
防災推進国民大会 2019 日本医師会セッション

「災害と医療~レジリエントな地域づくりとは」

趣旨

被災者の生命と健康を守リ、「防ぎ得た死」を回避するためには、防災行政

における医療の位置づけを高めることが不可欠である。それは、発災前 (1災

害への備えJ)、発生直後でどこからの支援もない時期、災害超急性期、急性期

以降、収束期・復興期に至るまで、いずれの段階も重要といえる O

本シンポジウムセッションでは、管下郡市医師会との連携体制の構築や救急

医療情報センターの運営など、災害対策や地域包括ケア等の活動に積極的に取

り組まれている愛知県医師会のご協力を得て、災害から地域包括ケア、地域医

療を守リ、復旧を果たしていくことについて、教育・介護等の様々な関係者の

参画も得て、問題提起やその解決策について講義やディス力ッションを行う O

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j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4回目の開催であり、日本医師会も毎回出展してきた。前回

は東京ビッグサイト及び東京臨海広域防災公園で開催され、 1万2千人の市民や防災関

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

に就任している。



防災推進国民大会 2019 日本医師会セッション

「災害と医療~レジリエン卜な地域づくりとは」

日時:2019年10月 19日(土) 16 時 30 分~18 時

会場:名古屋コンベンションホール

センターエリア 3F、 301会議室

司会:細川秀一愛知県医師会理事

開会・主催者挨拶

パネリスト

-石川広己 日本医師会常任理事

・野田正治愛知県医師会理事

・伊藤之ー愛知県医師会救急委員会委員長

・土畠智幸医療法人稲生会理事長(在宅医療)

-調整中 地域保健・衛生行政関係者

ディスカッション

総括・閉会

主催:日本医師会 協力:愛知県医師会
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主催:防災推進国民大会2019実行委員会 (内閣府、防災推進協議会、防災推進国民会議ぼうさに〈恥、 E盟



-中日新聞社 -内閣府

o (公財)日本消防協会 ・防災学術連携体、日本学術会議・防災 o (一社)日本損害保険協会

-南海トラフ広域地震防災研究プロジェクト |・防災教育チャレンジプラン実行委員会

(国立研究開発法人海洋研究開発機構) I・内閣府

減災学術連携委員会 |・(独)国際協力機構(JICA) oNPO法人全国災害ボランティア支援

団体ネットワーク(JVOAO)・(公社)日本医師会 l・(公財)昧の素ファンデ ション

・TEAM防災ジャパン |・東北大学災害科学国際研究所 oNSLマスメディアと研究者による地震 l・日本学術会議 |・東海圏減災研究コンソーシアム

・つなぎ舎(ー18:00) 災害軽減に関する懇話会 l・園駄宇ヲローIQレコミユニトンヨンセンヲー(乱∞捌)I・NPO法人事業継続推進機構

-環境省 -防災教育チャレンジプラン実行委員会 |・クロージンタセッション(14・30-16:00)

楽しいゲームやワークショップにレッツトライ!

10月19日(土) 10月20日(臼)

10:30・12:00

・災害ボランティア愛・知・人

14:30-16:00 1 6:30-18:00 10:00・11:30 12:30・14:00

・認定NPO法人レスキューストックヤード |・内閣府 oNPO法人マンションサポートあいち |・阪神淡路大震災記念人と防災未来センヲー

・国土交通省中部地方建備局

・生活協同組合コープあいち

・中部電力株式会社 |・シヤチハタ株式会社 ・名古屋市 |・ (一社)防災教育普及協会

-東邦ガス株式会社 o (一社)00It Yourself -こくみん共済 coop(全労済〉

-日本赤十字社 |・福祉救媛ボランティア「こだま」

・名古屋大学減災連携研究センター |・ (独)都市再生機構

oNPO法人高齢者住まいる研究会

・逃げ地図づくりプロジェクトチーム

・(公財)ボーイスカウト日本連盟

01¥IPO法人ウエザーフロンティア東海

・つながる小部屋(ー14:00)

- 株式会社明石スヲー)~ユ=フォームカンパニー

o (一社)日本建築構造授術者協会中部

oNPO法人地図で防災・まちづくりサポート 1・(ー財)危機管理教育&演習センター

・災害関連死ゼロを目指す防災衛生会議 |・ NPO法人日本ジオパークネットワーク

・防災専門図書館 |・ NPO法人達人塾ねっと

((公社)全国市有物件災害共済会 ・アイコム株式会社

・( 社)日本森の十字社

・(公財)名古屋まちづくり公社名古屋都市センター

・日本福祉防災楽会

・日本防災産業会議

・まいにち株式会社

支部(JSCA中部支部)

・愛知イ11の会

・(福)共生福祉会

・四日市市

・名古屋市

プレゼンブース・ホ。スターセッション e認調隠鑓I\~~
-ナカシャクリ工イテプ株式会社

・四圏西予ジオパーク推進協議会

・(一社)72時間サパイパル教育協会

・(一社)日本ドローンコンソ シアム

oNPO法人RCレスキューベンジャミン隊

・株式会社トッパン・コスモ

・株式会社自獅子

・三信電気株式会社

・(一社)日本非常食推進機構

-株式会社υブライト

oNPO法人都市環境標識協会

・環境省自然環境局総務課動物愛護管理室

・LACITA
・株式会社ドリームエンジン

・(一社)日本防災プラットフォーム

・静岡県、静岡県防災用晶普及促進協議会

・西三河防災減災連燐研究会

・南海トラフ広域地震防災研究プロジェクト

(国立研究開発法人海洋研究開発後構)

・広島市

・鹿児島市危機管理局危機管理課

・(一社)危機管理・労働災害防止機構

・福島大学うつくしまふくしま未来支援センター

・(公財)福島イノベーション・コースト構想推進機構

・国連防災機関 (UNORR)/国際復興支援

プラットフォーム(1円P)

-宮城県多賀城高校

・東北学院大学災害ボランティアステーション、尚網学院大学

ボランティアステ ション、復興大学災害ボランティア

ステーシヨン‘大学問連携災害ボランティアネットワーヲ

・日本労働組合総連合会(連合)

・(一社)福祉防災コミュニティ協会

・多文化防災ネットワーク愛知・名古屋(TABOネット)

-株式会社ブリックス

o (ー財)自治体国際化協会(クレア CLAIR)

・株式会社ゼンリン

・国立研究開発法人情報通信研究梅構耐災害

ICT研究センター

-総務省

・清流の国ぎふ防災・減災センター

・国土交通省国土地理院

01¥IPO法人日本ジオパークネットワーク

・国立国会図書館

.NPO法人日本防災士会

・東北大学災害科学国際研究所

・高知工科大学

・日本工宮株式会社

・国立研究開発法人防災科学技術研究所自然災

害情報室、国家レジリ工ンス研究推進セン夕 、

気象災害軽減イノベーションセンター

・(一社)全国建設業協会

・株式会社中電シーティーアイ

-三信建設工業株式会社 ・地震調査研究推進本部/文部科学省

・地盤工学会中部支部、地盤晶質判定士会中昔日 ・wppグループ'JapanPet Press 

支部設立準備会 ・(一社)ピル減災研究所

・株式会社ヤマト ・有限会社くらや

・株式会社メルシ ・竹内工業株式会社

・アクアテック株式会社 ・(一社)愛知県産業廃棄物協会

・大丸銭興株式会社 ・蹟林誠産省

oYY防災 ・江崎グリコ株式会社

・株式会社ユタカメイク ・名古屋みすほ災害ボランティアネットワーク

・機能ガラス普及推進協議会 ・名古屋民間防災企画室

・加賀産業綜式会社 ・株式会社LC卜レーデイング

・株式会社PKウエーブ ・株式会社ハタヤリミテッド

・株式会社MT-NET ・岐阜県御嵩町立上之郷中学校

・アールシーソリューション株式会社 ・岐阜聖徳学園高校

・愛知県ブラアイチ事務局 ・名古屋学芸大学

・国土交通省国土技術政策総合研究所 ・2市3町防災ひろめ隊

・三重県 三重大学みえ防災・滅災センター ・(一社)DroneAI妓術研究機構

・(一社)防災ジオラマ推進ネットワーク ・(公社)日本医師会

・認定NPO法人はままつ子宵てネットワークぴっぴ ・NPO法人土砂災害防止広報センター

・「いつか君の花明かりにはj製作委員会 ・(公社)日本地球惑星科学連合(JpGU)

・静岡大学学生防災ネットワーク ・NPO法人リアルタイム地震・防災情報利用協議会

・ヱビスタコーポレ ション/株式会社プリ ト (円EIC)

・日本赤十字社 ・ MS邑ADインシュアランスクJレーブホー)~デインクス株式会社

・国立歴史民俗博物館 ・(一社)日本建設業連合会

・日本地震工学会 ・(一社)静岡県建設コンサルタンツ協会

・(公社)日本地震学会 ・内閣府

子ンザース (7~j>~~~U臨......- ------. -.........-~謂鍵~

-応用地質株式会社 -ピット・パーク株式会社 08-ステーション

o (ー財)日本気象協会 o (一社)日本照明工業会 -株式会社光レジン工業

-気象庁名古屋地方気象台 -日東工業株式会社 .NPO法人国連UNHCR協会

-名古屋港管理組合 -株式会社フジタ -株式会社危機管理教育研究所

-熊本県 o (一社)浄化槽システム協会 o (独)国際協力機構中部センター(JICA)

-愛知県弁護士会 -株式会社力ワハラ技研 -愛知大学 三遠南信地域連傍研究センター

oNPO法人日本防災用品技術研究協会 -梅花堂紙業株式会社 中国北京師範大学、中国深草11都市計画研究院

oNPO法人みやぎセルプ協働受注センター -セコム株式会社 oLOKホールデインダス株式会社愛知共同企画

-株式会社明治ゴム化成 -有限会社扇光 o (一社)防災安全協会

E・E・・E・-~万三宮置E高gEPF軍軍司
-横田涯膏興業株式会社

・株式会社コトブキ

・クラ ク株式会社

-ヤマヤ物産有限会社

・(一社)助けあいジャHン

o~土交通省中部地方整備局

-総務省東海総合通信局

oKDDI株式会社

・(公社)日本薬剤師会

-飛鳥特装株式会社

.トヨタ自動車株式会社

-セカンド1¥ウス

-ヤフー株式会社

.NTTタウンページ株式会社

-災害復興支援団体+ONE

-防災ママかきっぱた

o (一社)中部地域づくり協会

-有限会社アシストコム

-なごや防災ポラネット

・ピージー工ムスク工ア実行委員会

・(一社)いのちを守る@プロジェクトJAPAN

I あいち・なごや防災フエスタ I ~ 
あいち防災リーダー会/愛知県立鳴海高等学校/愛知県消防保安課/愛知県住宅防火対策推進協議会/愛知県建霞企画課/愛知県砂防課/NAGOYA学生キャンパスNAGOIくoCandle Night Nagoya/ 

東三河地域防災協議会/(一社)日本損害保険協会中部支部/(一社)日本ボーイスカウト愛知連盟/愛知県河川課/愛知県建築物地震対策推進協議会/愛知県防災航空隊/NPO法人高齢者住まいる研究会

/愛知県立半田商業高等学校/福祉救援ボランティア「こた宮J/愛知県婦人消防クラブ連絡協議会/自衛隊愛知地方協力本部/マックス1¥υュ東海株式会社/株式会社NTTドコモ/株式会社員照/(一社)

日本アマチュア無線連盟愛知県支部/NPO法人愛知ネット/愛知県笛察/筒崎市消防本部/西日本電信電話株式会社名古屋支庖/中日本高速道路株式会社/愛知県防災危機管理課/名古屋市/中日新聞

社/名古屋大学/名古屋市割師会/名古屋市酬閉会/赤悶州刑順不同) ・・E画 面 町 四机匙岡崎細川了四 日制園阿川町闘I!IJ:lirM<!・

• 




