
2016(H28)年度活動実績　一覧 一般社団法人防災教育普及協会

日付 テーマ・活動内容 主催・実施者 活動分類　等

4月1日 都立公園指定管理業務に構成員として参加(～平成35年度まで）
西武・狭山丘陵パートナーズ、西武・武蔵野パート
ナーズ、西武・多摩部の公園パートナーズ

公園管理

4月13日 都立野川公園、都立武蔵野公園防災定期調査 西武・武蔵野パートナーズ 公園管理

4月21日 都立狭山公園、都立野山北・六道山公園防災定期調査 西武・狭山丘陵パートナーズ 公園管理

5月8日 「災害時の灯り・トイレ確保ワークショップ」 EDUPEDIA主催「熊本地震チャリティイベント」 実技指導コース

5月24日 都立武蔵国分寺公園防災定期調査 西武・武蔵野パートナーズ 公園管理

5月27日 防災教育教材開発プロジェクト授業 女子美術大学 指導者育成コース

6月16日 「地震災害、その時どうする？」 奈良女子高校 基礎研修コース

6月17日 「災害時、高校生にできること」 都立田園調布高校 基礎研修コース

6月18日 2016(H28)年度定時社員総会 - -

6月20日 都立狭山公園防災定期調査、都立野山北・六道山公園消防訓練 西武・狭山丘陵パートナーズ 公園管理

6月24日 都立野川公園防災定期調査 西武・武蔵野パートナーズ 公園管理

6月24日 防災教育教材開発プロジェクト授業 女子美術大学 指導者育成コース

6月26日 防災ゲームDay2016inそなエリア東京 - 普及啓発イベント

7月1日 「防災教育とアクティブ・ラーニング」 埼玉県教育委員会／学校安全指導者研修会 基礎研修コース

7月6日 「防災教育とアクティブ・ラーニング」 埼玉県教育委員会／学校安全指導者研修会 基礎研修コース

7月9日 「ゲームで避難所運営を学ぼう」 ニスカ労働組合 実践研修コース

7月12日 八国山緑地防災定期調査 西武・狭山丘陵パートナーズ 公園管理

7月19日 防災教育推進委員会 都立練馬高校 委員派遣

7月21日 大戸緑地防災定期調査 西武・多摩部の公園パートナーズ 公園管理

7月22日 「避難所運営ゲーム研修」 上尾市教育研究会 実践研修コース

8月5日 「避難所運営における準備・対応と防災教材」 金沢市立港中学校 実践研修コース

8月17日 「避難所運営ゲーム研修」 山形県都留市教職員組合 実践研修コース

8月26日 「学校・家庭・地域で取り組む防災教育」 海老名市立柏ケ谷中学校 基礎研修コース

9月1日 「災害時、高校生にできること」 都立千歳丘高校 基礎研修コース

9月1日 「災害に備えて、中学生にできること」 中野区立第十中学校 基礎研修コース

9月8日 「あなたのまちの防災対策」 東京都信用金庫協会 基礎研修コース

9月12日 「災害時、高校生にできること」 都立練馬高校 基礎研修コース

9月13日 「聴覚障害者と支援者のための防災教育　基礎編」 所沢市社会福祉協議会 実践研修コース

9月13日 防災キャラバンin六仙公園実行委員会 - -

9月30日 「災害時、高校生にできること」 都立稔ヶ丘高校 実践研修コース

9月30日 宿泊防災体験指導（災害トイレづくり、宿泊スペースづくりなど） 都立文京盲学校 実技指導コース

9月30日 宿泊防災体験指導（災害トイレづくり） 都立中野工業高校 実技指導コース

10月3日 地区防災計画有識者懇談会 内閣府(防災担当) 委員派遣

10月6日 防災キャラバンin六仙公園実行委員会 - -

10月12日 「災害時、高校生にできること」 都立小平高校 基礎研修コース

10月14日 第１期防災教育指導者育成セミナー　地震編 - -

10月15日 防災ゲーム＆教材体験会 - -
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10月15日 防災教育交流フォーラム（協力） 防災教育チャレンジプラン実行委員会 -

10月16日 防災教育チャレンジプラン中間報告会 防災教育チャレンジプラン実行委員会 -

10月20日 「忘災から防災へ」 春日部市教育委員会市民アカデミー 基礎研修コース

10月21日 「避難所運営ゲーム実践研修」 群馬県生涯学習センター 実践研修コース

10月23日 キッズワークショップ「ダンボールでトイレをつくってみよう！」 明治大学ホームカミングデー 実技指導コース

10月26日 防災キャラバンin六仙公園実行委員会 - -

10月31日 「災害に負けない世界のために、若者にできること」 内閣府/第52回東南アジア青年の船 基礎研修コース

11月8日 一斉防災体験学習指導 都立千早高校 実技指導コース

11月8日 防災キャラバンin六仙公園実行委員会 - -

11月11日 「避難所運営で高校生にできること」 都立練馬高校 基礎研修コース

11月15日 一斉防災体験学習指導 都立練馬高校 実技指導コース

11月21日 文科省「学習上の支援機器等教材開発研究事業」第三者評価委員会 女子美術大学ほか 委員派遣

11月22日 平成28年安全教育指導者研修会「安全衛生活動に活かす防災教育訓練」 日野自動車／トヨタT&S 実践研修コース

11月28日 防災キャラバンin六仙公園実行委員会 - -

11月30日 災害に強い地域の輪づくり講座「経験に基づく避難所開設・運営の基礎」 埼玉県総合教育センター 実践研修コース

12月2日 「避難所運営ゲームの体験」 上尾市立東中学校保健委員会 実践研修コース

12月4日 防災キャラバンin六仙公園 防災キャラバンin六仙公園実行委員会 実技指導コース

12月9日 地区防災計画有識者懇談会 内閣府(防災担当) 委員派遣

12月13日 「地震災害、その時できること」、「災害図上訓練」 西武・多摩部の公園パートナーズ 公園管理、オーダー研修

12月16日 防災教室「災害時の食事とトイレ」 立正大学ボランティア活動推進センター 基礎研修コース

12月17日 防災教室「身近なもので食事をつくってみよう」 立正大学ボランティア活動推進センター 実技指導コース

12月19日 「地震災害、その時できること」、「災害図上訓練」 西武・狭山丘陵パートナーズ 公園管理、オーダー研修

12月22日 外部団体と連携した防災教育検討委員会 東京都教育庁生涯学習課 委員派遣

2017年
1月6日 「発災直後を生き抜くための知恵」災害時の灯りづくり、障がい者の防災ワークショップ 都立七生特別支援学校 実技指導コース

1月16日 「地震災害、その時どうする？」 奈良保育学院 基礎研修コース

1月25日 「地震災害、その時できること」、「災害図上訓練」 西武・武蔵野パートナーズ 公園管理、オーダー研修

1月26日 地区防災計画有識者懇談会 内閣府(防災担当) 委員派遣

2月6日 「福祉施設職員のための災害図上訓練」、「福祉避難所初動対応ロールプレイ」 石川県社会福祉協議会 実践研修コース

2月7日 「首都直下地震と首都圏大震災　」 2016年度職員 防災研修 日本コープ共済生活協同組合連合会 基礎研修コース

2月7日 災害時の情報収集伝達とコミュニケーション 杉並区立高井戸中学校区地域連絡協議会 実践研修コース

2月9日 「災害時の食事とトイレについて考えよう」 川口市立並木小学校保健委員会 実践研修コース

2月15日 「首都直下地震と首都圏大震災　」 2016年度職員 防災研修　 日本コープ共済生活協同組合連合会 基礎研修コース

2月22日 「地震災害、その時できること」、「災害図上訓練」 西武・武蔵野パートナーズ 公園管理、オーダー研修

2月26日 「防災教育プログラム開発の基礎知識」 中越防災安全推進機構 指導者育成コース

3月3日 都立狭山公園防災トイレ計画ヒアリング 西武・狭山丘陵パートナーズ 公園管理

3月8日 「発災直後を生き抜くための知恵～災害トイレ、食事、マイスペースづくり」 都立青峰学園 実技指導コース

3月9日 地区防災計画有識者懇談会 内閣府(防災担当) 委員派遣

3月12日 「地震発生７２時間を生き残る！防災教育を体験しよう」 - 指導者育成コース
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3月14日 都立小宮公園、大戸緑地防災定期調査 西武・多摩部の公園パートナーズ 公園管理

3月22日 第８回定例理事会 - -

3月28日 「かけがえのない命を守る保育士になるために」 国立保育会新入職員研修 実践研修コース
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