
世界防災フォーラム／防災ダボス会議＠仙台2019 セッション 
World Bosai Forum/International Disaster Risk Conference 2019 in Sendai Session 

 仙台市では、ICTの活用やドローンの実証実験等を通じ

て、東日本大震災の経験と教訓を踏まえた新たな防災関

連産業の創出を目指しています。 

 本セッションでは、仙台市や国、民間事業者による防災

産業創出に向けた最新の取組みや今後の方向性につい

てご紹介します。 

Sendai City aims to create new disaster prevention indus-
try based on the lessons learned from the Great East Ja-
pan Earthquake by utilizing ICT and conducting demon-
stration experiments on drones. 
In this session, we introduce the latest initiatives and fu-
ture directions for the creation of disaster prevention 
industry by Sendai City, the national government, and 
private companies. 

2019年11月10日（日）16：00～17：30 

仙台国際センター会議棟 ２階 萩  

＜会場までのアクセス（仙台駅から）＞ 

 仙台市営地下鉄東西線：国際センター駅下車徒歩1分／ 

  タクシー：約7分／徒歩：約30分 

◇定  員：150名 ※要事前申込・先着順 

◇参加費：無料 

◇言  語：日本語（英語による同時通訳あり） 

◇お申込み・お問い合わせ： 

  FAX（裏面）、Emailのいずれかによりお申込みください。 

  仙台市経済局産業政策部産業振興課 

  TEL：022-214-8263 FAX：022-214-8321 

  Email：kei008030@city.sendai.jp 

  ※Emailでお申込みの方はメール本文に以下を記入しお送りください。 

    ①氏名、②団体名、③電話番号、④Eメールアドレス 
  ※定員になり次第締め切らせていただきます。 

 http://www.worldbosaiforum.com/2019/ 

Time and Date : November 10,2019(Sun)16:00-17:30 
Venue : Sendai International Center, 2F Room Hagi 

＜Address＞ 

Aobayama,  Aoba-ku, Sendai  980-0856 
Approx.1min walk from International Center Sta.(Subway, 
Tozai Line). 

◇Seating Capacity : 150(first come first served basis) 
 Pre-registration required 

◇Fee : Free of charge 

◇Simultaneous interpretation in English is available 

◇Application/ Enquiries : 

 Industry Promotion Section, City of Sendai 
 TEL : 022-214-8263  FAX : 022-214-8321 
 Email : kei008030@city.sendai.jp 
 Please apply either by FAX or Email.(please see the back) 
※We require the information below  when applying via Email 

 ①Name ②Affiliation ③Telephone number ④Email address 

※We will close applications when the number of participants reaches ca 

 pacity. 

 

http://www.worldbosaiforum.com/2019/english/ 

[ 主催 ] 

東日本大震災の経験と教訓を踏まえた 

新たな防災関連産業の創出を目指して 

Creating new disaster prevention industry based on the lessons learned from the Great East Japan Earthquake 

[ 共催 ] 



登壇者プロフィール 
   Speaker’s Profile 

バーバラ ヌーナン 
Ms. Barbara Noonan  

ノキアソリューションズ＆ネットワークス アジアパシフィック 公共営業推進本部長  
Head of Public Sector Sales APAC, Nokia Solutions & Networks , Singapore. 

【演題】 ノキアの防災・減災への取組（仮題）  
Nokia's efforts for disaster prevention and mitigation (tentative title) 

大上 喜裕（おおかみ よしひろ） 
Mr. Yoshihiro Okami  

仙台市経済局 産業政策部長 
Senior Director, Industrial Policy Department, City of Sendai 

【演題】 オープンイノベーションによる新たな防災関連産業創出に向けて（仮題） 
Creating new disaster prevention industry through open innovation (tentative title) 

  【仙台市経済局 産業振興課】 

 FAX：022-214-8321 
お名前（ふりがな） Name 会社・団体・学校名等 Affiliation ご連絡先 Contact Details 

  

 

TEL   (         )             - 
FAX   (         )             - 

  

 

TEL   (         )             - 
FAX   (         )             - 

  TEL   (         )             - 
FAX   (         )             - 

※ご記入いただきました個人情報は、当セッションの運営管理の目的にのみ利用させていただきます。 

    Personal  information given on this form will only be used for administration purposes of  each session. 

Creating new disaster prevention industry based on the lessons learned from the Great East Japan 
Earthquake 

参加申込書 
Application 

東日本大震災の経験と教訓を踏まえた新たな防災関連産業の創出を目指して 

迫田 章平（さこだ しょうへい） 
Mr. Shohei Sakoda 

経済産業省経済産業政策局産業創造課 総括補佐   
Deputy Director, Industry Creation Policy Division, Ministry of Economy, Trade and Industry 

【演題】 防災関連産業の動向と展望（仮題）  
Trends and Prospects of Disaster Prevention Industry (tentative title) 

※ 当日予告なく時間配分・内容が変更になる可能性がございます。 

Time allocation and contents may change without prior notice on the day. 


