
世界津波の日高校生サミット実行委員会 

第４回総会 次第 

 

令和元年(2019年)5月29日(水) 13:30～14:00 

場所：道庁赤れんが庁舎 ２階１号会議室 

 

１ 開 会 

 

 

２ 挨 拶 

 

 

３ 議 事 

(1) 「世界津波の日」2019高校生サミット in 北海道について 

 

(2) 関連行事について 

   ・事前学習ツアーの実施について 

   ・若き津波防災大使スタディツアーの開催について 

 

(3) ＰＲ活動について 

 

(4) 今後のスケジュールについて 

 

４ その他 

 

 

５ 閉 会 

 

 

 

 
【資 料】 
 資料１  ：「世界津波の日」2019高校生サミット in 北海道 開催概要（案） 
 
 資料２  ：「世界津波の日」2019高校生サミット in 北海道 事前学習ツアー in 奥尻（案） 

について 
 
資料３-１：若き津波防災大使スタディツアー日程案 
資料３-２：スタディツアー視察会について 

  
資料４-１：記者会見について 
資料４-２：会場パネル展示について 
資料４-３：各地域におけるＰＲ活動について 

 
 資料５  ：今後のスケジュールについて 
 
 参考資料 ：実行委員会規約、記念植樹・記念碑除幕式、サミット会場「北海きたえーる」レイアウト 
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開催概要（案） 

 

 

１ 名  称  「世界津波の日」2019高校生サミット in 北海道 

 

２ 開催趣旨 

 11月５日の「世界津波の日」は、津波の脅威と対策について理解と関心を深めることを目的に、2015年12

月の国連総会において、日本が提唱し、我が国をはじめ142か国が共同提案を行い、全会一致で採択されまし

た。 

翌2016年からは、世界各国の高校生が津波の脅威と対策について学ぶ場として、「世界津波の日」高校生サ

ミットが開催されており、2016年の高知県では「黒潮宣言」、2017年の沖縄県では「若き津波防災大使ノー

ト」、そして、昨年の和歌山県では「稲むらの火継承宣言」が採択されています。 

日本最北の地、北海道に住む私たちは、四季折々で表情を変える豊かな恵みを受けながら暮らしています

が、時として地震や津波、火山噴火、暴風雪など自然の脅威にさらされてきました。昨年９月の北海道胆振

東部地震では、大規模な斜面崩壊の発生や液状化による家屋の倒壊など甚大な被害が発生し、また、1993年

７月の北海道南西沖地震では、地震発生後の津波や火災により社会・経済基盤にも壊滅的な被害を受け、そ

れぞれ多くの尊い命が失われたところです。これらの災害からの復旧・復興に際しては、関係者により多大

な努力が払われるとともに、各地から大きな支援が寄せられ、速やかに対策が講じられてきました。こうし

た過去の災害を踏まえ、今後、巨大地震の発生が想定される千島海溝沿いの北海道東部地域などでは、住民

の安全・安心を確保するため、防災・減災に向けた様々な取組を進めています。 

世界的に見ても、約23万人の犠牲者を出した2004年のインドネシア・スマトラ沖地震・津波のほか、2005

年のパキスタン地震、2008年の中国四川大地震、ミャンマーのサイクロン・ナルギス、2010年のハイチ地震、

そして2011年の東日本大震災など、いずれも数十万・数万人規模の犠牲者を出した大災害が発生し、世界の

持続可能な開発を進める上で、災害被害の軽減は国際社会の重要な課題です。 

私たちには、こうした世界共通の脅威である大規模自然災害に対し、災害の記憶を教訓として防災・減災

対策に取り組むとともに、ひとたび災害が発生した際には、迅速な避難などにより命を守り、その後は速や

かな復旧・復興、また、「より良い復興」に向けた行動をとることが求められており、そのためには世界各国

の相互理解と連携が欠かせません。 

本年は、ここ“北の大地”北海道において、地震や津波などの災害から国民の生命、身体、財産の保護、

国民生活及び国民経済に及ぼす影響を最小化できる国土強靱化を担う将来のリーダーの育成と、世界各国の

「きずな」を一層深めることを目的に、「世界津波の日」2019高校生サミット in 北海道を開催します。 

 

３ 主  催    北海道、北海道教育委員会 

 

４ 共  催    国連防災機関（UNDRR）駐日事務所  

 

５ 後  援    国土強靱化推進本部、内閣府政策統括官（防災担当）、外務省、文部科学省、 

国土交通省、気象庁、経済協力開発機構（OECD）、東アジア・アセアン経済研究 

センター（ERIA） 

 

６ 開 催 日    2019年９月10日（火）～９月11日（水）  

 

７ 会  場    北海道立総合体育センター「北海きたえーる」 

（札幌市豊平区豊平５条11丁目１－１） 
 
 

資料１－１ 



８ 参 加 者  ５２６名（予定）※高校生議長２名を含む 

区 分 予定人数 区 分 予定人数 

国 内 参加人数 ２６２名  海 外 参加人数 ２６４名  

高校生 １９０名  高校生 ２２０名  

引率 ７２名  引率 ４４名  

参加校数 ７１校  参加国数 ４４か国  

 

９ 使用言語  英語 
 

10 プログラム  

月 日 時 間 内   容 

９月10日(火) 

9:00-13:40 分科会ブリーフィング / 分科会 

14:00-14:40 開会式 

15:00-17:00 分科会 

18:00-20:00 レセプション 

９月11日(水) 
8:15- 8:45 記念植樹・記念碑除幕式 

10:00-13:30 総会・閉会式 

※ 時間は、今後、変更となる場合があります。 

 

なお、海外参加者は以下のプログラムにも参加。 

月 日 内   容 

９月７日(土) スタディツアー 

２班に分かれ、それぞれの訪問地において防災・減災を学ぶととも

に、地元高校生との交流や北海道の文化と自然に触れる。 

［１班訪問地］奥尻町、倶知安町、洞爺湖町、壮瞥町 

［２班訪問地］釧路市、浜中町、上富良野町、美瑛町 

９月８日(日) 

９月９日(月) 

 

11 テーマ・分科会 

（１）全体テーマ 

  “ 記憶を未来へ、備えを明日へ ” 

   ～ 北の大地からイランカラプテ。自然災害の脅威と対応を学ぶ ～ 

         「イランカラプテ」・・・アイヌ語で「こんにちは」を意味します。北海道では「あなたの心にそっとふれさせ

ていただきます」というメッセージが込められたおもてなしの合言葉にしています。 

（２）分科会の分野 

  ・知識を得る ～過去の教訓の伝承 

災害に対して適切な意志決定や行動選択をするためには、過去の災害について知ることや、自

然災害等の現状や原因、減災等について学習することが求められます。 

  ・意識を高める ～災害への備えと迅速な避難 

災害の種類に応じて自ら安全を確保するための行動ができるようになるには、訓練などを通し、

台風や地震など自然現象に伴う危険を理解・予測し、それに適した行動ができるようにするとと

もに、日常的な備えを行うことが求められます。 

  ・復興に向け共に行動する ～社会貢献、被災当事者と支援者の視点 

安全で安心な社会を共につくっていくためには、地域社会の安全活動やより良い復興に向けた

取組に進んで参加・協力し、貢献することが求められます。 
 

12 その他 

ホームページアドレス http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/kss/index.htm 



No. 都道府県 区分 学　　校　　名

1 北海道 公立 北海道浦河高等学校

2 北海道 公立 北海道江差高等学校

3 北海道 公立 北海道釧路明輝高等学校

4 北海道 公立 北海道札幌国際情報高等学校

5 北海道 公立 北海道札幌西高等学校

6 北海道 公立 北海道札幌南高等学校

7 北海道 公立 北海道滝川高等学校

8 北海道 公立 北海道根室高等学校

9 北海道 公立 北海道登別明日中等教育学校

10 北海道 公立 北海道函館水産高等学校

11 北海道 公立 市立札幌開成中等教育学校

12 北海道 公立 北海道奥尻高等学校

13 北海道 公立 北海道霧多布高等学校

14 北海道 公立 北海道釧路北陽高等学校

15 北海道 私立 学校法人札幌慈恵学園　札幌新陽高等学校

16 北海道 私立 学校法人札幌日本大学学園　札幌日本大学高等学校

17 北海道 私立 函館ラ・サール学園　函館ラ・サール高等学校

18 岩手県 公立 岩手県立釜石高等学校

19 宮城県 公立 宮城県気仙沼高等学校

20 宮城県 公立 宮城県佐沼高等学校

21 宮城県 公立 宮城県仙台第一高等学校

22 宮城県 公立 宮城県仙台第三高等学校

23 宮城県 公立 宮城県多賀城高等学校

24 福島県 私立 学校法人山﨑学園　磐城緑蔭高等学校

25 栃木県 公立 栃木県立佐野高等学校

26 群馬県 公立 高崎市立高崎経済大学附属高等学校

27 埼玉県 公立 埼玉県立不動岡高等学校

28 埼玉県 私立 学校法人早稲田大学　早稲田大学本庄高等学院

29 千葉県 公立 千葉市立稲毛高等学校

30 東京都 国立 東京学芸大学附属国際中等教育学校

31 東京都 公立 東京都立白鷗高等学校

32 東京都 公立 東京都立南多摩中等教育学校

33 東京都 私立 学校法人富士見丘学園　富士見丘中学高等学校

「世界津波の日」2019高校生サミット in 北海道

国内参加校一覧（１/２）

国内高校生１９０名、引率７２名　計２６２名

資料１－２



No. 都道府県 区分 学　　校　　名

34 神奈川県 公立 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校

35 神奈川県 公立 横須賀市立横須賀総合高等学校

36 神奈川県 私立 学校法人聖マリア学園　聖光学院高等学校

37 福井県 公立 福井県立鯖江高等学校

38 山梨県 公立 北杜市立甲陵高等学校

39 静岡県 公立 静岡県立池新田高等学校

40 静岡県 公立 静岡県立駿河総合高等学校

41 静岡県 公立 静岡県立沼津西高等学校

42 静岡県 私立 学校法人星美学園　静岡サレジオ高等学校

43 静岡県 私立 学校法人静岡聖光学院　静岡聖光学院中学校・高等学校

44 愛知県 私立 学校法人愛知真和学園　大成高等学校

45 三重県 公立 三重県立桑名高等学校

46 三重県 公立 三重県立四日市高等学校

47 京都府 私立 学校法人京都光楠学園　京都学園高等学校

48 京都府 私立 学校法人立命館　立命館高等学校

49 大阪府 国立 大阪教育大学附属高等学校平野校舎

50 大阪府 公立 大阪府立高石高等学校

51 大阪府 私立 学校法人関西学院　関西学院千里国際高等部

52 大阪府 私立 学校法人創価学園　関西創価高等学校

53 兵庫県 公立 兵庫県立尼崎小田高等学校

54 奈良県 公立 奈良県立畝傍高等学校

55 和歌山県 公立 和歌山県立串本古座高等学校

56 和歌山県 公立 和歌山県立新宮高等学校

57 和歌山県 公立 和歌山県立耐久高等学校

58 和歌山県 公立 和歌山県立日高高等学校

59 岡山県 公立 岡山県立井原高等学校

60 徳島県 公立 徳島県立城南高等学校

61 徳島県 私立 学校法人村崎学園　徳島文理高等学校

62 愛媛県 公立 愛媛県立宇和島東高等学校

63 高知県 公立 高知県立大方高等学校

64 高知県 公立 高知県立高知南高等学校

65 高知県 公立 高知県立宿毛高等学校

66 高知県 私立 学校法人土佐塾学園　土佐塾高等学校

67 高知県 私立 学校法人明徳義塾　明徳義塾高等学校

68 福岡県 公立 福岡県立戸畑高等学校

69 福岡県 私立
学校法人コングレガシオン・ド・ノートルダム
明治学園中学校・高等学校

70 熊本県 公立 熊本県立熊本高等学校

71 大分県 公立 大分県立佐伯鶴城高等学校

計 ７１校

「世界津波の日」2019高校生サミット in 北海道

国内参加校一覧（２/２）



４４か国、５５校、高校生２２０名、引率４４名、計２６４名

アジア 中国 The High School Attached to Dalian University of Technology

アジア 韓国 Incheon Haesong High School 

アジア インド Z.P.H.SCHOOL TALAGADADEEVI

Agamathi Balika Maha Vidyalaya

Girls High School 

Wadduwa Central College

Royal College, Panadura

Kalutara Balika National School

The Lab High School of young Inventors

school No.1 in Ulaanbaatar

school No.11 in Ulaanbaatar

school No.31 in Ulaanbaatar

school No.45 in Ulaanbaatar

アジア モルディブ Centre for Higher Secondary Education

ＡＳＥＡＮ インドネシア SMA Negeri 13 Banda Aceh

ＡＳＥＡＮ シンガポール Temasek Junior College

ＡＳＥＡＮ タイ

Ha Long High School

Hon Gai High School

ＡＳＥＡＮ マレーシア SM SAINS HULU TERENGGANU

中東 トルコ Çankırı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen 

中東 サウジアラビア

欧州 ロシア School 51

欧州 オランダ Pontes Pieter Zeeman

欧州 フランス Lycée PAUL SABATIER CARCASSONNE

欧州 イギリス

欧州 ドイツ Wilhelm-Raabe-Schule

I.I.S. A. D'Aosta L'Aquila

Convitto D. Cotugno L'Aquila

北米 米国（ハワイ） HENRY J. KAISER HIGH SCHOOL

Port Hardy Secondary School

North Island Secondary School

中南米 ブラジル Olavo Hansen State School

中南米 ペルー IEPNº 20236 JOSE OLAYA BALANDRA

中南米 チリ

中南米 アルゼンチン Valle de Cholila Agrotechnical Educational Center

中南米 パラグアイ Nihon Gakko

中南米 メキシコ Cobao 03 Pinotepa Nacional

大洋州 オーストラリア Rose Bay High School

大洋州 ニュージーランド

Tereora College

Nukutere College

Papaaroa Adventist School

Titikaveka College

大洋州 フィジー Adi Maopa Secondary School

大洋州 キリバス King George The fifth and Elaine Bernacchi School 

大洋州 マーシャル Kwajalein Atoll High School

大洋州 ミクロネシア Chuuk High School

大洋州 ナウル Nauru Secondary School

大洋州 ニウエ Niue High School

大洋州 パラオ BELAU MODEKNGEI SCHOOL

大洋州 パプアニューギニア Sogeri National High School

大洋州 サモア LEIFIIFI COLLEGE

大洋州 ソロモン諸島 Visale Community High School

Tomga　High School

Queen Salote Colllege

Tonga College

大洋州 ツバル Fetuvalu Secondary School

大洋州 バヌアツ Vanuatu Maravois High School

アフリカ 南アフリカ Crawford College Pretoria

計 44 55

「世界津波の日」2019高校生サミット in 北海道
海外参加国・高校一覧

イタリア欧州

クック諸島大洋州

スリランカアジア

アジア モンゴル

北米 カナダ

ＡＳＥＡＮ ベトナム

参加高校地域 参加国名

大洋州 トンガ



「世界津波の日」2019高校生サミットin北海道

事前学習ツアー in 奥尻

主催 世界津波の日高校生サミット実行委員会

８/ ６
Tue Wed

奥尻町海洋研修センター、
北海道南西沖地震の慰霊碑「時空翔」など会 場・

奥尻町～北海道南西沖地震の慰霊碑「時空翔」

７ ８
Thr

奥尻町～海洋研修センター

参加者・「世界津波の日」高校生サミットin北海道に参加
する道内の高校生

資料２



「世界津波の日」2019 高校生サミット in 北海道

事前学習ツアー in 奥尻

開催日程

2019年８月６日（火）、７日（水）、８日（木）

奥尻町海洋研修センター、北海道南西沖地震の慰霊碑「時空翔」など

◆８月６日（火） 移動
[夕方] 奥尻町到着・オリエンテーション

◆８月７日（水）
[午前] 防災学習・島内視察
[午後] 防災学習、英語学習、交流会

◆８月８日（木） 移動

主な会場

行程・内容

※天候等の影響により内容の一部は変更となる可能性があります。

※ 「イランカラプテ」・・・アイヌ語で「こんにちは」を意味します。北海道では「あなたの心にそっとふれさせていただきます」
というメッセージが込められたおもてなしの合言葉にしています。

目 的

９月に開催する「世界津波の日」高校生サミットin北海道に参加する道内
の高校生が、平成５年の北海道南西沖地震被害から復興を果たした奥尻町
において、防災・減災の取組や災害からの復興などについて学ぶ。

「世界津波の日」2019高校生サミットin北海道
11月5日の「世界津波の日」は、津波の脅威と対策について理解と関心を深めることを目的に、2015

年12月の国連総会において、日本が提唱し、我が国をはじめ142か国が共同提案を行い、全会一致で採

択されました。

翌2016年からは、世界各国の高校生が津波の脅威と対策について学ぶ場として、「世界津波の日」高

校生サミットが開催されており、2016年の高知県では「黒潮宣言」、2017年の沖縄県では「若き津波防

災大使ノート」、そして、昨年の和歌山県では「稲むらの火継承宣言」が採択されています。

本年は、ここ“北の大地”北海道において、地震や津波などの災害から国民の生命、身体、財産の保

護、国民生活及び国民経済に及ぼす影響を最小化できる国土強靱化を担う将来のリーダーの育成と、世

界各国の「きずな」を一層深めることを目的に、『“記憶を未来へ、備えを明日へ”～北の大地からイ

ランカラプテ。自然災害の脅威と対応を学ぶ』をテーマとして「世界津波の日」2019高校生サミットin

北海道を開催します。

参 加 者

「世界津波の日」高校生サミットin北海道に参加する道内高校生55名
（ 高校生議長２名 、高校生司会者２名を含む。）

※奥尻高校の生徒もプログラムに参加する予定です。



2019年4月

グループ１
（30名）

グループ２
（30名）

グループ３
（36名）

グループ４
（30名）

グループ５
（30名）

グループ６
（36名）

グループ７
（36名）

グループ８
（36名）

AM

PM

AM

PM

AM

PM

AM

PM

AM

PM

AM

PM

9/12

（木）
AM

※調整中につき、変更になる可能性があります。

札幌、または東京から帰国

9/9

（月）

スタディツアー

洞爺湖有珠山ジオパーク
（洞爺湖町・壮瞥町）視察　他

スタディツアー

十勝岳火山防災施設視察、
国立大雪青少年交流の家視察　他

札幌市

9/10

（火）
「世界津波の日」2019高校生サミット in 北海道

分科会ブリーフィング/分科会/記念撮影/開会式/レセプション
記念植樹・記念碑除幕式/総会/閉会式

札幌市

9/11

（水）

札幌市
または
東京都視察・参観、または東京へ移動

9/7

（土）

スタディツアー

北海道奥尻高等学校訪問・交流、
奥尻島津波館・時空翔視察　他

スタディツアー

北海道釧路北陽高等学校
訪問・交流、釧路市民防災

センター視察、阿寒湖視察　他

スタディツアー

北海道霧多布高等学校
訪問・交流、浜中町津波
防災ステーション視察、

霧多布湿原センター視察
他

1班：
奥尻町

2班：
釧路市

9/8

（日）

スタディツアー

北海道倶知安高等学校訪問・交流、
倶知安町視察　他

スタディツアー

北海道霧多布高等学校訪問・
交流、浜中町津波防災ステー
ション視察、霧多布湿原セン

ター視察　他

スタディツアー

釧路市民防災センター
視察、北海道釧路湖陵
高等学校訪問・交流、

阿寒湖視察　他

1班：
洞爺湖町

2班：
富良野市

9/5

（木）
PM 東京着、来日 東京都

9/6

（金）

オリエンテーション
北海道（釧路）へ移動

（NH741　羽田11:25発―釧路13:00着）
1班：

函館市

2班：
釧路市

北海道（函館）へ移動
（NH555　羽田12:30発―函館13:50着）

オリエンテーション

若き津波防災大使スタディツアー　日程案

日時

活動内容

宿泊地１班　 2班

(公財）日中友好会館

（株）ＪＴＢ

資料３－１
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スタディツアー視察会について 

 

 

１ １班視察会:奥尻町 

 (1) 日  時  ４月15日（月）～16日（火）（１泊２日） 

         

 (2) 視 察 先  スタディツアー訪問予定施設 

・奥尻町 津波館・時空翔、青苗小学校、奥尻高校 

 

 (3) 参 加 者  実施団体（日中友好会館、ＪＴＢ霞が関）、道 

 

２ ２班視察会:釧路市、浜中町 

 (1) 日  時  ５月15日（水）～16日（木）（１泊２日） 

        ※５月14日には、JTB霞が関と道で美瑛町などの事前調査を実施 
 

 (2) 視 察 先  スタディツアー訪問予定施設 

・釧路市 市民防災センター 

    阿寒湖畔エコミュージアムセンター 

     北海道釧路湖陵高校、北海道釧路北陽高校 

・浜中町 霧多布高校、総合文化センター、津波防災ステーション、 

「ゆうゆ」高台避難施設、霧多布湿原センター 

 

 (3) 参 加 者  実施団体（ＪＴＢ霞が関）、道 

 

３ １班視察会:洞爺湖町・壮瞥町、倶知安町、札幌市 

 (1) 日  時  ５月30日（木）～31日（金）（１泊２日） 

 

 (2) 視 察 先  スタディツアー訪問予定施設 

・洞爺湖町・壮瞥町 洞爺湖有珠山ジオパーク 

     （火山遺構公園、有珠山ロープウェイ、火山科学館 ほか） 

  

・倶知安町 北海道倶知安高校、G20会場（車窓） 

 

サミット会場 

・札幌市  北海きたえーる（サミット会場）、 

      札幌パークホテル（レセプション会場）、 

      知事公館（記念植樹・記念碑除幕式会場） 

 

 (3) 参集範囲  自民党、関係省庁、実施団体（日中友好会館、ＪＴＢ霞が関）、道 

         ※31日は、高校生議長も参集 

資料３－２ 



記者会見について 
 
 

 

１ 日  時    令和元年６月17日（月）予定 13:00～13:30（30分程度） 

２ 場  所    衆議院第二議員会館（昨年と同一の場所を想定） 

３ 参 加 者     高校生議長（２名） 

            北海道札幌国際情報高等学校 ２学年 井戸 静星 

札幌日本大学高等学校    １学年 桐越 航 

主催者 

北海道知事       鈴木 直道 

北海道教育委員会教育長 佐藤 嘉大 

４ スケジュール(想定) 

日 時 行 事 備 考 

6/17(月）  

 9:30 

 

 

12:00 

 

 

13:00 

 

 

 

 

13:30 

 

 

 

 

 

    

 

 

   

 

 

昨年と同様に、 

・国土強靱化推進本部 

・内閣府 

・自民党幹事長 などを想定 

 

 

プログラム 

 開会         

 開催報告・概要説明 知事、教育長 

 高校生議長自己紹介 高校生議長 

 質疑 

 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年和歌山県開催時の記者会見の様子（和歌山放送ウェブサイトから） 

資料４－１ 

関係省庁への挨拶 

記 者 会 見 

（30分程度） 



会場パネル展示について 

 
 

１ 会場パネル展示概要 

 (1) 展示日程   令和元年９月10日（火）～11日（水） 

 (2) 場  所   北海道立総合体育センター「北海きたえーる」１階ホワイエ 

 (3) 大 き さ   パーテーション 2.0m × 2.1m 

          長机      1.8m 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 出展団体及び内容（予定） 

団 体 名 展示内容（予定） 

北海道開発局事業振興部防災課 東日本大震災、北海道南西沖地震への対応 

について 北海道開発局港湾空港部空港・防災課 

気象庁札幌管区気象台 気象庁の津波防災の取組について 

国境なき技師団 災害時の技術者派遣について 

国際津波防災学会 津波防災について 

札幌市建設局土木部市街地復旧推進室 北海道胆振東部地震への対応について 

北海道総務部危機対策局危機対策課 北海道の防災対策について 

北海道総合政策部国際局国際課 Ｇ２０観光大臣会合について 

北海道総合政策部政策局計画推進課 ＳＤＧｓの取組について 

北海道環境政策部アイヌ政策推進局アイヌ政策課 民族共生象徴空間ウポポイについて 

北海道観光振興機構 北海道の観光について 

11団体(現時点) 

 ※サミット及び関連事業実施市町の観光ＰＲ等も可能であり、出展の検討をお願いする。 

※国連防災機関（ＵＮＤＲＲ）との共催事業のため、営利目的の展示は不可。 

 

３ 参考（昨年の和歌山サミットの状況） 

 

 

2.1m 2.0m 
長  机 1.8m パーテーション 資料４－２ 



各地域におけるＰＲについて 
 

１ ＰＲポスター 
(1) 日本語版  

(2) 英語版    
２ ＰＲポスター掲示場所（予定） 
 (1) 北海道（本庁、関係振興局）  

  (2) 関係省庁 

(3) コンビニ、スーパーマーケット等（サミット及び関連事業実施会場所在市町）  
３ その他のＰＲ（予定） 
(1) 道庁ブログ 

(2) 「広報紙ほっかいどう」 

(3) 「新聞＜みなさんの赤れんが＞」  
４ 実行委員会構成団体によるＰＲ 
ポスターの掲載や広報誌等による積極的なＰＲをお願いする。 

 

資料４－３ 
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今後のスケジュールについて 

 

 

 

１ スタディツアー（１班）視察会 

 

  ５月30日（木）～31日（金）  洞爺湖町・壮瞥町、倶知安町、札幌市 

      

２ 関係省庁担当者会議（第５回） 

  

  ６月３日（月）        東京 

      

 第１回 １月10日（木）   東京 

 第２回 ２月４日（月）   東京 

 第３回 ３月13日（水）   東京 

 第４回 ４月22日（月）   東京 

 

３ 記者会見 

 

  ６月17日（月）（予定）   東京 

                  

４ 事前学習ツアー 

   

  ８月６日（火）～８日（木）  奥尻町 

 

５ 若き津波防災大使スタディツアー 

 

  ９月７日（土）～９日（月）  １班 奥尻町、倶知安町、洞爺湖町・壮瞥町 

                 ２班 釧路市、浜中町、美瑛町 

                  

６ 「世界津波の日」2019高校生サミット in 北海道 

 

  ９月10日（火）～11日（水）  札幌市 

                  

資料５ 
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世界津波の日高校生サミット実行委員会規約 

  

（名称） 

第１条 本会は、世界津波の日高校生サミット実行委員会（以下「実行委員会」という。）と称する。 

 

（目的） 

第２条 実行委員会は、「『世界津波の日』2019 高校生サミット in 北海道」（以下「サミット」という。）

及びその関連事業を円滑かつ効果的に実施することを目的として設置する。 

 

（業務） 

第３条 実行委員会は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。 

（１）サミット及び関連事業の企画及び運営に関すること 

（２）サミット及び関連事業の PRに関すること 

（３）その他、前条の目的を達成するために必要なこと 

 

（組織） 

第４条 実行委員会の構成団体は、別表１のとおりとする。ただし、設立以降、入退会の申出があった

団体については、この限りではない。 

２ 実行委員会の委員は、別表第２に掲げる職にある者をもって充てる。 

３ 入退会の申出があった場合は、会長は、これを総会に諮らなければならない。 

４ 委員に異動があった場合は、その後任者をもって委員とみなす。この場合において、当初の委員は、

速やかに会長に報告しなければならない。 

 

（役員） 

第５条 実行委員会に次の役員を置く。 

（１）会  長 

（２）会長代行 

（３）副 会 長 

（４）監  事 

２ 会長は、北海道知事をもって充てる。 

３ 会長代行は、北海道副知事をもって充てる。 

４ 副会長は、北海道教育委員会教育長をもって充てる。 

５ 監事は、奥尻町長をもって充てる。 

 

（役員の責務） 

第６条 会長は、実行委員会を代表し、会務を総理する。 

２ 会長代行は、会長を補佐し、会長が不在のときは、その職務を代理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長代行が不在のときは、その職務を代理する。 

３ 監事は、実行委員会の会計を監査する。 

 

（任期） 

第７条 役員の任期は、実行委員会が解散するまでとする。 

 

（総会） 

第８条 実行委員会の総会は、必要に応じて会長が招集する。 

２ 総会の議長は、会長又は会長が指名した者がこれにあたる。 

３ 総会は、会長、会長代行、副会長、監事及び委員をもって構成し、次の事項を審議し、議決する。 

（１） 規約の制定及び改廃に関すること 

（２） 第３条に掲げる事業の計画 

（３） 予算及び決算に関すること 

（４） その他第２条の目的の達成に必要と認められること 

４ 総会は、委員の過半数が出席しなければ、開会することができない。 

５ 委員は、総会に出席することができない場合は、代理人を出席させ、又は議長その他の委員に表決

参考資料１ 
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を委任することができる。この場合、前項の規定の適用については、出席したものとみなす。 

６ 総会の議事は、出席委員の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところと

する。 

７ 会長は、必要に応じて、総会に委員以外の者を出席させることができる。 

８ 会長は、開会が困難な場合は、書面によって会議の議決に代えることができる。 

 

（幹事会） 

第９条 実行委員会の円滑な運営に資するため、幹事会を置く。 

２ 幹事会は、実行委員会の運営に関して、必要な事項を協議する。 

３ 幹事会は、別表３の幹事をもって構成する。 

４ 幹事長は、北海道総合政策部長をもって充て、幹事会を招集し、会務を総括する。 

５ 幹事会の議案は、出席幹事の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は、幹事長の決するとこ

ろとする。 

６ 幹事が出席できないときは、当該幹事が指名するものがその職務を代理することができる。 

７ 幹事会には、必要に応じて、幹事以外の者を出席させることができる。 

８ 幹事長は、開会が困難な場合は、書面によって幹事会の議決に代えることができる。 

 

 

（専決処分） 

第 10 条 会長は、会議で議決すべき事項について、会議を招集するいとまがないときは、専決処分す

ることができる。 

２ 会長は、前項の規定により専決処分したときは、これを委員に速やかに報告し、承認を求めなけれ

ばならない。 

 

（財務） 

第 11条 実行委員会の経費は、負担金及びその他の収入をもって充てる。 

 

（事務局） 

第 12条 実行委員会の事務を処理するため、事務局を置く。 

２ 事務局の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

 

（解散） 

第 13条 実行委員会は、事業の目的を達成したとき解散する。 

 

（その他） 

第 14条 委員は、下記に該当してはならない。 

（１） 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条第２号に規定

する暴力団（以下、「暴力団」という）、又は暴力団の構成員と認められる者 

（２） 法令又は公序良俗に反する者 

（３） 実行委員会を特定の政治、思想、宗教等の活動に利用する恐れがある者 

（４） 実行委員会の品位を傷つけ、又は正しい理解を妨げる恐れのある者 

（５） その他会長が不適当と判断する者 

２ 委員が前項に該当すると会長が判断した場合は、役員会に諮り、退会させることができる。 

 

（委任） 

第 15条 この規約に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

    附 則 

  この規約は、平成 31年２月 18日から施行する。 

    附 則 

  この規約は、令和元年(2019年)５月 24日から施行する。 
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別表１（第４条第１項関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

団体名 

北海道 

北海道教育委員会 

札幌市 

札幌市教育委員会 

釧路市 

釧路市教育委員会 

奥尻町 

奥尻町教育委員会 

倶知安町 

浜中町 

浜中町教育委員会 

洞爺湖有珠山ジオパーク推進協議会 

十勝岳ジオパーク推進協議会 
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別表２（第４条第２項関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所属 職名 備考 

北海道 知事 会長 

北海道 副知事 会長代行 

北海道教育委員会 教育長 副会長 

札幌市 市長 委員 

札幌市教育委員会 教育長 〃 

釧路市 市長 〃 

釧路市教育委員会 教育長 〃 

奥尻町 町長 監事 

奥尻町教育委員会 教育長 委員 

倶知安町 町長 〃 

浜中町 町長 〃 

浜中町教育委員会 教育長 〃 

洞爺湖有珠山ジオパーク推進協議会 会長 〃 

十勝岳ジオパーク推進協議会 会長 〃 
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別表３（第９条第３項関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

所属 職名 備考 

北海道 総合政策部長 幹事長 

北海道 総合政策部政策局世界津波の日高校生サミット推進室長 幹事 

北海道 総合政策部政策局世界津波の日高校生サミット推進室参事  〃 

北海道 総務部危機対策課防災教育担当課長 〃 

北海道 総合政策部国際局国際課国際交流室長 〃 

北海道教育委員会 総務政策局教育政策課長 〃 

北海道教育委員会 学校教育局高校教育課長 〃 

北海道教育委員会 学校教育局参事（生徒指導・学校安全） 〃 

札幌市 まちづくり政策局政策企画部政策推進課長 〃 

札幌市教育委員会 児童生徒担当課長 〃 

釧路市 総合政策部都市経営課長 〃 

釧路市教育委員会 学校教育部総務課長 〃 

奥尻町 地域政策課長 〃 

奥尻町教育委員会 事務局長 〃 

倶知安町 総務課長 〃 

浜中町 

企画財政課長 〃 

浜中町教育委員会 

洞爺湖有珠山ジオパ

ーク推進協議会 
事務局長 〃 

十勝岳ジオパーク推

進協議会 
事務局長 〃 



1 日 時 2019年9月11日（水）８:15〜8:45（予定）

2 場 所 北海道知事公館構内庭園（札幌市中央区北1条西16丁目）

3 参加者想定 植樹実施者 90名（参加各国代表1名＋介添高校生1名）

サミット参加者及び来賓 500名程度

4 苗木植樹本数 45本（サミット参加国数）

記念植樹・記念碑除幕式

概要

会場位置図

TIME LAP SCENE CONTENTS

7:45 30 移動

8:15 4 記念植樹 開式の辞 司会：道内高校生

8:19 10 記念植樹 植樹及び記念撮影

8:29 4 転換 退場・転換

8:33 4 記念碑除幕式 開式の辞 司会者

8:37 5 記念碑除幕 記念碑除幕及び記念撮影

8:42 3 閉式の辞 司会者

8:45 45 退場 退場、サミット会場（きたえーる）へ移動

合 計 105分

タイムスケジュール

参考資料２



サミット会場レイアウト（メインアリーナ）

分科会

ブース⑫

分科会

ブース⑩

分科会

ブース⑪

分科会

ブース②

分科会

ブース③

分科会

ブース①

分科会

ブース④

分科会

ブース⑦
分科会

ブース⑤

分科会

ブース⑥

分科会

ブース⑧

分科会

ブース⑨

ステージ

来賓・サミット参加者が着席

一般観覧席

■「北海きたえーる」

メインアリーナ内

・分科会ブース数

１２ブース

・ステージサイズ

31.2m×8.4m

「北海きたえーる」メインアリーナ

参
考
資
料
３



サミット会場レイアウト（１階）

メインアリーナ

ホワイエ

「北海きたえーる」１階

パネル展示配置場所


