
～他人事ではない<豪雨災害>！ 楽しく学んで正しく備えましょう！～

第14回
供米田中学校区
地域防災大会

運営協力

 
協 賛
後 援
企画・運営

主 催

「全員参加の
  防災クイズラリー大会」

8：30～12：30 (8：00受付開始)
雨天決行(警報発令時は中止となります)

体育館1,2階、運動場、格技場、特別教室等

と き

ところ

平成30年10月20日(土)

供米田中学校

記録誌記録誌

供米田中学校　富田高等学校　南陽高等学校　名古屋市立工芸高等学校　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　国土交通省庄内川河川事務所　名古屋市緑政土木局・中川土木事務所　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）
大口屋酒店　南陽富田斎場・平安会館（敬称略・順不同）
中日新聞社
株式会社山田組(052-301-6121)

戸田学区連絡協議会　豊治学区連絡協議会
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表面▶ 裏面▶

開会式 (歓迎の音楽・主催者挨拶・大会次第の説明など)
防災クイズラリーの答え合わせと解説
   正解解説①　国土交通省庄内川河川事務所長 西 修さん
   正解解説②　気象予報士 寺尾直樹さん(NHK名古屋気象キャスター)
    正解解説③　認定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

展示・交流ブース体験②
   前半に交流できなかったブースを回る。
 消防団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 (けんちん汁うどん)
 主催者閉会挨拶・流れ解散

9:45
10:00

            

11:00 
　

11:45
12:00
12:30

8:00
8:30

公助ゾーン公助ゾーン 共助ゾーン共助ゾーン 自助ゾーン自助ゾーン

流れ集合・体育館2階にて受付け開始！ クイズラリー解答用紙配布
展示・交流ブース活動＆防災クイズラリー スタート！

～ 
～ 
～ 

・国土交通省庄内川河川事務所
　～被災地支援活動等パネル展示～

・名古屋市緑政土木局・中川土木事務所
　～水害から我が家とわが身を守る～

・中川区役所
    ～過去の災害に学ぼう・DVD放映～

・東邦ガス株式会社
　～ガス・マイコンメーター復帰体験～

・一般社団法人愛知県建設業協会
　～被災地支援活動パネル展示～

・中川消防署
　～火災から人命を守る消防車両の展示～
◉ 愛知県警察本部機動隊による救出訓練

・ひまわりの会裏千家・供米田中学校茶道部
　～避難所でお抹茶体験～

・認定特定非営利活動法人レスキューストッ
クヤード
　～小型起震装置で揺れを体感しよう～

・串崎新聞店
　～中日新聞の防災貢献～

・名古屋市立工芸高校防災チーム
　～高校生だからできる防災貢献～

◉ 地域を守る戸田 ・ 豊治消防団の皆さんの
活動紹介  

・ジャンボエンチョー
　～論より実物、防災グッズ紹介～

・株式会社第三銀行
　～災害時預貯金相談コーナー～

・LIXILリフォームショップ山田組
　～耐震補強相談ブース～
　～ストローハウスづくりに挑戦しよう～

・株式会社山田組
　～防災備蓄・持ち出し袋の中身拝見～

・AED体験
◉ 山田組による水難救出ゲーム

大会案内チラシ大会案内チラシ

大会内容大会内容

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、
地域には各所に大会案内ポスターも掲示されます。

深谷里奈さん
司会進行はおなじみの

※  ◉ はP6で紹介
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ご挨拶ご挨拶

今年で早や14回を数えた供米田中学校区地域防災大会は、すっかり地域の年中行事になったように
感じます。地域だけではなく、時に行政やNPOの皆さんなどからも「楽しみにしています」とか「良い取り組み
ですね」といった期待の声をいただき、ますます頑張って続けなければという想いを強くしています。

　当社は一般に「公共工事」と呼ばれる仕事をしています。ここで使われる「公共」という言葉は、ほぼ
「官発注の…」と同義です。つまり「公共工事」とは「官発注の工事」のことを指す言葉として使われているのです。
　しかし、本来の「公共」とは「官」だけが担うものではなく、「地域」や「市民」が応分の協力をして成り立つ
ものだと私は思います。現に公共工事の原資は税金であって、それを負担しているのは私たち「民」ですから、
本当は公共事業も官と民との共同活動のはずなのです。

　災害への備えや発災後の復旧活動も同様です。「いざという時は【公助】に頼る」といっても、その「公」の中身が
「官」だけなら、その助けに限界があることは誰が考えてもわかります。市内各所で同時に災害が発生すれば、
いつまで待っても救急車や消防車は供米田の地にはやってこないかもしれません。
　やはり「公」とは、「官」と「民」との応分の協力によって出来上がっているものだと私は思います。そして災害に
対する「民」の協力部分を自ら鍛えようと始めたことが、この地域防災大会なのです。

　会場には今年も約400名の皆さんにお集まりいただきました。官主導の行事ではないにもかかわらず、
供米田中学校の先生・生徒さん達・部活の指導者の皆さん、各高校の先生・生徒さん、国土交通省庄内川河川
事務所、名古屋市緑政土木局、中川区役所・富田支所、中川警察署、中川消防署、東邦ガス、災害NPOの
皆さんほか多くの関係者にご協力を賜りました。メインゲストの寺尾直樹さんと名古屋大学の福和先生にも
大変お世話になりました。本来であればお一人お一人にお礼を申し上げるべきところ、略儀にて失礼いたします。
　皆さん、来年もまた、楽しく防災・減災の知恵と技を学ぶことができるこの大会を一緒につくり上げましょう。
よろしくお願いいたします。

平成30年12月
株式会社山田組

代表取締役　山田 厚志
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展示・交流ブース活動展示・交流ブース活動

公助ゾーン公助ゾーン

共助ゾーン共助ゾーン

国土交通省庄内川河川事務所
～被災地支援活動等パネル展示～

名古屋市緑政土木局・中川土木事務所
～水害から我が家とわが身を守る～
家庭で簡単にできる「水のう」紹介など

中川区役所
～過去の災害に学ぼう・DVD放映～
DVD放映、参加記念品の(ビスケット)提供

東邦ガス株式会社
～ガス・マイコンメーター復帰体験～
東邦ガスのマイコンメーターの復帰体験

認定特定非営利活動法人レスキューストックヤード

～小型起震装置で揺れを体感しよう～
新登場の起震装置で地震の揺れ体験

名古屋市立工芸高校防災チーム
～高校生だからできる防災貢献～
高校生が取り組む防災活動の紹介など

串崎新聞店
～中日新聞の防災貢献～
中日新聞の防災啓発活動紹介など

ひまわりの会裏千家・供米田中学校茶道部
～避難所でお抹茶体験～
苦しい時ほど心に余裕を…お抹茶で接待

一般社団法人愛知県建設業協会
災害復旧活動の紹介パネルや<自助>
支援パネルの展示、参加記念品提供

中川消防署
～火災から人命を守る消防車両の展示～
消防車両の展示と、ちびっ子記念撮影

著作紹介
＆

サイン本コーナー

深谷里奈さんの深谷里奈さんの

今年の大会も開会式に先立って、午前8時から流れ集合として好きな時間から自由に参加できるように
しました。展示交流ブースは、NPO、行政、企業の方々の協力により、様々な防災減災の知恵や情報を得られる
ようにしました。
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表面▶ 裏面▶

!クイズラリーの問題と解説

防災クイズラリー 正解＆ミニ解説

問① 災害時に有効な「伝言ダイヤル」の番号は？
正解 Ａ （○Ａ.171　　Ｂ．164）
解説 <171(イナイ)>と覚えましょう。毎月1日・15日に練習できますよ。

問② 断水した時、家庭で備蓄する水は一人一日何リットル？
正解 Ｂ （Ａ.1.5リットル　　○Ｂ.3リットル）
解説 一人一日3リットルの水が3日分9リットル必要だと言われています。

問③ 多めに買った食品を順に食べて補充する非常食の備蓄方法
は？
正解 Ｂ （Ａ.ローリングストーン法　　○Ｂ.ローリングストック法）
解説 『ローリングストック法」は、特別な非常食を用意せずに食品備蓄が

できます。

問④ 災害時に「車中泊」をすると、何になりやすい？
正解 Ａ （○Ａ.エコノミー症候群　　Ｂ.骨粗しょう症）
解説 「エコノミー症候群」を防ぐために水分補給や背伸び・ストレッチが

大切です。

問⑤ 台風は巨大な空気の渦巻きですが、地上付近ではどちら向
きの風？
正解 Ｂ （Ａ．時計回り　　○Ｂ.反時計回り）
解説 台風の風の向きは「反時計回り」。一般に進行方法「右側」の風が強

く危険です。

問⑥ 突然、狭い地域で集中的に雨が降る現象を「どんな豪雨」
と呼ぶ？
正解 Ａ （○Ａ.ゲリラ豪雨　　Ｂ.バケツ豪雨)
解説 「ゲリラ豪雨」は予報用語ではなく、気象庁は「局地的豪雨」などと

呼びます。

問⑦　　宇宙から日本付近の雲の動きを画像で届ける気象衛星の名
前は？
　正解　　Ａ　（○Ａ.ひまわり　　Ｂ.あさがお）
　解説　台風接近時には、日本の気象衛星「ひまわり」の画像もぜひ確認して
みましょう。
問⑧　　川の氾濫の恐れがあると携帯電話に突然入るメールの名前
は？
　正解　　Ｂ　（Ａ.ダッシュ型配信　　○Ｂ.プッシュ型配信）
　解説　「プッシュ型配信」は受信側が操作しなくても危険を知らせてくれる
仕組みです。

問⑨　　住んでいる場所が水害時にどうなるかを教えてくれる地図
は？
　正解　　Ｂ　（Ａ.洪水バリアマップ　　○Ｂ.洪水ハザードマップ）
　解説　中川区の「洪水ハザードマップ」は、市役所のホームページから出力
できます。

問⑩　　住まいへの洪水の侵入を防ぐ「土のう」の代わりになるも
のは？
　正解　　Ａ　（○Ａ.「水」　　Ｂ.「ブロック」）
　解説　大型ゴミ袋に入れた「水」を段ボールに納めてブルーシートで包めば
完成します。

防災クイズラリー防災クイズラリー

自助ゾーン自助ゾーン

株式会社第三銀行
災害時預貯金相談コーナー

LIXILリフォームショップ山田組
～ストローハウスづくりに挑戦しよう～
ストローとゼムクリップで耐震学習

ジャンボエンチョー
～論より実物、防災グッズ紹介～
ホームセンターの防災グッズ実演・展示

各ブースの10箇所に参加者が自由にまわって楽しみながら学ぶことのできる防災クイズラリーの
パネルを設置しました。

【クイズラリー終了後に配付された問題文と正解の解説シート】
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ゲストコメンテーターのお話ゲストコメンテーターのお話

午前9時45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戸田学区区政協力委員会の後藤委員長から力強い挨拶がありました。

開会式開会式

国交省中部地方整備局庄内川河川事務所所長　　西 修さん

皆さんに身近な庄内川を管理する立場の私からクイズです。もし庄内川が
溢れたら名古屋駅前の浸水水位は？…正解は約2m。洪水情報が携帯に届く
「プッシュ型配信」のことを覚えておいてください。

NHK名古屋気象キャスター　　寺尾 直樹さん

今年は自然災害の多い年で私も大忙しでした。最近はさまざまな気象
情報を誰もがリアルタイムで入手できますから、万一の時に皆さんや家族が
的確な行動を取ることができるよう活用してください。

レスキューストックヤード代表理事　　栗田 暢之さん

阪神大震災以降、全国の被災地支援に取り組んできました。「まさか自分が」
と誰もが戸惑い苦労して避難生活を強いられています。決して他人事とは
思わずに災害を我が事と考える備えが必要です。

防災クイズに関連してゲストの3人の皆さんにお話いただきました。

戸田学区区政協力委員会
後藤委員長
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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「豊治学区区政協力委員会の坂野
委員長」から、「この大会で学んだことを日頃からの家族や地域の備えに活かしてください。」と
閉会の挨拶がありました。皆さん、お疲れさまでした。

炊き出し試食体験炊き出し試食体験

閉会式閉会式

消防団訓練ほか運動場でのデモンストレーション消防団訓練ほか運動場でのデモンストレーション

愛知県警察本部機動隊
～レスキュー！救出訓練～
建物上方から地上へ人命救出

戸田・豊治消防団
～消防団の活動紹介～
放水訓練など日頃の訓練の成果を披露

株式会社山田組
水難救出ゲーム

大会恒例の炊き出し試食体験は、なかがわ災害ボランティアネットワークの皆さん、地元婦人会、
富田高等学校、南陽高等学校の学生の皆さんの協力で行われました。今回は「けんちん汁うどん」
などを約30０食分提供しました。参加者の皆さんも美味しそうに食べていました。

運動場では愛知県警察本部機動隊によるレスキュー救出訓練や戸田・豊治消防団による放水訓練
が行われました。特にレスキュー救出訓練は初めて見る人が多く、その迫力に圧倒されていました。



株式会社山田組　問い合わせ
〒454-0962 名古屋市中川区戸田五丁目1213番地　TEL （052）301-6121 FAX （052）303-2715
URL www.yamadagumi.jp　E-MAIL  kanribu@yamadagumi.jp

建通新聞掲載記事（2018年10月26日）新聞報道

報道そのほか報道そのほか

毎年、大会終了後に会場の供米田中学校に参加者有志による
寄付金と当社からのお礼を合わせてお届けしています。


