
被災者健康支援連絡協議会 構成団体

日本医療法人協会

会長加納繁照殿

日医発第 633号(地 180)

平成 3 0年 9 月 3 日

横倉

防災国民推進大会 2018の開催について

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、国民や多様な団体・機関等が一堂に会し、防災に関するシンポジウムや展示等を行う

「防災推進国民大会(ぼうさいこくたし、) 2018Jが開催されることとなりました。

本大会の主催団体のうち、防災推進国民会議(議長:近衛忠煙(日本赤十字社社長))には、

横倉会長が議員に就任しております。

1 0月 13日には、そなエリアのレクチヤールームで本会が「災害医療対策から見た"レジ

リエンス"の強化」をテーマにセッションを開催する予定です(事前申込不要)。また、開催期

間中、そなエリア 2階廊下に、本会より「災害医療と医師会Jに関するポスターを展示する予

定です。

つきましては、ご多忙中とは存じますが万障繰り合わせのうえ、ご参加を心よりお待ち申し

上げます。

記

防災国民推進大会(ぼうさいこくたい) 201 8 

開催日:平成 30年 10月 13日(土) (10""'-'18時)・ 14日(日) (10""'-'16時)

場所:東京ピックサイト 会議棟7階8階東京都江東区有明 3丁目 11-1

そなエリア<東京臨海広域防災公園>東京都江東区有明 3丁目 8-35

本会出展:セッション...10月 13日(土) 16:30""'-'18:00 

そなエリア レクチヤールーム 2・3

ポスター ...1 0月 13日(土)・ 14日(日)

そなエリア 2階廊下

主催:防災推進国民大会 2018実行委員会

(内閣府、防災推進協議会、防災推進国民会議)

参加費:入場無料



防災推進国民大会2018 日本医師会提供セッション

「災害医療対策から見た“レジリエンス"の強化J

趣旨

我が国は超高齢社会の到来を迎え、また「医療的ケア児」も増えており、

災害時には、女性・小児や外国人等も含めた「要配慮者」の生命や健康を守

ることが重要となる。平時から、災害医療の教育・研修体制やかかりつけ医

機能を中心とした地域連携の構築が必要であり、そうした「災害への備えj

こそがソフトパワーによる国土強靭化(ナショナルレジリエンス)といえる。

さらに本年 4月 5日、世界医師会と世界保健機関 (WH0) は、「医師及

びその専門機関の役割に重点を置いて、国内及び国際レベルでの緊急災害対

策準備システムを強化し発展させること」を協力分野の一つに掲げる覚え書

きを交わしたところである。

以上の観点、により、多数の災害対策関係者が集う防災推進国民大会 2018

において有識者によるセッションを行い、災害医療対策の充実を図るととも

に、市民や防災関係者の医師会活動への理解を得る。

防災推進国民大会(ぼうさいこくたい)

自助・共助の重要性が国際的な共通認識とされた「仙台防災枠組 2015-2030J (2015 

年 3月「第 3回国連防災世界会議」にて採択)を踏まえて発足した防災推進国民会議の他、

防災推進協議会、内閣府の三者主催によるイベント。国民の防災に関する意識向上を目的

とし、様々な省庁、地方自治体等の公的機関、団体、企業、非営利法人が出展、セッショ

ンを行う。今回で 3回目の開催であり、日本医師会はポスターセッションにて出展してき

た。前回は仙台市で開催され、 1万人の市民や防災関係者が参加した。

主催者の一つである防災推進国民会議は、 2016年に設置され、各界各層の有識者をも

って構成し、中央防災会議会長(内閣総理大臣) が開催するもの。横倉会長が議員に就

イ壬している o



防災推進国民大会 2018 日本医師会セッション

「災害医療対策から見た“レジリエンス"の強化J

開会・主催者挨拶

パネリスト

2018年 10月 13日(土)

16時 30分---18時

会場:そなエリア(東京臨海広域防災公園)

レクチヤールーム 2・3

司会:石川広己 日本医師会常任理事

1 .石川広己日本医師会常任理事

2.登米祐也宮城県医師会常任理事

3.永田壮一上益城郡医師会顧問〈前会長〉

4. (掛川市〉大東地域の連携を考える会「つなぐ会j実行委員会

5.大友康裕日本災害医学会理事

ディスカッション

総括・閉会
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札ぞ~~自少紋
防災を推進する団体が全国から集まる日本最大級の防災イベント。

ご家族連れから専門家まで幅広い方が防災を学べる絶好の機会です。

ほうさいこくたい2018運営事務局(株式会社フォンテック内)

メール:bousaikokutai@toiawase.info 電話:03・5545-9191(平目9:00-18:00)
主催:防災推進国民大会2018実行委員会(内閣府・防災推進協議会 ・防災推進国民会議)

共催:国営東京臨海広域防災公園

http://bosai-kokutai.jp/ 

|ぼうさいこω |検地

東京ビッグサイト会議棟7階8階・lまうさいこくたいセッション会場
‘ション・プレゼンブース・ポスターセッシヨン

一ー司'一 回 一ー- ' 

そはエリア〈東京臨海広域防災公園〉・1まうさいとくたいパピリオン会場
セッシヨン・プレゼンブース・ポスターセッション・ワークショップ・テントブース・屋外展ま

・東京都防災民会場

東京都

東京防災公式
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「防サイくんj
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防災展運営事務局(練式会社ステージ内)

メール:bousaiten20 18@stage.ac 電話:03-3554・5170(平日10:00-18:00)

-ー

主催.東京都後援:江東区

http://www.bousai.metro. 
tokyo.jp/taisaku/1000060/ 
1000427/index.html 

|東京都防災展 |検地

東京都勉、隠係機慌の防災対策紹介・ステー:;イペント・ワークショップ・選手娘、宮披露、福島県のご当地ゲルメ 東京ビ、ツグサイト



ぼうさいこくたい出展団体 | 

10月13日(土)

l ・国際会議渇 -_r:.毎週"'~--.r.... ・・・・
10月14日(日)

・g際会議場

-~主主辺諸~r.i:I・・・・・・・
10:00オープニング
12:30内閣府 Iあってよかった 1みん怠の地区防j

10:00一般社団法人防災教育普及協会(協力:防災教育チャレンジプラン実行望書員会、
ぼうさい甲子園、国立研究開発法人防災科学筏術研究所)

14:30内閣府 I国際防災の日記念セッション ~国際的怠『協働jを探る-J
16:30防災学術連携体、日本学術会寵「シンポジウムIあなたが知りたい防災科学の最前線一首都直下地震に備えるJJ

「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JJ
12:00内閣府、東京都 I東京スペシャル ~首都直下地震に備える-J・701+702 14:00クロージング

12:30日本学術会醸「災害からあ主主たを守る科学授術との対話j ・701+702
14:30椅定非営利活動法人事業継続推進機構、中小企業庁、内閣府I事業継続普及セミナー~実効性のある事業継続(BC)Iこ向けて-J
16:30内閣府 I多織性のある地域の防災|立、何かがイイJ

10:00国立国会図書館「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j

12:00日本赤十字社「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j・703 ・703
12:30 (公社)日本地震学会 I首都直下地震 何が分かつて、何が分から怠いの力 。皆さんの疑問にトコトンお答えします1 10:00東北大学災書科学国際研究所「災害と保健・医療連携フ才一ラム~災害にあっても健康で乗りきる !-J
14:30一般社団法人 日本領害保償協会 12:00日本財団「だれひとりとりのこさない防災一別府市におけるインクルーシブ防災の実践からーj・801「専門家によるディスカッション&寸劇で『首都直下地震j芯どへの対策を考えよう 1

~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-J 10:00岐阜聖徳学園高等学絞「全国高校生地域防災 Summit2018 in東京ビ、ツグサイトJ
16:30内閣府「大規模水害から逃げ切る~大規模・広域避難への対応-J 12・00日本ジオパークネットワーク「大地の恵みを知り、地元を愛し、怖がらせ怠い防災j・801 ・802
12:30 social football COLO rサッカーが防災・震災復興のためにできることI 10:00気象庁「気象庁が発表する防災情報についてj
14:30アールシーソリユーシヨン練式会社 f訪日外国人も安心 1災害・防災情報伝達の最新状況1
16:30内閣府「みん怠の減災戦略会議j

12:00日本ドローンコンソーシアム I大規模災害に向けたドローンの利用最前線j

・802
12:30日本防災産業会議 I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I
14:30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、目建霞計ボランティア部

I多憾な災害からの逃げ地図づくりを通した世代間・地域聞のリスクコミュニケーションの促進J
16:30独立行政法人都市再生機構 I災害に強いまちづくりJ

13日 {土)・14日 (目}

.7Fロビー
国連国際防災戦略事務局(UNISDR)
rGlobal Efforts 0円DisasterRisk Reduction-防災に関するグローパルな取り組みーj
国際復興支鑓プラットフォームORP)
rrsuild Back Better(より良い復興)JIこ関する経験と教書11を発信j
総務省 I災害情報の配信を支えるLアラー卜j

内閣府、科学妓術鋸興機構(JSnrSIPrレジリエントな防災・減災機能の強化JJ
国立研究開発法人防災科学按術研究所「防災科研の取り組みj
地震調査研究捻進本部/文部科学省 f地震本部とは?! J 

13日 {主)・14日 (8)

10月13日(土}

-レクチャールーム2-3

あいち・怠どや強靭化共創センター
「恐るべし!愛知・名古屋~強靭化共創センタ の取り組みと巨大地図を使った
ワークショップの紹介-J
名古屋市防災危機管理局
「応援します 11東北!陸前高田市 1-名古屋市行政丸ごと支援・市民交流-J
防災学術連機体、日本学術会議
「あ主主たが知りたい防災科学の最前線一首都直下地震に備えるj
練式会社C03r多言語対応音声ガイド ジ、ユニア学芸員による防災教育活動j

{一社)日本ドローンコンソーシアム I防災・災害分野へのドローンの利用事例紹介j

リアルタイム地震・防災情報利用協畿会(REIC)
rrハザード・リスク実験コンソーシアム』の紹介J
国立研究開発法人防災科学後術研究所気象災害軽減イノベーションセンタ-
rr攻めjの防災に向けた気象災害の能動的軽減を実現するイノベーションハブJ

10月14自{日}

・レクチャールーム2-3

国立研究開発法人情報通僧研究織構耐災害ICT研究センター
I災害に強い情報通信妓術の構築に向けてj

東北大学災害科学国際研究所地震湾波リスク評価(東京海上自動)寄附研究部門
I産学連携による防災・減災に関する研究活動・社会貢献J
国土交通省防災課「命を守る防災教育、TEC-FORCEの取組J
日本リモートセンシング学会「防災・災害把握へのリモートセンシングの取組みj
一般社団法人全国建段業協会 Iつくる!なおす!まもる l地域建設業の取り組みJ
一般財団法人 ペット災害対策提進協会[ペットの災害対策j
環境省動物憂護管理室「人とペットの災害対策j
日本地質学会「防災のための第一歩一子どものうちから身につけたい地球の知識 J

日本地獄惑星科学連合(JpGU)r日本地球惑星科学連合(JpGU)の活動j
国立国会図書館 f東日本大震災アーカイブ(ひ怠ぎく)J
一般社団法人 日本建寝業連合会 I建設会社の防災活動j

東京臨海広縁防災公園「防災体験力f無料でできる公園ですj

-・・・・Z主~切望E謂曙曹閉掘調司・・・・・

12:30MS&ADインシュアランスグループ
Iグリーンレジリ工ンスを考える:SDGs11r住み続けられるまちづくりをJ-自然の恵みを防災・地方創生に-J

10:00特直非営利活動法人 日本トイレ研究所、内閣府 I避難所におけるトイレの確保と管理j
12:00日本生活償問組合連合会「生協を利用して家庭で手軽にできる防災カアップ !J

14:30災害復興まちづくり支掻縫繕 I災害復興と士業・専門家の果たすべき役割・連携J 国会議室
16:30公益社団法人日本医師会「災害医療対策から見た“レジリエンス"の強化j

・会議室
10:00日本消防協会、日本防火・防災協会 I将来の地域防災の担い手育成j
12:00日本防災プラットフォームυBP)rSDGsの推進に国際防災ビジネスを通じて貢献しようJ

12:30膏森照、岩手県、宮媛県、徳島県忍び仙台市 f東北太平洋治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1
14:30総務省 I災害情報の配信を支えるLアラートj
16:30特定非営利活動法人 全国災害ポランティア支援団体ネットワーク(JVOAD)r見せます l情報共有会議、災害支援のコーディネーションj

.2F食堂 .wsテント1
12:30内閣府 TEAM防災ジャパン什EAM防災ジャパンオフラインミーティング全国大会 in13'うさいこくたいj

・wsテント1
12:30わしん倶楽部 f楽しく学ぶ 防災・減災教室 『クロスロードが、多くの気づきをあ怠たに リj

・wsテント2
12:30損害保険ジャパン日本興亜練式会社「防災ジ‘ャパンダプロジ、工クト 防災ワークショップJ
15:00一般社団法人防災教育省及協会 I防災ゲームDayin 1まうさいこくたいJ

10:00一般財団注入危機管理教育&演習センター「怠でしこ危機管理SATJ

.wsテント2
12:30全労済{全国労働者共済生活協同組合連合会)rたのしく学ぼう l災害とわたしたちにできること1
15:00防災ジオラマ推進ネットワーク Iみんなで作ろう l段ボールジオラマワークショップj

-眠通....ë.J略畠~・・ 13日 {主}・14日 (日)

.1F廊下
線式会社構造計画研究所、白山工業練式会社「地震ザブトンXVRJ
復興庁男女共同昔豊田IJH色ん怠視点で考えよう!復興における男女共同参画J
一般社団法人マンションライフ継続支銀協会(MALCA)
「災害時のマンション生活を考えるJ
宮緩県多賀誠高等学校「防災減災の取組j
学都仙台コンソーシアム 復興大学災害ボランティアステーション
「東日本大震災後の被災地での活動を継続支援をとおして

他地域・次世代へ伝える~東北学院大学・尚網学院大学-J
公益社団法人全国子ども会連合会 nまうさいこくたい会場たんけんj
気象庁 I災害から身を守るための様々な防災気象情報J
アールシーソリユーション稼式会社「緊急地震速報アプリ『ゆれくるコールJJ

13日 (土)・14日 (目)

13日 (主)・14日 {巨}

-ヘリポート
東京消防庁(全国消防長会)
「消防車大集合!-VR防災体験車で最新の防災体験をしてみませんか?-J

NPO 都市積境線鶴自白会「天災時の夜間避難対応型避難誘導標識」
一般社団法人防災滅災健康郎普及協会(DPDP)
「防災減災健康ビジネスシューズ 男女共同参画やLGBTIと配慮した多機能型ビ‘ジネスシユース1
一般社団法人防災叙育普及箇会「地域における防災教育の実践j
阪神・淡路大震災記念人と防災未来センター
「阪神・淡路大震災の経験と教訓を伝える災害ミユージ、アムj

防災ジオラマ推進ネットワーク「段ボールジオラマ防災授業J
特定非営利活動法人 日本火山学会 I火山災害をよく知って、しっかり備えようJ
宮媛県・仙台市 rrインバウンド向け防災観光推進事業jにおける取組みJ
消防団員等公務災害補償等共済基金(消防基金)
r5肖防団を中核とした地減防災力の充実強化のための消防基金の取組についてJ

鹿林水産省「災害時の食料はどうする?J 
林野庁治山課 I山地災害への対応J
和歌山県 I和歌山県の防災対策と『稲むらの火JJ
東海大学グローカルモニタリングプロジ工クト

Iグローカル・モニタリング・システムの構築による安全・安心な社会への貢献J
防災環境都市・仙台「防災環境都市・仙台j

特定非営利活動法人みやきセルプ協働受注センター

「障害者・福祉職員の震災復興パネル展 r3.11ソレカラJJ
一般社団法人危調書管理教育研究所

「今日からはじめる地震対策『みん怠で取り組む室内安全の自助・共助JJ
KDDI練式会社「災害対策関連サービスの展示・体験J

飛鳥特装様式会社 f地震体験(3次元起震装置搭載地震体験車)J
一般社団法人助けあいジャパン
「みん芯元気に怠るトイレ(災害派遣トイレネットワークプロジ、工クト)J

防災展出展団体《会場よそなエυア
KDDI(株)/(株)Nnドコモ/(株)Nn東日本〆Nnレゾナント

(株)/(一社)関東地質調査業協会/(特非)クライシスマツパー

ズ・ジ、ャパン/(特非)災害救助犬ネットワーク/災害復興まち

づくり支援機構/ツクモル/東京ガス(株)/(一社)東京建設業

協会/(福)東京コロニー東京都葛飾福祉工場/(一社)東京都地

質調査業協会/(公財)東京都中小企業振興公社/(公財)東京都

都市づくり公社/東京都木造住宅耐震診断登録事務所協議会

/(公社)土木学会/(ー財)日本気象協会/(一社)防災安全協会

/(国研)防災科学技術研究所/(株)フラップゼロ/(特非)リン

ク・スマイル/岩手県/宮械県/福島県/熊本県/警視庁/自

衛隊東京地方協力本部江東出張所/東京消防序/東京都総合

妨災部/東京都復興支援対策部/東京都都市整備局/東京都

福祉保健局/東京都建設局/東京都水道局/東京都下水道局

.2Fロビー
一般社団法人福祉防災コミュニティ協会 Iすべての福祉施設がf福祉防災計画j作成を !J
国土交通省 国土地理院 I地理空間情報を活用して大規模災害に備えようj

機式会社メルシー「最新型コンパクトマッサージ‘ャー『工スコート・HJJ
日本労働組合総連合会(連合)r連合災害救媛ボランティア 活動の軌跡j

・レクチャールーム1
子ども安全まちづくりパートナーズ、日E皇陵計ボランティア郁
「多様な災害からの逃げ地図作成を通した世代閏・地域閣の連携促進j
日本ジIオパークネットワーク[大地の恵みを知り、地元を愛し、怖がらせない防災J
岐阜聖徳学園高等学校 f避難所運営と避難のシミュレーションを地域でリアル体験J
防災アドバイザー学絞防災・地縁防災 yy防災ネット I学校防災・地域防災の活動j
総務省消防庁 I消防団員募集中 11_地域防災力の向上のために-J
消防研究センター「消防防災における研究開発の推進に向けた取り組みj

日本赤十字社
I日本赤十字社が取り組む防災・減災 ー赤十字防災セミナーのご紹介ーj
公益社団法人 日本医師会 I災害医療と医師会j

青森県、岩手県、宮潟県、福島県及び仙台市

rr東北太平洋沿岸等における観光復興対策事業jにおける取組みj

日本赤十字社「災害が起きた時に・・・ 私ができること、地域でできるととJ
練式会社カワハラ筏研 I備蓄型組立式仮設トイレnま|ま紙トイレJJ
大祖国環焼システム練式会社

「災害用水洗トイレシステムfiDotecToilet(イドテック・トイレ)JJ
熊本県「熊本地震への対応検証と復|日・復興の状況j

公量産社団法人 日本薬剤師会「薬剤師会モバイルファーマシー展示j
KDDI稼式会社 I車載型基地局の展示J

イベジドの一一

詳細や事前予約は

こちらから!




