
仙台国際センター
地下鉄東西線「国際センター駅」より徒歩 1 分

東北大学百周年記念会館

川内萩ホール 
地下鉄東西線「国際センター駅」より徒歩 5 分
 「川内駅」より徒歩 7 分
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世界防災フォーラム 仙台防災未来フォーラム 震災対策技術展

11/9㈯ ～ 11/12㈫
仙台から産官学民の防災知見を発信

11/10㈰
市民が防災を学び、発信できるイベント

11/10㈰ ～ 11/11㈪
企業等による防災製品・技術の展示会

第10回

仙　台―わたしたちの防災を届けよう 世界へ、未来へ―

ご来場の際は、地下鉄東西線をご利用ください。

世界防災フォーラム 仙台防災未来フォーラム 震災対策技術展

－仙台防災枠組の理念を未来へ－

防災 3 イベント
ガイド B O O K

世界とつなぐ
BOSAIの知恵



さまざまな防災の催しが一度に見られる 
防災３イベント同時開催！

スケジュール表　詳細は各イベントのホームページをご覧いただくか、各運営事務局にお問い合わせください。

世界防災フォーラム 仙台防災未来フォーラム 震災対策技術展

11
 9

13：20〜 17：30　
一般公開

前日祭
■会場／川内萩ホール

11
 10

9：00〜 19：30　
一般公開プログラムあり

・オープニング
・セッション ・展示 等

10：00〜 17：00
・発表 ・展示
・ワークショップ
・ステージショー　 　　等

10：00〜 17：00
・展示
・セミナー

11
 11 8：00〜 19：00　 要登録※

・セッション ・展示 等
10：00〜 17：00
・展示　・セミナー

11
 12 8：00〜 18：00　 要登録※

・セッション ・展示 等

 ※世界防災フォーラムへの登録は有料（高校生以下無料）です。

土

日

月

火

仙台国際センターなどを会場に、防災に関するイベン
トが開催されます。スイスで隔年開催の「防災ダボス会
議」と連携し、今回 2 回目の開催となる国際会議「世界
防災フォーラム」。震災の経験や教訓を未来の防災につ
なぐため、防災を学び、日頃の活動を発信できるイベン
ト「仙台防災未来フォーラム」。企業等による防災技術・

製品の展示などを行う「震災対策技術展」。
特に 11/10（日）は、3 つのイベントが同日開催さ

れます。防災に関する世界レベルの知見を得ることも、
体験型プログラムで気軽に防災を学ぶことも、最新の
技術に触れることもできる、盛りだくさんなイベント
です。皆さまのご来場をお待ちしています！

第10回

仙　台
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世界防災フォーラム
11/9 前日祭

世界防災フォーラム

仙台防災未来フォーラム

地下鉄東西線 国際センター駅

広瀬川

東北大学
川内キャンパス

エントランス広場

徒歩ルート

せんだい青葉山
交流広場

川内萩ホール
仙台国際センター

会議棟
仙台国際センター

展示棟

震災対策技術展

会場マップ

会場内および国際センター駅周辺で昼食がとれる場所のご案内

クイズラリー

３イベントの会場をめぐってクイズに挑戦！  
ゴールした方には景品をプレゼント。

日　時／  11 月 10 日（日）10：00 ～ 16：00  
（景品がなくなり次第終了となります）

スタート地点／仙台国際センター展示棟ホワイエ ※写真はイメージです。

● 会場内弁当販売　　
● 国際センター駅 2 階　「café Mozart metro」
● 国際センター会議棟 1 階　「カフェ リーフ」　
● 仙台市博物館 2 階　レストラン「三の丸」（月曜定休）
● 東北大学川内萩ホール 1 階　「Café Mozart Klee’s coffee」（火曜定休）
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仙台から世界へ防災の知見を発信
仙台では 2015 年に第３回国連防災世界会議が開催され、国際的な防災の取組指針として「仙台防災枠

組」が採択されました。また、2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災の被災から復興への過程におけ
る日本・東北の活動には世界から強い関心が寄せられています。

世界防災フォーラムは、国内外の防災に関する解決策をさまざまな立場から提案し、互いに学びあい、
新たな価値を創造しながら、仙台防災枠組を推進することを目的としています。

この機会に、防災に関する世界レベルの議論に触れてみませんか？

日　時／ 2019 年 11 月 9 日（土）～ 12 日（火）　※ 11 月 9 日（土）は前日祭
主　催／世界防災フォーラム実行委員会
会　場／ 仙台国際センター会議棟・東北大学百周年記念会館 川内萩ホール

次世代の防災を担う、東日本大震災と阪神・淡路大震災の伝
承活動に取り組む中高生らの報告や、被災地の復興を願う郷土
芸能などの舞台が披露されます。

日　時／ 2019 年 11 月 9 日（土）13：20 ～ 17：30
会　場／東北大学百周年記念会館 川内萩ホール

世界防災フォーラム／
防災ダボス会議＠仙台 2019

世界防災フォーラム前日祭

一部入場無料

日・英
一部通訳あり

11月 10日（日）一般公開セッションプログラム（会場：仙台国際センター会議棟）
時　間 タイトル 会　場 主　催

9：00〜10：00 プレオープニング 2F 大ホール 世界防災フォーラム実行委員会

10：00〜10：45 オープニング 2F 大ホール 世界防災フォーラム実行委員会

11：00〜12：30 東日本大震災メモリアルシンポジウム　～経験をつなぐ、その意味とその姿～ 2F 大ホール 仙台市

14：00〜15：30

三大学総長・学長復興シンポジウム 2F 大ホール 東北大学災害科学国際研究所

「心に伝える」経験と教訓の伝承 2F 橘 宮城県

防災まちづくりと女性のリーダーシップ 2F 萩 仙台市／
（公財）せんだい男女共同参画財団

16：00〜17：30 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 2F 萩 仙台市

18：00〜19：30

東日本大震災の教訓を伝える 3.11 伝承ロード
～産・学・官・民が連携した震災伝承の取り組み～ 2F 大ホール 国土交通省東北地方整備局

災害伝承を考える　～犠牲をなくすためにいかに伝え続けるか～ 2F 橘 （株）河北新報社

いのちを守る教育を支える教員の防災キャパシティ・ディベロップメント：
宮城教育大学防災教育研修機構の発足を記念して（仮） 2F 萩 宮城教育大学

※このほか、登録者対象のセッションも開催されます。

4



日　時／ 11/10（日）14：00～15：30 
会　場／会議棟 2F 大ホール 
主　催／東北大学災害科学国際研究所

岩手大学・東北大学・福島大学の総長・学長
が集い、基調報告を行うとともに、東日本大震
災時の対応から現在の取組までを紹介します。
未来に向けた大学の存在や役割を岩手大学学
長特別補佐の村上清氏をコーディネータに議論
し、震災 10 年に向けた取組やそれ以降の方向
性について情報交換を行います。

家庭内の余った食材で災害時を乗り切
る「家庭用備蓄」の方法、「防災士」の
紹介、宮城県
多賀城高校災
害科学科の活
動紹介など。

AR・VR 技術を使って、豪雨や暴風、
浸水、地震等が体験できます。お子様
そして親子で
最新の防災技
術を体感して
みて下さい。

地震や豪雨等、災害が起こる前に、お住
まいの地域の災害危険度を把握して頂く
ため、宮城県
内のハザード
マップを配布
します。

国内の自然災害対策製品、サービスが集まる技術見本市
企業等の、最新の災害対策技術や製品等が一堂に展示されます。防災技術や身近な防災グッズ等を見て

聞いて体験して、いざという時に役立つ「防災」を学びましょう。

日　時／ 2019 年 11 月 10 日（日）～ 11 日（月） 10:00 ～ 17:00
主　催／「震災対策技術展」東北 実行委員会
会　場／仙台 国際センター展示棟

※プログラムは変更になる場合があります。最新の情報は公式ホームページでご覧ください。

※このほか、登録者対象の展示・ポスター発表・ミニプレゼンテーションも実施されます。
※プログラムは変更になる場合があります。最新の情報は公式ホームページでご覧ください。

「震災対策技術展」東北事務局 ／ エグジビションテクノロジーズ 株式会社　

TEL：03-5775-2855　HP：https://www.shinsaiexpo.com/tohoku/

世界防災フォーラム／防災ダボス会議＠仙台 2019 運営事務局（株式会社コンベンションリンケージ内）　

TEL：022-722-1657　

お問い
合わせ

お問い
合わせ

パネリスト三大学総長・学長復興シンポジウム

防災対策セミナー バーチャル防災体験コーナー ハザードマップ配布

E-mail：wbf2019@c-linkage.co.jp
HP：http://www.worldbosaiforum.com/2019/

第10回

仙　台

第 10 回
「震災対策技術展」東北

入場無料

日 本 語

福島大学学長

中井勝己氏

岩手大学学長

岩渕　明氏

岩手大学学長 
特別補佐
村上　清氏

（コーディネータ）

東北大学総長

大野英男氏
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わたしたちの防災を世界へ、未来へ
今回で 5 回目の開催となる「仙台防災未来フォーラム」は、東日本大震災の経験や教訓を未来の防災に

つなぐため、発表や展示、体験型プログラムなどを通じて市民のみなさまが防災を学び、日頃の活動を発
信できるイベントです。子どもから大人まで防災を学べるプログラムがもりだくさんです。

日　時／ 2019 年 11 月 10 日（日）10：00 ～ 17：00
主　催／仙台市
会　場／ 仙台国際センター展示棟

仙台防災未来フォーラム
入場無料

日 本 語

災害時の食を考える

・�明成高等学校　調理科
・�宮城学院女子大学� �
Food�and�Smile!

その他いくつかのブースで防災食の試
食があります。

防災標語・川柳展示／スナップ撮影会

「ままぱれ」紙面にて募集した標語・川柳
の展示発表会と親子スナップ撮影会を
行います。写真はその場でプレゼント。

「ままぱれ」キャラクターの「ぱれまる」
も登場予定！

ワークショップ

時　間 タイトル 会　場 主　催

10：00〜12：00 あれから９年スペシャル・仙台防災未来フォーラム編 
―仙台市職員の震災体験を100 年後の人たちへ－ 会議室２ Team Sendai ／仙台市職員からみた震災 

記録チーム（職員有志）

10：00〜10：45 災害ボランティアセンターについて  
―参加・依頼― 会議室 3-B （社福）仙台市社会福祉協議会／  

仙台市ボランティアセンター

13：00〜14：00 ステルス防災 会議室 3-B 東北大学／ NTT

13：00〜14：00 段ボールジオラマワークショップ 会議室 4-B （一社）防災ジオラマ推進ネットワーク／ 
仙台市防災環境都市・震災復興室

段ボール工作教室
 机や椅子など全て段ボール製の「段ボール教室」で防災を学ぼう！
 ※ 実施時間・参加方法等、詳細につきましては後日ホームページにてお知らせいたします。

3.11�現場の真実×心の真実�
「結�〜消防・命のプロが見た東日本大震災」

仙台で津波被災現場の最前線に
立っていた若林消防署職員が、
2011 年 5 月から 7 月にかけて書
いた手記や隊員へのインタビュー
を英訳付きで展示します。
協　力／ せんだい 3.11メモリアル交流館

大学生考案！�防災段ボール製品�
「HONEY�ROOM」

東北工業大学建築学科の学生が、災害時に避
難所で母親が安心して子どもに授乳できる空間

「HONEY ROOM」を発案しました。中に入れる実
寸大の HONEY ROOM を展示するとともに、制
作までの経緯を英訳付きパネルでご紹介します。
協　力／今野梱包株式会社
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発　表
時　間 タイトル 会　場 主　催

10：00〜10：20 東日本大震災後の被災地での継続支援をとおして他地域・次世代へ伝える 会議室 3-A 尚絅学院大学ボランティアチーム TASKI

10：00〜10：30 大槌町における震災伝承活動について 会議室 4-A 大槌町文化交流センター

11：00〜11：45 災害メモリアル施設から震災を学び、描く未来　－未災者にできること－ 会議室 3-A 宮城教育大学 311 いのちを守る教育研修
機構

11：15〜12：15 地域における災害への備えを高める取組み　－精神障害者向け避難計
画作成ツール「せんだい安心ナビ」を活用した災害対応力向上の試み－ 会議室 4-A 仙台市障害者支援課

11：40〜12：00 防災士　－学生防災士の活動について－ 会議室 3-B 東北福祉大学防災士協議会 Team Bousaisi

12：30〜15：30 SDGs と仙台防災枠組の関係  
―世界共通のものさし SDGs からみえてくる防災と減災ー 会議室 3-A （一社）SDGs とうほく

13：00〜15：00 3.11何をどう伝え継ぐか　－ネットワークによる伝承の未来－ 会議室 2 3.11 メモリアルネットワーク

13：00〜14：30 豪雨災害の教訓：西日本豪雨等の経験から 会議室 4-A （特非）CWS Japan ／ JCC-DRR

14：30〜16：00 多文化の視点から考える仙台防災枠組 会議室 3-B 仙台市防災環境都市・震災復興室／  
（公財）仙台観光国際協会

15：00〜15：30 「つながり」と「役割」で災害弱者を減らすまちづくり 会議室 4-A Open Villege ノキシタ

ブース・ポスター展示（49 団体）　※五十音順
■雨水ネットワーク東北　■（一社）SDGs とうほく　■（一社）東北みらい推進機構／南三陸ホテル観洋／（株）ビジュアルコ
ミュニケーションズ　■大塚ウエルネスベンディング（株）　■大塚製薬（株）仙台支店　■Open Villege ノキシタ　■学都仙台 
コンソーシアム 復興大学　■片平地区まちづくり会　■（株）SN 食品研究所 東北支店　■気象庁 仙台管区気象台　■光進電気 
工業（株）　■国際復興支援プラットフォーム（IRP）　■シャチハタ株式会社　■尚絅学院大学ボランティアチーム TASKI　■常総市
防災危機管理課／東北大学情報科学研究科政治情報学研究室　■仙台白百合学園高等学校　■第二管区海上保安本部　■東北
学院大学災害ボランティアステーション／復興大学災害ボランティアステーション　■東北大学災害科学国際研究所 地震津波 
リスク評価（東京海上日動）寄附研究部門　■東北福祉大学防災士協議会 Team Bousaisi　■（特非）防災士会みやぎ　■（独）国際 
協力機構（JICA 東北）　■認定 NPO 法人 防災・減災サポートセンター　■ホリカフーズ（株）　■丸木医科器械（株）　■宮城 
教育大学　■宮城県震災復興推進課　■宮城県多賀城高等学校　■宮城県図書館　■みやぎ生活協同組合　■リトルリバー 
リサーチ＆デザイン／山形大学理学部サイエンスコミュニケータープログラム　ほか、仙台市関連ブース

仙台防災未来フォーラム運営事務局（有限会社ガム内）

TEL：090-2952-0251
お問い
合わせ

※プログラムは変更になる場合があります。最新の情報は公式ホームページでご覧ください。

E-mail：info@sd-resilience.jp
HP：https://sendai-resilience.jp/mirai-forum_n/

地域の防災訓練を体験！（集合9：30〜　展示棟ホワイエにて）

・�片平地区まちづくり会　
国際センター～片平地区での「防災×宝探しゲーム」に参加できます。（9：45～12：15）
協　力／�東北大学災害科学国際研究所、片平市民センター、（公財）仙台観光国際協会

・�福住町町内会
宮城野区・福住町町内会での防災訓練に参加できます。（10：00～13：00）
協　力／東北大学災害科学国際研究所

※ 会場外でのイベントとなります。片平は徒歩、福住町はバス（往復・無料）での移動となります。
※事前申込優先。申込方法はホームページにてお知らせいたします。

「仙台防災未来フォーラム」クロージング

当日、「世界防災フォーラム」「仙台防災未来フォーラム」「震災対策技術展」の３会場を巡った
来場者が 3 イベントの感想を発表し、私たちが未来へ届ける「防災」について考えます。

時　間／ 16：15 ～ 17：00
会　場／ 展示室ステージ
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阿部清人先生 の
防災エンスショー

時　間  
 1 回目 10：10〜 　2 回目 14：00〜

場　所  
展示室 
ステージ

ショウちゃん の
腹話術防災ミニ講座

時　間  
 1 回目 10：50〜 　2 回目 14：40〜

場　所  
展示室 
ステージ

ちびまる子ちゃん
キャラクターショー

時　間  
 1 回目 11：10〜 　2 回目 15：00〜

場　所  
展示室 
ステージ

※プログラムは変更になる場合があります。最新の情報は公式ホームページでご覧ください。

ステージショー

わたしたちの 防災を届けよう　世界 へ、未来 へ
2019 年

11月10日（日）10：00~17：00 仙台国際センター展示棟
（地下鉄東西線「国際センター駅」下車）

テーマ

日　時 会　場

入�場
無�料

背景のデザインは、富沢中学校 ３年 山﨑純歌さんが制作しました


