
講座で紹介する防災グッズを
香川県防災センターでご覧いただくことができます！

香川県防災センター
（消防学校教育訓練棟1F）
開館 9:00～17:00
入館無料,駐車場あり

お問合せは、
香川県土木部住宅課まで
Tel 087-832-3584

令和 4 年度
香川県木造住宅耐震対策講座

主催：香川県　　企画協力・コンテンツ提供：NPO法人プラス・アーツ　　協力：香川県防災士会

大規模な地震が「モシモ」起こったらどうしよう、と捉えるのではなく、日常生活の中で「イツモ」起こりうる当たり前のことと
して捉えて、備えることが重要です。そこで、「在宅避難」に着目した「防災イツモ講座」を開催します。受講者の皆さまが「イ
ツモ防災インストラクター」となって、ご自身が属する地域や団体などで、ご自身で「防災イツモ講座」を開催することができ
るようになることを目指します。

講師

永田  宏和  （ 防災プロデューサー ）
1993年大阪大学大学院修了。2005年ファミリーが楽しく防災の知識や技を学ぶプログラム「イザ！カエルキャラバン！」
を開発。2006年NPO法人プラス・アーツを設立し、理事長に就任。現在、全国各地及び、東南アジア、中南米など海
外での防災教育普及に積極的に取り組む。東京メトロ、三井不動産グループ、無印良品、大東建託、NHKなど企業・メ
ディアの防災アドバイザーも数多く務める。TBS「情熱大陸」、日本テレビ「世界一受けたい授業」出演。

防災イツモ講座
～イツモ防災インストラクター養成講座～

第1回11/10㈭13:30～ 16:30
テーマ：家具の転倒防止対策
災害時の、避難所への避難とは異なる、「在宅避難」という選択肢につい
て考えてみます。在宅避難を行うために必要な、住宅の耐震対策や、家具
を転倒させない固定方法について、詳しく解説します。

第2回12/22㈭13:30～ 16:30
テーマ：在宅避難おすすめ防災グッズ

開催場所  香川県消防学校 教育訓練棟 ２階大教室（高松市生島町689-11）開催場所  香川県消防学校 教育訓練棟 ２階大教室（高松市生島町689-11）

在宅避難を行うためには、十分な種類と量の防災グッズを、備えているこ
とが必要です。この回では、防災グッズや非常食、携帯用トイレなど、プラ
ス・アーツが推奨するおすすめ12選を詳しく解説します。

在宅避難を行うためには、十分な種類と量の防災グッズを、備えているこ
とが必要です。この回では、防災グッズや非常食、携帯用トイレなど、プラ
ス・アーツが推奨するおすすめ12選を詳しく解説します。

第3回1/25㈬ 13:30～ 16:30
イツモ防災インストラクター候補生 練習会

第４回～
あなたの地域や団体で、
防災イツモ講座を一緒に企画しませんか？

イツモ防災インストラクター候補生である受講者の皆さまが、第１回又は第
２回で学んだ内容を、講師として発表する、実践形式の練習会です。
イツモ防災インストラクター候補生である受講者の皆さまが、第１回又は第
２回で学んだ内容を、講師として発表する、実践形式の練習会です。

開催をご検討の方は、県住宅課までお問い合わせください。開催をご検討の方は、県住宅課までお問い合わせください。

企画1 企画2

防災イツモ講座
どなた

でもご参加で
き
ま
す
。

参加
無料

※講座動画のイメージです。

PR動画の先行配信
(１０分程度×３本）

防災イツモ講座を多くの皆さまに知っていただく
ため、ダイジェスト動画を公開しています。
防災イツモ講座を多くの皆さまに知っていただく
ため、ダイジェスト動画を公開しています。

※動画の放映に加え、市町職員による住宅の耐震対策の
　補助制度等について説明を行います。
※動画の放映に加え、市町職員による住宅の耐震対策の
　補助制度等について説明を行います。

視聴方法② 各市町の放映会場

視聴方法① オンライン (web)
放映日
　令和4年9月1日（木）
　～令和5年3月31日（金）

放映日時
　裏面をご覧ください。

※期間中はご自由に視聴できます。
　視聴方法は、裏面をご覧ください。



令和 4年度防災イツモ講座 参加申込書

防災イツモ講座 ～イツモ防災インストラクター養成講座～

申込み先

企画1

企画2

PR動画の先行配信
① webで視聴される方
香川県住宅耐震ポータルサイトから視聴できます。 開催日の前日 (土日祝除く ) までに、氏名等を記載のうえ、

下記申込先までお申し込みください。※その他、県危機管理課や香川県防災士会のFacebook等
　からも視聴できます。

多度津

多度津町役場 ２階202会議室
( 多度津町栄町三丁目3-95)

9/21㈬ 10:00～ 12:00

第１回

テーマ：
家具の転倒防止対策

会場：香川県消防学校 教育訓練棟 ２階大教室
(〒761-8002 香川県高松市生島町689-11)
受講料無料 ,駐車場無料

F   A   X 087-806-0247
E-mail jutaku@pref.kagawa.lg.jp
郵     送 〒760-8570高松市番町四丁目1番10号
電子申請 （「企画2」 防災イツモ講座のみ）
※市町住宅耐震窓口への申込みでも構いません。

※複数名で参加される場合でも、すべての方のお名前を記入してください。

2022/11/10㈭ 
13:30～ 16:30 第２回

テーマ：
在宅避難おすすめ防災グッズ

2022/12/22㈭ 
13:30～ 16:30 第３回

イツモ防災インストラクター
候補生練習会

2023/1/25㈬
13:30～ 16:30

宇多津

宇多津町役場西館 ２階会議室
( 宇多津町1881)

10/5㈬ 10:00～ 11:30

小豆島

小豆島町役場 本館３階大会議室
( 小豆島町片城甲44-95)

9/28㈬ 14:00～ 16:00

東かがわ
東かがわ市交流プラザ第1・2市民会議室

( 東かがわ市湊1806-2)

10/5㈬ 13:00～ 15:00

善通寺

善通寺市役所 ４階404会議室
( 善通寺市文京町二丁目1-1)

9/16㈮ 15:00～ 16:30

高 松

高松市役所 ３階 33会議室
( 高松市番町一丁目8-15)

9/29㈭ 13:30～ 15:30

まんのう

まんのう町役場 大会議室
( まんのう町吉野下430)

9/12㈪ 13:00～ 15:00

綾 川

綾南農村環境改善センター 1階研修室
( 綾川町滝宮299)※無料相談会も実施 ※無料相談会も実施

9/14㈬ 9:00～ 10:00

三 木

三木町防災センター第５研修室
( 三木町大字氷上310)

9/20㈫ 10:00～ 11:30

三 豊

三豊市危機管理センター 201会議室
( 三豊市高瀬町下勝間2373-1)

10/7㈮ 13:30～ 15:30

観音寺

観音寺市役所 ２階201・202会議室
( 観音寺市坂本町一丁目1-1)

9/12㈪ 13:30～ 15:30

丸 亀

丸亀市役所 ３階 会議室303
( 丸亀市大手町二丁目4-21)

9/27㈫ 14:00～ 16:00

琴 平

琴平町役場 ２階第二会議室
( 琴平町榎井817-10)

9/30㈮ 14:00～ 16:00

直 島

直島町役場 ２階小会議室 (１)
( 直島町1122-1)

9/27㈫ 14:00～ 15:00

土 庄

土庄町役場 ３階防災対策室
( 土庄町渕崎甲1400-2)

9/27㈫ 14:00～ 15:00

さぬき
さぬき市役所本庁３階301･302会議室

( さぬき市志度5385-8)

9/28㈬ 14:00～ 15:00

坂 出

坂出市役所本庁舎 ２階大会議室
( 坂出市室町二丁目3-5)

9/27㈫ 14:00～ 16:00

② 放映会場で視聴される方

※参加希望の会場を
○で囲んでください。

※参加希望の回を○で囲んでください。
複数選択可。

氏名
ふりがな

日中連絡のとれる
電話番号

住所 市・町

各10分程度の動画
（①防災イツモ講座とは？、②家具転倒防止対策、③在宅避難推奨グッズ）

開催日の10日前 (土日祝除く ) までに、下記申込先までお申し込みください。  ※ 各回、定員４０名（先着順）

※各会場では、市町職員による住宅の耐震化に関する補助制度の説明も行います。

「企画１」を放映会場で視聴される場合は希望の会場を、
「企画２」を受講する場合は希望の回を、〇で囲んでいただき、
右記を記入のうえ、FAXでお申し込みください。
そのほか、下記の方法でもお申込みいただけます。

電子申請は
こちら


