認定NPO法人 防災・減災サポートセンター
活動（防災マップづくり）実績一覧（2019.12現在)
年

平成17年

月

実施場所、支援先

9月 南光台市民センター

参加者（延）

開催名称、内容

205 防災マップづくり出前講座

平成17年

10月 中田市民センター

37 防災マップづくり出前講座

平成18年

11月 石巻市住吉自主防災会

38 防災マップづくり出前講座

平成17年

11月 太白中央市民センター

38 防災マップづくり出前講座

平成18年

4月 福室市民センター

65 防災マップづくり出前講座

平成18年

7月 若林中央市民センター

46 防災マップづくり出前講座

平成18年

9月 秋保市民センター

24

平成18年

11月 生出市民センター

87 地震防災講座

平成18年

11月 東部市民センター

30

平成18年

12月 若林中央市民センター

30 夢プラン21若林

平成19年

3月 西多賀市民センター

17 「どうする西多賀まちづくり」-地盤と地震災害の関係

平成19年

4月 東部市民センター

24 地震防災講座「防災マップを作ろう」

平成19年

9月 石巻市住吉自主防災会

51

防災マップづくり出前講座。地震防災講座「生活の知恵講座・秋保地区の地
震対策」
「身の安全を守るために」

防災マップづくり出前講座。東部いきいきスクール「地域防災の実情」”学
ばざるは卑し”」
地震探検隊報告会第2部

石巻市自主防災会 平成19年度研修会
見」・・野外活動を中心にして

平成19年

11月 木町通市民センター

14 木町通安心安全講座

平成19年

11月 青森県野辺地社会福祉協議会

25 平成19年度

平成19年

11月 西多賀小学校

平成20年

2月 若林区文化センター

平成20年

3月 仙台市福室市民センター

平成20年

8月 西多賀小学校富沢子供会

100

野辺地社協

防災マップ作り「わが町再発

ボランティア教室

78宮城県沖地震を振り返る、西多賀小学校付近の地盤、防災マイマップづく
りのすすめ

200 地域防災リスクコミュニケーション会議

9

「防災マップを作ろう
めと助言

福室編」の防災マップ作りフィールドワークのまと

15 西多賀小学校富沢子供会マップづくり支援

平成20年

10月 青森県野辺地社会福祉協議会

20 災害に強い自治会づくり

～もしもの時の災害マップ～

平成20年

11月 柏木市民センター

20 我が家の地震対策「地盤と地震」

平成21年

6月 富沢中子供会

16 富沢中子供会防災・防犯マップづくり支援

平成21年

6月 片平市民センター

28 片平地区安全安心まちづくり講座

年

月

実施場所、支援先

平成21年

12月 仙台市内小学校

平成22年

5月～23年3
若林区法領塚下町内会
月

平成22年

平成23年

平成23年

平成23年

平成23年

7月～1月

仙台市青葉区大沢市民セン
ター

2月 福島県本宮市

3月～4月 宮城県、仙台市

9月 仙台市青葉区みやぎ台町内会

11月 岩手県技術士会

参加者（延）

開催名称、内容

18校48学級 理科教育特別講師

60

地震防災マップづくりによる地域防災力向上支援事業（宮城県建築住宅セン
ター助成事業）

100 大沢地区地域防災安心ネット講演会

30 防災ゼミナール講師（国土交通省主催）

6 被災宅地危険度判定（東日本大震災関連）

70 みやぎ台地震防災講座

50 「東日本大震災を考える～その時、技術士は何をしたか～」

平成24年

3月

仙台市内および石巻市社会福
祉施設

30 老人福祉施設等防災・減災支援事業（福祉医療機構助成事業）

平成24年

3月

埼玉県さいたま市見沼区大和
田東自治会

30 東日本大震災から学ぶ私たちの防災

平成24年

7月 女川一中・二中

330 女川一中・二中親子防災教室

平成24年

10月 貝ケ森市民センター

18 防災情報発信講座

平成24年

12月 美里町駅東地域交流センター

48 樂集塾

平成25年

3月 石巻市内

社会福祉施設

平成25年

7月 大和町教育委員会

平成25年

12月 宮城県建設センター

防災講座「マイマップ（防災マップ）をつくろう」

30 「防災マップによる福祉施設の減災支援事業」（独）福祉医療機構助成事業

25 大和町防災主任研修会講演「これからの学校防災教育の在り方について」

30 県民防災研修会「自然災害への備え～いのちを守る「知の教え」～

1月 仙台市立市名坂小学校

平成26年

2月 仙台卸商センター

70 「防火管理実務研修会」で講演

平成26年

8月 宮城県建設センター

50 地域防災講座「防災について考えよう～「河川・土砂災害」ってなぁに～」

平成26年

11月 仙台市宮城野区福住町

平成27年

6～7月 石巻市住吉小学校

250

「すてき！発見！市名坂～いつものところで大発見」のマイマップづくり支
援 第3学年

平成26年

200 第12回福住防火・防災訓練

130 住吉小学校4年生「総合学習の時間」生きていく私たち

で授業

平成27年

8月 高知大学（JICA東北事務所）

15 海外研修生を対象としたマイマップづくり講習会

平成27年

8月 仙台市青葉区みやぎ台

27 子どもと地域でつくるマイマップ（子ども夢基金助成事業）

平成27年

9月 石巻市住吉小学校

65 住吉小学校5,6年生「防災教室」

平成27年

10月 山元町立山下中学校

64

で実験授業

山元町立山下中学校第1学年「総合防災訓練出前講座（自然の恐ろしさと上
手に付き合う）」講演会

年

月

実施場所、支援先

平成28年

2月 みちのく仙台ORI☆姫隊

平成28年

3月

平成28年

7月 多賀城市立東豊中学校

平成29年

3月

宮城野区民協議会、宮城野区
文化センターパトナシアター

宮城野区民協議会、宮城野区
文化センター体育館

平成29年 10月～11月 太白区西の平金剛町内会

平成30年

2月 東松島市横沼二区自主防災会

平成30年

2月

平成30年

9月 仙台市太白区横森親和町内会

仙台市太白区西多賀市民セン
ター

平成30年

11月 多賀城市立東豊中学校

令和1年

10月 多賀城市立東豊中学校

参加者（延）

開催名称、内容

6

ご当地アイドルのみちのく仙台ORI☆姫隊と仙台市青葉区一番町付近のマイ
マップづくり

34

「第7回みやぎの大縁会」支援事業。ワークショップ（大人のぬりゑ）およ
び講演会

多賀城市立東豊中学校総合的な学習「地域防災を考えよう～一人一人が取り
83 組む防災～」の支援（座学講演と通学路の防災マップ作成）。東豊中学校周
辺の防災マップづくり
50

「第8回みやぎの大縁会」支援事業。ワークショップ（地形区分図の作成）
および話し合い

地震・水害防災講座「防災マップをつくろう～利府・長町断層がはしる地域
141 の地盤を知って地震・水害防災を知ろう～」。座学、フィールドワーク、ま
とめおよび話し合い
9 防災マップ講座

「地域に潜む自然災害のリスクを知る」

座学講演。

西多賀市民センター・女性防災リーダーネットワーク太白共催講座「手をつ
49 ないで考えよう防災・減災～活断層について学ぶ～」座学および地域図面を
使用した図上演習。
42

机上防災マップ作成。座学講習と図上演習。NPOは事前現地調査データ提
供。

多賀城市立東豊中学校総合的な学習「地域防災を考えよう～地元を知って災
101 害に備える～」の支援（座学講演と通学路の防災マップ作成）。東豊中学校
周辺の防災マップづくり
多賀城市立東豊中学校総合的な学習「防災学習～地域を知って、災害に備え
84 る～」の支援（座学講演と通学路の防災マップ作成）。東豊中学校周辺の防
災マップづくりおよび小学生へのプレゼンテーション

