アジア防災会議 2007
～より安全な世界に向けて～
2007 年 6 月 25 日－27 日
カザフスタン共和国アスタナ市
議長：カザフスタン共和国非常事態大臣
副議長：日本国内閣府副大臣防災担当

第 1 日目：6 月 25 日（月）
08.45-10.00

受付

開会式
10.00-10.40

開会挨拶
- アジア防災会議 2007 議長

ヴィクトル・フラプーノフ

カザフスタン共和国非常事態大臣
-

アジア防災会議 2007 副議長

平沢勝栄

日本国内閣府副大臣（防災担当）
-

ミシェル・ジャロー

世界気象機構(WMO)事務局長（M.C.ウォン

香港

気象観測所（Hong Kong Observatory）副所長代読）
-

ハオリャン・シー

在カザフスタン国連常駐調整官・国連開発計画

常駐代表
10.40-10.55

伊藤滋 アジア防災センター

基調講演 1
ヴィクトル・フラプーノフ

10.55-11.10

センター長

カザフスタン共和国非常事態大臣

基調講演 2
鈴木弘二 アジア防災センター所長
｢防災におけるアジア地域間協力の進展｣

11.10-11.30

基調講演 3
ヘレナ・モリン・バルデス国連国際防災戦略事務局（UN/ISDR）次長「災害リスク軽減
のための克服すべき課題 – 兵庫行動枠組の実施」（グルサラ・プラトヴァ
際防災戦略事務局（UN/ISDR）

11.30-12.00

記念撮影
コーヒーブレイク

中央アジア事務所上級専門員代読）

国連国

1 第 1 部：国レベルでの防災ガバナンス
12.00-12.45

トピック紹介
-

アイヌーラ・アリムベコヴァ

国家災害軽減アドバイザー

国連開発

計画(UNDP) 災害予防復興支援局 (BCPR)兼 UNDP キルギス、
およびアナルクル・アイタリエフ

キルギス非常事態省

災害軽減

プロジェクト推進局局長
-

シャルロッタ・ベネデック
人道問題担当官

-

M.C.ウォン

国連人道問題調整事務所(UN/OCHA)

｢災害への備えを通じた防災対策の強化｣

香港気象観測所 (Hong Kong Observatory) 副所長

世界気象機構(WMO)
-

アロイシウス・J・レゴ
システムチーム

アジア災害予防センター(ADPC) 災害管理

チーム長

書記：マティアス・アンデレグ

スイス開発協力庁(在タジキスタン) 中央アジア災害

軽減計画担当官
（ADRC より午後のグループディスカッションについての説明）
12.45-14.00

昼食

14.00-16.00

グループ討議（4 グループ）
アジア防災センターのメンバー国 他参加国の発表
（発表テーマ）
- 国内におけるプラットフォームの設置とその強化
- 災害リスク軽減戦略の進展
- 兵庫行動枠組みの実行状況
- 災害リスク軽減における進捗と新たな試み

16.00-16.30

コーヒーブレイク

16.30-17.45

全体会合：グループ討議の報告
議長：中野元

アジア防災センター

書記：エマヌエル・ド・グズマン
17.45-18.00

アジア防災センター

第 1 日目閉会挨拶
鈴木弘二

19.30-

主任研究員

アジア防災センター所長

カザフスタン政府主催レセプション
於： インターコンチネンタルホテル１階
レストラン「マルコ・ポーロ」
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上級専門員

第 2 日目：6 月 26 日（火）
08:30-09:15 アジア防災センター運営委員会
（アジア防災センターのメンバー国・アドバイザー国が参加）
09.30-09.45

第２日目開会挨拶
アイヌーラ・アリムベコヴァ

国家災害軽減アドバイザー

国連開発

計画(UNDP) 災害予防復興支援局 (BCPR)兼 UNDP キルギス

第１日目の総括
エマヌエル・ド・グズマン

アジア防災センター 上級専門員

第 2 部：防災教育・トレーニング
09.45-10.00

トピック紹介
クリステル・ローズ

10.00-11.30

国際防災戦略事務局（UN/ISDR）バンコク事務所

パネルディスカッション 1
議長：アレキサンドル・ゾウエフ
書記：クリステル・ローズ

国連児童基金(UNICEF)カザフスタン常駐代表

国際防災戦略事務局（UN/ISDR）バンコク事務所

パネリスト：
-

モーセン・ガフォリ・アシティアニ 国際地震工学・地震学研究所(IIEES)名誉教授（イ
ラン）「イランの学校地震対策の試み」

-

ラム・チャンドラ・カンデル

国家地震技術協会(NSET)

学校地震安全プログラムディレクター（ネパール）
-

アレクサンドル・クラヴチュク

国連開発計画(UNDP)カザフスタン LRM プ

ロジェクトマネージャー
カザフ非常事態省または教育省代表と共同発表
「カザフスタンにおける地震地域の危機管理」
-

シェルドン・シャエファー

国連教育文化機関(UNESCO)

アジア太平洋地域事務所所長（バンコク）
-

シャルロッタ・ベネデック

国連人道問題調整事務所（UN/OCHA）

人道問題担当官
-

フスラフ・シャリホフ

国連開発計画(UNDP)タジキスタン

プログラムマネージャー
11.30-12.00

非常事態委員会代表と共同発表

コーヒーブレイク
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第 3 部：防災への科学知識の応用
12.00-13.00

センチネルアジア（衛星観測情報を使った防災サポートシステム）の
紹介
宇宙航空研究開発機構 (JAXA)宇宙利用

コーディネーター：森山隆
推進本部上席参与
書記：齋藤亮

衛星利用推進センター 防災利用システム室長

アジア防災センター研究員
宇宙航空研究開発機構 (JAXA)

発表者：森山隆
小鹿健平

アジア防災センター主任研究員

13.00-14.30

昼食

14.30-15.45

パネルディスカッション 2

災害リスク軽減における気象・水文機関のアウトリーチ活動
議長：M.C.ウォン

香港観測所副所長

世界気象機構(WMO)

書記：ティナ・ラムスタッド国際防災戦略事務局(UN/ISDR)
地域担当官
パネリスト：
-

キム・テヒュン
発・水資源課

-

国連アジア太平洋経済社会委員会(UN/ESCAP)

持続的開

経済問題担当官

カイ・ホン・レオン

台風委員会事務局

- 日本気象庁（JMA）（鈴木弘二
-

日本気象庁(JMA)代表

-

萩原葉子

気象学者

アジア防災センター所長代読）

国際防災戦略事務局（UN/ISDR）ISDR 早期警報促進

プログラ

ム・オフィサー
15.45-16.15

コーヒーブレイク
（全体会議場にて UNOSAT のビデオを映写）

16.15-17.30

パネルディスカッション 3

災害リスク軽減における科学知識の広範的応用
議長：モーセン・ガフォリ・アシティアニ 国際地震工学・地震学研究所(IIEES)名誉教授
（イラン）
書記：ビスヌ・ハリ・パンディ

国連地域開発センター防災計画兵庫事務所

（UNCRD）研究員
パネリスト：
-

オリビエ・ヴァンダム UNOSAT

(UNITAR) プログラム・オフィサー

-

デイビッド・スティーヴンス 国連宇宙局(UNOOSA)プログラム調整官

-

亀田弘行 独立行政法人防災科学研究所（NIED）客員教授

-

マンディラ・シュレスタ

国際山岳開発センター(ICIMOD)

水資源専門官
-

バフティアール・ヌルタエフ 地質・地球物理学研究所(IGG)副所長（ウズベキ
スタン）
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ニコライ・ブレウソフ カザフスタン教育科学省 金属科学センター

17.30-17.45

シェイシェナリ・ウスパエフ

日本政府

アジア防災センター所長

国連

アジア防災センター主催レセプション

於：インターコンチネンタルホテル

第 3 日目:
09.00-09.15

主要研究員

第 2 日目閉会挨拶
鈴木弘二

19.30

応用地球科学中央アジア研究所

22 階

パリの間

6 月 27 日（水）
第３日目開会挨拶
国連開発計画 (UNDP) カザフスタン

アレクサンダー・クラヴチュク
LRM プロジェクトマネージャー

第２日目の総括
ティナ・ラムスタッド国際防災戦略事務局(UN/ISDR) 地域担当官

第 4 部：分野横断的トピック
09.15-11.00

パネルディスカッション 4

コミュニティベースの防災
国連国際防災戦略事務局 (UN/ISDR)

議長： グルサラ・プラトヴァ

中央アジア事務所

上級専門員

国連開発計画 (UNDP)タジキスタン

書記：フスラフ・シャリホフ
プログラムマネージャー
パネリスト：
-

マヌー・グプタ

アジア防災・災害救援ネットワーク委員会

委員（ADRRN）
-

持続的環境開発協会（SEEDS）会長

アイヌーラ・アリムベコヴァ 国連開発計画 (UNDP)キルギス
減アドバイザー

-

三村悟 国際協力機構（JICA）地球

環境部第 3 グループ

（水資源・防災）

防災チーム

チーム長

-

リネ・アーバン

欧州委員会

人道支援部政務官

-

ウミーダ・M・トゥリエヴァ

アクトセントラルアジア

災害軽減対策プログラムサポート担当官
-

クリスチャン・エイド代表（在タジキスタン）
スヴェトラーナ・トゥリエヴァ 赤新月社ボランティア
（NGO「マン・アンド・エレメント」）カザフスタン
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国家災害軽

11.00-11.20

コーヒーブレイク

11.20-12.45

パネルディスカッション 5

防災における官民連携（PPP）
議長：アニル・K・シンハ

国際防災復興協力機構(IRP)

国連開発計画

プログラムアドバイザー
書記：キム・テヒュン

国連アジア太平洋経済社会委員会(UN/ESCAP) 持続的開

発・水資源課

経済問題担当官

パネリスト：

12:45-13:15

-

西川智 日本政府

-

M.C.ウォン

-

ニール・ブリトン

内閣府参事官（災害予防・広報・国際防災推進担当）

香港気象観測所 副所長

世界気象機構(WMO)

アジア開発銀行(ADB)

災害リスク管理上級専門官

会議サマリー発表
鈴木弘二

アジア防災センター所長

閉会挨拶
- アジア防災会議 2007 議長

ヴィクトル・フラプーノフ

カザフスタン共和国非常事態大臣
13.15-14.30

昼食

14.45-17.30

視察
アスタナ市内防災関係機関・防災事業現場視察
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