
 
 

平成 2 4 年７月３日 

内 閣 府 ( 防 災 担 当 ) 

  

 

「世界防災閣僚会議 in 東北～世界の英知を被災地に、被災地の教訓を世界に～」

への中川内閣府特命担当大臣（防災）及び郡内閣府大臣政務官の出席について 

 

 

 世界 80 以上の国・国際機関の代表が東北に集い、東日本大震災を始めとする近年の大規

模自然災害に関する経験・教訓を各国と共有するとともに、強靭な社会の構築に向けて、

防災に関する主要テーマについて議論を行うための国際会議が下記により開催されます。 

 なお、４日（水）の全体会合及び閉会式に中川内閣府特命担当大臣（防災）が、また同

日の宮城県石巻市で開催される分科会に郡内閣府大臣政務官が出席する予定です。 

 
 

記 
 
 
1  日時： 平成 24 年７月３日（火）～４日（水） 

2 行程： 別紙１参照 

3  場所： （全体会合会場）仙台国際センター（宮城県仙台市青葉区青葉山無番地） 

（分科会及び現地視察先）岩手県、宮城県、福島県 

    ※宮城分科会会場：石巻グランドホテル（宮城県石巻市千石町 2-10） 
4  主催： 外務省、内閣府、復興庁、国土交通省、国際協力機構（JICA） 

5  プログラム： 別紙２参照 

6  取材について 

・「世界防災閣僚会議 in 東北」の取材については、外務省国際協力局地球規模課題総

括課にお問い合わせください（電話番号：03-5501-8246）。 

・中川内閣府特命担当大臣（防災）に係る取材については、ぶら下がり取材のみとな

ります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

記者発表資料 

＜本件問い合わせ先＞ 

【「世界防災閣僚会議 in 東北」関係】 

 外務省国際協力局地球規模課題総括課  小崎 

TEL 03－5501－8246（直通）、FAX 03－5501－8452 

 

【内閣府特命担当大臣（防災）及び内閣府大臣政務官の出張関係】 

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

 大江、橋詰 

TEL 03－3503－9394（直通）、FAX 03－3597-9091 



別紙１ 

 

○内閣府特命担当大臣（防災）の「世界防災閣僚会議 in 東北」出席等に係る行程 

 

７月４日（水） 

15:45-17:30 全体会合（パネルディスカッション）、閉会式（総括スピーチ） 

（於：仙台国際センター大ホール） 

(17:30-18:30) ムルギ ケニア特別プログラム大臣、アブドゥヒラヒモフ タジキ

スタン緊急事態委員会議長との個別面談 

18:30 ﾒﾄﾞ-18:40 ぶら下がり取材（於：仙台国際センター エントランスホール） 

  

 
 
 
 
 
 

○内閣府大臣政務官の「世界防災閣僚会議 in 東北 宮城分科会」出席に係る行程 

 

７月４日（水） 

11:00-13:00 宮城分科会（歓迎挨拶・冒頭発言、パネルディスカッション） 

（於：石巻グランドホテル） 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
※上記日程は、「世界防災閣僚会議 in 東北」の進行状況等により変更される可能性があり
ます。 



世界の英知を被災地に、被災地の教訓を世界に

世界８０以上の国・国際機関の代表が東北に集い、東日本大震災をはじめとする近年の大規模自然災害に関する経験・
教訓を各国と共有するとともに、強靱な社会の構築に向けて、防災に関する主要テーマについて議論を行います。

７月３日（火） （出席者は予定）

【講演会】日本ポリグル 遠野まごごろネット 日本技術士会東北本部 仙台市東六地区連合町内会 プラン・ジャパン 東北学院大学 20世紀アーカイブ仙台 ジェン
ダー・アクション・プラットフォーム 慶應義塾大学Grand Design by Japan JAXA UNV 慶應義塾大学ビジネス・スクール 内閣府/IRP/アジア防災センター グーグル株式会
社 ISHINOMAKI2.0 ジャパン・プラットフォーム/東日本大震災支援全国ネットワーク（ＪＣＮ）

【ブース】国土交通省 東日本高速道路 岩手県 宮城県 福島県 仙台市 ジェンダー・アクション・プラットフォーム UNIDO UNCRD 海洋研究開発機構 静岡市
ESCAP JICA UNV UNDP パナソニック パスコ 復興大学 日本ポリグル JAXA 日本IBM NＴＴドコモ アジア航測 グーグル株式会社 ジャパン・プラットフォーム
（BHN,HOPE,NICCO, ピースウィンズ・ジャパン,SEEDS,WVJ） 日本IBM 桜3.11 慶應義塾大学ビジネス・スクール及び湘南藤沢キャンパス（KBS/SFC) 慶應義塾大学
Grand Design by Japan 日本障害フォーラム 国際赤十字 国際復興支援プラットフォーム セーブ・ザ・チルドレン 神戸市 遠野まごごろネット にいがた産業創造機構 東
京大学/人間の安全保障フォーラム（HSF） 東北学院大学 福島大学うつくしまふくしま未来支援センター 日本大学工学部 プラン・ジャパン 国際自然保護連合 20世紀アー
カイブ仙台 兵庫県 仙台市社会福祉協議会・仙台市ボランティアセンター

【展示】仙台市 東北大学 災害科学国際研究所 JICA UNV UNDP 20世紀アーカイブ仙台 UNFPA UNIDO パスコ 復興大学 日本ポリグル 日本IBM アジア航測
UT-OAK震災救援団 ジャパン・プラットフォーム（HOPE,JPF） 日本国際民間協力会（NICCO） 慶應義塾大学 Grand Design by Japan 国際赤十字 プラン・ジャパン 東
北観光推進機構 東北建設協会 東日本高速道路 福島県 パスコ 東京海上日動 桜3.11 Grand Design by Japan 東北学院大学 仙台市東六地区連合町内会 日本
ユニセフ協会 日本技術士会東北本部 ISHINOMAKI2.0東日本大震災支援全国ネットワーク 情報支援プロボノ・プラットフォーム（iSPP）

全体会合（仙台国際センター）

■開会式（14:30-15:00)
野田佳彦 玄葉光一郎 ヘレン・クラーク
内閣総理大臣 外務大臣 UNDP総裁

■全体会合(15:00-18:00)
「東日本大震災
及び最近の大規模自然災害の経験の共有」

【基調報告】
・平野達男復興大臣・
東日本大震災総括担当大臣

・ニュージーランド地震復興担当大臣
・スリランカ外務大臣
・被災者代表（女川第一中学校の生徒さん）

７月４日（水）
■全体会合(15:45-17:15)
「防災に関する新たな国際的枠組に

求められることとは」

■閉会式（17:15-17:30）
中川正春 玄葉光一郎
内閣府防災担当大臣 外務大臣

■分科会（岩手）(11:00-13:00)
（於：一関市 ベリーノホテル一関）

「やがてくるその日のために
－予防、減災－」

■分科会（宮城）(11:00-13:00)
（於：石巻市 石巻グランドホテル)

「その日からの行動
－緊急対応、復旧・復興－」

■分科会（福島）(11:00-13:00)
（於：福島市 福島ビューホテル)

「新たなるリスク増加への対応
－気候変動、都市化など－」

サイドイベント（仙台国際センター） ７月３日（火）・４日（水）

分科会（岩手県、宮城県、福島県）

７月４日（水）

【参加国】日本 韓国 中国 インドネシア カンボジア タイ フィリピン ベトナム ミャンマー ラオス インド スリランカ ネパール パ
キスタン バングラデシュ モルディブ イスラエル トルコ アルメニア カザフスタン キルギス タジキスタン アメリカ合衆国 カナダ エク
アドル エルサルバドル キューバ グアテマラ コスタリカ ニカラグア ハイチ パナマ ホンジュラス メキシコ アルゼンチン コロンビア チ
リ ブラジル ベネズエラ ペルー ボリビア イギリス イタリア オランダ スイス スウェーデン スペイン ドイツ ノルウェー フランス ロ
シア アルジェリア エチオピア ケニア ザンビア シエラレオネ ジブチ ジンバブエ スーダン 南スーダン セネガル ナイジェリア ニ
ジェール 南アフリカ モザンビーク モロッコ リベリア オーストラリア サモア独立国 ソロモン諸島 ニュージーランド

【参加国際機関】UNDP UNISDR OCHA 世界銀行 IFRC ADB ESCAP EU CARICOM OECD WMO UN-HABITAT UNCRD UNV ＊順不同

＊入場無料。どなたでもご来場いただけます。詳しくは裏面へ。

＊順不同

＜メイン会場＞
仙台国際センター （交通案内）

http://www.sira.or.jp/icenter/a
ccess_transportation.html

CO870556
テキストボックス
別紙２



展示（イメージ）

講演会会場

講演会・ワークショップ（仙台国際センター２F・３F）日程表

展示・ブース会場（仙台国際センター２F）会場図

展示・ブース主会場

萩

橘

＊各会合の終了時間等の詳細はホームページでご確認ください

白橿１
（３Ｆ）

小会議室４
（２Ｆ）

小会議室５
（２Ｆ）

小会議室６
（３Ｆ）

小会議室７
（３Ｆ）

小会議室８
（３Ｆ）

白橿１
（３Ｆ）

小会議室８
（３Ｆ）

ジェンダー・アクション・プラットフォーム
「震災と女性：国際基準はどこに？
－被災地から見えてきたこと－」

日本ポリグル
「大規模災害時の
水浄化について」

ジャパン・プラットフォーム
東日本大震災支援全国ネットワーク

プラン・ジャパン
「緊急支援活動におけ
る三者連携モデルの

定着に向けて」

国連ボランティア
計画（UNV）

「災害と

ボランティアリズム」

慶應義塾大学ビジネス・スクール
「ケースメソッド授業（有事対応のリーダーシップと意思決定）」

10時～ 11時～ 12時～ 13時～ 14時～ 17時～

７月４日（水）
15時～ 16時～

ISHINOMAKI2.0
「石巻をあたらしく

『つくる』」

慶應義塾大学ビジネス・スクール
（グループ討議）

日本技術士会
東北本部

「東日本大震災から1年

復興へ向けた技術士会

の取組」

セーブ・ザ・
チルドレン

「東日本大震災復興活

動における子ども参加」

仙台市東六地区連合町内会
「地域のかたち～仙台市東六小学区

の準備，対応，再設計」

慶應義塾大学
Grand Design by Japan

「震災後日本のグランド・デザイン

策定―フォーラム討議」第1部

遠野まごごろネット
「被災地の現状。

ボランティアが出来るこ

ととは。」

JAXA
「センチネルアジア津波ワーキング・グループ　ワークショップ」

東北学院大学/
復興大学災害

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽﾃｰｼｮﾝ
「被災地域内の組織と

大学の連携」

慶應義塾大学ビジネス・スクール
（グループ討議）

20世紀ｱｰｶｲﾌﾞ仙台
「3・11をキロクした

市民トーク」

15時～ 16時～ 17時～

内閣府/IRP/ アジア防災センター
「東日本大震災に関する専門家会合」

グーグル
株式会社

「アジア太平洋における

防災とIT」

気象庁
「東北地方太平洋沖地

震の概要及び気象庁の

対応」

慶應義塾大学Grand

Design by Japan

「震災後日本のグランド・

デザイン策定―フォーラ

ム討議」第2部

７月３日（火）
10時～ 11時～ 12時～ 13時～ 14時～




