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防災世界子ども会議実行委員会 沿革    

                           

 

2004年 5月 NPO法人グローバルプロジェクト推進機構 JEARNを母体として、JEARN 防災

世界子ども会議 2005実行委員会設立 

「防災世界子ども会議 2005」キックオフ会 

7月 スロバキアで開催の第 11回アイアーン国際会議にて、海外参加校の募集 

パリユネスコ本部を訪問 

8月 国内参加校対象のワークショップを 2回実施 

 

2005年 1月 阪神・淡路大震災 10周年記念事業 

国連防災世界会議 パブリックフォーラム 

「復興への思いが世界を包む 絵画展・写真展とテレビ会議」開催 

http://ndys.jearn.jp/2005/ja/report4.html 

2005年 3月 阪神・淡路大震災 10周年記念事業 

「防災世界子ども会議 2005 inひょうご」開催 

http://ndys.jearn.jp/NDYS2005_CD/htdocs/05032528conference.html 

http://ndys.jearn.jp/NDYS2005_CD/htdocs/wmv/ndys2005declaration.wmv 

4月 「防災世界子ども会議 2005」感謝の集い開催 

 

6月 JEARN防災世界子ども会議 2005実行委員会の趣旨・目的を継承し、防災世界

子ども会議プロジェクト実行委員会として発足 

 情報通信月間参加行事 

インターネットテレビ会議「防災世界子ども会議 2005 inひょうごの同窓会」 

7月 セネガルで開催の第 12 回アイアーン国際会議にて、「防災世界子ども会議

2005」の報告とワークショップ開催 

 

2006年 1月 (財)兵庫県国際交流協会助成事業 青少年の防災教育国際交流事業 

「防災世界子ども会議 2006 in台湾」開催 

メイン会場：科学工芸博物館  台湾高雄 

http://ndys.jearn.jp/ja/2006conf.html 

 

サテライト会場：JICA兵庫 神戸 インターネットテレビ会議でメイン会場

と繋ぐ http://ndys.jearn.jp/ja/2006conf_hyogo.html 

台湾横断 台湾中部被災地見学ツアー実施 

 

兵庫県防災監表敬訪問 兵庫県災害対策センター 

内閣府防災特命大臣表敬訪問 大臣室 

2020年 9月 1日作成 

http://ndys.jearn.jp/2005/ja/report4.html
http://ndys.jearn.jp/NDYS2005_CD/htdocs/05032528conference.html
http://ndys.jearn.jp/NDYS2005_CD/htdocs/wmv/ndys2005declaration.wmv
http://ndys.jearn.jp/ja/2006conf.html
http://ndys.jearn.jp/ja/2006conf.html
http://ndys.jearn.jp/ja/2006conf_hyogo.html
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2006年 7月 オランダで開催の第 13 回アイアーン国際会議にて、「防災世界子ども会議

2006」の報告とワークショップ開催 

パリユネスコ本部を訪問 

 

2007 年 2 月

-3月 

(財)ひょうご震災記念 21世紀研究機構&「ひょうご安全の日推進県民会議」 

助成事業 

「世界の子どもたちがつくった災害安全マップ展」＆ 

インターネットテレビ会議を使った国際会議「防災世界子ども会議」開催 

阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター 

http://ndys.jearn.jp/hatkobe/2007/index.html 

 

3月 (財)ひょうご震災記念 21世紀研究機構)&「ひょうご安全の日推進県民会議」 

助成事業 「防災教育の普及・啓発のためのビデオづくり」 

～神戸から世界へ 広げよう! 防災教育ネットワーク～ 

http://ndys.jearn.jp/video/NDYS.mpg 

 

5月 独立行政法人日本万国博覧会記念機構 助成事業 

「防災世界子ども会議 2007 inあいち」開催 

愛知県美浜少年自然の家 

http://ndys.jearn.jp/2007/index.html 

NDYS日本語版プロモーションビデオの公開と配布 

7月 国際交流基金 青少年の防災学習国際交流事業 

エジプトで開催の第 14回アイアーン国際会議＆第 10回ユースサミットに参

加 ユースサミットの分科会で、NDYSの防災交流プログラム実施 

NDYS英語版プロモーションビデオの公開と配布 

 

2008年 3月 (財)ひょうご震災記念 21世紀研究機構&「ひょうご安全の日推進県民会議」

助成事業 世界の子どもたちが協働する防災学習プロジェクトの成果発表 

「災害安全マップ＆キッズ防災バッグ展 2008」 

「防災世界子ども会議フォーラム 2008」 開催  

世界の子どもたちが考える『地球温暖化と防災』インターネットテレビ会議 

活用 阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター 神戸 

http://ndys.jearn.jp/hatkobe/2008/index.html 

 

 

2008年 4月 (財)兵庫県国際交流協会助成事業 青少年の防災教育国際交流事業 

「防災世界子ども会議 2008 inトリニダード・トバゴ」開催 

チャガラマスホテル&コンベンションセンター、チャガラマス 

http://ndys.jearn.jp/2008/index_j.html 

http://ndys.jearn.jp/hatkobe/2007/index.html
http://ndys.jearn.jp/video/NDYS.mpg
http://ndys.jearn.jp/2007/index.html
http://ndys.jearn.jp/hatkobe/2008/index.html
http://ndys.jearn.jp/2008/index_j.html
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2008年 6月 

 

 

2009年 3月 

 

 

 

 

 

 

 

3月 

防災世界子ども会議プロジェクト実行委員会の趣旨・目的を継承し、実行委

員会名を防災世界子ども会議実行委員会と改名 

 

(財)ひょうご震災記念 21世紀研究機構)&「ひょうご安全の日推進県民会議」

助成事業 「防災世界子ども会議フォーラム 2009」開催   

『防災と気候変動』 

インターネットテレビ会議で「防災世界子ども会議 2009in 台湾」会場とつ

なぎ、実践活動や今後の取り組みを語り合った。 

阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター 神戸 

http://ndys.jearn.jp/hatkobe/2009/index.html 

 

「防災世界子ども会議 2009 in台湾」同時開催 

科学工芸博物館  台湾高雄 

http://ndys2009-iearntaiwan.nknu.edu.tw/web/index.html 

 

2010年 1月 阪神・淡路大震災 15周年記念事業 

「防災世界子ども会議フォーラム 2010」開催 

阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター 神戸 

http://ndys.jearn.jp/hatkobe/2010/index.html 

 

8月 （公財）兵庫県国際交流協会民間国際交流事業 青少年の防災教育国際交流

事業「防災世界子ども会議 2010 inトルコ」派遣事業 

トゥンクシペール校・ウルダグ大学・イェディテピ大学他 トルコ・ブルサ

＆イスタンブール 

http://www.ndysturkiye.com/ 

 

2011年 1月 （公財）ひょうご震災記念 21 世紀研究機構&ひょうご安全の日推進県民会議

助成事業「防災世界子ども会議 神戸フォーラム 2011」開催 

阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター  

http://ndys.jearn.jp/hatkobe/2011/index.html 

 

7月 

 

 

 

2012年 11月 

 

 

 

 

 

 

「防災世界子ども会議 2010 in台湾」開催 

中正幹部予備学校 台湾高雄 

http://ndys.jearn.jp/ndys2011.html 

「防災世界子ども会議 2012」オンライン開催 

主催予定国、トリニダード・トバゴの諸般の事情があり、開催不可となりま

した。オンライン開催（Blackboard Colloaborate というウェブ会議上でバ

ーチャル・会議を実施）                Check out 

recordings from the 2012 Virtual iEARN Conference and Youth Summit 

http://ndys.jearn.jp/hatkobe/2009/index.html
http://ndys2009-iearntaiwan.nknu.edu.tw/web/index.html
http://ndys.jearn.jp/hatkobe/2010/index.html
http://www.ndysturkiye.com/
http://ndys.jearn.jp/hatkobe/2011/index.html
http://ndys.jearn.jp/ndys2011.html
http://www.iearn.org/news/article/check-out-recordings-2012-virtual-iearn-conference-and-youth-summit
http://www.iearn.org/news/article/check-out-recordings-2012-virtual-iearn-conference-and-youth-summit
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2013年 5月 

 

 

 

 

 

2014年 7月 

「防災世界子ども会議 2013」は、JICA関西（神戸）で開催の JEARN１０周年

記念イベント「国際社会を生きる日本人の育成 」のセツション１で、学び

の体験を披露し、セッション２では、テレビ会議でセルビア・インドネシア

他の学校からの参加があり、防災をテーマに交流を深めました。

http://www.jearn.jp/japan/20130525/index.html 

「防災世界子ども会議 2014」オンライン開催              

アルゼンチン・プエルト・マドリンで開催のアイアーン国際会議のワークシ

ョップで、会場と神戸をつないだテレビ会議を通して、神戸市立葺合高等学

校の防災学習①地震、②異常気象、③防災教育の成果を、発表音声付き英語

によるパワーポインで発表しました。

http://ndys.jearn.jp/ja/ndys2014.html 

2015年 1月 

 

 

 

 

阪神・淡路大震災 20周年メモリアル事業 

「防災世界子ども会議 2015 inとよた」開催 

愛知県豊田市、とよた防災フェスタ実行委員会とコラボ事業 

豐田市能楽堂＆コンサートホール 豊田市総合野外センター他 

http://ndys.jearn.jp/2015/index.html  

 

2016年 8月 

 

 

 

 

「防災世界子ども会議 2016 in新潟」開催 

第 64回新潟市芸能まつり参加「琴リンピック 2016イン新潟」と同時開催 

新潟市民芸術文化会館 りゅーとぴあ コンサートホール 

NSGカレッジリーグ学生総合プラザ STEP 大研修室 他  

http://ndys.jearn.jp/2016/index.html  

 

2017年 7月 

 

 

 

 

「防災世界子ども会議 2017 モロッコ」開催 

2017iEARN国際会議&ユースサミットがモロッコ・マラケッシュで開催され、

ユースサミットのプログラムとして開催。 

モガドール パレス アグダル ホテル カンファレンスホール他 

http://ndys.jearn.jp/2017/index.html  

2018年 8月 

 

 

 

 

「防災世界子ども会議 2018 in新潟」開催 

「琴リンピック 2018イン新潟」と同時開催 

新潟市民芸術文化会館 りゅーとぴあ コンサートホール 

NSGカレッジリーグ学生総合プラザ STEP 大研修室 他 

https://ndys.jearn.jp/ja/sengen2018.htm 

2020年 8月 

 

 

 

 

「防災世界子ども会議 2020 in四日市」オンライン開催

https://ndys.jearn.jp/2020/index.html 

 

「防災世界子ども会議 2020 in 四日市」ダイジェスト ビデオ

https://youtu.be/zU-4EkBpfqU 

オンラインで 10か国から 100人以上の生徒と教師他が参加しました。 

 

http://www.jearn.jp/japan/20130525/index.html
http://ndys.jearn.jp/ja/ndys2014.html
http://ndys.jearn.jp/2015/index.html
http://ndys.jearn.jp/2016/index.html
http://ndys.jearn.jp/2017/index.html
https://ndys.jearn.jp/ja/sengen2018.htm
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