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防災推進国民大会 20 2 2の開催について

時下ますますご清栄のこととお慶び巾し上げます。

さて、本職が議員として参画しております防災推進国民会議（議長清家篤日本赤十字社社長）

が主催者の一員となり、「防災推進国民大会20 2 2 （ぼうさいこくたい 20 2 2)」が 10月22 

日（土）、 23日 (B) に兵庫県神戸市の会場とオンライン上にて開催される予定です。

例年では、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

ところですが、本年は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、上記の通りハイブリ

ッドで開催されることとなりました。

本会といたしましては、兵庫県医師会、富山県医師会、日本歯科医師会、日本災害医学会、有識

者各位のご協力の下、「過去の災害から得られた経験と教訓～現在、そして将来への課題～」（主

に避難所における健康管理・医療支援）をテーマにシンポジウムセッションを配信する予定となっ

ております。

つきましては、貴会におかれましても、本件についてご了知いただくとともに、貴会管下会員等

への周知方につき、ご高配のほどよろしくお願い巾し上げます。また医師だけではなく、一般の方々

のご参加につきご周知いただけましたら幸甚に存じます。

記

防災推進国民大会 20 2 2 （ぼうさいこくたい 20 2 2) 

開催B: 1 o月22日（土） 10:00,..,,__,18:00 ＊屋外展示は 17 : 0 0まで

1 0月23日 (B) 10: 00,..,,__,15: 30 

会 場：兵庫県神戸市の HAT神戸を中心とするエリア

（人と防災未来センター、国際協力機構関西センター (JICA関西）、 IHDセンター

ビル（兵庫県国際交流協会、国際健康開発センタービル）、なぎさ公園）

https://bosai-kokutai. jp/ 

本会出展：セッション（オンライン）… 10月22日（土） 12:30,..,,__,14:00 （予定）

主 催：防災推進国民大会 2022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 2022 日本医師会セッション

「過去の災害から得られた経験と教訓～現在、そして将来への課題～」

趣旨

我が国の災害医療体制は、阪神・淡路大震災をはじめとした、過去の災害で

得られた課題を乗り越えるため、新たな仕組み作りを行い強化されてきた。

今改めて、過去の被災経験やコロナ禍も含む災害対応で得られた知見を基に、

現在の災害医療体制における課題や、今後の備えとして何ができるのかを考え

ていく。

特に、近年は災害における直接死だけではなく、災害関連死の防止にも注目

が集まっていることを踏まえ、「避難所における健康管理・医療支援」について

セッションを行うとともに、各シンポジストから今後の災害医療に関する課題

意識について共有をしていただく。

開催方法は WEB方式とし、事前収録を行う。その収録動画は、 2022年

10月 22日（土）， 23（日）に開催される防災推進国民大会 2022にて、日本医

師会が出展するシンポジウムセッションとして配信される（日医セッションは

10月 22日（土） 12: 30,....,__,14 : 00)。

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 2015-2030」(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 7回目の開催であり、日本医

師会も毎回出展してきた。今回の開催地は兵庫県。

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。日本医師会長が議員

に就任している。



防災推進国民大会2022 日本医師会セッション

「過去の災害から得られた経験と教訓～現在、そして将来への課題～」

（特に避難所における健康管理・医療支援について）

日時： 2022年 10月22日（土） 12:30,....._,14: 00 

※防災推進国民大会 2022にて配侶

開会

挨拶松本吉郎日本医師会会長

パネリスト講演

司会：細川 秀一日本医師会常任理事

●藤田宏史先生（兵庫県医師会常任理事）

「避難所でのメンタルヘルスケア」

●山口 芳裕先生（杏林大学 医学部主任教授・高度救命救急センター長）

「日本医師会救急災害医療対策委員会 新型コロナウイルス感染症時代

の避難所マニュアル」

●柳川忠廣先生（日本歯科医師会副会長）

「災害時の口腔ケアについて」

●村上美也子先生（富山県医師会副会長）

「避難所と要配慮者について」

●石井美恵子先生（日本災害医学会理事）

「健康被害を最小する避難所のあり方」

ディスカッション・質疑

指定発言柳川忠廣先生（日本歯科医師会副会長）

「検視・検案について」

総括茂松茂人日本医師会副会長

閉会



乙 内閣府
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詳しくはWEBサイトで！ Iぼうさいこくたい 1匿置置皐

主催：防災推進国民大会2022実行委員会（内閣府・防災推進協議会 ・防災推進国民会蟻）協力 ：兵慮県、神戸市、阪神 ・淡路大震災記念人と防災未来センター協賛：兵塵県国際交流協会
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防災について学ぶ

セッション
防災について体験する l|防災について知る

ワークショップ プレゼンテーション
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スマーlゞ7ォンを使ったラジヨIllコヨココラリーを2つこ用意しました！
「27年前の阪神・淡路を動画でみてある<」 (9月1日より開催中）

期間：令和4年9月1日（木）～令和5年 1月17日（火）

概要： 27年前の阪神・淡路大震災の「当時の状況」と「現在までの復興の

歩み」に触れてみませんか？神戸市内を中心としたまちあるきを通じ

て、震災の教訓を学べるスタンプラリーです。
「激震の記録1995取材映像アーカイブ」より

「ポケモンぽうさいきょうしつ 災害が起きたらどうする！？」
期間：令和4年 lO月22日（土） l0:00~ l 8:00 

10月23日（日） l0:00~ l 5:30 

※大会開催時間内での実施となります。こ注意ください。

概要：万が一の災害時に、身を守るために必要なヒントを

ポケモンと一緒に学ぽう！親子でお楽しみいただけ

るスタンプラリーです。

※デザイン提供：一般財団法人ポケモン・ウィズ・ユー財団

｀ 
cPokemon. cNintendo/Creatures lnc./GAME FREAK inc. 

出展者情報、ス勺ンプラリーの遊u方、そ叫他大会詳繍心ちらでチェヅ7!層量

＿ 
ALL HATひょうこ防災フェスタ2022
人と防災未来センターが例年実施しているHAT神戸の防災訓練イベント「ALL
HAT」。7回目となる今年は「ぽうさいこくたい2022」の開催に合わせ、さらに

規模を拡充し、全国から訪れる皆さまに向けて、震災復興まちづくりのシンボルとして

整備されたHAT神戸から、震災の経験と教訓や最新の防災・減災の姿を発信します。

■開催日時 令和4年10月22日（土）、23日（日）

■開催場所：人と防災未来センター屋外敷地およびなぎさ公園内

■お問い合わせ先：

阪神・淡路大震災記念人と防災未来センター（事業部運営課内）

ALL HATひょうこ防災フェスタ事務局

メール： kokutai2022@hitobou.com

TEL:078-262-5050（観覧案内）

■特設ウェブサイト： https://hitobou.com/allhat 
■公式ホームページ：https://www.dri.ne.jp

一あなたは、大切な人を救えますか？
① 兵庫県赤十字救急法競技大会（事前申込者対象）見学可能

② 防災・減災体験ツアー（当日参加募集）

防災すころく

ぼうさいまちがいさがしきけんはつけん

③ 50人一斉心肺蘇生 一心肺蘇生とAEDの使い方一

■開催日時 ① 令和4年10月22日（土） 1o:oo~ 1 6:DD 
② 令和4年10月23日（日） lQ:30~ l 3:30 
③ 令和4年10月23日（日） 14:00~l 5:30 

■開催場所：国際健康開発センター(|.H.D．センタービル）9階国際会議室

■お問い合わせ先：

日本赤十字社兵庫県支部奉仕課 TEL: 078-24 1-8922 

■ホームページ：

https://www.hyogo.jrc.or.jp/news/update/2022/08/26/85 l 3/ 

一令和4年麿災書廃棄物対策推道シンポジウム
災害の復旧復興期に重要となる災害廃棄物対策に関するシンポジウムです。今年

度は「災害廃棄物処理の経験の伝承」をテーマに、災害発生時における国、自治体、

民間事業者等の役割や過去の災害廃棄物対策の事例紹介、パネルディスカッション

等を実施します。

■開催日時 令和4年10月23日（日） l2:30~ l 6:00 

■開催場所：兵庫県立美術館 ミュージアムホール

■お問い合わせ先：

災害廃棄物対策推進シンポジウム運営事務局

（株式会社オーエムシー内）担当：朱雀、前田

メール： haikitaisaku@omc.co.jp
TEL: 03-5362-0 l l 7 

■ホームページ：

http:/ /kouikishori.env.go.jp/ 

ー防災Xテクノロジ一官民運携プラットフォーム

麗災害対応を行う地方公共団体等のニーズと民間企業が

持つ先進技術のマッチング事例等を紹介するセミナーや、

個別相談会等を開催します。

セミナーは右上QRコードより登録の上こ参加ください。

本事業の詳細は右下QRコードよりこ覧ください。

■開催日時：令和4年10月21日（金）10:00-14:45 

■開催場所：（オンライン同時開催）

兵庫県神戸市・国際協力機構関西センター(JICA関西）

■お問い合わせ先：

東武トップツアーズ株式会社（内閣府委託事業受託者）

メール：boutech_pf@tobutoptours.co.jp

TEL: 03-5348-3500（受付時間：平日l0:00-1 8:00) 

セミナーは
こちらからお申込みください

‘ 防災Xテクノロジ一
官民連携プラットフオーム

詳細はこちら




