
13：00～14：00 14：30～16：00 16：30～18：00

名古屋コンベンションホール

405会議室

302会議室

301会議室

メインホールB

メインホールA

406＋407
会議室

408会議室A

408会議室B

409会議室A

409会議室B

201会議室

W2

W3

W4

W1

10：30～12：00

オープニング
セッション

『わたしの証言～記憶を
つなぐ』

SS-03SS-02SS-01

SS-05SS-04

SS-08SS-07SS-06

SS-11SS-10SS-09

SS-14SS-13SS-12

SS-31SS-30

地区防災計画の
これからを考える

女性パワーが活きる
地域防災

あなたが知りたい
防災科学の最前線

大規模災害に備えた
広域連携機能の強化 防災教育交流会 災害と医療～レジリエ

ントな地域づくりとは

「第2回 全国高校生地域
防災サミット in 名古屋」

難解？何回？南海トラフ
地震を迎え撃て！

本音で語り合う！
巨大台風・地震への備え

南海トラフ巨大地震
研究と減災対応

東日本大震災のアーカ
イブと教訓の活用・発信

D.Waste-Net 災害廃
棄物処理に民間力を!

防災人材交流シンポジウム
（つなぎ舎）

自分でできる！
被災屋根の応急処置

私にもできる！命と健
康を守る避難所運営

WS-03WS-02WS-01

WS-06WS-05WS-04

WS-09WS-08WS-07

WS-12WS-11WS-10

WS-15WS-14WS-13

液体ミルクの
防災への活用について

遊んで楽しく
防災について学ぼう！

防災・減災
スタンプラリー

家庭の防災・備蓄品に
ついて考えよう

エネルギーや
防災について学ぼう

電子工作×防災課題
「雨量計をつくろう」

今日から始めよう！あなたが
気づき、考え、実行する防災 避難所ＤＩＧ 「災害想定ゲーム

KIZUKI」体験会

W1-11 W1-12

W2-11 W2-12

W3-11 W3-12

W4-11 W4-12

地図がオタクで役に立つ 
地図で楽しく防災を

てこの原理を活用した
救出方法の実演と体験

災害関連死ゼロを目指す
「防災衛生」の進め方

大地の成り立ちから
知る防災のヒント

「防災いろはかるた」で
遊ぼう！

あなたの住宅も
安価に耐震改修

備蓄木で炊き出し用の
薪を作ろう！

災害時のBCPに
頼れる無線機たち

名古屋大学げんさいカフェ 
in ぼうさいこくたい

災害に強いまちづくり
ワークショップ

防災まちづくりの起点
になる逃げ地図づくり

防災情報を正しく楽しく
お伝えするために

おもしろ工作
「電池チェッカーづくり」

タイムスケジュール

10月19日（土）



TEAM防災ジャパン「こくたいガイドツアー」

緊急！佐賀・千葉の現状

TEAM防災ジャパンでは、10月19日（土）、20日
（日）にこくたいガイドツアーを実施します。
自治体、福祉、ジェンダー、メディア、災害ボランティア、
IT活用などの防災の専門家がツアーガイドとなり、見ど
ころを１回30分～1時間程度でご案内します。
これから防災について学びたい方、専門的な知識をさ

らに深めたい方、ふらっと立ち寄ったけれどブースが多く
てどこに行っていいか分からない方、どのような方でも
大歓迎！2階インフォメーション前でお待ちしています！

げんさいカフェ〈10月19日 10：30～ 409B〉

科学コミュニケーションの分野で注目されている「サイ
エンス・カフェ」の手法を使い、防災研究者と市民との間
の「対話の場」を創り出します。講演者から聴衆に向けて
の一方的な情報提供ではなく、質問時間をたっぷりとっ
て討論することで参加者の理解はぐっと深まります。ま
た研究者にとっても、市民がどのような疑問をもってい
るか、どのような研究への期待をしているかを知るチャ
ンスになります。なによりも楽しく学べる90分間です。 

Pick
Up！

Pick
Up！

Pick
Up！

Pick
Up！

W1

W2

W3

W4

12：30～14：00 14：30～16：0010：00～11：30

メインホールA
名古屋コンベンションホール

メインホールB

301会議室

302会議室

405会議室

407会議室

201会議室

408会議室A

408会議室B

409会議室A

409会議室B

406＋407
会議室

クロージング
セッション

SS-15

ハイレベルセッション・南海
トラフ巨大地震へのソナエ

SS-16

SS-18

SS-20

SS-22

SS-24

SS-32

南海トラフ地震に国際
協力の経験を活かす！

あなたの食と栄養

災害を科学と語り継ぎ
未来を生きる

データ連携で「やみくも
防災」から脱却！

SS-17

SS-19

SS-21

SS-23

SS-25

『南海トラフ地震』への
対策と備え

3者連携の
多様なカタチ

大学連携による地域防災
への貢献：その現状と課題

事業継続普及セミナー

防災教育チャレンジプラン実践団体
中間報告

今すぐ準備！
マンション「在宅避難」

WS-17WS-16

WS-19WS-18

WS-21WS-20

WS-23WS-22

WS-25WS-24

WS-31WS-30

おやこで学ぶ！ 防災クイズ＆ゲームDay
in ぼうさいこくたい2019

たのしく学ぼう！災害と
わたしたちにできること

防災ジャパンダプロジェクト
（防災ワークショップ）

日用品を使って防災
アイテムを作ろう！

まちづくり情報システムで
発見！まちの特徴

W1-21 W1-22

W2-21 W2-22

W3-21 W3-22

W4-21 W4-22

川筋の変遷とその痕跡
から防災を考えよう

社会福祉施設の災害対応力 
新たなネットワーク！ 防災用品のご紹介

防災・災害対応に
おける企業の役割

－「チーム四日市」～
学生消防団員の活躍－

災害用トイレ
「マイレット」

わたしの家の

みずから命を守る！
避難行動ワークショップ

「今度、マンション
つくるの！」

巨大地図とストローと
お菓子でおいしく学ぶ？！

地域の災害を伝える
全国の地元新聞

日本の災害伝承ミュー
ジアムの今日の状況

〈9：00～11：45〉

災害発生、さぁどうする！？
～時系列で考える災害対応～

専門家による
みどころを
紹介するよ

愛知大学・シンポジウム「地域と防災」

防災シンポジウム「地域と防災」を、19日（土）15時～
18時に開催します。場所は、愛知大学内のグローバル
コンベンションホール（新幹線横）です。基調講演は「我
が国の防災政策（内閣府）」、パネルディスカッションとし
て中部圏の特性である「自動車産業のサプライチェーン
と防災」、「大学BCPと地域連携」、「名古屋市の防災・減
災」、「愛知県の港湾防
災」を話し合います。国際
連携として中国深圳市の
参加もあります。是非、お
越しください。

10月19日（土）10：30～12：００
愛知大学グローバルコンベン
ションホール
令和元年8月大雨と台風15号に
よる被害の現状と支援活動につ
いて、最新情報をお届けします！
主催：JVOAD　協力：内閣府防
災・全社協・愛知大学三遠南信地
域連携研究センターほか

10月20日（日）
タイムスケジュール



10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

・オープニング
・ポッカレモン消防音楽隊による演奏
・防災ソング「備えよう！名古屋。みんなで！」合唱披露①

・神戸発の防災音楽フェス「BGMスクエア」

・陸前高田市の伝統芸能（太鼓）の披露

・愛知県防災貢献団体表彰

・名古屋市防災表彰式

・クロージング

・うんこ先生プレゼンツ②
「うんこしているときに、もし震度７の地震がきたらどうする？」

・徳川家康と服部半蔵忍者隊の演武

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

・オープニング
・陸前高田市 中村さんと人気キャラクターによるたのしい
　防災・減災トーク

・いのちを守る＠防災劇場（防災マジックショー）

・コント！防災ファッションショー

・クロージング

・うんこ先生プレゼンツ③
「うんこしているときに、もし震度７の地震がきたらどうする？」

・うんこ先生プレゼンツ④
「うんこしているときに、もし震度７の地震がきたらどうする？」

・防災ソング「備えよう！名古屋。みんなで！」合唱披露②
　（歌：名古屋市立大・南山大・萩山中 他、演奏：汐路中）

①！IASUOB！ーケッオのンピャチガとみぁ東時・

10月19日（土） 10月20日（日）

②！IASUOB！ーケッオのンピャチガとみぁ東時・

・うんこ先生プレゼンツ①
「うんこしているときに、もし震度７の地震がきたらどうする？」

ST-01

ST-02 ST-03

ステージプログラム


