災害対策
全国交流集会

集会参加についての諸事項
●参加申し込みについて

●宿泊にかかわる連絡先
株式会社

〇下段の参加申し込み用紙を全国災対連

〒650-0011

（FAX 03-5842-5620）にお送りください。

神戸市中央区下山手通6-1-4 オフィス山手5F

〇申し込み締め切りは10月18日（金）です。

TEL：078-351-2110
FAX：078-351-2140

〇参加費用等は当日の受付で現金を申し受けます。

担当：桝本一夫

参加費：2日間参加の方3,000円

電話受付時間

1日参加の方2,000円

9：00〜17：00（平日のみ）

2019 in神戸

●宿泊費振込先

夕食交流会費：6,000円

三菱東京UFJ銀行 神戸支店
〈普〉4817436 〈口座名〉㈱国際ツーリストビューロー

オプショナルツアー参加の方は参加費：5,000円

宿泊変更・
取消について

宿泊をご希望の方は お手数ですが下記の旅行会社にも
参加申し込み用紙をFAXして下さい。
宿泊費は9,000円、事前に振込が必要です。
(１泊朝食つき

国際ツーリスト・ビューロー

シングル部屋)

宿泊の８日前まで
なし
宿泊の７日前〜前日まで 宿泊費の30％
宿泊の当日12:00まで
宿泊費の50％
無連絡・不参加
宿泊費の100％
取消などは必ず書面にて、上記連絡先へお願いします。

とき
ところ

11月24日(日)〜25日(月)
チサンホテル神戸

〒650‑0027 兵庫県神戸市中央区中町通２-３-1
TEL：078-341-8111

● 参加費 2日間3000円 1日間参加2000円
● 宿泊費 9,000円 ● 夕食交流会 6,000円
※詳細は P4 の申し込み用紙をご参照下さい。
チサンホテル神戸

写真提供 神戸市

本集会は
①阪神淡路大震災から四半世紀、この間、甚大な
被害をもたらした東日本大震災や熊本地震などの
経験・体験をふまえ、公的責任による復旧・復
興、被災者の生活再建の取り組みなどについて学
び、交流します。

交通案内

JR「神戸駅」より徒歩約3分
地下鉄海岸線「ハーバーランド駅」より徒歩約4分
地下鉄山手線「大倉山駅」西2出口より徒歩約6分
阪急電鉄・阪神電鉄「高速神戸駅」東出口より徒歩約1分
※メトロ神戸12番出口よりホテル地下1階に直結（7:30〜22:00）

②近年の異常気象がもたらしている洪水、土砂災

キ リ ト リ

災害対策全国交流集会2019 in 神戸 参加申込用紙

参加の申し込み先

Fax：03-5842-5620

宿泊の申し込み先
男

フ リ ガ ナ

名

自宅住所

都道府県

団体名

年齢(
〒
TEL：

25日/2日目

全体集会 13：30〜17：30

分科会 8：30〜11：00

○記念講演：「テーマ/今日における災害復興の課題と展望」 ○5つの分科会に別れて討論
―“創造的復興論”を超えて

)

神戸大学名誉教授

FAX：

携帯：

勤務先名

る意識・関心を持つための取り組みを考えます。
たくさんの方の参加を呼びかけます。

24日/1日目

女

氏

Fax：078-351-2140

害などの水害について、公的責任による復旧・復
興、抜本的な豪雨・治水対策について考え交流し
ます。
③大規模化する自然災害からの防災・減災をめざ
し、公的責任によるくらしと人権を守る立場からの
災害に強いまちづくりと住民一人一人が防災に対す

○特別報告
○分科会への問題提起

Email:

塩 崎 賢 明 さん

全体会 11：10〜12：00

○分科会の議論の報告

TEL：

□ 全日程参加（1泊2食）18,000円（参加費・夕食交流会費込み） □ 夕食交流会 6,000円
□ １日のみ参加 2,000円 (□24日 □25日)
□ 2日間参加 3,000円

分 科 会

□

第1分科会

オプショナルツアー
への参加

□

参加

□
□

第2分科会

□

第3分科会

□

第4分科会

□

第5分科会

不参加

□ にレ点を入れてください

主催：全国交流集会 2019 in 神戸 実行委員会
〇全国災対連 〇阪神淡路復興県民会議 〇岩手県民復興会議
〇宮城県災対連 〇ふくしま復興共同センター 〇東京災対連
連絡先

宿泊･夕食

〇みやぎ県民センター

〒113-8462 東京都文京区湯島 2‒4‒4 全労連会館 4 階 全労連気付 TEL03‒5842‒5611 FAX03‒5842‒5620
http://www.zenkoku-saitairen.jp/ Email:Saigai-shien-kaizen@zenkoku-saitairen.jp

災害から命と暮らし
し、人
、人 権 を 守 る
１日目(24日/日)

２日目(25日/月)
分 科 会 ８:30〜11:00

全 体 集 会 13:30〜17:30
●主催者挨拶

●地元歓迎挨拶

第1

●来賓挨拶

分科会

記念
講演

今日における災害復興の課題と展望
─“創造的復興論”を超えて

神戸大学名誉教授
兵庫県震災復興研究センター代表理事
近畿災害対策まちづくり支援機構代表委員

よ し

塩崎 賢

明 さん

●災害関連死を防ぐ…スフィア基準
●応急仮設・みなし仮設、自宅避難者への支援
●復興住宅のあり方

工学博士、専門は都市計画・住宅政策。主な著書に「大震災100の教訓」
「大震災10年と災害列島」
「世界と日本の災害復興ガイド」
「大震災15年と復興の備え」
「東日本大震災 復興の道」
（いずれも
共著、クリエイツかもがわ）
、
「住宅政策の再生」
「住宅復興とコミュニティ」
（日本経済評論社）
、
「復興
〈災害〉」
（岩波新書）。

第３

兵庫

●分科会の問題提起

分科会

岩手 （第1分科会） ・宮城 （第2分科会） ・福島 （第3分科会）
東京 （第4分科会） ・岡山 （第5分科会）

第５

チサンホテル神戸（12:30）→
北淡震災記念公園《野島断層記念館》
（13:20）→
新長田 → 神戸空港（17:00）→ 三ノ宮（17:30）→
新神戸（17:40）

分科会

参加費5000円
※昼食として軽食を用意いたします。
※時間によって、新長田の商店街視察は取りやめることもあります。

北淡震災記念公園

分科会

●原発事故から８年が経過した福島の実態と課題
●安倍政権の原発推進政策と再稼働反対の運動
●「原発ゼロ基本法」の実現に向けて

●防災・減災に向けた国や自治体などの公的責任は
●住宅の耐震化、液状化対策をどうすすめるのか
●住民参加で地域のリスクの検証を

ホテル前

第２

福島原発事故と原発再稼働を考える

頻発する地震・津波にどう備えるか

オプショナルツアー 淡路島・北淡震災記念公園と新長田を視察
出発：12時30分

●支援金の上乗せ、医療費の減免、地元資材を活用した復興住宅
建設など、各自治体の支援制度（金）の上乗せの到達点と課題
●「創造的復興」ではなく「人間復興」のために何が必要か
●地域、経済の再生を考える

応急避難と生活・住まいの再建

み つ

[講師プロフィール]

●特別報告

被災者本位の復興と支援を考える

豪雨にどう備えるか
●河川管理や堤防の強靱化をどうすすめるのか
●ハザードマップの検証・活用をどうすすめるのか
●土砂災害からどう守るのか
●国や自治体の公的責任は

全 体 集 会 11:10〜12:00

●分科会報告
●まとめ

●全体討論

●閉会挨拶

第４

分科会

