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流れ集合・受付開始。9:15まで展示・交流ブースでの体験タイム①

開会式（歓迎の音楽・主催者挨拶・大会次第の説明など）

【水害特集】 話題提供①「最近の局地的豪雨と備えについて」（仮題）

 気象予報士 寺尾直樹さん（NHK名古屋気象キャスター）

 話題提供②「全国の水害被災地を支援して」（仮題）

 特定非営利活動法人レスキューストックヤード 代表理事 栗田暢之さん

防災リレートーク「伊勢湾台風の記憶」（戸田・豊治両地区関係者）など

展示・交流ブース体験タイム②・前半に交流できなかったブースを回ってください

消防団放水訓練ほか運動場でのデモンストレーション

炊き出し試食体験（大好評！炊き出しバイキング試食会）　

主催者閉会挨拶～流れ解散

平成29年10月21日（土）平成29年10月21日（土）
8:30～12:30

供米田中学校
気象予報士

寺尾直樹さん
（NHK名古屋 気象キャスター）

NHK

ほっとイブニング

気象情報担当

戸田学区連絡協議会　豊治学区連絡協議会主 催

大口屋酒店　南陽富田斎場・平安会館（敬称略・順不同・一部予定）協 賛

出展・協力 供米田中学校　富田高等学校　南陽高等学校　名古屋大学減災連携研究センター　豊治子ども会　戸田消防団　豊治消防団
なかがわ災害ボランティアネットワーク　特定非営利活動法人レスキューストックヤード　ひまわりの会裏千家　中川区役所　富田支所
中川警察署　中川消防署　名古屋市緑政土木局・中川土木事務所　名古屋市住宅都市局耐震化支援室　中川環境事業局
名古屋市上下水道局中川営業所　株式会社第三銀行　ジャンボエンチョー　串崎新聞店　東邦ガス株式会社　（一社）愛知県建設業協会
LIXILリフォームショップ山田組　その他の皆さん（敬称略・順不同・一部予定）

中日新聞社後 援

株式会社山田組　052-301-6121（毛利）企画・運営

災害から家族と地域を守る防災大会災害から家族と地域を守る防災大会
～今年は〈水害〉特集！賢く守るワザを楽しく学びましょう！～

第13回
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地域防災大会
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供米田中学校区
地域防災大会
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深谷里奈

さん



大会案内チラシ大会案内チラシ

大会のスナップ大会のスナップ

全国各地で大雨災害が多発しています。私たちにとっても決して他人事ではあり

ません。地域で自主的に開催してきた供米田中学校区地域防災大会は今年で13年目。

今回は特に<水害>に焦点を当てて、参加者全員がいざという時の「地域と家族を守る

備え」の重要性を再確認します！
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途中入退場自由途中入退場自由
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警報発令時は中止します
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流れ集合・受付開始。9:15まで展示・交流ブースでの体験タイム①

開会式 (歓迎の音楽・主催者挨拶・大会次第の説明など )

【水害特集】 話題提供①「最近の局地的豪雨と備えについて」(仮題 )

 気象予報士 寺尾直樹さん (NHK名古屋気象キャスター )

 話題提供②「全国の水害被災地を支援して」(仮題 )

 特定非営利活動法人レスキューストックヤード 代表理事 栗田暢之さん

防災リレートーク「伊勢湾台風の記憶」（戸田・豊治両地区関係者）など

展示・交流ブース体験タイム②・前半に交流できなかったブースを回ってください

消防団放水訓練ほか運動場でのデモンストレーション
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平成29年10月21日（土）平成29年10月21日（土）
8:30～12:30（8:00受付開始）

体育館1・2階、運動場、格技場、特別教室等
供米田中学校

入場無料入場無料
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第 13 回供米田学区地域防災大会

8:30 から流れ集合！体育館 2 階で受付け開始。
出掛けられる時間から自由にご参加ください。

楽しみ方マップ

START！START！

GOAL！ 流れ解散です。お疲れさまでした！

公助ゾーン 共助ゾーン 自助ゾーン
・起震車体験
・名古屋市各局の展示・実演

・中川警察署・消防署の特殊車
両展示・記念撮影

・東邦ガス特設ブース

・第三銀行の災害時預貯金相談
コーナー

・愛知県建設業協会の被災地支
援活動パネル展示

など

・レスキューストックヤードと
中・高生が運営する防災体験
ゲーム

・供米田中学校茶道部と「ひま
わりの会裏千家」の皆さんに
よるご存じ「避難所でお抹茶」
コーナー（品切れ御免）

・地域防災備蓄倉庫の中身拝見
コーナー

など

・大好評！ジャンボエンチョーの
防災グッズ展示コーナー

・LIXILリフォームショップ山田組
の耐震補強相談ブース

・名古屋市住宅都市局耐震化支援
室の住宅耐震化啓発コーナー

・AED体験

など

9:15 まで運動場・体育館 1、2 階の展示・交流ブースを自由に楽しんでください。

10:30 防災リレートーク

・供米田中学校音楽部の素晴らしい演奏と校歌斉唱に拍手を！

・開会式 ( 歓迎の音楽・主催者挨拶・大会次第の説明など )

 9:30 話題提供①「最近の局地的豪雨と備えについて」( 仮題 )
 気象予報士 寺尾直樹さん (NHK 名古屋気象キャスター )

10:10 話題提供②「全国の水害被災地を支援して」( 仮題 )
 特定非営利活動法人レスキューストックヤード 代表理事 栗田暢之さん

・中川消防署～中川土木事務所～新聞販売店などからの防災メッセージ

・「伊勢湾台風の記憶」( 戸田・豊治両地区関係者 )

9:15 体育館 2 階に全員集合！大会開会式の開始です。

12:3012:30 に地域防災大会終了です。

展示・交流ブース体験タイム①

11:45 まで前半に交流できなかったブースを回ってください

11:45 からは消防団放水訓練ほか運動場でのデモンストレーション

12:00 からお待ちかね、炊き出し試食体験です！（大好評！炊き出しバイキング試食会）

展示・交流ブース体験タイム②

水害特集水害特集

毎回、大会案内チラシが戸田・豊治両自治会全戸に回覧・配布されます。

また、地域には各所に大会案内ポスターも掲示されます。

↓表面 ↓裏面
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ご挨拶ご挨拶
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2017年10月半ばに無事終了した第13回供米田中学校区地域防災大会の記録誌をまとめ

始めたのは年も改まった2018年1月の半ばでした。

特に怠けていたわけでもなく、その間、私たちは次々と目の前に現れる仕事の方を、ただ優先

してきただけです。大会記録は休日や時間外などまとめられる時に仕上げていけばよい…そう考

えています。

＊

建設業とデザイン業を生業とする株式会社山田組と株式会社ナックプランニングとが、過去

13年間にわたって仕事と両立させながらこの地域防災大会を継続できている大きな理由は、

「自社の強みを活かしつつ地域の皆さんとともに無理せず楽しく取り組んできた」からにほかな

りません。これからも、当社はそのスタンスを変えることなく企画・運営に携わっていきたいと考

えています。

＊

さて今回の大会では、地域の防災アドバイザーを務めていただいている名古屋大学減災連携研

究センター長の福和伸夫先生がご自身の関わる震災関連行事と重なって参加が叶わず、ならばと

「水害」を主テーマとして取り上げました。

いつもながら地域の皆さんの防災・減災に対する関心は高く、折からの台風襲来の悪天候にも

かかわらず、早朝からおよそ400人ほどが参加されました。

大会では話題提供者としてNHK名古屋支局の気象キャスターとして人気を誇る寺尾直樹さん

と、全国各地の被災地を支援するNPO法人レスキューストックヤード代表理事の栗田暢之さんの

お二人にお越しいただいて、豊富な知見に基づく有益なお話をうかがうことができました。ほか

にもさまざまな企画で地域の皆さんの来場をお迎えしたのは例年同様です。ぜひその内容の一端

を本誌でご覧ください。

＊

いざという時の備えを活かす機会が来なければそんな幸いなことはありませんが、私たちは

いつ災害に遭遇するかわからない地域に暮らしています。その時に少しでも役に立つ一人一人の

知恵と地域共助力とを増強することにこの防災大会がいささかでも役に立てれば、これに勝る

喜びはありません。

株式会社山田組

代表取締役　山田　厚志



週末の地域行事であることを考慮して、今年の大会も開会式の45分前からの流れ集合としま

した。出かけられる時間から自由に参加をしていただくことで一人でも多くの皆さんが防災・

減災の知恵や情報を得られるなら、そんな嬉しいことはありません。

参加者を迎える出展・交流ブース関係各位の想いも同様で、早朝から黙々と作業をしてくだ

さって、受付け開始の午前8時30分までにはすっかり準備も整いました。

展示・交流タイムは、開会式とそのあとの話題提供～防災トークリレーを挟んで前後半の2回

に分けてあり、前半で体験できなかったブースも後半に訪問していただけます。

今回の大会に出展いただいたのは、以下の団体の皆さんです。（順不同・敬称略）

展示・交流ブースでの体験タイム展示・交流ブースでの体験タイム
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○企業

○行政

○学校○NPO

東邦ガス
（ガスマイコンメーターとポリエチレン管の働き）

中川区役所
（伊勢湾台風記録映像ほか）

ジャンボエンチョー蟹江店
（防災グッズ見本展示）

中川消防署
（起震車・消火体験など）

中川警察署
（特殊車両<ウニモグ>展示と体験乗車）

名古屋市緑政土木局・中川土木事務所
（簡易土のう工法紹介ほか）

国土交通省中部地方整備局
庄内川河川事務所
（国交省の災害復旧活動の紹介ほか）

名古屋市上下水道局
（地下式給水栓操作指導）

供米田中学校
（避難所で抹茶体験コーナー）

認定特定非営利活動法人レスキューストックヤード
（被災地支援活動紹介ほか）

市立工芸高等学校
（防災チーム活動紹介、耐震学習ストローハウス工作）



炊き出し試食体験炊き出し試食体験
大会恒例の炊き出し試食の準備は、地元有志の皆さん・なかがわ災害ボランティアネットワーク

の皆さんに加えて富田高等学校・南陽高等学校の生徒の皆さんも参加して行われました。世代も

違う面識のない皆さんですが、分担作業も協働作業もしっかりとできて、時間までに300食相当

の「2種類の非常食おにぎり」と「けんちん汁」が完成しました。

大会プログラム最後の試食

体験では、毎回お世話いただい

ている椿さん、石上さんの献立

説明などに続き、参加者が混乱

もなく列をつくって美味しそう

に味わっていました。

開会式開会式
午前9時15分、今年の大会も供米田中学校音楽部の素晴らしい演奏と校歌斉唱で幕を開けま

した。続いて主催者を代表し

て豊治学区区政協力委員会の

坂野委員長から力強い挨拶が

ありました

4

○企業

第三銀行戸田支店
（災害時の預貯金相談ほか）

串崎新聞店
（中日新聞の防災貢献紹介ほか）

LIXILリフォーム山田組
（耐震相談）  



5

【水害特集】 話題提供②【水害特集】 話題提供②
寺尾さんのお話に続いて災害NPOレスキューストック

ヤード栗田代表理事から災害に襲われた全国各地の現場を

支援してきた体験に基づく貴重なお話がありました。特に平成

28年に発生した九州北部豪雨の被災地支援の報告には「明日

は我が身」という緊張感が会場に漂って、参加者は平時からの

備えと地域の共助力の大切さを学びました

防災リレートーク防災リレートーク
今年の大会では出展や運営に協力していただいた関係各位からもさまざまな防災・減災の情報

を発信していただくことを目的に「防災リレートーク」を企画しました。当日は中川土木事務所の

堀江所長が「土木事務所の仕事紹介と災害への備えについて」、名古屋市立工芸高校防災チームの

2人の生徒さんが「市工芸の防災活動紹介」をそれぞれ発表してくれました。最後に地元長老の

お二人から「伊勢湾台風の被災体験談」があり、戸田・豊治両学区の当時の生々しい惨状報告を

参加者一同、真剣に聞き入りました。

閉会式閉会式
炊き出し体験試食に続いて、大会の最後に主催者を代表して

戸田学区区政協力委員会の後藤委員長から「皆さん、また来年

集まりましょう」と閉会の挨拶がありました。

【水害特集】 話題提供①【水害特集】 話題提供①
開会式に続いて今年の<水害特集>の話題提供です。最初に

NHK名古屋支局の天気予報でお馴染みの寺尾直樹さんが登場。

お天気キャスターとしての日頃の仕事ぶりの紹介から最近の

異常気象の特徴などを丁寧にお話いただき、最後に折から接近

中の台風21号の今後の進路や注意すべき点などを解説して

くださり、参加者は熱心に耳を傾けていました。



報道そのほか報道そのほか
「地域防災力充実強化大会」で事例発表を行いました

平成29年10月29日に「ウィルあいち」（名古屋市東区）で開催さ

れた「地域防災力充実強化大会in愛知2017」（消防庁、愛知県、名古

屋市ほか主催）の事例発表として供米田中学校区地域防災大会が取

り上げられ、弊社代表の山田が発表しました。

また、大会の様子は後日、中日新聞に掲載されました。

（建通新聞　2017.10.25付）

（中日新聞　一部・2017.12.1付）

事例発表の様子

新聞報道

大会パンフレット（一部）
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供米田中学校区地域防災大会を事例として発表しました！



後記後記
第13回目の地域防災大会は折からの台風21号の接近中に開催されました。午前8時半の開

始時は小雨でしたが、プログラムが進むにつれて雨は強くなっていきました。

それでも運営のお手伝いをいただいた地元の皆さんや出展いただいたNPO・行政・学校・企業

などの皆さんのおかげで、例年同様に盛り上がった大会となりました。災害は時もお天気も選ば

ずにやってきます。その意味ではとてもよい訓練となる大会でした。

今ではすっかり地域の年中行事となった供米田中学校区防災大会。天候やその時々のプログ

ラム内容に関わりなく集まってくださる地域の皆さんの意識の高さは当地区の誇るべき強みで

あり、誇りに思っています。毎年、皆さんの真剣なまなざしや賑やかな交流の様子を拝見して、

「よし、また来年頑張ろう！」という気持ちになります。この大会が継続できている一番の理由

は、地域の皆さんの自助力・共助力の高さにほかならないのです。これからも山田組の後押しを、

どうぞよろしくお願いいたします。

最後になりましたが、主催者である戸田・豊治両学区連絡協議会の皆さんをはじめ、出展・後援

いただいた関係諸団体の皆さん、いつも司会を務めてくださる深谷里奈さんに心から感謝いた

します。

皆さん、ありがとうございました。次回もまたご一緒しましょう。
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