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1. 大会概要
名称

2019 中国唐山国際応急管理大会
China International Emergency Management Conference (EMC CHINA)

日程

2019 年 7 月 28 日(日)－29 日(月)

場所

中国河北省唐山市 唐山南湖国際会展中心
（唐山市学院南路增 299 号）

イベント 基調講演、博覧会（展示・実演）、フォーラム、専門会議、研修セミナー、
避難訓練

2. 大会関係機関
主催

中国国家発展改革委員会国際合作中心
中国応急管理部国際合作交流中心
中国河北省発展改革委員会
中国河北省応急管理庁
中国河北省唐山市人民政府

協力

中国国家発展改革委員会
中国応急管理部
中国河北省人民政府

指導

中国国家発展改革委員会経済運行調節局
中国国家能源局電力安全監管司

実施

中国河北省唐山市応急管理局
安莫思（北京）市場策劃有限公司
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3. 大会イベント
全体スケジュール
日程

時間

開催内容

場所

08：10-08：40

開幕式

鳳凰庁

08：40-11：40

基調講演

鳳凰庁

第 1 フォーラム：
14：00-17：00

世園庁
応急管理の情報化及びイノベーション戦略
第 2 フォーラム：

13：00-17：30

済衆庁
医療介護分野における健康警告と応急処置
専門会議（関係者のみ参加）：

7 月 28 日 13：30-17：30

6 号庁
応急分野の発展における体制作り
災害対策セミナー：

13：30-17：30

慶成庁
国際外傷応急処置教育（ITLS）
災害対策セミナー：

13：30-16：30

10 号庁
地震救助及び自主救護
災害対策セミナー：

13：30-17：30

7 号庁
心肺蘇生法と AED の利用方法

7 月 29 日 09：00-10：00

避難訓練：火災避難訓練
25 号庁

7 月 29 日 10：10-11：00
28 日
7 月 28 日 09：00-17：00
-29 日 29 日
09：30-14：30

避難訓練：地震避難訓練
広場、
2019 国際応急管理設備・用品博覧会
1 号館
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１）開幕式
時間：2019 年 7 月 28 日 08：10-08：40
場所：唐山市南湖国際会展中心鳳凰庁
司会者：唐山市政府責任者
参加者：中国国家発展改革委員会、応急管理部、河北省人民政府責任者、河
北省各都市責任者、河北省発展改革委員会、河北省応急管理庁等関
連部門責任者、国内外専門家、学者、出展企業責任者及び代表など約
800 人
スケジュール予定：
 開会挨拶、大会特別ゲストのご紹介
 国家発展改革委員会責任者よりご挨拶
 応急管理部責任者よりご挨拶
 河北省責任者よりご挨拶

２）基調講演
時間：2019 年 7 月 28 日 08：40-11：40
会場：唐山市南湖国際会展中心鳳凰庁
規模：600 人
メインテーマ：災害の教訓、イノベーション戦略、新時代における応急管理
システム建設の推進
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時間

講演内容

08：40-08:50
08：50-09：05

講演者

開会挨拶 黄勇（国家発展改革委員会国際合作中心主任）
郭華東

防災と持続可能な開発を支え

（中国科学院院士、中国科学院

る地球ビッグデータ

遥感研究所所長）
田村幸雄

09：05-09：20

（国際的工学者、重慶大学教

風災害リスクと対策

授、北京交通大学教授、中国
工程院外籍院士）
余振国

09：20-09：35

地質災害対策と応急管理モデル

（中国国土資源経済研究院環
境経済研究室主任、研究員）
佐々木晶二

日本防災まちづくり
09：35-09：50

（東京海上日動火災保険株式

-日本の最新防災・復興法制
の現状と民間企業連携につい
て

会社顧問、元内閣府防災担当
官房審議官、国土交通省交通
政策研究所所長)
曲国勝
（中国地震応急救援センター科

09：50-10：00

応急管理の進展と挑戦

学技術委員会主任、国際応急
管理学科副主席、国連
INSARAG 専門家）

10：00-10：10
10：10-10：25

10：25-10：35

10：35-10：50

休憩
最近の地震と耐震設計のため
の新しい概念

和田章
（日本免震構造協会会会長、東
京工業大学教授）

緊急対応段階の改善、緊急事 李雪峰
態に科学的対応

（国家行政学院教授）

日本 UR による防災まちづくり

岡雄一

-地震・火災・洪水に備えた都

（日本独立行政法人都市再生

市開発事例-

機構（UR）理事）
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張小標
（中国安全工学高級エンジニ
ア、深セン市城市公共安全技
10：50-11：00

全方面における応急管理

術研究院副院長、中国職業安

-深センの思考と探索

全健康協会常務理事、中国災
害防御協会企画専門委員会委
員、広東省安全生産協会副会
長）

11：00-11：20

応急産業発展の為のシステム
構築

景暁波
（工業情報化部経済運行局元
巡視員）
王金玉

11：20-11：30

（中国標準化研究院研究員、元

応急産業標準化

党副書記、中国応急管理学会
公共安全標準化委員会主任）

11：30-11：40

統括、閉会挨拶

３）フォーラム
第 1 フォーラム：応急管理の情報化及びイノベーション戦略
時間：2019 年 7 月 28 日（14：00-17：00）
場所：唐山市南湖国際展覧中心世園庁
規模：150 人
時間
14：00-14：10
14：10-14：30

14：30-14：50

講演内容

講演者

開会挨拶、ゲストのご紹介
都市建設の安全における AI
管理及び深センの実践

李程（深セン市城市公共安全
技術研究院地質と建設安全研
究所主任、シニアエンジニア）

BIM と IOT における都市交通 周哲峰（上海城建信息科技有
基礎施設の AI 管理実施
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14：50-15：10

15：10-15：30

レーザーリモートセンシング 李吉平（北京東方至遠科技有
技術による危機管理体制

限公司董事長）

深セン都市の安全監視にお
ける InSAR 技術の応用

15：30-15：40

張会（深セン市都市公共安全
技術研究院地質と建設安全研
究所エンジニア）

休憩
張磊（香港理工大学土地測

15：40-16：00

広域地質災害の全面調査及 量・地理情報学高級研究員、
びリスク評価：技術と実践

深セン市易簡空間技術有限公
司首席技術官）

国連災害リスク軽減戦略及 顧林生（研究員、四川省委員会
16：00-16：20

び中国新時代の応急管理へ 党学校「５．１２」汶川地震災害対
の示唆

応研究訓練センター学術主任

危機管理ネットワークとビッグ 郭常傑（博士、航天正通汇知
16：20-16：40

データの分析プラットフォー 科技股份有限公司董事長）
ム：技術研究と応用

16：40-17：00

統括

第 2 フォーラム： 医療介護分野における健康警告と応急処置
時間：2019 年 7 月 28 日（13：30-17：30）
場所：唐山市南湖国際展覧中心済衆庁
規模：150 人
参加者：民政部、介護施設関係者など
時間

講演内容

13：30-14：00

講演者

来場受付

14：00-14：30

健康戦略における中国健康養老サービスの現状

民政部

14：30-15：00

健康養老サービスの AI 技術の応用及び発展

時占祥
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15：00-15：30

健康におけるモノのインターネット+医療の役割

15：30-15：50

王青松

休憩

15：50-16：20

地域在宅ケアにおける健康管理と安全支援

劉建兵

16：20-16：50

救急における漢方薬の関連技術の応用

姚衛海

16：50-17：20

ヘルスケアサービスにおける緊急事態・緊急対応

17：20-17：30

統括

４）専門会議/研修セミナー
①専門会議：応急分野の発展における体制作り

※関係者のみ参加

時間：2019 年 7 月 28 日 13：30-17：30
場所：唐山市南湖国際展覧中心 6 号庁
規模/参加者：中国応急管理関連部門、関連機構など 50 名
主催：国家発展改革委員会国際合作中心
応急管理部国際交流合作中心
協力：河北省応急管理庁
唐山人民政府

②災害対策セミナー：国際外傷応急処置教育（ITLS）
講師：陳志、王小剛、劉楊、孫粤、王坤（北京市救急センター）
時間：2019 年 7 月 28 日 13：30-17：30
場所：唐山市南湖国際展覧中心慶成庁
規模：120 名
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内容
第１節

国際外傷応急処置教育（ITLS）の全体管理

第２節

現場と傷者の評価方法、脊髄損傷の ITLS 方案

第３節

頭部・胸部・腹部・四肢損傷の ITLS 方案

第４節

技能訓練

第５節

高難度の人体損傷事例訓練

③地震救助及び自主救護
講師：周媛媛（カルゴ商事株式会社代表取締役、地震救助専門家）
時間：2019 年 7 月 28 日 13：30-16：30
場所：10 号庁
規模：50 名
内容
防災・減災における地震の自主救護関連知識、日本の地域防
第１節
災教育体制及び内容のご紹介
第２節

災害発生後、地方政府、関連機関及び救援隊の救助活動

④心肺蘇生法と AED の利用方法
講師：日本光電工業上海公司 AHA 専門家
時間：2019 年 7 月 28 日 第 1 節 13：30-15：30 / 第 2 節 15：30-17：30
場所：7 号庁
規模/対象者：
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内容

規模/対象者

第1節

CPR と AED について

50 名/医療救助関係者

第2節

AED の使用訓練

50 名/一般の方

５）避難訓練
講師：成都壁虎漫歩教育科技有限公司
対象者：小・中学生
規模：80 名
内容

日程/時間

会場

2019 年 7 月 29 日

特別設置

①火災避難訓練
09：00-10：00
2019 年 7 月 29 日

特別設置

10：10-11：10

模擬学校 2-3 階建物

②地震避難訓練

６）2019 国際応急管理設備・用品博覧会
時間：7 月 28 日（09：30-17：00）
7 月 29 日（09：30-14：30）
場所：唐山市南湖国際展覧中心広場、2-3 号展示会場
展示内容：
①室外展示・実演：
室外実演：2017 年 7 月 28 日
 最先端消防機器の消火実演
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 水陸救助車両の救助実演
 救助ヘリの救助実演
②室内展示・実演：
日本、韓国など国内外 84 社の関連企業が最先端危機管理及び防災機器
を展示及び実演。

4. 来場予定者
 政策立案者および実施者
 応急管理および救援従事者
 応急関連分野の研究者
 関連設備・製品生産、販売企業関係者
 工場や施設の安全生産管理担当者、責任者
 救援・救急従事者
 関連大学・学校関係者や学生
 ボランティア団体や関係者
 一般来場者等

5. 大会の特徴
 応急管理部設立後、中国初めて開催される応急管理国際大会および総合博
覧会、中央政府と地方政府は重要視しており、包括的な支援を提供する。
 会期中に全国会議や国際フォーラム、セミナーなどが同時に開催、政府機関、
専門家、業界関係者が一同に集まり、最新情報や政策の動向などの情報収
集が出来る。
 BtoB および BtoC プラットフォームを提供、特に全国の政府関連部門担当者、
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専門家および調達担当者と直接交流、商談が出来る。
 国内外の企業、専門機構を招待し、先進的な製品と先端技術を展示。

6.会場へのアクセス
会場名：河北省唐山市南湖国際会展中心
住所：唐山市学院南路増 299 号

①鉄道
唐山駅—唐山南湖国際会展中心。
タクシー：唐山駅から南湖国際会展中心まで、タクシーで約 12 分。
バス：84 路に乗る場合は約 35 分。
唐山北駅（豊潤）—唐山南湖国際会展中心。
タクシー：タクシーで約 35 分。
バス：K3 路で唐山駅へ、84 路に乗り換え。84 路、游 3 路、 44 路に乗る場合は、南
湖國際会展中心で下車。
②航空便
唐山三女河空港—唐山南湖国際会展中心。
タクシー：空港からタクシーで約 30 分。
バス：空港バス 1 路に乗り、唐山駅で 84 路に乗り換え、南湖國際会展中心で下車。
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7.宿泊ホテル
ホテル名：唐山市南湖国際会展酒店
（Nanhu International Convention and Exhibition Hotel）
ホームページ： http://www.cnwhotel.com/list/home49073/
住所：唐山市学院南路与芸文道交叉口
※会場と隣接しており、徒歩約 5 分。
TEL：400-816-9266
予約担当：王艳军 15232666290

8. 事務局連絡先
■東京事務局

TEL：03-3555-0555

E-mail：crexpo@ims-aaa.com

担当者：鈴木、草島
■北京事務局

TEL：010-64466868

E-mail：crexpo@crexpo.com.cn

担当者：王飞、苏峥 、兰兰
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