送局に着任。夕方 6 時 30 分から放

送中の「ニュース KOBE 発」を担当。3 児の母。 
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②主催団体概要（神戸・防災フォーラム実行委員会について） 

 

2013 年に、株式会社ジーベック、TOA 株式会社、株式会社コンプラスは、神戸学院大学等と共に、「神

戸・防災フォーラム実行委員会」を設立し、2014 年 3 月 13 日に「神戸・防災フォーラム 2014～大震災・

大津波発生時の避難誘導・帰宅困難者への対応～」を、2015 年 3 月 13 日に、「神戸・防災フォーラム

2015～理論と復旧の現場から真の BCP を学ぶ～」を開催いたしました。 

我々は、防災・減災に関わる機器やサービスを生業としている企業として、また、防災教育に取り組ん

でいる学校として、それぞれのノウハウやネットワークをビジネス以外の方法で社会に還元していきたい

と考えています。 

  3 回目となる今年度は、地震発生直後の情報伝達をテーマに、東日本大震災以降の最新の情報伝達シス

テムや防災の取り組みについてのフォーラムを開催します。 

ホームページ ⇒ http://kobe-bousai.jp 

 

 

【添付資料②】 
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