
防災推進国民大会
8月27日　　・28日

大規模災害への備え～過去に学び未来を拓く～
土 日
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東京大学本郷キャンパス
［日時］

［会場］

第1回

（安田講堂/山上会館/小柴ホール/理学部棟）

平成28年

東 大 で 楽 し く 学 ぶ 防 災

検 索ぼうさいこくたい
http://bosai-kokutai.jp

お好きな時間に、お好きな催しに、
ご自由にご参加ください！
（一部事前申込必要）

参 加 無 料

主催：第1回防災推進国民大会実行委員会 （内閣府、防災推進協議会、防災推進国民会議）

防災科学技術研究所　専門員

お問合せ （株式会社フォンテック内）
詳しくは公式ホームページで「第1回防災推進国民大会」運営事務局

TEL：03-5545-9191

災害や災害への備えについて、ご家族みなさまで
楽しく学んでいただけるイベントです。

 

自分やお子さんを守れるのか？
どうすれば、 公益社団法人

全国子ども会連合会

全国消防長会／東京消防庁
「リアルな揺れを体験
『地震ザブトン』」

くまモン出演
（27日午前予定）防災ガール

「防災ドローン体験」

全労済
「Dr.ナダレンジャーの
防災科学実験ショー」

（一部16：30）

などなど、おとなからお子さんまで楽しんで防災が学べるイベントがいっぱいです。

防災ジオラマ推進ネットワーク
「みんなで作ろう！
段ボールジオラマ」

©2010熊本県くまモン

日本気象協会
「3分間の台風疑似体験
HERASEON」

出展内容は予告なく変更になる場合があります。

避難所

土石流

大規模な火事

避難場所

崖崩れ・地滑り

津　波

津波避難場所

夏休みの宿題にも
使えるかも？！
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■講堂 10:00 「オープニング：大西 日本学術会議会長による講演等」
 10:50 「特別シンポジウム　～各界の代表者が地域における災害の備えと連携について語る～」
 12:50 「防災実践者による分野別のディスカッション」
  市民セクターの連携／企業の対応と自治体との連携／熊本地震と東日本大震災に学ぶ地域の防災力

■4Fロビー （展示ブース）8月27・28日共通
九州大学附属アジア防災研究センター、レジリエンスと地域創生研究会、I・T・O株式会社、
アールシーソリューション株式会社
■3F安田講堂回廊 （展示ブース）8月27・28日共通
文京区、徳島県、日本地球惑星科学連合、防災安全協会、国立研究開発法人防災科学技術研究所、
内閣府（防災担当）、特定非営利活動法人 リアルタイム地震・防災情報利用協議会、岩手県、
一般社団法人 全国建設業協会、日本学術会議・防災学術連携体

■2Fホワイエ （展示ブース）8月27・28日共通
国連国際防災戦略事務局（UNISDR）/国際復興支援プラットフォーム（IRP）、
MALCA・旭硝子（ガラスパワーキャンペーン）、一般社団法人 日本損害保険協会、
公益社団法人 日本地理学会災害対応委員会、アジア防災センター、東北大学災害科学国際研究所、
地震調査研究推進本部（文部科学省）、日本ガス協会、内閣府（防災担当）、公益社団法人 日本医師会、仙台市、復興庁

■2Fホール 10:00 国立研究開発法人防災科学技術研究所
  「『攻め』の気象防災～交通と農業への波及～」
 13:00 一般社団法人 日本損害保険協会
  「シンポジウム『20XX年首都直下地震、その時、私たちの生活は』」
■第4会議室 10:00 日本生活協同組合連合会「親子で楽しむ『オリジナル防災グッズ』」

■2Fホール 10:00 地震調査研究推進本部（文部科学省）　地震調査研究推進本部シンポジウム
  「熊本地震を踏まえた最前線の地震調査研究と日頃から考える防災・減災対策について」
 12:30 東北大学災害科学国際研究所
  「東日本大震災・熊本地震を踏まえた東北からの災害研究の発信」
■第4会議室 10:00 日本生活協同組合連合会「親子で楽しむ『オリジナル防災グッズ』」

■中央棟
233講義室 14:00 スマートシュリンク／地域柔靭化研究会
  「スマートシュリンクと地域の柔靭化～安全な国土の再設計を目指して～」
336大講義室 10:00 全労済「親子で学べる防災クイズ」
■西棟
206講義室 10:00 日本地質学会「都市の地下を知って安全な社会を！」
 13:00 日本学術会議「災害は貧困を加速する：持続可能な開発に向けた減災・防災の貢献」
 16:00 日本ガス協会「都市ガス事業者の地震防災対策の取り組みと平成28年熊本地震への対応」
201a講義室 10:00 災害看護グローバルリーダー養成プログラム
  「いのちとくらしを支える災害看護 ‒地域をつなげる防災へのチャレンジ‒」
 14:30 全国地域婦人団体連絡協議会
  「地域から見た防災対策～避難所マニュアル、炊き出しネットワーク～」
201b講義室 11:00 環境省「災害時の廃棄物対策について」
 14:00 MALCA・旭硝子（ガラスパワーキャンペーン）
  「マンションは在宅避難の時代へ 
  ～マンションの防災力強化と安心安全を実現するために～」

■中央棟
233講義室 11:00 防災安全協会「防災バンク・備蓄循環資源プロジェクト」
 13:00 消防庁／日本消防協会／全国消防長会／日本防火・防災協会
336大講義室 10:00 全労済「親子で学べる防災クイズ」
■西棟
206講義室 10:00 内閣府（防災担当）「地区防災計画フォーラム」
 14:00 日本ガス協会「都市ガス事業者の地震防災対策の取り組みと平成28年熊本地震への対応」
201a講義室 10:30 災害看護グローバルリーダー養成プログラム
  「いのちとくらしを支える災害看護‒地域をつなげる防災へのチャレンジ‒」
 13:00 日本赤十字社「『忘れない』の先へ ～超世代『学び合い』ワークショップ～」
201b講義室 13:00 NPO法人日本トイレ研究所
  「災害時のトイレはどうなる？ それぞれのシーンを観て感じて、いざという時の備えを学ぼう！」

■1220講義室 10:00 東京海上日動・東北大学
  「東京海上グループ・東北大学 産学連携フォーラム『安心・安全を未来につなぐ
   -東日本大震災等で得られた教訓は活かされているか？-』」
 14:00 内閣府（科学技術・イノベーション担当）／文部科学省／
  科学技術振興機構／防災科学技術研究所
  「災害大国日本を生き抜く ～ SIP『レジリエントな防災・減災機能の強化』と
  熊本地震での取り組み～」

■1220講義室 10:00 MS&ADインシュアランス グループ
  「スーパー台風にどう備えるか“官民連携”で考える防災・減災のまちづくり」
 13:00 内閣府（防災担当）「内閣府防災教室 ～気象予報士と考える災害への備え～」

■2F大会議室 10:00 全国災害ボランティア支援団体ネットワーク（JVOAD）
  「多様化する避難の形態に即した支援と連携のあり方について考える」
 13:00 日本赤十字社「備えあれば安心～救急法の基礎知識～」
 15:00 日本赤十字社「災害が起こったときに～あなたが支援できること～」
■会議室 10:00 気象庁「『気象庁ワークショップ「経験したことのない大雨　その時どうする？』」
　201・202 13:30 一般社団法人 防災ガール
  「津波防災に挑む！共感を集める『ムーブメント』と『最新テクノロジー』」
■会議室001 10:00 防災ジオラマ推進ネットワーク「みんなで作ろう！段ボールジオラマ ワークショップ」
 13:30 公益社団法人 全国子ども会連合会「防災・減災意識を高める座談会」
■会議室002 10:00 全国消防長会／東京消防庁「リアルな揺れを体験 『地震ザブトン』」
■会議室203 10:00 一般財団法人 日本気象協会「3分間の台風疑似体験日本気象協会『ＨＥＲＡＳＥＯＮ』」

■2F大会議室 10:00 日本火山学会「火山防災シンポジウム　最近の噴火にみる火山研究と防災」
 12:30 日本学術会議・防災学術連携体
  「ワークショップ ①『火山災害にどう備えるか』②『東京圏の大地震にどう備えるか』」
■会議室 10:00 国土防災技術株式会社　避難行動ゲーム-EVAG-【豪雨災害編】　あなたは無事に避難できるか！
　201・202 13:00 東京消防庁・総務省消防庁「体験しよう！心肺蘇生法と救急受診ガイド」
■会議室001 13:30 一般社団法人 日本損害保険協会「首都直下地震を想定した避難所図上演習」
■会議室002 10:00 全国消防長会／東京消防庁「リアルな揺れを体験 『地震ザブトン』」
■会議室203 10:00 一般財団法人 日本気象協会「3分間の台風疑似体験日本気象協会『ＨＥＲＡＳＥＯＮ』」

■1F・２Fロビー （展示ブース）8月27・28日共通
東京消防庁／総務省消防庁／住宅防火対策推進協議会、消防庁消防研究センター
国立研究開発法人 情報通信研究機構 耐災害ICT研究センター、日本集団災害医学会、環境省
■B1F食堂前 （展示ブース）8月27・28日共通
日本労働組合総連合会（連合）、防災ジオラマ推進ネットワーク、熊本県
■1F談話ホール 8月27・28日共通
全労済「Dr.ナダレンジャーの防災科学実験ショー」

防災推進国民大会プログラム

［東京大学本郷キャンパス　アクセス］
○地下鉄 本郷三丁目駅（地下鉄丸の内線） 徒歩8分 
 本郷三丁目駅（地下鉄大江戸線） 徒歩6分 
 東大前駅（地下鉄南北線） 徒歩6分 
○都バス 御茶ノ水駅― 東大正門前（茶51）
 御徒町駅― 本郷三丁目駅（都02）
 御茶ノ水駅 ― 東大構内（学07）
 上野駅―東大構内（学01）
※経路の詳細は公式ホームページをご覧ください。
※ご来場は、公共交通機関をご利用ください。東大内に駐車場はありません。

■講堂 10:00 日本学術会議・防災学術連携体
  「５２学会の結集による防災への挑戦－熊本地震における取組み－」
 12:30 日本防災プラットフォーム「世界をリードする日本の防災技術とその国際展開」
 14:40 「クロージング」

■331講義室 （展示ブース）8月27・28日共通
（株）構造計画研究所

■1220講義室  （展示ブース）8月27・28日共通
MS&ADインシュアランス グループ「MS&ADグループの防災・減災取り組み」

検 索ぼうさいこくたい
詳しくは公式ホームページで http://bosai-kokutai.jp

防災推進国民大会
大規模災害への備え～過去に学び未来を拓く～
第1回

8月27日　・28日土 日

東京大学本郷キャンパス
（安田講堂/山上会館/小柴ホール/理学部棟）

平成28年

会場マップ

一部事前申込が必要な催しがあります。詳しくは公式ホームページをご覧ください。

出展内容は予告なく変更になる場合があります。


