
ＳＤＧｓ防災
サポート
ＢＯＯＫ

北九州ＳＤＧｓクラブ



本市では、北九州市にお住まい方々の「防災の学び」を支援するため、北九州SDGｓク

ラブの協力を得て「SDGｓ防災サポート」を開始いたしました。

このサポートでは、次の２つのメニューを準備しています。

➀地区防災計画作成のサポート

※地区防災計画は、地域の皆さまが災害に備えるため、「避難する際の声掛け」や「食料など

の備え」「定期的な訓練や研修」など、地域の実情に合ったルールを決めておく計画のこと。

➁防災学習サポート

市民の皆さまが災害に備えたい、又は防災について学びたいときに、ご希望の分野に

長けたクラブ会員を地域へ派遣します。

・自分たちの地域ではどんな災害リスクがあるのだろう。

・大雨の時、私たちの町内は、いつ、どこに避難したら良いんだろう。

・うちの地域(マンション)で災害対策をしたいが、なにから始めたら良いんだろう。

・マンションのエレベーターが止まった時の備えって、なにをしたら良いんだろう。

など、災害への備えについて、SDGｓ防災サポーターと一緒に考えましょう。

※「SDGｓ防災サポート」BOOKに掲載しているサポートメニューは、企業及び団体の

協力により、全て無償（一部企業の独自メニューは有償）となっております。

北九州ＳＤＧｓクラブ

「ＳＤＧｓ防災」サポートについて
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サポート開始までの流れ

サポートに際しての留意点

（１）申込様式を送信いただいた後、サポート開始まで一定期間を要します。
（２）その他、申込様式の記入方法など、ご不明な点がございましたら事務局にご連絡くだ

さい。
（３）ご依頼内容などは、本事業に無関係な第三者に提供することはございません。ご希望

のご依頼先の企業・団体（代理店・会員含む）のみに情報提供いたします。
（４）ご希望の企業・団体等に依頼しますが、諸条件が合わず成立しない場合もございます。

予めご了承ください。

お申込み先

「SDGｓ防災サポート」Bookに掲載されているサポート内容をご確認の上、
申込様式に、サポートを希望する内容と企業・団体等（２つ以上選択して
ください）を選択し、下記のお申込み先にご依頼ください。

北九州市危機管理室(〒803-8501 北九州市小倉北区城内１番１号)
TEL : 093-582-2110 FAX: 093-582-2112
mail: kiki-kanri@city.kitakyushu.lg.jp

Step1 「北九州市SDGｓクラブ」 SDGｓ防災サポ―ト 申込様式（１２ページ）に必要事
項を記入
※申込様式は、市のホームページからもダウンロードできます。(本紙の最終頁参照)

Step2

Step3

Step4

Step5

Step6

必要事項を記載した申込様式を下枠の申込先（北九州市危機管理室）にメール
又はFAXで送信

申込先（北九州市危機管理室）より、内容確認の連絡

申込先（北九州市危機管理室）より、企業又は団体へ連絡、調整

決定した企業（代理店）団体より、申込様式に記載されたご担当様に直接連絡
（日程及び方向性などの調整を実施）

サポート開始
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『ＳＤＧｓ防災サポート』
サポート項目一覧表

➀ ➃
➄ ➈

➀ ➄ ➆ ➇ ➈

〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇

〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
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※地区防災計画は、地域の皆さまが災害に備えるため、「避難する際の声掛け」や「食料など
の備え」「定期的な訓練や研修」など、地域の実情に合ったルールを決めておく計画のこと。



あいおいニッセイ同和損害保険

◆地区防災計画サポート
町内会・組・班等 ／ 集合住宅（マンション／アパート）／ 商店街等
その他（地域の団体など）

◆防災学習サポート
防災全般 ／ 防災と気象

【防災サポートメニュー】

＜当社の防災の取組み＞
○大規模災害の際に損害保険の会社として、一刻も早い保険金のお支払に向け、
『自然災害対策プロジェクト』を通じ、平時と同等のお客様対応ができる態勢づくりに
全社を挙げて取り組んでいます。

〇大規模自然災害の備えとして、地域による 自助・共助・意識の醸成が強く
求められている昨今、弊社は損害保険会社として、平時・罹災時・復旧時における
防災・減災に関する様々な支援メニューの提供により、持続可能な都市と居住の実現に
向けた取り組みを支援しています。

【お問合せ先】

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

<門司区・小倉北区・小倉南区・戸畑区 担当>
北九州支社 【担当】棚橋（たなはし）
TEL:093-521-5101 FAX:093-521-6101

<八幡区・八幡西区・若松区 担当>
八幡支社 【担当】時枝（ときえだ）
TEL:093-642-9021 FAX:093-622-4331
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≪西部ガス株式会社≫

【お問合せ先】

◆地区防災計画サポート
町内会・組・班等 ／ 集合住宅（マンション／アパート） ／ 商店街等

◆防災学習サポート
防災全般

【防災サポートメニュー】

＜当社の防災の取組み＞

西部ガスグループでは「災害に強い西部ガス」を目指し、「中期保安基本計
画」を策定し、設備対策、緊急対策、復旧対策の強化に取り組んでいます。
主な取り組みは下記のとおり。

〇耐震性の高いガス管への入れ替えを推進しています。

〇災害時にガスを停止する範囲を最小限に抑えられる仕組み導入を促進して
います。

○工場においては津波対策を強化しています。

○「供給指令センター」にて、２４時間３６５日体制で、お客さまからの保
安に関する通報を一括受電し出動指令対応を行っています。

○全社的に各種防災訓練を実施しています。

＜ご提供可能なメニュー＞

○都市ガスに関する防災知識の提供
（災害時のガス機器の扱い方や、マイコンメーター（ガスメーター）復旧の
方法など）

西部ガス株式会社 北九州総務部 【担当】初村・中野
TEL:093-591-6600
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≪損害保険ジャパン株式会社≫

【お問合せ先】

◆防災学習サポート
防災全般 ／ 防災と気象

【防災サポートメニュー】

＜当社防災の取組みなど＞
１．平成23年度、北九州市の「北九州市地域防災計画の修正案及び業務継続計画の

策定支援」業務を受託。（東日本大震災後の地域防災計画修正とあわせ、BCPの
新規策定を支援。弊社グループ、SOMPOリスクマネジメント㈱にて対応）

２．北九州市立大学と組織的災害対応能力強化についての共同研究を実施。
http://www.env.kitakyu-u.ac.jp/ja/shoubou/kfex.html

３．帰宅困難者対策
・帰宅困難者協議会の計画づくりを支援。
・一時滞在施設の実働訓練を支援

４．国民保護計画に関わる各種マニュアル作成の支援
・国民保護避難マニュアルより地域の特性を踏まえた避難実施パターンの検討、
避難マニュアルの作成を支援し国民保護研修を開催。

５．国土強靭化地域計画の作成を支援。
・強靭化地域計画作成支援（脆弱性評価の支援、計画書策定支援）
・脆弱性評価の検証。
・リスクへの対応方針の検証。

６．インバウンド対策に関するコンサルティング
・災害時における外国人旅行者対応についての研修を実施

＜提供可能なメニュー（ノウハウ等）＞
(１)防災ジャパンダプロジェクト

～動画による防災人形劇・防災ワークショップ～
(２)マンション管理組合向け防災セミナー【有料】

マンション火災の傾向と特徴、防災上注意すべき事項、罹災後の問題点などに
ついて、マンション管理組合向けに説明

上記、３．～６．についての防災・減災メニューの提供【有料】
（弊社グループ、SOMPOリスクマネジメント㈱社にて提供）

損害保険ジャパン株式会社 北九州支店 法人支社
担当:川田 大野 電話:093－521－6592
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≪東京海上日動火災保険（株）≫

【お問合せ先】

◆地区防災計画サポート
町内会・組・班等 ／ 集合住宅（マンション／アパート等） 商店街等
その他（地域の団体など）

◆防災学習サポート
防災全般 ／ 災害からの生活再建

【防災サポートメニュー】

＜当社、当団体の防災の取組みなど＞

〇産学連携による自然災害リスク研究
東京海上グループは、中長期的な気候変動に対する具体的な対策として、また将来にわたって安
定的に商品・サービスを提供するために次の研究機関と連携し、気象災害リスク研究と研究成果
の社会還元を推進しています。

〇子供たちに対する安心・安全の啓発活動
東日本大震災をはじめとする大地震・津波の教訓を踏まえ、2012年より小学生の防災意識を啓
発する出前授業を約10万人に実施しています。これは、リスクコンサルティング業務を通じて得
た専門知識を子供たちにわかりやすく伝え、地震や津波から身を守るための気づきとしてもらう
ことを目的としています。
北九州市においては、市立小学校約300名に対して私立高校の生徒と一緒に「ぼうさい授業」を
実施しました。

〇BCP策定支援やBCPセミナー開催
これまでの災害対応を通じて得た知識や経験、そしてグループ会社が持つ高い専門性やリスクコ
ンサルティング力を活かして、自治体や金融機関などとも連携しながら、企業のリスク評価、
BCP（事業継続計画）策定支援、BCM（事業継続マネジメント）構築支援といったサポートを提
供しています。北九州市においては、北九州商工会議所と共催で自然災害や新型コロナ対策も含
めたBCPセミナーを開催しました。

＜ご提供可能なメニュー（ノウハウ等）＞
学校等向け：〇ぼうさい授業実施
企業向け ：〇企業BCPワークショップ（雛形提供）〇防災リスク診断

≪東京海上日動火災保険株式会社≫ 担当:藤井 連絡先:takaaki.fujii@tmnf.jp

研究対象 共同研究機関 研究内容

気象災害
（台風・豪雨・洪水）

東京大学大気海洋研
究所

独自に開発した気候モデル「確率台風モデル」等を用いて台風の将来変化や年間の台
風傾向の予測に関する研究に取り組んでいます。

名古屋大学宇宙地球
環境研究所

気候変動による降水の変化について高解像度気象モデル等を用いて分析を行っています。

京都大学大学院工学
研究科、防災研究所

洪水リスク評価のため、降雨流出モデルを用いて気候変動による河川流量の将来変化を
予測しています。
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≪東宝ホーム株式会社≫

【お問合せ先】

◆地区防災計画サポート
町内会・組・班等 ／ その他（地域の団体など）

◆防災学習サポート
防災全般 ／ 災害への備えⅠ（備蓄）

【防災サポートメニュー】

＜当社、当団体の防災の取組みなど＞

人と人の絆
「故郷づくり」が東宝ホームの街づくりテーマです。

家族とともに、仲間とともに、時間とともに、この街で育まれてい
く子ども達へ残せる環境こそが街の真の価値であると考えます。
未来永劫つづく街・絆。いつかは帰りたいと思える場所を創造す

るために、生活の安全と防災・防犯でも地域に貢献して行きたいと
考えております。
また、弊社東宝ホームは耐震等級３（最高等級）・省令準耐火構

造・長期優良住宅が標準であり、昨年はフラット３５Ｓの「支援機
構認定住宅」という火災に強い住宅として認められました。（全国
わずか５３団体の住宅・建材メーカー）

＜ご提供可能なメニュー（ノウハウ等）＞

その他、建築会社、リフォーム会社の強みとして
○防災・防犯に関する施工アドバイスなど可能
○不動産部門による不動産資産運用アドバイス
○ＳＤＧｓを学びたい方は、北九州市立大学との協力しＳＤＧｓ
スクールを開催しております。

東宝ホーム株式会社 担当:蒲池
TEL:０９３－９８０－２２３６

８



一般社団法人 福岡県マンション管理士会

【お問合せ先】

◆地区防災計画サポート
町内会・組・班等 ／ 集合住宅（マンション／アパート等）
その他（地域の団体など）

◆防災学習サポート
防災全般 ／ 災害からの生活再建 ／ 災害への備えⅠ（備蓄）
災害への備えⅡ（避難所運営）

【防災サポートメニュー】

＜当団体の防災の取組みなど＞

○ マンション防災・減災に係る管理組合の取り組みルールづくり支援

〇 マンション防災・減災に係る管理組合への出前講座開催サポート

〇 マンション「自室が避難所」のための『自助・近助(共助）』支援

〇 マンションと町内会との連携による防災・減災対策支援

〇 マンションと地域の「共助取り組み＝災害への備え備蓄と保管」

〇 熊本地震経験による具体的な災害からの復興支援及び生活再建サポート

（そのための事前準備と対策支援）

＜ご提供可能なメニュー（ノウハウ等）＞

○ マンションの防災・減災に係る規約＆細則改定支援

○ マンションの緊急連絡網作成・緊急対応マニュアル作成支援

〇 マンション及びその周辺町内会開催防災・減災出前講座開催

〇 防災訓練：マンション独自での開催または地域との合同開催の支援

〇 防災図上訓練DIG：マンション独自または地域との合同開催の支援

〇 熊本地震復興支援経験による災害からの復興支援及び生活再建サポート

一般社団法人 福岡県マンション管理士会
〒810-0012福岡県福岡市中央区白金1-1-3 白金オークマンション504

TEL092-524-9288 FAX092-402-3348
担当者 : 原田淳香 ・ 山本達也 ・ 清野 隆 ・ 初村誓志 ・井口憲治 他
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株式会社不動産中央情報センター

【お問合せ先】

◆“みんなde Bousaiまちづくり推進事業”防災計画サポート
集合住宅（マンション／アパート等）

◆防災学習サポート
防災全般

【防災サポートメニュー】

＜当社の防災の取組み＞

不動産中央情報センターでは、「不動産業から、くらしサービスへ」を経
営方針に掲げ、少子高齢化・人口減少社会に対応する住生活総合サービスを
「くらしサービス」と位置付け、より心豊かな暮らしと元気な地域社会を実
現したいと考えております。その為にも安心、安全な住環境は大切な基盤と
なります。地域に根差す不動産管理会社として防災、減災においても地域に
貢献してまいります。

当社が管理させていただいております物件では、24時間365日いつでもご
入居者様のご要望に対応しております。
また入居者様専用のアプリを提供しており

法定点検のお知らせや台風接近前の注意喚起を
アプリのチャット形式でご連絡し迅速な対応を
心掛けております。

当社運営の住宅型有料老人ホーム「ゆうゆう壱番館」
では、年2回の避難訓練の実施と災害時の備蓄食を
準備し、入館者様の有事に備えています。

＜ご提供可能なメニュー＞

○建物の設備に関するトラブル予防・対処法
（建物の設備についての説明から、予防の観点ならびにトラブル発生時の

対処方法など）

株式会社不動産中央情報センター 経営戦略室
【担当】 吉山 【TEL】093-931-1000

この画像は表示できません。
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三井住友海上火災保険株式会社

◆地区防災計画サポート
町内会・組・班等 ／ 集合住宅（マンション／アパート等） ／ 商店街等
その他（地域の団体など）

◆防災学習サポート
防災全般 ／ 防災と気象 ／ 災害からの生活再建 ／ 災害への備えⅠ（備蓄）
災害への備えⅡ（避難所運営）

【防災サポートメニュー】

三井住友海上はMS&ADグループの中核企業
として『安心・安全』の提供を実現するため
企業活動を行っております ③経済的な

負担を
小さくする

②リスクの
発現を防
ぐ・影響を
小さくする

①リスクを
見つけ
伝える

当社のビジネスモデル

【当社の主な取り組み】
①当社内に蓄積した各種データや経験、一般的な統計をもとに
「リスクを見つけ伝える」

②当社内の各種ツールの提供、グループ企業であるMS&ADイン
ターリスク総研株式会社と連携したコンサルティングサービス
を通じて「リスクの発現を防ぐ・影響を小さくする」

③損害保険やデリバティブ等を通じて、「経済的な負担を小さくす
る」を行い、事業継続を図るためのサポートを行う

当社のビジネスパートナーである保険代理店と一緒に皆様の防災サポートを行います

【ご提供可能な主なサービス】

【お問合せ先】

北九州支店 北九州第一支社（担当:石橋・西島）

TEL:093-533-7870 FAX:093-533-7793

三井住友海上公式HP:https://www.ms-ins.com

以下の各種機能で地域の皆様をお守りします。

◇指定避難所地図案内、ＡＲ（カメラ）機能
◇ハザードマップ×地図表示機能
◇防災情報の翻訳機能

＜英語・韓国語・中国語に対応＞
◇災害時ノウハウ集表示機能

どなたでも 簡単に ご利用いただけます。(無料)

 知ろう・備えよう 災害対策 ＜三井住友海上公式HP内にてご案内＞
地震・台風・雪災等計１０個の自然災害および災害時の行動に関する基礎知識や、
意外と知らない情報、事前の備えを掲載しています。

https://www.ms-ins.com/special/bousai/taisaku/
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提出先：北九州市危機管理室（TEL：093ｰ582-2110）
FAX：093-582-2112  
e-Mail：kiki-kanri@city.kitakyushu.lg.jp     

ＳＤＧｓ防災サポート 申込様式

地域名等（町内、マンション組合名など） フリガナ

代表者名

代表者住所（〒 − ）

ご担当者様お名前【代表者と同じ場合は不要】

参加者数（予定人数）

代表者又はご担当者様のご連絡先
◇電話番号（ ） −

◇FAX番号（ ） −

◇e-mail                                   @

（申し込みたい項目に☑を入れてください）
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