
ＮＰＯ法人日本防災士会 福島県支部（福島県防災士会）報告№１３ 

 

開催日時：２０２０年１１月１６日（月） 14：00～14：50 

開催会場：福島県立勿来高等学校 

開催内容：障がい者の避難について 

      ・車いすの方の避難方法 

      ・目、耳の不自由な方の避難協力 

      ・毛布担架【実技体験指導】 

参加者 ：①福島県防災士会２名 

     ②勿来高等学校 教職員３名、学生６５名 

 

活動記録写真等 

 

 

 

 

 

 

 



ＮＰＯ法人日本防災士会 福島県支部（福島県防災士会）報告№１４ 

 

開催日時：２０２０年１１月３０日（月） 10：00～11：00 

開催会場：いわき震災伝承みらい館 

開催内容：いわき市役所危機管理課防災講座 YouTube撮影対応 

・津波避難と避難場所について 

・非常持出品と家庭での備蓄について 

・大雨や洪水時の注意点について 

参加者 ：①福島県防災士会１名 

     ②いわき市役所３名 

 

活動記録写真等 

 

 

                

            



ＮＰＯ法人日本防災士会 福島県支部（福島県防災士会）報告№１５ 

 

開催日時：２０２０年１２月１日（火） 10：25～12：15、13:30～15：20 

開催会場：いわき市立豊間中学校 

開催内容：災害図上演習とクロスロードゲーム 

・災害図上演習（１年生） 

・クロスロードゲーム（２年生） 

参加者 ：①福島県防災士会２名 

     ②語り部の会１名 

     ③豊間中学校 教職員４名、学生４３名(1年生 23名、2年生 20名) 

     ④いわき市役所３名、福島県１名 

 

活動記録写真等 

 

 １年生:災害図上演習説明 

 １年生：災害図上演習取組状況 



 ２年生:クロスロードゲーム説明 

 

  

２年生:クロスロードゲーム取組状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ＮＰＯ法人日本防災士会 福島県支部（福島県防災士会）報告№１６ 

 

開催日時：２０２０年１２月２日（水）・４日（金）・９日（水）・１６日（水） 

開催場所：あすかホール 会議室 

開催内容：ケイセンビジネス公務員カレッジ 救命講習会 

      ・普通救命講習Ⅰ 

参加者 ：①福島県防災士会 各日２名 

     ②ケイセンビジネス公務員カレッジ 教職員３名、学生４５名 

活動記録写真等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ＮＰＯ法人日本防災士会 福島県支部（福島県防災士会）報告№１７ 

 

開催日時：２０２０年１２月１４日（月）11：40～12：30 

開催会場：福島県立勿来高等学校、福島県立いわき支援学校 くぼた校 

開催内容：大規模地震による火災発生からの障がい者避難搬送訓練 

      ・足の不自由の方の毛布担架搬送・避難・誘導訓練及び指導 

      ・目の不自由な方の避難・誘導訓練及び指導 

      ・耳の不自由な方の避難・誘導訓練及び指導 

参加者 ：①福島県防災士会２名 

     ②勿来高等学校 教職員１２名、学生１１５名 

     ③いわき支援学校 くぼた校 教職員１０名、学生２６名 

 

活動記録写真等 

 

毛布担架による搬送・避難・誘導 

 

目、耳の不自由な方の避難誘導 



ＮＰＯ法人日本防災士会 福島県支部（福島県防災士会）報告№１８ 

 

開催日時：２０２０年１２月１８日（金）13：30～15：00 

開催会場：福島市役所 杉妻支所 会議室 

開催内容：福島市 地域防災力強化事業 講演会 

            『避難時に潜む危険と支援の方法について』と題して講演 

       ・街歩きで避難行動要支援者の視点で危険箇所等をチェック 

       ・自主防災組織等の支援方法 

       ・町内にある施設、人材等を活用した避難支援について 

参加者 ：①福島県防災士会２名 

     ②杉妻自主防災会１８名 

     ③福島市役所５名 

 

活動記録写真等 

 

公演前の街歩き指定避難所までに踏切 

 

線路には溝や段差がある 



指定避難所までは雪で歩道も狭い 

 

約２５分掛けて指定避難所に到着 

 

講演の様子 

 



ＮＰＯ法人日本防災士会 福島県支部（福島県防災士会）報告№１９ 

 

開催日時：２０２１年１月２０日（水）15：00～17:00 

開催会場：福島工業高等専門学校内教室 

開催内容：福島工業高等専門学校 救命講習会 

       ・普通救命講習Ⅰ 

参加者 ：福島県防災士会１名 

     福島工業高等専門学校 学生１２名 

 

活動記録写真等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ＮＰＯ法人日本防災士会 福島県支部（福島県防災士会）報告№２０ 

 

開催日時：２０２１年２月１０日（水） 

開催会場：三春交流館『まほら』アリーナ 

開催内容：三春町防災訓練避難所開設運営訓練 

      ・避難所開設運営、受付(避難者受入)訓練及び指導 

参加者 ：①福島県防災士会１名、本部会員１名、防災士４名 

     ②三春町職員 町長以下多数、福島県職員 １０名 

 

活動記録写真等 

 避難所開設訓練間仕切り設置 

 

 避難者受入・受付対応 

 



ＮＰＯ法人日本防災士会 福島県支部（福島県防災士会）報告№２１ 

 

開催日時：２０２１年２月１４日（日）16：25～17：25 

開催会場：福島中央テレビ 本社 

開催内容：ゴジてれＳａｎ! 福島県沖地震(2月 13日発生)地震対応解説出演 

参加者 ：福島県防災士会１名 

 

活動記録写真等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ＮＰＯ法人日本防災士会 福島県支部（福島県防災士会）報告№２２ 

 

開催日時：２０２１年２月１６日（火）13：30～15：00 

開催会場：協同組合須賀川卸センター 組合会館 会議室 

開催内容：須賀川卸センター『水害対応タイムライン』の策定研修会 

      ・水害対応について 

      ・マイ・タイムラインについて 

参加者 ：①福島県防災士会１名 

     ②須賀川卸センター組合員(事務局含む)１１名 

 

活動記録写真等 

 

 

 

 

 

 

 

 



ＮＰＯ法人日本防災士会 福島県支部（福島県防災士会）報告№２３ 

 

開催日時：２０２１年２月２３日（火）11：00～12：30 

開催会場：福島中央テレビ いわき支社 

開催内容：福島中央テレビ ＪＡ共済会主催 YouTube災害食普及番組取材 

      ・簡易災害食の作り方指導及び番組編集協力 

参加者 ：①福島県防災士会１名 

     ②福島中央テレビ多数 

 

活動記録写真等 

 

 

福島中央テレビ 鈴木美伸アナウンサーと藁谷 

 

 

 

 

 

 



ＮＰＯ法人日本防災士会 福島県支部（福島県防災士会）報告№２４ 

 

開催日時：２０２１年２月２５日（木） 

開催会場：テレビユー福島 いわき支社 

開催内容：2月 13日発生福島県沖地震 家具転倒による圧死者発見に伴う取材対応 

      ・家具の固定方法 

      ・本棚内の並び替え(重いものを下に)について 

参加者 ：①福島県防災士会１名 

     ②テレビユー福島２名 

 

活動記録写真等 

 

 

テレビユー福島 安部遼アナウンサーと 

 

 

 

 

 



ＮＰＯ法人日本防災士会 福島県支部（福島県防災士会）報告№２５ 

 

開催日時：２０２１年３月１６日（火）13：00～13：30 

開催会場：学校法人昌平黌 １号館 ５階 会議室 

開催内容：『学校法人昌平黌と特定非営利活動法人福島県防災士会との防災教育及び活動に 

関する協定書』締結式 

      ・いわき短期大学との協定書を以前に締結しておりますが、これを学校法人昌 

平黌として法人全体に対応するように包括契約とした。 

参加者 ：①福島県防災士会２名 

     ②学校法人昌平黌６名 

 

活動記録写真等 

 

 

左側より、いわき短期大学 田久学長、学校法人昌平黌 緑川理事長、滝田支部長、藁谷事務

局長 

 

 

 



ＮＰＯ法人日本防災士会 福島県支部（福島県防災士会）報告№２６ 

 

開催日時：２０２１年３月２６日（金）10：00～12：00 

開催会場：勿来町関田地区集会場 

開催内容：福島県地域コミュニティ強化事業 関田地区地区防災計画作成 

      ・地区防災計画書の修正箇所確認と配布計画について 

      ・福島県地区防災計画作成の手引きについて 

参加者 ：①福島県防災士会１名 

     ②関田地区自主防災会７名 

     ③福島県職員２名 

④いわき市役所 勿来支所１名 

 

活動記録写真等 

 

 

 

 

 

 



ＮＰＯ法人日本防災士会 福島県支部（福島県防災士会）報告№２７ 

 

開催日時：２０２１年６月１８日（金）19：30～20：30 

開催会場：福島中央テレビ YouTube出演 

開催内容：「福島をじぶんごとに」豪雨から命守る 

      ・台風 19号の被害に遭った方と直接お話を聞きながら、 

       実際の被害の様子を知り、洪水対策と備えについて話し合う 

参加者 ：①福島県防災士会１名 

     ②福島中央テレビ、一般の方４名 

 

活動記録写真等 

 

 

                  

           

            
              

                   
             
               

                        
                   
                    

                   
                    
               

                   
             
                      
                   

                          
                        
                       

      
                                
              
                        
                                
                             

                        

       
         
                      
               

                             



ＮＰＯ法人日本防災士会 福島県支部（福島県防災士会）報告№２８ 

 

開催日時：２０２１年６月２０日（日）13：30～15：30 

開催会場：福島市 信陵学習センター ２階 講義室 

開催内容：『家庭の防災』と題して講演と防災グッツ作成 

       ・最近の災害と福島市内の危険 

       ・身近にあるもので防災グッツづくり 

       ・コロナ禍での避難の準備 

参加者 ：①福島県防災士会２名 

     ②一般市民（事務局含む）参加者１８名 

 

活動記録写真等 

 講義の様子 

 

 100円均一のお店で揃えられる 

ものの説明 



ＮＰＯ法人日本防災士会 福島県支部（福島県防災士会）報告№２９ 

 

開催日時：２０２１年６月１４日（月）、２８日（月）、７月１２日（月）、２６日（月） 

     各日ともに 10：00～12：00 

開催会場：いわき市立鹿島公民館 ２階 研修室 

開催内容：6月 14日 第１回目： 

     6月 28日 第２回目：災害図上演習 

          7月 12日 第３回目：防災講話と防災グッツづくり 

     7月 26日 第４回目：避難所運営ゲーム（ＨＵＧ） 

参加者 ：①福島県防災士会４名（延べ人数） 

     ②一般参加者(事務局含む)４３名(延べ人数) 

 

活動記録写真等 

 避難所運営ゲームＡ班の様子 

 

 避難所運営ゲームＢ班の様子 



ＮＰＯ法人日本防災士会 福島県支部（福島県防災士会）報告№３０ 

 

開催日時：２０２１年８月７日（土）10：00～11：30 

開催会場：会津坂下町 中央公民館 大研修室 

開催内容：坂下地区 地域づくり協議会主催 防災勉強会『地域コミュニティでの助け合い』 

      ・ハザードマップ、地区防災マップづくりのアドバイス 

      ・地区防災計画作成のヒント 

      ・ダンボールベットの組立と使い方 

参加者 ：①福島県防災士会４名 

     ②坂下地区まちづくり協議会参加者(事務局含む)５３名 

 

活動記録写真等 

 防災講演の様子 

 

 ダンボールベットの組立と 

使い方 

 



ＮＰＯ法人日本防災士会 福島県支部（福島県防災士会）報告№３１ 

 

開催日時：２０２１年８月２５日（水）10：00～12：00 

開催会場：会津若松市 北公民館 町北高齢者学級学習会 

開催内容：『災害に備える ～今、自分たちにできること～ 』防災講演 

      ・災害の歴史と今のリスク、早めの避難行動 

      ・多チャンネル化する情報手段のメリットとデメリット 

      ・シニアの備え、使いやすさ、軽さを重視、持出品を考える 

参加者 ：①福島県防災士会１名 

     ②一般参加者１６名 

 

活動記録写真等 

 



ＮＰＯ法人日本防災士会 福島県支部（福島県防災士会）報告№３２ 

 

開催日時：２０２１年９月４日（土） 

開催会場：ＮＨＫ福島放送局 郡山支局 ３階 会議室 

開催内容：ＮＨＫ福島放送局と福島県防災士会の合同勉強会 

       ・ＮＨＫ『スクープＢＯＸ』の説明と撮影・投稿について(60分) 

       ・ハザードマップや気象情報等の利用について(25分) 

参加者 ：①福島県防災士会７名（会場参加）、８名（オンライン参加） 

     ②ＮＨＫ福島放送局３名（会場参加）、３名（オンライン参加） 

 

活動記録写真等 

 

会場参加者の様子 

 

 

 

 

 

 



ＮＰＯ法人日本防災士会 福島県支部（福島県防災士会）報告№３３ 

 

開催日時：２０２１年９月２７日（金）13：00～15：00 

開催会場：協同組合須賀川卸センター 組合会館 会議室 

開催内容：笹平川流域河川改修工事の現場確認と洪水・浸水対策について 

      ・道路冠水箇所の点検（街歩き） 

      ・笹平川流域改修工事説明の現場確認 

      ・洪水・浸水対策について 

参加者 ：①福島県防災士会１名 

     ②組合員参加者（事務局含む）１３名 

 

活動記録写真等 

 大雨時の道路冠水箇所の確認 

 

 河川改修工事個所を説明する 

市職員 



 河川改修工事個所説明の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ＮＰＯ法人日本防災士会 福島県支部（福島県防災士会）報告№３４ 

 

開催日時：２０２１年１０月７日（木）10：00～11：30 

開催会場：会津坂下町 中央公民館 ２階 大研修室 

開催内容：『防災について』 

      ・ハザードマップと身近にある危険 

参加者 ：①福島県防災士会１名 

     ②参加者１７名 

 

活動記録写真等 

 

 

 

 

 

 



ＮＰＯ法人日本防災士会 福島県支部（福島県防災士会）報告№３５ 

 

開催日時：２０２１年１０月１２日（火）18：15～19：00 

開催会場：福島中央テレビ 本社 スタジオ 

開催内容：ゴジてれＣｈｕ!Ⅲ 運転時の冠水道路走行の注意点 

      ・縁石の高さと車のマフラーの位置 

      ・視聴者アンケートへの回答 

参加者 ：①福島県防災士会１名、②福島中央テレビ多数 

 

活動記録写真等 

 縁石の高さは約 20㎝目安に 

なります。 

 左から、畑山アナ、藁谷理事、 

緒方アナ、永井アナ 



ＮＰＯ法人日本防災士会 福島県支部（福島県防災士会）報告№３６ 

 

開催日時：２０２１年１０月１３日（水）13：00～15：00 

開催会場：ハッシュ村キャンプ場（古民家・母屋） 

開催内容：いわき市立田人中学校 防災体験学習（１年生）防災講演と防災グッツ作成 

       ・国土交通省重ねるハザードマップ、気象庁ナウキャストの使い方 

       ・ＮＨＫデータ放送と防災アプリ 

       ・避難時の三種の神器（ビニール袋、ラップ、新聞紙）を 

        使った防災グッツ作成 

参加者 ：①福島県防災士会１名 

     ②いわき市立田人中学校 教職員３名、生徒９名 

     ③ハッシュ村１名 

 

活動記録写真等 

 

講義の様子 

 

 

 



ＮＰＯ法人日本防災士会 福島県支部（福島県防災士会）報告№３７ 

 

開催日時：２０２１年１０月２６日（火）13：00～14：30 

開催会場：富岡町 総合福祉センター 小ホール 

開催内容：富岡町社会福祉協議会 避難者生活支援員勉強会 

     『富岡町ハザードマップと津波対策』 

      ・富岡町のハザードマップの特徴について 

      ・過去の地震と津波被害について 

      ・地震・津波への備えと情報を正しく判断する 

参加者 ：①福島県防災士会１名 

     ②富岡町社会福祉協議会 避難者生活支援員等９名 

 

活動記録写真等 

 

勉強会の様子 

 

 

 

 



ＮＰＯ法人日本防災士会 福島県支部（福島県防災士会）報告№３８ 

 

開催日時：２０２１年１１月６日（土）9：00～16:00 

開催会場：イオンモールいわき小名浜 ２階 イーストコート 

開催内容：「やってみっけ! いわき防災ＥＸＰＯ in イオンモールいわき小名浜」  

      ・ペットボトルランタンと乾電池アダプターの説明と作成 

参加者 ：①福島県防災士会４名 

     ②いわき短期大学 教職員１名、学生１名、 

     ③体験作成参加者 多数 

 

活動記録写真等 

 内田いわき市長と一緒に撮影 

 ペットボトルランタンの 

体験作成中 



ＮＰＯ法人日本防災士会 福島県支部（福島県防災士会）報告№３９ 

 

開催日時：２０２１年１１月７日（日）10：00～11：00 

開催場所：いわき市立馬目公民館 

開催内容：令和３年度 第２回 いわき市総合防災訓練 防災講話 

      ・いわき市内の台風 19号被害とハザードマップ 

      ・馬目地区の土砂災害警戒区域等の危険箇所 

      ・各種災害情報の入手と情報の正しい判断について 

参加者 ：①福島県防災士会１名 

     ②馬目地区自主防災会２４名 

活動記録写真等 

 

講話会場の様子 

 

 

 

 

 

 



ＮＰＯ法人日本防災士会 福島県支部（福島県防災士会）報告№４０ 

 

開催日時：２０２１年１１月８日（月）13：00～14：00 

開催会場：ゆうちょ銀行福島パートナーセンター ３階 第一会議室 

開催内容：福島県防災士会の活動報告と意見交換 

参加者 ：①福島県防災士会１名 

     ②ゆうちょ銀行７名 

 

活動記録写真等 

 

活動報告の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 



ＮＰＯ法人日本防災士会 福島県支部（福島県防災士会）報告№４１ 

 

開催日時：２０２１年１１月１４日（日）9：30～16：00 

開催会場：郡山市役所 内 正庁 

開催内容：令和３年度 福島県自主防災組織リーダー研修会 

      ・『避難所運営や課題について』 

      ・『避難の多様性について』、『避難所運営ゲーム（ＨＵＧ）』 

参加者 ：①福島県防災士会４名 

     ②一般参加者８８名 

     ③福島県 職員３名、郡山市役所 職員２名、 

活動記録写真等 

 会場内の様子 

 

 避難所運営ゲームの様子 



ＮＰＯ法人日本防災士会 福島県支部（福島県防災士会）報告№４２ 

 

開催日時：２０２１年１１月２０日（土）9：00～12：00、13:30～16:30 

開催会場：おおはら保育園 ２階 保育室 

開催内容：普通救命講習Ⅲ（乳児・小児対応含む） 

参加者 ：①福島県防災士会１名 

     ②参加者１３名（9:00～12:00 7名、13:30～16:30 ６名） 

 

活動記録写真等 

 

救命講習の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 



ＮＰＯ法人日本防災士会 福島県支部（福島県防災士会）報告№４３ 

 

開催日時：２０２１年１１月２９日（月）10：00～12：00 

開催会場：いわき市立中央公民館 ３階 中会議室 

開催内容：令和３年度 後期 市民講座『防災教室 スペシャリストから学ぶ防災行動』 

          サブタイトル『災害時の判断と行動など防災の心得について学ぶ』 

      ・近年の災害と正しい情報の入手 

      ・災害時の心理と行動、災害時の心得 

      ・防災クイズ１０問 

参加者 ：①福島県防災士会１名 

     ②一般参加者１５名 

 

活動記録写真等 

 

講義会場の様子 

 

 

 

 



ＮＰＯ法人日本防災士会 福島県支部（福島県防災士会）報告№４４ 

 

開催日時：２０２１年１１月３０日（火）１年生 10:25～12:15、２年生 13:30～15:20 

開催会場：いわき市立豊間中学校 体育館 

開催内容：１年生：災害図上演習 

     ２年生：クロスロードゲーム（ボランティア編） 

参加者 ：①福島県防災士会２名 

     ②語り部の会５名 

     ③豊間中学校 教職員８名、１年生２２名、２年生２３名 

 

活動記録写真等 

 １年生：災害図上演習の様子 

 

２年生：クロスロードゲームの様子 

 

 



ＮＰＯ法人日本防災士会 福島県支部（福島県防災士会）報告№４５ 

 

開催日時：２０２１年１２月２日（木）、９日（木）、１６日（木）、２１日（火）、 

開催場所：あすかホール 会議室 

開催内容：ケイセンビジネス公務員カレッジ 救命講習会 

      ・普通救命講習Ⅰ 

参加者 ：①福島県防災士会 各日２名 

     ②ケイセンビジネス公務員カレッジ 教職員３名、学生５１名 

 

活動記録写真等 

 

救命講習の様子 

 

 

 

 

 

 

 


