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平成 30 年 12 月 5 日 

近 畿 総 合 通 信 局  

防災担当者の声に応え「災害情報伝達に関するセミナー」を再び開催 
－地域の特性・実情に最適な災害情報伝達手段の整備に向けて【第２弾】－ 

近畿総合通信局（局長：大橋 秀行（おおはし ひでゆき））は、11 月 5 日開催の

「災害情報伝達に関するセミナー」に続く 第２弾のセミナーを、来年 1 月 11 日に

開催することにしました。地方自治体の 防災担当者等からの要望を踏まえたもの

で、アンケートに寄せられた質問や意見 等を踏まえて、改めて課題解決のために

知恵を出し合う場を設けようというもの です。  

セミナーは、気象庁の方を講師にお招 きし、南海トラフ巨大地震に関して講演

を頂くほか、前回の事例紹介を深く掘り 下げるパネルディスカッションなど、地

域の諸課題の解決に向けた実践的なセミナーとして企画しています。 

１ 概要 

  本セミナーは、本年 11 月 5 日に開催した※「災害情報伝達に関するセミナー」

の参加者から、「もっと詳しく聞きたかった」等のご意見等を頂いたことを踏ま

え、抱える諸課題に主体的に取り組まれている地方自治体防災担当者の応援を目

的に企画しました。「第２弾」ではありますが、今回初めて参加される方にも、

理解し易く、今後の業務に有益なプログラムを提供するように努めますので、地

方自治体の方々には、奮ってご参加ください。 
※本年 11 月 5 日開催の「災害情報伝達に関するセミナー」で配布した資料は、下記のサイトか

らダウンロードできます。 

http://www.soumu.go.jp/soutsu/kinki/safety/bousai.torikumi.seminar.html 

２ 開催日時及び会場 

日時：平成３１年１月１１日(金)午後１時から午後６時まで 

会場：大阪合同庁舎第１号館 第１別館２階大会議室（大阪市中央区大手前 1-5-44） 

３ 主催 

近畿総合通信局 

４ 対象者： 

  近畿２府４県地方自治体の防災担当者 

  ※本セミナーは、会場スペースの関係で、地方自治体の防災担当者及び報道取材関係者の

参加を優先させて頂きますので、予め御了知おきください。 
 

５ 主な内容 

（１）講演 演題：南海トラフ地震に関連する情報 

講師：大阪管区気象台気象防災部 地震情報官 菊田 晴之氏 

http://www.soumu.go.jp/soutsu/kinki/safety/bousai.torikumi.seminar.html
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  （２）パネルディスカッション 

＜パネリスト＞ （  ）は前回のセミナーでの事例紹介 

・株式会社エー・ビー・シー リブラ 制作部専任マネジャー 木戸 崇之氏 

（テレビ画面への強制表示を通じた避難誘導（朝日放送テレビの取り組み）） 

・日本音響学会「非常用屋外拡声システム調査研究委員会」副委員長 栗栖 清浩氏 

 （防災行政無線の音声の改善） 

・和歌山大学 経済学部教授 佐藤 周氏（前回：NHK和歌山放送局長 仲山 友章氏） 

（津波被害に備える地域・メディア連携） 

・兵庫県加古川市 危機管理室防災情報担当 小山 良輝氏 

株式会社フューチャーリンクネットワーク取締役 岡田 亮介氏 

（エリアやグループを限定したスマートフォンへの一斉配信） 

・東京マルチメディア放送株式会社 営業本部副本部長 藤井 大輔氏 

（聴覚障がい者への V-Lowマルチメディア放送や LPWAを使った情報伝達） 

・ＮＰＯ法人多言語センターFACIL理事長、名古屋外国語大学教授 吉富 志津代氏 

（外国人への災害情報提供） 
            

（３）その他 

   講演やパネルディスカッションの合間に、最新の防災情報伝達システムや各種防災機

器等の展示や紹介を行います。 
 

※開催スケジュールは、別紙チラシの裏面をご覧ください。 
 

６ 参加費 

 無料 
 

７  参加申込方法 

セミナーの参加を希望される方は、下記の要領により、電子メール又はＦＡＸ

でお申込みください。参加受付は、定員（150 名）に達した時点で締め切りとさせ

て頂きます。 

  

（1）電子メール 

・申込先アドレス：d-seminar@soumu.go.jp 

   ・宛先：「災害情報伝達に関するセミナー」近畿事務局 

・件名：災害情報伝達に関するセミナー｢アンサー｣参加申込み 

・内容：別紙の「参加申込書」に必要事項を記入して添付するか、本文に 

企業団体名、部署、氏名、連絡先電話番号を記載してください。 
   

(2)ファクシミリ 

・別紙の参加申込書に必要事項を記入して、下記のファクシミリ番号へ送信

してください。送信票は不要です。 

・ファクシミリ番号：０６－６９４２－１８４９ 
    

※記載頂いた個人情報は、今回のセミナーへの参加に関する手続きのみに使用し、第三者
に開示・提供・預託することは、ありません。 

 

連絡先：「災害情報伝達に関するセミナー」近畿事務局 
近畿総合通信局 防災対策推進室（担当：大角、小田、渡辺） 
電話０６－６９４２－８５０４ 



－地域の特性・実情に最適な災害情報伝達手段の整備に向けて－

本セミナーは、本年11月5日に開催した「災害情報伝達に関するセミナー」に参加された方から、プログラムの事例紹介で、
「もう少し詳しく聞きたかった。」、「疑問が残った。」等の多数のご意見等を頂いたことを受け、さらに情報の提供や理解を
深めて頂く機会の場として、再度、これらに「応える」ためのセミナーを開催するものです。なお、今回初めて参加される方
にも、理解し易く、今後の業務に有益なプログラムを提供いたします。

日時

場所

主催

平成３１年１月１１日（金）13:00-18:00

大阪合同庁舎第１号館 第１別館２階大会議室

総務省 近畿総合通信局

（大阪市中央区大手前１－５－４４）

入場
無料

講演 南海トラフ地震に関連する情報

大阪管区気象台気象防災部 地震情報官 菊田 晴之氏

パネルディスカッション

パネリスト：
「テレビ画面への強制表示を通じた避難誘導（朝日放送テレビの取り組み）」

株式会社エー・ビー・シー リブラ 制作部専任マネジャー 木戸 崇之 氏

日本音響学会「非常用屋外拡声システム調査研究委員会」副委員長 栗栖 清浩 氏
「防災行政無線の音声の改善」

和歌山大学 経済学部教授 佐藤 周 氏
「津波被害に備える地域・メディア連携」

兵庫県加古川市 危機管理室防災情報担当 小山 良輝 氏
株式会社フューチャーリンクネットワーク取締役 岡田 亮介 氏

「エリアやグループを限定したスマートフォンへの一斉配信」

※「 」内は前回のセミナーでの事例紹介

「聴覚障がい者へのV-Lowマルチメディア放送やLPWAを使った情報伝達」

東京マルチメディア放送株式会社 営業本部副本部長 藤井 大輔 氏

「外国人への災害情報提供」

ＮＰＯ法人多言語センターFACIL理事長、名古屋外国語大学教授 吉富 志津代 氏

ＴＯＡ株式会社、大阪マルチメディア放送株式会社、沖電気工業株式会社、日本電気株式会社、日本電信電話株式会社、富士通株式会社

発災時に有効な最新の防災情報伝達システムや各種防災機器等を展示し、防災・減災対策の整備の参考となる情報を
提供します。

機器展示紹介

＜お問い合わせ＞ 総務省 近畿総合通信局 防災対策推進室 （０６） ６９４２ - ８５０４



災害情報伝達に関するセミナー「アンサー」プログラム

１３：００ 開会、主催者挨拶
１３：０５ー １３：５０ 講演 「南海トラフ地震に関連する情報」

大阪管区気象台気象防災部 地震情報官 菊田晴之氏
１３：５０ー １４：００ 休憩
１４：００ー １５：００ 機器展示紹介（プレゼンテーション）

ＴＯＡ株式会社、大阪マルチメディア放送株式会社、沖電気工業株式会社
日本電気株式会社、日本電信電話株式会社、富士通株式会社

１５：００－ １５：５０ パネルディスカッション（第１部）
株式会社エー・ビー・シー リブラ 制作部専任マネジャー 木戸崇之氏
日本音響学会「非常用屋外拡声システム調査研究委員会」副委員長 栗栖清浩氏
和歌山大学 経済学部教授 佐藤周氏
兵庫県加古川市 危機管理室防災情報担当 小山良輝氏
株式会社フューチャーリンクネットワーク取締役 岡田亮介氏
東京マルチメディア放送株式会社 営業本部副本部長 藤井大輔氏
ＮＰＯ法人多言語センターFACIL理事長、名古屋外国語大学教授 吉富志津代氏

１５：５０－ １６：２０ 休憩（機器展示見学）
１６：２０－ １７：００ パネルディスカッション（第２部）
１７：００ 閉会
１７：００ー １８：００ 機器展示見学

※予定時間は、多少前後する場合がありますので、あらかじめご注意ください。

○セミナーの参加を希望される方は、電子メール又はＦＡＸでお申込みください。
○電子メールでの申込みは、件名を「災害情報伝達に関するセミナー参加申込み」とし、①所属企業・団体名、
②部署、③氏名、④連絡先電話番号を記載して送信してください。

○ＦＡＸでの申込みは、下記の参加申込書に必要事項を記入の上、送信してください。送信票は不要です。
なお、必要事項を記載した参加申込書を添付して、お申込み頂いても結構です。

○受付完了の連絡は、申込者へ電子メール又はＦＡＸで行います。
○申込みされた個人情報は、本セミナーの開催に関わる以外の目的で使用いたしません。

■ 申込先 「災害情報伝達に関するセミナー」近畿事務局 （近畿総合通信局防災対策推進室）

■ E-mail d-seminar@soumu.go.jp ■ ＦＡＸ ０６－６９４２－１８４９

お申込み方法

参 加 申 込 書

所属団体名等

申 込 者

部署名 氏名 TEL FAX

講演会参加希望者

部 署 名 氏 名 部 署 名 氏 名

通信欄

会場のご案内 大阪合同庁舎第１号館 第１別館２階大会議室 （大阪市中央区大手前1－5－44）
大阪メトロ（地下鉄）谷町線又は京阪電車 「天満橋駅」下車 ３号出口 ※公共交通機関をご利用ください。
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