
       令和 3 年度啓発活動報告 

１．講演活動 

 日にち 場所 イベント・講演

会名 

講演テーマ 人数 主催 

１ 2021.5.21 ZOOM 減災防災学習 西日本豪雨災害の被災者

に水害について聞いてみ

よう 

70 名 和歌山県橋本市

立あやの丘小学

校 

２ 2021.6.12 ZOOM 中央大学学生ボ

ランティア防災

研修会 

 30 名 中央大学ボラン

ティアセンター 

３ 2021.6.21 ZOOM オンライン市役

所防災対策課/公

開ミーティング 

「被災地の復興」から「未

災地の事前復興」を考える 

58 名 オンライン市役

所防災対策課 

４ 2021.7.2 倉敷市立

東中学校 

倉敷市P連東ブロ

ック母親委員会

研修会 

西日本豪雨被災者から学

ぶ～母親目線の防災～ 

45 名 市 P 連東ブロッ

ク 

５ 2021.7.3 岡山市立

興除公民

館 

防災語ろう会  15 名 興除公民館 

６ 2021.7.10 オンライ

ン（事前

撮影） 

「地域防災人材

育成講座」 

みんなの力を活

かす、地域防災

力！第 2 回 

まさか・・・私が『被災者」となっ

たあの日のこと～西日本豪雨災害・

岡山県倉敷市真備町の災害発生時

の様子と被災状況～ 

不明 京都文教大学 

７ 2021.7.17 京都文教

大学 

「地域防災人材

育成講座」 

みんなの力を活

かす、地域防災

力！第３回 

被災者が伝える大切な人を守

るための復興と防災～西日本

豪雨災害を経験した子育て世

代の思いと地域防災の取組～ 

50 名+オ

ンライン

配信 

京都文教大学 

８ 2021.7.14 岡田分館 真備町復興スタ

ディーツアー 

「トヨタカロー

ラ」様 

あの日のこと、災害に強い

地域づくりについて 

10 名 復興スタディー

ツアー 

９ 2021.8.1 マービー

ふれあい

センター 

真備町復興スタ

ディーツアー 

「おはなしの WA

♪」様 

あの日のこと、災害に強い

地域づくりについて 

10 名 復興スタディー

ツアー 

１０ 2021.7.30 ZOOM 神石高原・防災勉

強会 

被災者が伝える大切な人を守

るための復興と防災～西日本

豪雨災害を経験した子育て世

30 名 ピースウィンズ

ジャパン 



代の思いと地域防災の取組～ 

１１ 2021.8.18 倉敷医療

生協会館 

医療生協・ミニ勉

強会 

 30 名 倉敷医療生活協

同組合 

１２ 2021.8.20 オンライ

ン事前収

録 

岡山県男女共同

参画ゼミナール

第 6 回 

被災者が伝える大切な人を守

るための復興と防災～西日本

豪雨災害を経験した子育て世

代の思いと地域防災の取組～ 

不明 岡山県男女共同

参画推進センタ

ー 

１３ 2021.8.21 岡山市立

大元公民

館 

レッツ防災♪お

おもと探検隊！

② 

聞かせて！真備の水害 15 名 大元公民館 

１４ 2021.8.28 ZOOM ウ

ェビナー 

全国まちづくり

会議 2021-2021

「復興」ってなん

だ？真備編 

第3部これからの真備をかたる 約 100 名 認定特定非営利活

動法人 日本都市

計画家協会 

１５ 2021.9.11 ZOOM 日野市民でつく

る防災・減災オン

ラインフォーラ

ム 

 不明 日野市社会福祉協

議会 

１６ 2021.10.10 ZOOM 防災ファッショ

ンアイディアコ

ンペティション 

西日本豪雨の教訓 不明 大阪市 

１７ 2021.10.15 川辺小学

校 

地域の団体の活

動を知ろう 

川辺復興プロジェクトあるく

の活動について 

60 名 川辺小学校 3 年 

１８ 2021.10.21 岡山プラ

ザホテル 

マスコミ倫理懇

談会 2021 全国大

会分科会 

相次ぐ大災害―災害報道、防災

報道とは 

100 名 全国マスコミ倫理

協議会 

１９ 2021.10.25 岡山きら

めきプラ

ザ 

岡山県聴覚障害

者福祉協会女性

部研修会 

西日本豪雨の教訓と防災 15 名 岡山県聴覚障害

者福祉協会女性

部 

２０ 2021.11.17 川辺小学

校 

総合学習・防災 あるくの活動と防災 55 名 川辺小学校 5 年

生 

２１ 2021.11.18 マービー

ふれあい

センター 

防災減災学習 西日本豪雨の教訓 180 名 玉島東中学校 2

年生 

２２ 2021.11.25 倉敷市立

西中学校 

減災防災学習 西日本豪雨災害の教訓 300 名 倉敷市立西中学

校 2 年生 

2 回に分けて 



２３ 2021.11.27 玉野産業

振興ビル 

防災展 in 玉野 被災者が伝える大切な人の命

を守るための防災～西日本豪

雨災害を経験した子育て世代

の想いと地域防災の取組～ 

60 名 一般社団法人

epo おかやま笑

顔プロジェクト 

２４ 2021.11.30 山陽新聞

本社さん

太ホール 

中国地方流域治

水シンポジウム 

パネルディスカッション  100 名

+YouTube 

国土交通省中国

地方整備局 

２５ 2021.12.2 倉敷国際

ホテル 

倉敷ロータリー

クラブ例会 

西日本豪雨の教訓 50 名 倉敷ロータリー

クラブ 

２６ 2021,12,5 倉敷市民

会館会議

室 

倉敷市 PTA 連合

会 西ブロック

研修会 

被災者が伝える大切な人の命

を守るための防災 

50 名 倉敷市 PTA 連

合会 西ブロッ

ク 

２７ 2021.12.19 真備公民

館 

まびがく～西日

本豪雨災害とこ

れからの防災～ 

西日本豪雨災害から学ぶ～槙

原家の後悔とその後の防災の

取組～ 

30 名 岡山市青年協議

会 

２８ 2022.1.21 マービー

ふれあい

センター 

防災減災学習 西日本豪雨から学ぶ 170 名 倉敷市立連島中

学校 2 年生 

２９ 2022.2.22 チームス 災害に強い地域

づくり 

気軽に相談できる住民関係づ

くり 

40 名 吉備国際大学 
 

３０ 2022.2.23 ZOOM 事例から学ぶ災

害被災者とのコ

ミュニケーショ

ン 

西日本豪雨災害の事例から 30 名 災害支援ネット

ワークおかやま 

３１ 2022.2.27 チームス 東日本大震災・西

日本豪雨災害オ

ンライン講演会 

西日本豪雨災害の被災者が伝

える～あの時の後悔と学びか

ら生まれた取組～ 

40 名 広島経済大学 

興動館 東北支

援プロジェクト 

３２ 2022.3.4 ZOOM 減災・防災学習 西日本豪雨災害と防災 60 名 奈良市立朱雀小

学校 6 年生 

※ 上記以外に、コロナ感染拡大によって 5 回の講演会が来年度に延期、もしくは中止となった。 

２．書籍・広報誌・サイト掲載 

・倉敷市社会福祉協議会 「豪雨ニモマケズ」 

・FM 岡山フリーペーパーさりお掲載 

・まちづくりチャレンジ５５０ 地域再生大賞の 10 年 

・川辺災害記録誌 

・日本防火・防災協会 地域防災に関する総合情報誌「地域防災」2021-10 月号 

・岡山県男女共同参画の情報誌うぃず 11 月号 

・広報玉野 1 月号 

・倉敷市男女共同参画情報誌 WITH テリア 39 号  

・国土交通省「カワナビ」https://www.bosai-nippon.com/s-post/4330 
・読売新聞「くらしのなかに防災ニッポン」 流域治水に取組もう！水災害から命を守るために、今みんなで

https://www.bosai-nippon.com/s-post/4330?fbclid=IwAR0OtV7wjUXR9bF6lwFdjDrMsPf4KCdTdYD8VOCAQ3c0efzD-yWuICQdvQg


できること「黄色いタスキの取組について」  https://www.bosai-nippon.com/s-post/4330 

・内閣官房国土強靭化『すすめよう災害に強い国づくり～国土強靭化とは～』

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyoujinka/about.html 

・電子書籍 まちづくりチャレンジ６００ 地域再生大賞（3 月 22 日公開） 

 

３．テレビ・ラジオ・新聞など 

4.1（木）FM くらしき「おまかせラジオ」 黄色いタスキ大作戦について 

4.23（金）山陽新聞「備中県民局提案型協働事業採択」 

4.25（日）山陽新聞「真備・川辺の住民グループが大作戦～被災時の逃げ遅れゼロに～」黄色いタスキについて 

5.6（木）FM くらしき おまかせラジオ「防災おやこ手帳について」 

5.17（月）倉敷ケーブルテレビ「黄色いタスキ大作戦～安否確認訓練～」 

5.18（火）RSK イブニングニュース「黄色いタスキ大作戦～安否確認訓練～」 

5.21（金）山陽新聞「黄たすき掲げ無事伝達 出水期前に真備町川辺地区 逃げ遅れゼロへ住民訓練」 

5.23（日）山陽新聞「復興、防災真備で学んで 決壊場所や工事見学テーマ別の解説も」 

6.2（水）OHK ライブニュース「真備復興ツアーと黄色いタスキ大作戦について」 

6.6（日）NHK 総合「明日をまもるナビ」逃げ遅れゼロへ 

6.29（火）NHK RSK RNC「真備復興スタディーツアー」 

7.1（木）KSB news park「LINE 防災・黄色いタスキ大作戦」 

7.4（日）朝日新聞社説「黄色いタスキ」 

7.30(金)朝日新聞「無事です」黄色いタスキを玄関に 西日本豪雨の教訓 

8.5（木）FM くらしき「真備復興スタディーツアー」 

9.6（月）NHK あさイチ「体験者に聞く 水害から家族・暮らしを守るには？」 

9.8（水）NHK もぎたて・防災フレンズ「真備町のお母さん方が作った冊子！避難スイッチは子どもたちだった！」 

9.25（土）山陽新聞「防災おやこ手帳好評 県外から注文 豪雨教訓分かりやすく」 

10.21(木)山陽新聞「マスコミ倫理懇 災害報道考える 岡山で分科会、オンライン開催」 

11.9（火）NHK 国際放送「BOSAI」出演 

12.15（水）KSB newspark コツコツ防災「あるくの取組と防災おやこ手帳について」 

2022 年 

2.15（火）倉敷ケーブルテレビ「防災おやこ手帳第 2 弾発行」 

2.16（水）KSB Newspark コツコツ防災「防災おやこ手帳第 2 弾発行」 

2.17(木)RSK イブニングニュース「防災おやこ手帳第 2 弾発行」 

2.21（月）NHK もぎたて「“防災おやこ手帳” 西日本豪雨被災者が備えなどの小冊子作成」 

2.28（月）FM 岡山 フレッシュモーニングオカヤマ「防災ダイヤリー」あるくの近況や今後への思い 

3 月より複数回 国際放送の NHK ワールドプレミアム（海外に暮らす日本人向けの日本語チャンネル）ミニ番組 

〇幸せの黄色いタスキ大作戦 https://www.nhk.or.jp/ashitanavi/video/2059.html 

3.7（月）FM 岡山「防災特別番組 家族とわたしを守る！我が家の防災」テーマ防災を自分事にするためには？ 

3.20（日）山陽新聞「第 2 弾防災おやこ手帳について」 

3.21（月）中國新聞 web 版「避難時に心も守って 親子向け防災手帳で呼び掛け」 

 

掲載予定 毎日新聞「第 2 弾防災おやこ手帳について」 

 

https://www.bosai-nippon.com/s-post/4330
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyoujinka/about.html


４．受賞 

2021.11.10(水)岡山県備中県民局 地域づくり推進賞（県民局長賞） 

 

５．防災啓発活動  

川辺地区まちづくり推進協議会開催「夏祭り」防災グッズ展示・防災アンケート・防災おやこ手帳の配布他 

2021.11.27 防災展 in 玉野 催：一般社団法人おかやま笑顔プロジェクト 防災おやこ手帳の配布・川辺地区の

被災状況写真の展示 

 

 


