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10:00～12:00
オープニング

「あってよかった！
みんなの地区防」

「防災に関する
科学技術」
日本学術会議

「首都直下地震」
日本地震学会

「多様性のある地域の
防災は、何かがイイ」

「大規模水害から
逃げ切る」

「サッカー防災」
Social football

COLO

「あなたが知りたい防災科学の最前線」

防災学術連携体

「グリーンレジリエンス」
ＭＳ＆ＡＤ

「地域包括医療」
日本医師会

「情報共有会議」
JVOAD

「企業における取り組み」

日本防災産業会議

「防災観光」
青森県、岩手県、宮城県、

福島県、仙台市

12:30～14:00 14:30～16:00 16:30～18:00

転
換

転
換

「みんなの減災
戦略会議」

「国際防災の日
記念セッション」

「日頃からの備え」
日本損害保険協会

「災害・防災情報伝達」
アールシーソリューション

「実効性のあるBCに向けて」

事業継続推進機構
中小企業庁

「災害情報Lアラート」

総務省

「逃げ地図」
子ども安全まちづくり

パートナーズ

「災害復興」
災害復興まちづくり

支援機構

BS11 BS12 BS13

BS21 BS22 BS23

BS31 BS32 BS33

BS42 BS43BS41

BS51 BS52

SS11 SS12 SS13

SS21 SS22 SS23

「災害に強い
まちづくり」

UR都市機構

BS53
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実行委員会主催

内閣府担当主催

関係団体主催

14:00～15:30
クロージング

10:00～11:30 12:00～13:30

転
換

「医療連携」
東北大学

「震災アーカイブ」
国立国会図書館

「防災交流フォーラム」
防災教育普及協会

「災害時のトイレの
確保・管理」

「防災の担い手育成」
日本消防協会

日本防火・防災協会

「高校生サミット」
岐阜聖徳学園
高等学校

「防災情報」
気象庁

「東京スペシャル」
東京都

「家庭で手軽に
できる防災力アップ!」
日本生活協同組合連合会

「国際防災ビジネス」

JBP

「防災・災害把握」
日本ドローン
コンソーシアム

「観光と防災」
日本ジオパーク
ネットワーク

「インクルーシブ」
日本財団

BS24

BS55

BS14 BS15

BS54

BS34 BS35

BS44 BS45

SS25SS24

SS14 SS15

〈全 体〉
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「被災地復興から
レジリエンス強化へ」
日本赤十字社

BS25

※セッションタイトルは実行委員会が簡略化したものです。
詳細はHPの出展団体一覧よりご確認ください。
☞ http://bosai-kokutai.jp/organizations/



山本 順三 内閣府防災担当大臣

開会宣言

国際会議場

オープニングセッション

秋本 敏文 防災推進国民会議 副議長
公益財団法人 日本消防協会 会長
一般財団法人 日本防火・防災協会 会長

主催挨拶 10:05～10:10

ハイレベル・パネルディスカッション「みんなの連携の輪を地域で強くする」

田中 淳 東京大学大学院情報学環 総合防災情報研究センター センター長・教授
新原 芳明 呉市長
山田 隆持 東京商工会議所 災害対策委員会 委員長

（㈱ＮＴＴドコモ シニアアドバイザー）
渋谷 篤男 社会福祉法人中央共同募金会 常務理事
石渡 廣一 ＵＲ都市機構 副理事長
松本 浩司 NHK解説委員
海堀 安喜 内閣府政策統括官（防災担当）

10:15～12:00

ファシリテータ

パネリスト

10月13日 土

10:00～10:05

防災推進国民大会2018 セッションプログラム

小池 百合子 東京都知事

開催都市挨拶 10:10～10:15

主催：実行委員会

オープニングでは、大会の開会に当たり、主催者代表及び各分野を代表する論者から、大会への期待や議論の方
向性をお話しいただきます。昨今発生した様々な災害の教訓を踏まえ、南海トラフ地震や首都直下地震など広域
大規模災害では産官学連携したオールジャパンでの対応が不可欠であり、事前の段階から十分な連携・協働体制
の構築が必要であること、また、こうした体制構築に向けた論点や課題について議論します。



国際会議場
10月13日 土

加藤 孝明 東京大学
生産技術研究所・都市基盤安全工学国際研究センター准教授

磯打 千雅子 香川大学IECMS地域強靱化研究センター特命准教授
阪本 真由美 兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科准教授
鍵屋 一 跡見学園女子大学観光コミュニティ学部教授

岡崎市 防災課
松山市 地域防災課
佐谷 説子 内閣府政策統括官（防災担当）付

参事官（普及啓発・連携担当）
山口 徳彦 内閣府政策統括官（防災担当）付

参事官（普及啓発・連携担当）付 参事官補佐

12:30～14:00BS11 あってよかった！みんなの地区防
主催：内閣府

ファシリテータ

パネリスト

司会

14:30～16:00BS12 国際防災の日 記念セッション ～国際的な「協働」を探る～
主催：内閣府

防災推進国民大会2018 セッションプログラム

地域・共助 教育 ジェンダー・多様性

国際 地域・共助
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小池 俊雄 国立研究開発法人 土木研究所
水災害・リスクマネジメント国際センター長

カマル・キショー インド国家防災庁理事
グェンドリン・パン 国際赤十字・赤新月社連盟東アジア事務所長
近藤 哲生 国連開発計画（UNDP）駐日代表事務所 駐日代表
鈴木 弘二 アジア防災センター所長
佐谷 説子 内閣府政策統括官（防災担当）付

参事官（普及啓発・連携担当）

モデレーター

パネリスト

ディスカッサント



国際会議場
10月13日 土

地震・火山 科学・技術

防災推進国民大会2018 セッションプログラム
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主催：防災学術連携体、日本学術会議

BS13 シンポジウム
「あなたが知りたい防災科学の最前線―首都直下地震に備えるー」 16:30～19:00

米田 雅子 防災学術連携体代表幹事
古谷 誠章 防災学術連携体代表幹事 日本建築学会会長 早稲田大学教授
目黒 公郎 防災学術連携体副代表幹事 東京大学教授
小井土 雄一 防災学術連携体副代表幹事 日本災害医学会代表理事
和田 章 防災学術連携体運営幹事 東京工業大学名誉教授
大西 隆 豊橋技術科学大学学長
遠田 晋次 東北大学教授
宇根 寛 国土地理院センター長
橋本 隆雄 国士舘大学教授
庄司 学 筑波大学准教授
酒井 慎一 東京大学准教授
鈴木 毅彦 首都大学東京教授
遠藤 邦彦 日本大学名誉教授
釡井 俊孝 京都大学教授
久田 嘉章 工学院大学教授
廣井 悠 東京大学准教授
山本 佳世子 電気通信大学准教授
岬 美穂 国立病院機構
中林 一樹 首都大学東京名誉教授
村尾 修 東北大学教授
桑原 祐史 茨城大学教授
沼田 宗純 東京大学
藤重 裕 近畿大学



防災推進国民大会2018 セッションプログラム

国際会議場
日10月14日
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BS15 東京スペシャル ～首都直下地震に備える～ 12:00～13:30

林 春男 防災科学技術研究所 理事長
平田 直 東京大学 地震研究所
久保田 啓介 日本経済新聞社 編集委員兼論説委員
田 揮司良 東京都危機管理監
鎌田 長明 日本青年会議所 副会頭
石垣 和子 内閣府政策統括官（防災担当）付

企画官（普及啓発・連携担当）

モデレーター

地震・火山 防災行政 復旧・復興

主催：内閣府、東京都

30年以内に70％の確率でM7級が発生するとされる首都直下地震。政治・行政・経済の中枢が高度に集積し
人口・建築物が密集する東京が被災し、首都機能が麻痺することによる影響は計り知れません。その時に備えて官
民でどのような取組を行っているのか、今後何をすべきか。東京オリンピック・パラリンピックを2年後に控えた今、経済
界、学術界、メディア、行政など各層の有識者が様々な角度から議論します。

パネリスト

主催：一般社団法人 防災教育普及協会

BS14 防災交流フォーラム
「今、防災教育に足りないものは何か～先駆者たちと未来を考える」 10:00～11:30

河田 惠昭 関西大学特命教授、人と防災未来センター・センター長、
ぼうさい甲子園選考委員会・委員長

林 春男 国立研究開発法人 防災科学技術研究所・理事長、
防災教育チャレンジプラン・実行委員長、
防災教育普及協会・副会長

木村 玲欧 兵庫県立大学環境人間学部准教授、防災教育普及協会・理事
平田 直 東京大学地震研究所・教授、防災教育普及協会・会長
諏訪 清二 防災学習アドバイザー・コラボレーター、

ぼうさい甲子園・選考委員会委員
鍵屋 一 跡見学園女子大学観光コミュニティ学部・教授、

TEAM防災ジャパン・アドバイザー
佐藤 公治 南三陸町立歌津中学校 主幹教諭
澤野 次郎 一般社団法人 防災教育普及協会・常務理事、

災害救援ボランティア推進委員会・委員長
国崎 信江 株式会社危機管理教育研究所・代表、

東京都 女性視点の防災ブック編集・検討委員会・委員
中川 和之 株式会社時事通信社・解説委員、

静岡大学防災総合センター客員教授

モデレーター

パネリスト

自助 地域・共助 教育

司会



防災推進国民大会2018 セッションプログラム

国際会議場
日10月14日

クロージングセッション

14:15～15:10

モデレーター 福和 伸夫 名古屋大学減災連携研究センター長
加藤 孝明 東京大学

生産技術研究所・都市基盤安全工学国際研究センター准教授
鎌田 久美子 日本看護協会 常任理事
栗田 暢之 JVOAD代表理事
堀 乙彦 日本赤十字社 事業局 救護・福祉部長
米田 雅子 防災学術連携体代表幹事
高橋 輝 仙台市防災環境都市・震災復興室長

閉会挨拶 15:20～15:30

田 揮司良 東京都危機管理監
米澤 健 内閣府大臣官房審議官（防災担当）

パネルディスカッション

次回大会会場の発表 15:10～15:20
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14:00～14:15「ぼうさいこくたい2018」の成果発表

池上 三喜子 市民防災研究所理事
出展団体代表
（団体名：逃げ地図） 加藤 敦基 明治大学大学院生

本間 研一 明治大学大学院生
内田 俊太 明治大学学生
鈴木 彩華 明治大学学生

プレゼンター

ディズカッサント

パネリスト

宇田川 智弘 防災推進協議会委員長 損保協会部長

主催：実行委員会

クロージングでは、大会の締めくくりとして、大会テーマ「みんなの連携の輪を地域で強くする」に沿った2日間計35
セッションから「ぼうさいこくたい2018」の成果発表した上で、大会を振り返り、次回大会に向けた期待を語ります。

13:45～14:00防災アーチストによるプレクロージング

Bloom Worksプレゼンター

くまモン くまもとサプライズ特命全権大使



防災推進国民大会2018 セッションプログラム

701・702会議室
10月13日 土

主催：特定非営利活動法人事業継続推進機構、中小企業庁、内閣府

BS23 多様性のある地域の防災は、何かがイイ

14:30～16:00

モデレーター

BS22 事業継続普及セミナー
～実効性のある事業継続(BC)に向けて～

16:30～18:00

主催：内閣府

地震・火山 防災計画 復旧・復興

ジェンダー・多様性 防災行政 地域・共助
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主催：日本学術会議

BS21 災害からあなたを守る科学技術との対話 12:30～14:00

パネリスト 小池 俊雄 水災害・リスクマネジメント国際センター(ICHARM) ・センター長
寶 馨 京都大学・教授
川崎 昭如 東京大学・特任教授
喜連川 優 国立情報学研究所・所長
清原 慶子 東京都三鷹市長
西川 智 名古屋大学減災連携研究センター・教授
池上 三喜子 市民防災 公益財団法人 市民防災研究所・理事

科学・技術 防災行政 国際

パネリスト 伊藤 毅 特定非営利活動法人事業継続推進機構
丸谷 浩明 特定非営利活動法人事業継続推進機構
細坪 信二 特定非営利活動法人事業継続推進機構
新沼 茂幸 特定非営利活動法人事業継続推進機構
奥野 一三 特定非営利活動法人事業継続推進機構

パネリスト

総合司会 山口 勝 NHK放送文化研究所メディア研究部
加藤 孝明 東京大学

生産技術研究所・都市基盤安全工学国際研究センター准教授
多田 明世 大阪府茨木市危機管理課長
田上 聖子 熊本市東京事務所長
加納 祐一 東京ボランティア・市民活動センター
阿部 一彦 日本障害フォーラム代表
浅野 幸子 減災と男女共同参画 研修推進センター 共同代表

早稲田大学地域社会と危機管理研究所 招聘研究員
鍵屋 一 跡見学園女子大学観光コミュニティ学部教授

池永 肇恵 内閣府男女共同参画局長
東福 美希 国分寺市総務部防災安全課防災まちづくり係
小野 裕一 東北大学災害科学国際研究所 社会連携オフィス 教授

災害統計グローバルセンター 所長

パネリスト



防災推進国民大会2018 セッションプログラム

701・702会議室

主催：国立国会図書館

BS24 震災記録のポータルサイト
～使ってみよう東日本大震災アーカイブ 10:00～11:30

司会 高品 盛也 国立国会図書館 電子情報部 電子情報流通課長
柴山 明寛 東北大学 災害科学国際研究所 准教授
三浦 伸也 国立研究開発法人 防災科学技術研究所

総合防災情報センター 自然災害情報室 主幹研究員
池上 三喜子 公益財団法人 市民防災研究所 理事・特別研究員
清水 弘明 NHK 知財センター アーカイブス部 副部長
伊東 敦子 国立国会図書館 電子情報部 主任司書

主催：日本赤十字社

12:00～13:30BS25 被災地の復興支援から将来のレジリエンス強化に向けて

日10月14日

ファシリテータ

パネリスト

重川 希志依 常葉大学 大学院 環境防災研究科 教授
天野 和彦 福島大学 うつくしまふくしま未来支援センター 特任教授
桜井 愛子 東洋英和女学院大学 国際社会学部 准教授
菅野 拓 人と防災未来センター 主任研究員
白土 直樹 日本赤十字社 事業局 救護・福祉部次長

地震・火山 復旧・復興

自助 地域・共助 ボランティア

8

モデレーター

パネリスト



防災推進国民大会2018 セッションプログラム

703会議室

主催：（公社）日本地震学会

BS31 首都直下地震 何が分かって、何が分からないのか。
皆さんの疑問にトコトンお答えします 12:30～14:00

パネリスト 山岡 耕春 名古屋大学地震火山研究センター教授（日本地震学会会長）
平田 直 東京大学地震研究所教授（地震学会代議員）
青木 元 気象庁予知情報課長（地震学会会員）
中川 和之 時事通信社解説委員（地震学会理事）

主催：一般社団法人 日本損害保険協会

BS32 専門家によるディスカッション＆演芸で「首都直下地震」などへの対策を考えよう！
～防災啓発や防災教育、地震保険などの備えの重要性について～

10月13日 土

BS33 大規模水害から逃げ切る ～大規模・広域避難への対応～ 16:30～18:00

主催：内閣府

モデレーター

パネリスト

田中 淳 東京大学大学院教授
林 正道 内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（調査・企画担当）
山口 正幸 江戸川区危機管理室 室長
藤田 光一 前 国土技術政策総合研究所 所長
鈴江 奈々 日本テレビ アナウンサー

14:30～16:00

地震・火山

地震・火山 自助 地域・共助

風水害 自助 地域・共助

9

山﨑 登 国士舘大学 防災・救急救助総合研究所 教授
平田 直 東京大学 地震研究所 教授／防災教育普及協会 会長
廣井 悠 東京大学大学院 工学系研究科 准教授
宇田川 智弘 日本損害保険協会 業務企画部長
半井 小絵 気象予報士
ねづっち お笑い芸人

コーディネーター

パネリスト

MC

スペシャルゲスト



防災推進国民大会2018 セッションプログラム

703会議室

BS34 災害と保健・医療連携フォーラム
～災害にあっても健康で乗りきる！～ 10:00～11:30

主催：東北大学災害科学国際研究所

児玉 栄一 東北大学 教授
久保 祐子 日本看護協会 課長
佐々木 宏之 東北大学 助教
河嶌 讓 国立病院機構災害医療センター
濱舘 陽子 東京医科歯科大学 博士課程

司会

パネリスト

丸谷 浩明 東北大学 教授

BS35 だれひとりとりのこさない防災
～別府市におけるインクルーシブ防災の実践から～ 12:00～13:30

主催：日本財団

村野 淳子 別府市共創戦略室防災危機管理課
立木 茂雄 同志社大学社会学部
川北 秀人 ＩＩＨＯＥ [人と組織と地球のための国際研究所]

日10月14日
地震・火山 風水害 医療・福祉

地域・共助 医療・福祉 被災者支援

10

登壇者
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801会議室

主催：social football COLO

BS41 サッカーが防災・震災復興のためにできること 12:30～14:00

葛西 優香 株式会社HITOTOWA
上田 栄治 株式会社Jヴィレッジ 代表取締役副社長
鈴木 順 川崎フロンターレ スポンサーセールスグループ グループ長
藤村 昇司 Jリーグ社会連携本部本部長
津村 翔士 株式会社HITOTOWA

主催：アールシーソリューション株式会社

14:30～16:00BS42 訪日外国人も安心！災害・防災情報伝達の最新状況

渡邉 優 アールシーソリューション株式会社
中村 満寿央 一般財団法人ダイバーシティ研究所
東穂 いづみ 株式会社三菱総合研究所
山西 紀博 アールシーソリューション株式会社

10月13日 土

BS43 みんなの減災 戦略会議 16:30～18:00

主催：内閣府

自助 地域・共助 復旧・復興

災害情報 地域・共助 国際

自助 地域・共助 教育

11

司会

司会
ディスカッションリーダー

菅野 拓 阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター 主任研究員
博士（文学）

宇田川 真之 東京大学大学院情報学環 総合防災情報研究センター 特任助教
博士（理学）

高橋 輝 仙台市まちづくり政策局 防災環境都市・震災復興室 室長
長田 暁格 内閣府政策統括官（防災担当）付

参事官（普及啓発・連携担当）付 参事官補佐

司会

ディスカッションリーダー

パネリスト

パネリスト
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801会議室

日10月14日

12

BS44 全国高校生地域防災 Summit 2018 in 東京ビッグサイト 10:00～11:30

主催：岐阜聖徳学園高等学校

宮城県立多賀城高校生徒 宮城県立多賀城高校
押塚先生 千葉県立東金特別支援学校
小島先生 東京都立大崎高校
東京都立文京高校生徒 東京都立文京高校
兵庫県立舞子高校生徒 兵庫県立舞子高校
岡山県立真庭高校生徒 岡山県立真庭高校
吉田 亮一 YY防災ネット （宮城県）

司会

パネリスト

岐阜聖徳学園高等学校生徒 岐阜聖徳学園高校

BS45 大地の恵みを知り、地元を愛し、怖がらせない防災 12:00～13:30

主催：日本ジオパークネットワーク

中川 和之 日本ジオパーク委員会調査運営部会員、時事通信社解説委員
加藤 孝明 東京大学

生産技術研究所・都市基盤安全工学国際研究センター准教授
杉本 伸一 三陸ジオパーク ジオパークコーディネーター
佐藤 公 磐梯山噴火記念館 館長

そのほか、各地のジオパークからの事例報告

パネリスト

地域・共助 教育 国際

地震・火山 風水害 教育
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802会議室

主催：日本防災産業会議

BS51 企業における地震直後のハザード・リスク情報活用のあり方 12:30～14:00

藤原 広行 国立研究開発法人防災科学技術研究所
レジリエント防災・減災研究推進センター センター長

能島 暢呂 岐阜大学 工学部 教授 地域減災研究センター センター長
永田 茂 鹿島建設株式会社 技術研究所

都市防災・風環境グループ 上席研究員
佐藤 壮 株式会社構造計画研究所 公共企画マーケティング部部長
大澤 慎一 文化シヤッター株式会社 常務執行役員

新事業・特需事業本部長

主催：子ども安全まちづくりパートナーズ、明治大学山本俊哉研究室、日建設計ボランティア部

14:30～16:00
BS52 多様な災害からの逃げ地図づくりを通した世代間・地域間の

リスクコミュニケーションの促進

山本 俊哉 明治大学理工学部教授パートナーズ代表理事
木下 勇 千葉大学大学院教授パートナーズ理事
福田 利喜 陸前高田市消防団分団長陸前高田市議会議員
森脇 環帆 小田原短大助教パートナーズ事務局長
大崎 元 建築家パートナーズ研究員
井上 雅子 子ども安全まちづくりパートナーズ研究員

10月13日 土

BS53 災害に強いまちづくり
~URの取り組み事例から見る、災害に強いまちづくりの進め方～ 16:30～18:00

主催：UR都市機構

望月 浩史 UR都市機構 技術・コスト管理部
猿田 晃平 UR都市機構 技術・コスト管理部
先崎 隆史 UR都市機構 震災復興支援室
赤堀 圭佑 UR都市機構 都市再生部

災害情報 被災者支援 防災産業

防災計画 地域・共助 教育

地震・火山 都市・建築 復旧・復興
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モデレータ

パネリスト

モデレータ

パネリスト
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802会議室

BS54 気象庁が発表する防災情報について 10:00～11:30

主催：気象庁

BS55 大規模災害に向けたドローンの利用最前線 12:00～13:30

主催：日本ドローンコンソーシアム

日10月14日

パネリスト

吉田 友香 気象庁 総務部 総務課 広報室 広報係員
束田 進也 気象庁 総務部 企画課 防災企画室長
岡田 憲治 気象庁 予報部 予報課 技術専門官
古謝 植之 気象庁 地震火山部 地震津波監視課 強震解析係長
井 智史 気象庁 地震火山部 火山課 火山防災情報調整室

噴火予知調整係長

司会 伊東 明彦 （一社）日本ドローンコンソーシアム
野波 健蔵 （一社）日本ドローンコンソーシアム
冨井 隆春 （株）アミューズワンセルフ
佐藤 靖 （株）エネルギア・コミュニケーションズ
岩崎 晃 東京大学先端科学技術研究センター
酒井 直樹 防災科学技術研究所

災害情報 地域・共助 教育

科学・技術 災害情報

14

司会
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レクチャールーム

主催：MS&ADインシュアランス グループ

SS11 グリーンレジリエンスを考える：SDGs11「住み続けられるまちづくりを」
~自然の恵みを防災・地方創生に~ 12:30～14:00

島谷 幸宏 九州大学大学院 工学研究院 教授
岡野 隆宏 環境省 大臣官房 環境計画課 企画調査室長
杉田 英治 特定非営利活動法人五ヶ瀬自然学校 理事長
原口 真 MS&ADインターリスク総研㈱

環境・CSRグループ産学官公民金連携
特命共創プロデューサー

浦嶋 裕子 MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス㈱
総合企画部サステナビリティ推進室 課長

中井 徳太郎 環境省 総合環境政策統括官

主催：災害復興まちづくり支援機構

14:30～16:00SS12 災害復興と士業・専門家の果たすべき役割・連携

佐藤 隆雄 防災科学技術研究所
岡本 正 第一東京弁護士会
藤田 千晴 東京都中小企業診断士協会
大西 誠 東京司法書士会
角田 綾子 東京都不動産鑑定士協会
木村 孝 千葉県マンション管理士会
中田 準一 日本建築家協会
山本 健明 東京社会福祉士会
雨谷 幹彦 東京都行政書士会
田村 裕美 日本技術士会

10月13日 土

SS13 災害医療対策から見た”レジリエンス”の強化 16:30～18:00

主催：公益社団法人 日本医師会

石川 広己 日本医師会常任理事
登米 祐也 宮城県医師会常任理事
永田 壮一 上益城郡医師会顧問
横山 忠志 （掛川市）大東地域の連携を考える会「つなぐ会」実行委員会
前田 綾 （掛川市）大東地域の連携を考える会「つなぐ会」実行委員会
牧野 和彦 （掛川市）大東地域の連携を考える会「つなぐ会」実行委員会
大友 康裕 日本災害医学会理事

パネリスト

科学・技術 災害情報

地域・共助 医療・福祉 被災者支援

地域・共助 被災者支援 復旧・復興

15

パネリスト
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レクチャールーム

主催：内閣府

SS14 災害時のトイレの確保・管理 10:00～11:30

加藤 篤 特定非営利活動法人日本トイレ研究所代表理事
菅原 えりさ 東京医療保健大学大学院医療保健学研究科教授
阪本 真由美 兵庫県立大学減災復興政策研究科准教授
岡崎 新太郎 三菱地所レジデンス株式会社 防災倶楽部
石田 耕一 内閣府政策統括官（防災）付

参事官（被災者行政担当）付 参事官補佐

主催：日本生活協同組合連合会

12:00～13:30SS15 生協を利用して家庭で手軽にできる防災力アップ！

日10月14日

災害情報 防災計画 防災行政

自助 地域・共助

16

生活協同組合コープみらい
生活協同組合パルシステム東京
東京都生活協同組合連合会

パネリスト

コーディネーター



防災推進国民大会2018 セッションプログラム

会議室

主催：青森県、岩手県、宮城県、福島県、仙台市及び東北観光推進機構

SS21 東北太平洋沿岸等の観光復興へ向けた取組みと
現地で学べる防災観光、学びの旅 12:30～14:00

紺野 純一 一般社団法人東北観光推進機構 専務理事推進本部長
諏訪 幹人 一般社団法人東北観光推進機構 事業推進部統括マネージャー
伊藤 俊 南三陸ホテル観洋 次長
MICHAEL K. KATO 海外メディア "DeepJapan"在日ライター
柴山 明寛 東北大学 災害科学国際研究所 准教授

主催：総務省

14:30～16:00SS22 災害情報の配信を支えるＬアラート

山下 徹 株式会社NTTデータ
上杉 慎一 日本放送協会
今井 理恵子 ヤフー株式会社
谷口 和仁 日本電気株式会社

10月13日 土

SS23 見せます！情報共有会議、災害支援のコーディネーション 16:30～18:00

主催：特定非営利活動法人 全国災害ボランティア支援団体ネットワーク(JVOAD)

栗田 暢之 JVOAD代表理事
明城 徹也 JVOAD事務局長
小川 耕平 社会福祉法人 全国社会福祉協議会地域福祉部

全国ボランティア・市民活動振興センター
阿部 陽一郎 社会福祉法人 中央共同募金会理事・事務局長

運動推進部長
松山 文紀 震災がつなぐ全国ネットワーク事務局長
浦野 愛 レスキュー・ストックヤード常務理事
石垣 和子 内閣府政策統括官（防災担当）付

企画官（普及啓発・連携担当）

教育 復旧・復興 国際

災害情報 地域・共助 防災行政

災害情報 被災者支援 ボランティア
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会議室

SS24 将来の地域防災の担い手育成 10:00～11:30

主催：日本消防協会、日本防火・防災協会

SS25 SDGsの推進に国際防災ビジネスを通じて貢献しよう 12:00～13:30

主催：日本防災プラットフォーム（JBP）

日10月14日

西藤 公司 日本防火・防災協会理事長
埼玉県三郷市少年消防クラブ
千葉県浦安市少年消防団
東京都成城消防少年団
東京都町田消防少年団
神奈川県大和市少年消防団

西口 尚宏 日本防災プラットフォーム代表理事
株式会社 エクセルシア
株式会社 NTTデータ
株式会社 技研製作所
株式会社 構造計画研究所
株式会社 チャレンジ
ラジブ・ショウ 慶應義塾大学 教授
ハス・バートル 株式会社 アジア航測 海外事業推進部長
レレイト・エマニュエル 名古屋大学 講師

自助 地域・共助 教育

防災産業 国際
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食堂

TEAM防災ジャパン オフラインミーティング全国大会 in ぼうさいこくたい

12:30～14:00

14:30～16:00

TEAM防災ジャパンアドバイザー

10月13日 土

16:30～18:00

19

第1部 全国に“地震に強いたてもの”を拡げよう！
～たいしん・げんさい福和伸夫ショー～

13日（土）、14日（日）の両日、防災の専門家の解説付
「ぼうさいこくたい観覧ツアー」を実施

詳細はTEAM防災ジャパン特設サイト
（https://bosaijapan.jp/bosai-kokutai-2018/）に掲載

第2部 「ホンネで語ろう～未来のために～」
～発信し、つながれるラウンドテーブル～

第3部 「どう起こす？防災・減災の科学反応」
～会場一体型パネルディスカッション～

主催：内閣府

福和 伸夫 名古屋大学減災連携研究センター長
中川 和之 日本ジオパーク委員会調査運営部会員、時事通信社解説委員
鍵屋 一 跡見学園女子大学観光コミュニティ学部教授

加藤 孝明 東京大学
生産技術研究所・都市基盤安全工学国際研究センター准教授

パネリスト

司会 福和 伸夫 名古屋大学減災連携研究センター長

https://bosaijapan.jp/bosai-kokutai-2018/

