
被災者健康支援連絡協議会 構成団体

全 日 本 病 院協会会長殿

日医発第 587号（地 347)

令和 3年 1 0月 1 8 日

公益社団法人 日本医師会長

中川俊男

（公印省略）

防災推進国民大会 20 2 1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、本職が議員として参画しております防災推進国民会議（議長大塚義治日本赤十字社社長）

が主催者の一員となり、「防災推進国民大会 20 2 1 （ぼうさいこくたい 20 2 1）」が 11月6日

（土）、 7日（日）に岩手県釜石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、静岡県医師会、日本災害医学会、宇宙航空研究開発機構（JAXA）及び関

係事業者各位のご協力の下、「災害時における情報共有」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、貴会におかれましでも、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申し上げます。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 1 （ぼうさいこくたい 20 2 1) 

開催日： 11月6日（土） 1 0 : 0 0～1 8 : 0 0 ＊屋外展示の一部は 16 : 0 0まで

1 1月7日（日） 1 0 : 0 0～1 5 : 3 0 

会 場：釜石市民ホール TETTO及びオンラインサイト

https://bosai-kokutai. iP/ 

本会出展：セッション（オンライン）… 11月6日（土） 1 4 : 3 0～1 6 : 0 0 （予定）

主催：防災推進国民大会 2021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



趣旨

災害時、

防災推進国民大会 2021 日本医師会提供セッション

「災害時における情報共有」

速やかな被災地内外での組織的な支援活動には、 ICTを活用した情

報共有は不可欠である。近年では、様々な災害時の情報共有ツールの研究や整

備が進み、実災害においても積極的に活用されている。

日本医師会では、 20 1 3年に JAXAと協定を結ぶなど関係事業者とともに、

災害時の情報通信を確保するための訓練を実施してきており、近年では持ち運

び可能な衛星アンテナの購入や、都道府県医師会との情報共有ツールを複数構

築するなど、災害時の情報共有体制を常に見直してきた。

今回の提供セッションでは、日本医師会が構築している情報共有ツールにつ

いて、関連事業者との協力を得ながら紹介する。

開催方法は WEB方式とし、事前収録を行う。その収録動画は、 2021年

11月 6日（土） '7日（日）に開催される防災推進国民大会 2021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

1 1月6日（土） 1 4 : 3 0～ 16:00）。

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 6回目の開催であり、日本医師会も毎回出展してきた。前回

はオンラインで開催され、 1万5千人以上の視聴数と、約 9万5千回の視聴があった。

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。日本医師会長が議員

に就任している。



開会

防災推進国民大会 2021 日本医師会セッション

「災害時における情報共有」

収録日： 2021年 10月20日（水）

14時 00分～15時 30分（90分）

会場：日本医師会館（TV会議システム）

※当日の動画は、 2021年 11月6日開催の防災推進国民大会 2021にて、

日本医師会出展シンポジウムセッションとして配信する。

司会：長島公之日本医師会常任理事

挨拶中川俊男日本医師会長

パネリスト

。災害時の情報共有手段について

・ 近 藤久禎 （一般社団法人日本災害医学会）

。日本医師会地域医療情報システム（JMAP）と防災インターフェー

ス（防災 IF）およびその連携について

・加藤 良平 (JMAP開発者／株式会社ケアレビュー）

・桐谷浩太郎（国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA))

。災害時の情報通信の訓練と実際

・瀬尾淳 （スカパーJSAT株式会社）

・ 加 陽直実 （一般社団法人静岡県医師会）

ディスカッション

総括猪口雄二日本医師会副会長

閉会
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『オンライン語り部・遠隔授業』実施してます！

いのちをつなぐ未来館
釜石市の防災学習の取り組みや、東日本大震災

津波で得た教訓などを紹介する展示スペースと、

ワークショップなどに活用できる防災学習室を

備えた施設。来館できない方に向けた rオンラ－ ~

イン語り部』も行っています。

大会ホームページで上映会開催。どなたでも視聴できますが、
大会中1回きり上映となります。どうぞお見逃しなく 1

防災に関わる
多数の団体が参加

(II圏不同）

く、、芝、；とと2ぷJ
・株式会社JINRIKI
・公益財団法人昧の素ファンデーション

・公益社団法人日本地震学会

・東京大学災害対策トレーニングセンター（DMTC)
・TEAM防災ジャパン

・一般社団法人 DroneAI技術研究機構

・内閣府防災普及啓発・連携担当

・広島県

・中小企業庁事業環境部経営安定対策室

・防災学術連携体・日本学術会議

・一般社団法人 日本ドローンコンソーシアム

・東北大学災害科学国際研究所

• NPO法人 持続可能な環境共生林業を実現する

自伐型林業推進協会

・防災教育学会

・公益社団法人日本医師会

・岩手県

・公益財団法人日本消防協会

・いわてNPO災害支媛ネットワーク

・一般財団法人危機管理教育＆演習センター

・岩手大学地域防災研究センター

・アールシーソリューション株式会社

・防災減災連携研究ハブ、日本学術会議土木工学・

建築委員会IRDR分科会

・特定非営利活動法人東京いのちのポータルサイト

・清流の図書三、防災・減災センター

・特定非営利活動法人 日本防災士会

・株式会社明石スクールユニフォームカンパニー

・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)
・独立行政法人都市再生機構

・TEAM防災ジャパンお世話係メテVアチーム

・WMReSCue準備委員会

・災害文化研究会

・一般社団法人 日本リモートセンシング学会

・内閣府男女共同参画局

・一般社団法人日本損害保険協会

・一般社団法人男女共同参画地減みらいねっと

・災害派遣トイレネットワークrみんな元気になるトイレJ

・阪神・淡路大震災記念人と防災未来センヲー

・ょんなな防災会ナッジユニット行動防災チーム

・特定非自利活動法人事業継続推進機構

・一般社団法人 いのちを守るatプロジェクトJAPAN

固拒財団
参加は未来館の L 官軍丸：
ホームページから I 性ヨ町~.；：

回臨場

〈芝乏宗主〉 〈忍蕊宗主立〉 ・イオン株式会社総務部

・こくみん共済coop
・海ぼうずの会｛な、じのくにDIGセミナー』参加者の会） ・yy防災 ｛全国労働者共済生活協同組合連合会）

・一般社団法人あでやか切り絵協会 ・防災ママかきっぱた ・一般財団法人自治体国際化協会

・防災教育チャレンジプラン実行委員会 ・ピット・パーク株式会社 ・イオン株式会社

・一般社団法人おいしい防災塾 ・一般社団法人防災ジオラマ推進ネットワーク ・東日本大震災復興支援町、をつなぐプロジェク卜」

・日本セイフティー株式会社 ・株式会社スギ7 ・一般社団法人みんぼうネットワーク

・一般社団法人 DoIt Yourself ・株式会社ヤマト ・ジオわー〈サイエンス

・日本たばこ産業株式会社 ・株式会社メルシー ・公益社団法人日本非常食推進機繕

・公益財団法人ボーイスカウト日本連盟 ・WPPグループ JapanPet Press ・静岡大学学生防災ネットワーク

・日本赤十字社 ・大丸銭興株式会社 ・地震調査研究推進本部／

・一店主社団法人危機管理教育研究所 ・公益財団法人 文部科学省研究開発局地震・防災研究課

・認定NPO法人防災・減災サポートセンター 福島イノベーション・コース卜構想推進機構 ・株式会社国際電気通信基礎技術研究所

・一般社団法人いのちを守るatプロジヱタトJAPAN 東日本大震災・原子力災害伝承館 ・富械県多賀城高等学校

・東北大学災害科学園際研究所 ・一般社団法人 72時間サパイパル教育協会 ・株式会社技研製作所
地震津波リスク評価（東京海上自動）寄附研究部門 ・広島市 ・株式会社レジリエンスラポ、株式会社明電舎

・公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン ・三信建設工業株式会社 ・一般社団法人日本照明工業会

・ベット防災サポート協会 ・竹内工業株式会社 ・白本労働組合総連合会6車合）
・防災専門図書館（公益社団法人全国市有物件災害共済会） ・環境省自然環境局総務課動物愛護管理室 ・河村電器産業株式会社

・一般社団法人防災教育普及協会 ・機能ガラス普及推進協議会 ・有限会社鈴文

・広島市防災士ネットワーク ・鹿児島市 ・一般社団法人日本建設業連合会

・株式会社東京海上日動パートナーズ東北 ・側ハタヤリミテッド ・大学共同利用機関法人

・日本ジオパークネットワーク ・LACITA 人間文化研究機構図立歴史民俗1専物館
・広島防災リータL ネットワーク会議 ・防災専門図書館 ・防災科学技術研究所

・株式会社明石スクールユニフォームカンパニー ｛公益社団法人 全国市有物件災害共済会） ・特定非営利活動法人防災自助普及委員会

・株式会社ピースポーク ・国立国会図書館 ・ょんなな防災会

・母と子の育児支鍍ネットワーク ・名古屋学芸大学 ・東北大学災害科学国際研究所

・株式会社リプライト ・一般社団法人日本防災フ・ラットフォーム

・株式会社ゼンリン ・ょんなな防災会学生部

・国立研究開発法人情報通信研究機構 ・独立行政法人中小企業基盤整備機構

・岩手県 ・特定非営利活動法人日本防災士会 ・特定非営利活動法人全国足紋普及協会

・日東工業株式会社 ・エビスタコーポレーション／株式会社プリート ・豊橋市ドローン飛行隊＇ REDGOBLINSJ 
・株式会社MT-NET ・ NPO法人日本ラタテーション・コンサ·J~タン卜協会 ・株式会社エスエスティー協会
・株式会社白獅子 ・一般社団法人防災教育普及協会 ・福島県

・公益社団法人日本薬剤師会 ・一般財団法人防災教育推進協会 ・仙台市防災環境都市推進室

• NPO法人日本防災用品技術研究協会 ・福島大学うつくしまふくしま未来支鍍セン7- ・防災対策に資する南海トラフ地震調査研究プロジェクト

・飛鳥特装株式会社 ・丸木医科器械株式会社 ・株式会社東京海上自動パートナーズ東北

・公益社団法人日本技術士会防災支援委員会 ・一般社団法人全国建設業協会 ・株式会社唐丹小白浜まちづくりセンター

・熊本県 ・株式会社アクアキューブ ・シンロイヒ株式会社
・アールシーソリューション株式会社 ・株式会社サンコー ・一般社団法人危機管理・労働災害防止機繕

・災害派遣トイレネットワークrみんな元気になるトイレ」 ・有限会社西谷 ・独立行政法人都市再生機構

・総務省東北総合通信局 ・NPO法人津波太郎 ・海ぽうずの会（＇ふじのくに DIGセミナー」参加者の会）
・一般社団法人浄化槽システム協会 ・富士フィルムシステムサービス株式会社 ・帝人フロンティア株式会社

・ホリカ7ーズ株式会社 ・国連防災機関（UNDR同／ ・公立大学法人岩手県立大学

・有限会社アシストコム 国際復興支援プラットフォーム(IRP) ・日本たばこ産業株式会社

・株式会社JINRIKI ・特定非営利活動法人都市環境標識協会 ・HIGASHIDEAERU呼び水プロジヱクトrあかしの井戸」
・震災伝承ネットワーク協議会 ・防災教育学会 ・一般財団法人世界防災フォーラム

個土突通省東北地方整備局｝ ・一般社団法人防災安全協会 ・復興庁岩手復興局

・クラーク株式会社 ・社会福祉法人岩手県社会福祉協議会 ・盛岡地方気象台

・東日本電信電話株式会社岩手支店 ・一般社団法人福祉防災コミュニティ協会 ・公益社団法人中越防災安全推進機構

・日本赤十字社 ・パナソニックライティング7れイス株式会社 ・一般社団法人子ども安全まちづくりパートナーズ

・一自主社団法人日本トイレ協会災害・仮設トイレ研究会 ・内閣官房国土強靭化推進室 ・岩手県

・株式会社フジ7 ・宮i成県復興・危機管理部復興支援・伝承課 ・江崎グリコ株式会社
・株式会社NTIドコモ東北支社岩手支店 ・国土突通省国土技術政策総合研究所 ・三重県・三重大学みえ防災・減災センター

・アイコム株式会社 ・南海トラフ地震による超広域災害への備えを

・特定非営利活動法人岡山NPOセンター 強力に進める10県知事会議

【 屋外震示 ｝ 



11月5固は
津波防災の日
世界津波の日

第6国防災推進国民大会
11月6日011月7日＠

主催 ：防災推進国民大会2021実行委員会（内閣府 ・防災推進協議会・防災推進国民会議｝ 協力 ：岩手県、 釜石市

4~内閣府

あわせて開催》 11月5日＠『津波防災の日Jスペシャルイベント

11月5日は広〈津波対策についての理解と関心を深めるための「津液防災の日JとLてr；，章波対策の推進に関する法律」lこより定められています。この臼は、謡永七年／安政元年11月5日（太陽暦では1854年12月24日）の安政南海地震で

和歌山県を津波が襲った際に、稲に火を付けて、暗閤の中で逃げ遅れている人たちを高台に避難させて救った漬口梧陵氏の逸話にちなんだ日です。この逸話をモデルに可国むらの火』の物語が作られました。


