
 

 

News  Release      
                                   令和元年 9 月 18 日 

 

        「 学生のための災害ボランティアセンター運営研修 in 香川大学 」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  １ 日時：2019 年 9 月 23 日（月）13：30～9 月 24 日（火）16：30 

 

  ２ 場所：香川大学創造工学部（林町キャンパス） 

（高松市林町 2217-20） 

 

  ３ 対象：香川県及び近隣県の大学、専門学校に通う学生 

         

  ４ 講師：山崎水紀夫氏（NPO 法人 高知市民会議 理事） 

  山本克彦氏（日本福祉大学 教授） 

 

  ５ 内容： 

・講演「(仮)災害 VC について」「(仮)学生が被災地で活動することについて」 

  ・災害 VC 設営イメージトレーニング 

  ・災害 VC 運営訓練 

 

  ６ 主催：香川大学創造工学部 防災・危機管理コース 

  香川大学四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構 

    共催：香川県社会福祉協議会 

   

 

 

 
 お問い合わせ先  

香川大学 四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構 

地域強靭化研究センター 高橋真里 

TEL：０８７－８３２－１６５３ 

FAX：０８７－８３２－１６６８ 

E-mail：dcmkikikanri2@jim.ao.kagawa-u.ac.jp 

 香川大学創造工学部防災危機管理コースと四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構

は、林町キャンパス内において学生のための災害 VC 運営研修を実施する。近年、風水害

や地震が発生した際には災害 VC が設営されることが多いが、その運営を担う人材の育成

は進んでいない。当学では「防災危機管理コース」をはじめ「ネクストプログラム防災士

養成プログラム」で防災や災害対応について学んでいる学生がいる。この学生を中心に災

害対応の一環として、災害 VC 運営を担える学生の育成を目指す。 

なお、学生を対象とした災害 VC 運営研修の開催は、香川県内では初の取り組みとなる。 

※災害 VC＝災害ボランティアセンターの略 



災害ボランティアセンター運営研修
in 香川大学

＜内容＞
日時：2019年9月23日(月)13:30～24日(火)16:30
場所：香川大学創造工学部(林町キャンパス)

〒761-0396 香川県高松市林町2217-20
参加費：3,000円 別途入浴料(600円)

（一日参加の場合は1,500円）
持ち物：保険証、一泊分の着替え等必要品

テント宿泊に必要なもの(シュラフ)
申し込み：9月18日（水）まで ※別紙確認

香川県及び近隣県の
大学･専門学校に通う学生の君

こんな人が対象です！

＜開催趣旨＞
南海トラフ巨大地震が発生した場合、高知県・徳島県では被害が莫大であることが予想されており、

ボランティア活動としても重要な拠点となります。しかし、ボランティア活動の運営を担う人材の育成は
進んでません。そこで、学生を中心とした災害ボランティアセンター運営に関する人材育成のプログラ
ムを開発し、また、比較的被害が軽微であると予想される香川県内でのボランティア活動拠点の整
備を目指します。

お問合せ
香川大学四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構
地域強靭化研究センター 高橋
〒760-8521 香川県高松市幸町1-1
TEL 087-832-1653 FAX 087-832-1668
Email dcmkikikanri2@jim.ao.kagawa-u.ac.jp

主催 香川大学創造工学部 防災・危機管理コース
四国危機管理教育・教育・地域連携推進機構

共催 香川県社会福祉協議会

＜主な内容＞
○災害ボランティアについて考える
○ボランティアセンター運営の訓練
○学生にできる支援のカタチ

大学や県を超えて、一緒に備えませんか？



学生のための災害ボランティアセンター運営研修 in 香川大学 

 

目的 

 南海トラフ巨大地震が発生した場合、高知県・徳島県では被害が甚大であると想定されている。

両県に比べて比較的被害が軽微であると予想される香川県において、発災直後から学生ボランテ

ィアを受け入れ、活動を行うことが速やかな復興の実現につながると考えられる。しかし、その運営

を担う人材の育成は進んでいない。また、被災経験の少ない香川県だからこそ、平常時からの取組

みが重要である。そこで、学生を中心とした災害ボランティアセンター運営に関する人材育成のプロ

グラムを開発し、香川県内での活動拠点の整備を目指す。 

 当学では、「ネクストプログラム防災士養成プログラム」を開講しており、防災危機管理コースを中

心に今年度も 36 名の学生が、防災や災害対応について学んでいる。この学生たちを中心に、大規

模災害時の学生ボランティア受け入れおよびボランティアセンター運営の参考になる訓練を実施し、

今後の備えや他大学の学生との連携に繋げることを目指す。 

 

日 時 2019 年 9 月 23 日（月）13:30 ～ 24 日（火）16:30 

場 所 香川大学創造工学部（林町キャンパス） 

 （〒761-0396 香川県高松市林町 2217-20） 

対 象 香川県及び近隣県の大学、専門学校に通う学生 

講 師 山崎水紀夫氏（NPO 法人 高知市民会議 理事）、山本克彦氏（日本福祉大学 教授） 

参加費 3,000 円（一日参加の場合は 1,500 円）※保険代、食費等 

 ・食費、宿泊費含む 

 ・別途、入浴料が必要（600 円前後） 

持ち物 保険証、一泊分の着替え等必要品（タオル・シュラフ等要持参） 

 ※テント泊を予定しています 

 ※雨天を考慮し、教室でも寝泊まりできるように用意します 

   ただし、水分以外は教室外でとるようになります（お菓子含む） 

主 催 香川大学創造工学部 防災・危機管理コース 

香川大学四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構 

共 催 香川県社会福祉協議会 

お問合せ 

 香川大学四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構 

 地域強靭化研究センター 高橋 

 〒760-8521 香川県高松市幸町 1-1 

 TEL 087-832-1653  FAX 087-832-1668 

 Email dcmkikikanri2@jim.ao.kagawa-u.ac.jp 



プログラム 

＜9 月 23 日＞ 

 13:00 受付開始 

 13:30 開会、挨拶、オリエンテーション 

 14:00 災害ボランティアとは 

  ・（仮）災害 VC について（山崎氏） 

  ・（仮）学生が被災地で活動することについて（山本氏） 

 16:00 災害 VC 設営イメトレ 

  ・災害 VC WS 

 17:30 夕飯準備、野営準備 

 18:30 夕飯、片付け 

 19:30 ミーティング（県ボランティアハンドブック説明） 

 

 20:30 入浴（供用車で移動） 

 22:30 就寝 

 

＜9 月 24 日＞※24 日から参加の人は、０８:００集合 

 07:00 起床、朝食、野営撤収 

 08:30 オリエンテーション、訓練準備 

 09:30 体験 1（1 班運営、2 班ボラ） 

 11:00 各班振り返り 

 11:15 昼食 

 12:15 体験 2（1 班ボラ、2 班運営） 

 13:45 各班振り返り 

14:00 発表 

 15:00 まとめ・総括 

 16:00 閉会 

 16:30 解散 

  



 

参加申込書 

□保護者に参加について事前に説明し、了解を得ています。 

（※必ず保護者に事前に説明し、了解を得て、チェックを記入すること） 

 

所属学校名  

氏名
ふりがな

  性別  

生年月日   （西暦）           年      月      日   （     歳） 

住所 
〒        - 

          県 

携帯電話  

メールアドレス  

line ID  

緊急連絡先 電話番号                         氏名            続柄 

参加希望日  ①両日（宿泊）    ②９月 23 日のみ    ③9 月 24 日のみ 

テント持ち込み  自家用車利用 
車種 

ナンバー 

高速バス利用 ９月 23 日      ：      着 ９月 24 日      ：      発 
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