
１．ご挨拶 

 

「防災世界子ども会議２００５in ひょうご」国際会議 

 

実行委員会代表  岡本 和子 

 

 

 春風とともに、各地のさくら便りが届けられ、日本列島が一番美しい季節の到来です。 

阪神・淡路大震災から 10 年となる 2005 年 1 月の機会をとらえ、国連防災世界会議がここ兵庫

県で開催されました。スマトラ沖地震による大きな津波被害の直後に開かれ、世界中の注目を集

めました。 

時を同じくして、淡路夢舞台国際会議場では、国連防災世界会議パブリックフォーラムとして

「防災教育」の実践発表と言える「防災世界子ども会議」の「復興への思いが世界を包む」が開

催され、世界中にライブ配信されました。テレビ会議から飛び出した台湾、イラン、アルメニア

の子どもたちの顔、声と日本の会場とが一体となりインターネットの威力と効果を実証すること

が出来ました。 

3 月、同じ夢舞台国際会議場において、参加国から子ども達の代表を迎え、日本の子ども達と

ともに、「防災世界子ども会議２００５ in ひょうご」国際会議の宣言発表会をもちます。 
  
阪神・淡路大震災を起点として、世界のさまざまな自然災害の教訓をつなぎ、インターネット

を活用することにより、言語や国境を超えて、世界の子ども達が協働しながら、「命の尊さを考え

る」ことによって、世界の防災の未来について話し合う初めての試みです。2005 年は、「国連持

続可能な開発のための教育の 10 年」の最初の年であり、本プロジェクトにおける「防災教育」と

は、一般に言われる防災教育だけでなく、環境教育、文化教育など多方面に渡っています。  

2004 年 9 月、この iEARN プロジェクト「防災世界子ども会議」がスタートしました。大地震

などの自然災害を蒙った海外 15 ヶ国 300 人と、国内 750 人の子ども達がプロジェクトに参加し

ています。そのまとめとして、アメリカ、アルゼンチン、アルメニア・イラン・インドネシア・

エジプト・スロバキア・セネガル・台湾・ネパール・ロシア１１カ国から約 50 名が、阪神・淡路

大震災の震源地、兵庫に集まります。  

国際会議のプログラムとして、3 月 25 日・26 日は「ユニセフパークプロジェクト、２００５

国際キャンプ：自然からの癒しと学び」に参加し、神戸の里山で、あったかくて気持ちのいい場

所つくりをします。27 日は、人と防災未来センター見学、JICA 兵庫国際センターで、JICA 隊員

や被災地で支援活動を行った方々のお話を聞くとともに、フォーラム「私たちにできること」で

グループ討論をもちます。最終日 28 日には、半年間の取り組みをポスターセッションやステージ

上でプレゼンテーション発表をします。記憶も生々しいインドネシア・アチェの子ども達の発表

があります。 最後に参加者全員で「宣言文」を採択し、世界に向けて発信します。  

「防災世界子ども会議２００５ in ひょうご」は、さまざまな問題を抱え、世界規模での協力

が必要とされるこの地球において、命の尊さや助け合いのすばらしさなど、共生社会における人

間としての在り方・生き方を、ＩＣＴ（情報通信技術）を使いともに考える、これからの「防災

教育」の実践の方向性を示す機会になることが期待されます。 

 



１．GREETINGS 

In commemoration of the 10th anniversary of the Great Hanshin-Awaji Earthquake, “The 
United Nations World Conference on Disaster Reduction” was held here in Hyogo in January, 
2005. The conference was held immediately after the massive damage caused by the killer 
tsunami wave in the aftermath of the earthquake off Sumatra, drawing the world's attention. 
"Disaster reduction education" was claimed as one the world's disaster reduction policies in 
the conference. 

Concurrently, the event "Hopes for revival prevail in earth" was held at the Awaji 
Yumebutai International Conference Center and was broadcasted by the Internet live 
streaming, which was the pre-conference for "The Natural Disaster Youth Summit 2005.” 
Appearances of Iranian, Armenian and Taiwanese students.  

In this March, we will present declaration of "Natural Disaster Youth Summit 2005 in 
Hyogo" with representatives from participating countries, together with Japanese students, 
at Awaji Yumebutai International Conference Center. 

This is our first attempt to let students discuss disaster reduction for the future. We will 
achieve our goal “think about the importance of human life” by regarding the Great 
Hanshin-Awaji Earthquake as our starting point, learning lessons from various natural 
disasters occurring all over the world, working together with students the world over through 
the Internet. 

This iEARN project, "Natural Disaster Youth Summit", was kicked off in September 2004. 
300 students from 15 countries and 750 students from Japan, most of them having suffered 
from natural disasters such as big earthquakes have participated in the project. To make 
presentations, about 50 participants from 11 countries, - Argentina, Armenia, Egypt, 
Indonesia, Iran, Nepal, Russia, Senegal, Slovakia, Taiwan, and the United States of America 
-will come to Awaji in Hyogo, where the epicenter and hardest hit area of the Great 
Hanshin-Awaji Earthquake was. 

This international conference includes joining the "UNICEF PARK PROJECT 2005 
International camp: Healing and Study from Nature" on March 25 and 26. On the 27th, we 
will visit the Disaster Reduction and Human Renovation Institution, and the JICA Hyogo 
International Center, where we listen to reports by JICA personnel engaged in support 
operations in disaster-stricken area. We will also have a forum of discussion on "What can we 
do for possible disasters?" there. On the 28th, the last day of our program, students will 
present their 6-month-long studies at the poster session on the corridor, and on the stage in 
the main hall. Students from Aceh in Indonesia who have vivid memories of the devastated 
earthquake will also present their studies. Finally, the declaration will be adopted by all the 
participants and released throughout the world. 

Now that world is filled with various troubles which should be tackled by people in the 
world working together, "Natural Disaster Youth Summit 2005 in Hyogo” is expected to show 
the way to practice future "disaster reduction education", in which we ponder the importance 
of human life, the wonderfulness of helping each other, and "what we should do" or "how we 
live" as a member of a community by utilizing the ICT (Information Communication 
Technology). 
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