
香川大学 危機管理シンポジウム 

第３回 災害と地域防災 
日時：平成23年2月17日（木）13:30～17:00 

場所：サンポートホール高松５階 第２小ホール 

主催：国立大学法人 香川大学危機管理研究センター 

共催：（社）土木学会四国支部香川地区 

後援：国土交通省四国地方整備局、香川県、高松市、香川

県防災士会、かがわ自主ぼう連絡協議会、ＮＰＯ法人 

災害に強いまちづくり研究会 

プログラム： 

第１部 危機管理研究センター平成２２年度活動報告 

危機管理研究センター平成２２年度活動報告 白木渡センター長 

地域貢献推進経費による研究成果報告「地域防災力向上を目指した防災教育推進事業の実施」 

井面仁志研究員 

第２部 基調講演「地域防災がもたらす『まちづくり』の効果と展望」 

岩崎正朔（かがわ自主ぼう連絡協議会会長、丸亀市川西地区自主防災会会長） 

第３部 パネルディスカッション「地域防災力向上に外からの共助を活用しよう」 

コーディネーター：長谷川修一（香川大学工学部教授）  

    アドバイザー：岩崎正朔（かがわ自主ぼう連絡協議会会長） 

    パネリスト： 西洋一（高松市総務部危機管理課長） 

稲井光男（香川県社会福祉協議会地域福祉課長） 

宮脇初恵（高松市男女共同参画センター事務長） 

根ヶ山里子（高松市二番丁コミュニティーセンター長） 

久保雅和（香川県防災士会会長） 

内容： 

13:30～13:36 開会挨拶 一井眞比古（香川大学学長）                    

・香川大学の役割は、教育、研究、社会貢献の3つ。 

・この社会貢献では、地域の拠点としての役割が求められていると思う。 

・６つの学部６，５００名、大学院生７００名、２，０００人近い職員が

サポート。 

・６つの多岐にわたる分野、災害、防災に関する研究も行っている。地域

の安全、安心にどのように貢献できるか考えてきた。 

・２００８年に危機管理研究センターを設けた。 

・本日のシンポジウムは、センターの１年の研究成果発表と、みなさまと意見交換、考えていく

こと。 

・本日は３部構成。１部はセンターの研究成果の報告。２部では、丸亀市川西地区自主防災会会

長で、大臣表彰も受賞され、全国からも高く評価されている。貴重な話を聞けるものと期待し

ている。 

・第３部「地域防災力向上に外からの共助を活用しよう」と題して、地域防災の関係者によるパ

ネルディスカッション。 
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・本日のシンポジウムが地域防災力の向上につながることを期待している。 

・センターの役割、存在が地域から見え、感じてもらえるようにありたい。 

・地域社会の安全と安心に貢献できることを期待している。 

 

13:36～13:41 来賓挨拶 石橋良啓（国土交通省四国地方整備局企画部長）           

・香川大学では、防災に関わる研究、防災士の育成、ＢＣＰの研究にも

取り組まれるなど、地域に関わる様々な取り組みをいただいており、四

国地整にもご協力いただいている。 

・庄原の土砂害、奄美の集中豪雨、山口防府、兵庫県佐用町の災害で多

くの方が犠牲になった。 

・口蹄疫、鳥インフルエンザなど、気象に限らず、自然の驚異に対する

備えは重要な課題であり、地域の方々とともに取り組んでいかねばなら

ない。 

・これらに備えるためには、ハード・ソフトの両面から取り組む必要がある。 

・自助・共助・公助により防災力の高い地域が出来、災害に備えられる。 

・地域の安全、安心を守ることが国交省の使命であり、本シンポジウムに期待している。 

・本日のシンポジウムがみなさまにとって実りあるものとなるよう。 

 

13:41～13:45 防災局長 丹睦宏（香川県防災局長）                     

・昨年はハイチやチリなど、世界各地で大きな地震、日本にも津波が来襲。 

・大きな被害が予想される南海地震、ゲリラ豪雨など、いつ起きてもおか

しくない。 

・自助・共助・公助 計画を策定。 

・香川大学ではセンターを設置され、香川県にも講師派遣や助言などいた

だきありがたい。 

・今日のシンポジウムは、地域防災力の向上を目指して、活動報告、基調

講演、パネルディスカッション、みなさまにとって実り多いものとなりますよう。 

 

13:45～13:49 石垣佳邦（高松市総務部長）                         

・災害は、いつ、どこで起きてもおかしくない状況。 

・そのようななか、香川大学では様々な研究や活動をいただいており力

強く感じている。 

・市役所のＢＣＰの策定において、センターのみなさんから貴重な助言

をいただいている。 

・連携し、様々な危機に対して市民が安全で、安心

して暮らせるよう努めてまいりたい。 

 

第１部 危機管理研究センター平成２２年度活動報告 

司会 センター研究員 准教授 野々村敦子 
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13:49～13:59 危機管理研究センター平成２２年度活動報告  白木渡危機管理研究センター長  

○はじめに 

・センターは平成２０年４月に出来、丸３年になろうとしている。 

・このようなシンポジウムを行うことが、みなさんに我々の成果をお伝え

する一番だと考えており、来年もやります。 

 

○危機管理センターの概要 

・セキュリティ科学の創設 

・生命・健康・生活の保守 

・知の伝承と教育 

・地域防災力の向上 防災士、企業ＢＣＰなど 

・四国の防災拠点への参画 

 

○平成２２年度の取り組み 

・地域防災リーダー養成講座 通念コース、短期コース 

  平成２１年には３０名合格、２２年には６５名が受験 

・建設業ＢＣＰ勉強会 

  災害発生後、早く社会インフラを復旧させるために、建設業ＢＣの勉強会を開催。 

・健康危機管理 

  自殺予防対策事業 メンタルヘルス研究プロジェクト メンタルヘルスの指導者を育成する 

  地域防災力構造を目指した防災教育推進事業 集中豪雨への対応を対象に 

・香川県民の実態調査 

・四国防災センター連絡協議会 

・香川大学ＢＣＰ策定等検討部会の設置 ３月２９日にキックオフフォーラムを開催 

 

13:59～14:14 地域貢献推進経費による研究成果報告     

  「地域防災力向上を目指した防災教育推進事業の実施」    

○講師：井面仁志研究員（香川大学工学部教授） 

・実践的な集中豪雨防災教育プログラムの開発と実践 

・香川県内の小中学校への紹介・普及 

 

○防災支援事業の背景と目的 

・背景：学校や地域等における防災教育の取り組みを積極的に推進するこ

とが重要。防災科学技術教育の観点からの人材育成が非常に重要。 

・目的：教育内容・方法の充実や、防災教育に携わる人材（担い手・つなぎ手）の育成等を支援。 

・全国で８機関が採択され、集中豪雨は香川大学だけ。 

 

○防災教育推進委員会 

・大学、行政、現場の先生、民間・自治会の方々 

・教材の作成 パワーポイントを使用、浸水シミュレーションを活用 
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・カリキュラム 社会科で使えるのでは、ホームページからの使用を可能に。 

 

○防災研修カリキュラムの開発 

①防災の基礎知識習得研修（防災リテラシー学習） 

②災害対応能力研修（防災コンピテンシー学習） 

③防災実践力習得研修（防災力ステップアップ学習） 

 

○実践的な集中豪雨防災教育プログラムの実施 

・小中学校、自治会で実践 

 

○推進委員会における意見 

・ＰＣに詳しくない人でも使える工夫が必要。 

・地域の防災教育支援を行える仕組みづくりが必要。 

・防災教育推進委員会を通して、気象台、行政は今後も地域や学校から要望があれば防災教育に

協力した。 

 

○防災教育教材の改良 

・集中豪雨浸水シミュレーションの改良 

 雨量の変更機能、排水機能の追加、 

・集中豪雨教材の改良 

  教材の追加 スライド一覧 

  チェック・リストの作成 

  社会科以外の教科でも使える例 理科での実践例 

  防災学習の効果を確認するためのクイズ 

・教材の広報活動と防災マップづくり 

 

○今後の課題 

・浸水シミュレーションの精度向上および操作性の向上 

・集中豪雨教材の充実 

・他の災害の教材作成 

・教材配布システムの構築 

 

14:14～14:18 質疑  

松本Ｑ：１年前にはチリ地震による津波があったが、小中学校や自治会での取り組みにおいて、実

際の津波があったことで、食いつきとか反応に違いがあったか。 

井面Ａ：実践したのは平成２１年度で、チリ地震津波の前であった。自治会の方からは、シミュレ

ーションなど、わかりやすいとの声を聞いている。 

 

徳増Ｑ：阪神淡路大震災を経験した。一番大事なのは２次的な被害の防止、そのためにはｅ－防災

図、道路の防災、ライフラインの確立が大事。香川大学で研究してほしい。 
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井面Ａ：センターには様々な分野の専門家がいる。ライフラインの研究など、来年には研究成果の

報告が出来ると思う。 

 

14:18～15:20 基調講演 地域防災がもたらす「まちづくり」の効果と展望           

○講師：岩崎正明 かがわ自主ぼう連絡協議会会長・丸亀市川西地区自主防災会会長 

・防災功労者内閣総理大臣賞などダブル受賞 

 

○はじめに 

・取り組んできて丸１０年、ポイントを紹介したい。 

・ｅ－とぴあ・かがわ さんがわさんにＰＣ操作やパワーポイントの資料

づくりをしてもらっている。 

 

○川西地区の紹介 

・きわめて特徴のない地域。 

 しかし、すばらしい人が育っている地域。今日も３０人ほど来てくれている。 

・人口７千人弱。 

・４つの企業に在留外国人が７０～１００人ほど。 

・高齢化率１８．９％ 

 

○川西地区の町づくりの概要 

・「自主性」と「相互信頼関係」に基づく、”生活共同体”として、快適・安全な生活環境と、健

康で文化的な生活を目指して、心ふれあう住みよい豊かな町づくりを推進する。 

・組織：代議員１６５名 ７部門「人権」「環境」「福祉」「体育」「青少年健全育成」「防災」「総

務」と事務局で構成。 

 

○防災をキーワードとして 

１）人づくり（人探し） 

・４６自治会あるので、核になる自治会との連携 

・２５社の企業団体を通じての人探し 

・今日のようなシンポジウムなど、バスをチャーターしての勉強 

１）人づくり（人材育成） 

 ・小学校に対して：救命救護講習、防災訓練参加、自主防災会、長寿会・青少年育成協議会、

トリアージ訓練、建物からの救出訓練、１１９番通報の訓練、安全安心マップ

づくり、野菜作り、わらでしめ縄づくり、昔の遊びの伝承 

２）物づくり 

 ・「拠点整備」から「面的整備」へ 現在８カ所整備 

 ・衣食住３日間、自分たちでこなせるようにしておく 

 ・救出資機材を身近なところに整備 

 ・備蓄食料は、賞味期限が近づくと、地元のイベントで使い、そのイベントの団体から補充し

てもらう。 
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 ・ふれあい防災ネットワーク（無線ネットワークの配備）は地域情報網の要 

３）絆づくり（連携づくり） 

 ・企業に対して：イベントの案内と協賛依頼、会報類の配布による訪問、年末年始の挨拶周り、

合同防災訓練など、足しげく訪問する 

 ・福祉施設に対して：祭りへの招待、施設訪問 

・芋炊き：何千人分も作るのなら、炊き出し訓練になる、地域の交流づくりになる 

 

○自主ぼう「設立」前と後 

・環境部門        １２０名 → １、２５０名 

・福祉部門        ５５０名 →   ９５０名 

・青少年健全育成     １００名 → １，３５０名 

・体育部門      １，０２０名 → １，３６０名 

・防災部門          ０名 → ３，８４５名 

・長寿会         ７６１名 → ２、７１９名 

・小学校（主に郊外活動） ５１２名 →   ８５０名 

・施設・企業連携      ３０名 →   ３００名 

 

○これからのまちづくり 

１）高齢化社会を乗り切る 

 ６０才から８０才までの自立したシニア世代を作る 

 ・目標をしっかりと持つ 

  防災日本一！ 環境日本一！ 福祉日本一！ 

 ・コミュニケーションを大切に 

  「直会（なおらい）」行事をタイミング良く  飲むことも大事 

２）地域の支え合いを原点に 

 ・要援護者対策 民生委員と地域力が連携して 

 ・福祉施設との連携 相互交流を活発に、協慟で利用者の生き甲斐づくり 

３）小学校・企業グループとの連携 

 ・小学校を基点に幅広い年齢層の交流  長寿会 ←→ 小学児童 ←→ ＰＴＡ等 

 ・企業グループに地域担当を設置  共存共栄となる情報交流 

 

○これからの自主ぼう 

１）「活動資金」の確保（捻出） 

 ・校区内組織役員による忌憚のない議論 

 ・必要性のコンセンサスを得る 

 ・今、予算確保しないで何時するのか？ 地域の安心・安全に一定の金は必要である。 

２）防災教育の進化・拡大 

・小・中・高生の「危機管理」力向上とリーダー育成を図る 

・適応能力に応じたカリキュラムの選定 

・より被災現場に対応した研修 
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・児童学生を準備工程から組み込むなど、より自立した防災教育確立を目指す 

３）広域連携をより充実・強化 

・防災伝道師 

・小学校と地域が一体感での防災訓練の推進 

・人的ネットワークの確立 

・かがわ自主ぼうの更なる拡大 

４）行政・大学・防災士会等との連携を強化 

 ・幅広いノウハウの共有、活動支援を円滑に、・広範囲にわたる防災力向上 

 

○まとめ 

「１００年兵を養うは、これ１日のため」 

東南海・南海地震の発生は、遠くありません。今日から新たな取り組みを始めましょう。 

 

15:10～15:20 質疑  

香川町 かまだ：岩崎さんの名前は知っていたが、実際に初めてお話を聞かせていただき、感動し

ました。 

ふれあい防災ネットワーク、いかようにして整備を進めてきたのか、どのように運用してい

るのか教えて欲しい。 

岩崎Ａ：平成１４年ぐらいから丸亀市に要望していた。全国宝くじ協会の防災事業支援というのが

あるが、４回目にようやく採択となった。地域の団体として、「こういうのを入れて、こんな取

り組みを行う」ということを行政にお願いして。３３０万円 助成金が宝くじから半分、不足

分は市から。市の工事として、入札、工事発注してもらった。運用は私たちがやっている。総

務省に電波料として１台あたり年間３００円の支払い、月１度の試験、１年分の試験結果を四

国総合通信局へ報告。情報伝達訓練、小学校の防災訓練、河川の水防など。無線の資格はＮＴ

ＴのＯＢの方が持っている。 

 

徳増：正に産学官が一体となってまちづくりをとらえられており、力強く感じた。これまでに一番

苦労された点、今後の後継者をどう育てられているかについて聞きたい。 

岩崎Ａ：会社は人事権や評価があるが、地域活動はみんなイコール、おなかの中、考え方がわかる

までに時間がかかる。４年ぐらいやっているとしんどくなる。不平も出てきます。長くやるに

は小学校と一緒にやること。小学校の子らとやると充実感が違う。小学校といっしょにまちづ

くりをやること。小学校にもっと踏み込むことが、長続きのポイントでは。 

 

15:20～15:40 休憩  

 

15:40～16:57パネルディスカッション「地域防災力向上に外からの共助を活用しよう」      

○コーディネーター：長谷川修一（香川大学工学部教授）  

○アドバイザー：岩崎正朔（かがわ自主ぼう連絡協議会会長） 

○パネリスト：河西洋一（高松市総務部危機管理課長） 

稲井光男（香川県社会福祉協議会地域福祉課長） 
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宮脇初恵（高松市男女共同参画センター事務長） 

根ヶ山里子（高松市二番丁コミュニティーセンター長） 

久保雅和（香川県防災士会会長） 

 

長谷川： 

・７月庄原、１０月奄美、チリでの地震など。香川では平成１６年の台風

災害以来、幸い災害がない。新燃岳の噴火、火災流や土石流の危険。自

然災害はいつ起きるやもしれない。 

・平成２２年度の防災白書 「新しい公共」の力を活かした防災力の向上。 

・自主防災組織の結成率は増えているが、県や高松市の率は全国平均より

もかなり下。 

・アンケートから、地域防災力が高まっていると思う理由は、「自主防災組織が出来ている」から。

逆に地域防災力が下がっていると思うのは、「高齢化が進んでいる」。 

・地域防災力を高めるのは、地域コミュニティの強化、防災リーダーの育成、ボランティアなど

外部の力の活用が大事。 

 

河西： 

 

宮脇：女性防災リーダーの育成につとめている。地域の防災力アップ講座、我が家の防災力アップ 

 

稲井：災害ボランティアセンター、避難者への支援などについて話したい。 

 

久保：スキルアップ研修の実施、各コミュニティに２～３人の防災士がいるようにしたい。 

 

岩崎：自主防災組織は現在１５５団体、月１回の会報もまもなく５０号、著名な先生もお招きし、

会員の増加、組織強化に取り組んでいる。 

 

長谷川：それぞれの取り組みについてご紹介ください。 

 

河西： 

○高松市の防災対策 

 ・防災計画の見直し、建物の耐震化など 

 ・地域防災リーダー育成セミナー 夏に金曜の夜に５回 平成１７年度

より実施。 

 ・施設の耐震化等 防潮堤のかさあげなど、公共施設の耐震化 

 ・防災行政無線システム 合併後の全市に向けデジタル無線の整備 

  拡声器のそばの人には騒音、遠方の方には聞き取りにくい。（半径７００メートル） 

 これを補完するシステムが必要と認識し検討中。 

 ・物資の備蓄 

 ・防災訓練 
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 ・災害時要援護者支援 

 ・災害時指定職員制度 避難所に近い職員を割り当てする制度 

 

○香川県防災対策基本条例の基本理念 

・自助・共助・公助 共助のために協定を結ぼうとしている。 

 

長谷川：共助について、根ヶ山さん。 

 

根ヶ山： 

○防災マップづくり 

・課題を共有できる 

・人を知れる 

・プロセスが大事 

 

・避難場所と避難経路を検討 高潮災害を経験しているので、熱心に取り組む 

・「防災マイ・マップ」 地震、津波の情報とともに、持ち出し品のチェック・リストも 各家

庭に配布 

・しかし、マップを配布しただけでは活用されないだろうと、自分の情報を書いてもらおうと

「マイ・マップ」 

・防災訓練などを通じて改良していく。 

 

○防災マイ・マップづくりの説明会 

・生涯学習の場でも実際に書き込んでもらう活動を実施。 

・要援護者避難支援 避難経路の図化 車椅子で通れない道路、浸水する道路の図化 

 

○効果について 

・二番町地区女性防災クラブの結成 ６０名のメンバでスタート 

・二番町花いっぱい運動 小学校が統廃合され、新たな通学路などを花いっぱいに。 

 

長谷川：女性の参加ということで、宮脇さんから。 

 

宮脇： 

・阪神淡路大震災では、女性は男性の２倍亡くなった。女性に関わる様々

な課題が明らかとなった。防災基本計画に、男女共同参画の視点を入

れることが明記された。 

・女性の地域防災リーダー養成 

・長尾の活断層から学ぶ 

・高松市民防災センターで知識を深める 

・高松地方気象台で気象情報の読み方を学ぶ 
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○防災ノート 

・知識を実践に移すために、１冊２００円で販売。 

・非常持ち出し品の議論、子育て中の人も共に議論。女性の視点で議論。 

・書き込みながら防災対策を 考えながら、家族会議をしながら、仕上げていく。 

・血圧の薬がいる、備蓄品のチェック、地震が起きたときに家族はどこにいるの、我が家の築

年、基礎、水はけ、被災経歴、自主防災組織の連絡方法、訓練参加記録などを書く。 

 

○アンケート１４０人 

・防災ノートは、 

   ４５％ とても役立つ 

   ４８％ 役立つ 

・非常持ち出し袋を、 

４３％ 用意している 

３４％ 防災ノートを契機に、これから用意したい 

 

○一人ひとりの防災力アップが地域の防災力アップに。 

○我が家の防災ノートづくりの記入講習会。 

 

稲井： 

○県内災害ボランティア活動数 

・平成１６年 香川県   ６,３３１名  香川県のボランティアは 

       新居浜市 １３,１１２名  多くはない  

 

○香川県災害ボランティア協議会 

・２６団体４個人 

・会費・義務はない 

・災害ボランティアセンターが設置された場合に、会員や社員等にボランティアの周知 

・講演会や写真展、つどいを実施。 

 

○センターの役割 

・被災者や地域の復旧の支援 

・被災地に知人がいない支援者への仲介 

・活動先はボランティアが選択。 

・参加者が少なければ、高齢者や障害者を優先する。 

 

○参加者は 

・大半は、ボランティアが初めての方。 

 

○災害ボランティアは、補助的な活動 

・阪神淡路大震災では、ボランティアを学生が６割を占めていた。 
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・南海地震では広域被災地域が考えられるので、避難者は分散し、高知などに重点配置が必要。 

 

○近年の災害の被害者は６割は高齢者 

①地域の災害対策は、 

・避難生活で６００名の方が亡くなられ、その９割は高齢者。 

②要援護者の支援は、地域支援で 

 

久保: 

○香川県防災士会とは 

・平成１９年８月に設立。 

・防災士とは防災に取り組むボランティアです。 

・香川県防災士会 発足当時１３名、現在は３９名。 

・会員相互スキルアップ研修 

・香川ＲＢ（レスキュー・バイク）部隊の結成 

 

○部外との連携 

・地域防災力の向上に外からの公助 

 

○香川県防災士会として達成しようとする目標 

・減災を目的に地域防災リーダーの育成 

 

長谷川：外部の支援をどのように活用したらいいか、アドバイスを。 

 

根ヶ山：地域を知っていないと、外の方に支援してもらう内容がわからん。地域で出来ることは地

域でやること。それで出来ない部分を、外から支援してもらう。 

 

宮脇：公的機関やいろいろなところの支援をいただき活動している。プロパン協会、保安協会など 

 カウンセリングのＮＰＯなどとの連携 

  女性の視点を。女性は、地域のことにとても敏感です。情報が入ると、女性はすぐに行動に

移す。女性は助けられたり、助けたりという横のつながりを作るのが得意。女性の視点を活か

して。 

 

長谷川：要援護者の話を 

 

稲井：平成１６年 ボランティアセンターに電話をしても話し中だった。民生委員や自治会長さん

だけで、要援護者の情報をあげるのは難しかった。要援護者の情報をセンターにあげてくるこ

とを地域の方々に協力いただきたい。 

 

久保：連携していくことで気づくこと、スキルアップにつながる。各地域に２～３人のリーダーが

いると、行政も助かるはず。みなさんも養成講座を受講されませんか。 
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長谷川：アドバイスを 

 

河西：四国で災害が起きたときに外部からどれほどの応援が期待できるか、橋が大丈夫か、船がど

れほどの輸送力を発揮できるか。 

  結局のところ、地域でやっていくしかない。先日、中越地震に対応された小千谷市、水害に

対応された豊岡市のお二人の話を聞く機会があった。行政の力は本当に微々たるものだった。

電柱ごと拡声器が壊れ、何の情報も出せなかった。 

 地域コミュニティを「防災」という視点で、築き上げておくことが、災害時に命を守ること

につながる。 

  自治会の組織率を高めるよう取り組んでいく。みなさんのご協力を。 

 

長谷川：共助のためには自助が、自助のためには公助が。岩崎さんからコメントを。 

 

岩崎：パネリストの方々は、それぞれが素晴らしい感性で取り組まれている。 

 「病院」との連携。トリアージの研修も病院の先生との話から。町中の

連携を模索しておいた方がいい。福祉施設などグループホームなどの施

設には、看護士、介護士の資格者がたくさんいる。今から連携をしっか

りやっておく。 

 

長谷川：今までは地域だけ、住民だけだったが、病院、企業、様々な味方との連携も重要。 

 

 

16:49～16:57 質疑  

大川南地区Ｑ：阪神で一番苦労したトイレについて、対策についてのお話を。 

 

岩崎Ａ：小学校 水洗トイレ 水だけがあってもだめ。浄化槽を機能させるためにモーターを回し

ておかないとだめ。小学校クラスの浄化槽だと２．３ＫＶＡの発電機が２台いる。 

簡易な段ボール性のトイレ。最初は、自助で買ってもらったが、共助で５００枚ほど買って

ある。 

 

久保Ａ：食べたら出るんだから、スーパーの袋を５～６枚は避難袋の中に持っておいてほしい。バ

ケツにかぶせてでもすませ、縛っておいて、避難所に持っていく。 

 

長谷川：外からの公助を使おうと活動事例、アドバイスをいただいた。行政も出来ないことは「出

来ない」と言う。地域でも出来ないことがある。外からの共助を受け入れられる、活かせるこ

とも地域の防災力。 

   香川大学では防災研究、防災力の向上に取り組んでいく。地域のみなさまと一緒にやらない

といけないことなのでみなさまのご協力を。 
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16:57～117:00 閉会挨拶 田港朝彦（香川大学副学長・産学官連携推進機構長）         

・防災力をいかに 

・災害に対応するには、自助・共助・公助 ３つのまとまりが大切。このまとまりに加えて、防

災へのコーディネーターが大事。 

・防災は、日常の努力の積み重ねが大事。 

・香川大学では、本日のような取り組みを通じて社会貢献を続けていきたい。 

 

－ 以上 － 
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