
取材要項

※詳細については、

申込者に改めて電子メールで

送付いたします。



取材にあたってのお願い

受付について

・報道関係者は、会場入口（北海きたえーる 1Fメインアリーナ ホワイエ）で 受付を済ませてから、

取材を行ってください。

・報道関係者受付では、本人確認のため、記者証、もしくは顔写真付きの身分証明書をご提示ください。

・名刺の提出をお願いします。

・北海きたえーるでの受付は10日・11日共に8:00から行います（予定）。

なお、11日の記念植樹・記念碑除幕式の受付は知事公館で、7:30から行います（予定）。

・車両で来場される方には事前に「駐車許可証」を発行いたします。

（11日の知事公館には駐車場はありません。）

受付

車両出入口

北海きたえーる 1Fメインアリーナエントランス ホワイエ 10日・11日共に8:00〜

知事公館 11日7:30〜

会場

受付
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取材にあたってのお願い

腕章の着用について

・取材に参加される方は、各社の腕章を常時見える形で着用してください。

（腕章は上腕部に着用してください。腕章の無い方は受付で貸出します。）

※必ずお読みください。

※必ず上腕部に着用してください。

通行規制について

・サミット会場内では、車両の通行規制を行っており、駐車には事前に送付する「駐車許可証」が必要

です。当日は、ダッシュボードの上に「駐車許可証」を掲示のうえ、お越しいただき、報道機関用

駐車場に駐車してください。

・「駐車許可証」を忘れた方は、警備担当の係員に記者証、もしくは顔写真付き身分証明書を提示し、係

員の確認を受けた後に入場してください。 （11日の知事公館には駐車場はありません）

参加高校生へのインタビュー取材について

・10日は、メインアリーナ入場後から最初のプログラム開始10分前までインタビュー取材を行っていただく

ことが可能です。

・サミットの進行の都合上、開会式、分科会、記念植樹、記念撮影、総会等の実施中及び移動中の

インタビュー取材は、お控えください。

・休憩中及び待機中の参加高校生へのインタビュー取材については、各校・各国引率者の了承を得てから、

行っていただくようお願いします。

・宿泊先ホテルでの取材は、原則禁止します。

・参加高校生へのインタビュー取材は、事前に腕章を各校・各国引率者に提示の上、行ってください。

・参加高校生へのインタビュー取材にあたって、主催者側で通訳は準備していませんので、

各社で対応をお願いいたします。

・GDPR管轄国（フランス、ドイツ、イタリア、オランダ）の生徒については、氏名公表はできません。
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取材にあたってのお願い

同時通訳受信端末について

・サミットの進行は原則として英語で行いますが、10日の開会式、11日の総会についてのみ同時通訳

（英語⇔日本語）を行います。

・同時通訳の音声受信端末を、各社1社ずつ貸し出しますので、必要な場合は総会開始前に報道関係者

受付までお越しください。端末は各日終了後に速やかに報道受付に返却してください。

※必ずお読みください。

荷物について

・荷物の保管場所は特に設けておりませんので、各自の責任の上、管理をお願いします。

撮影について

・プログラム毎に撮影場所等を指定していますので、後日改めて配布いたします「取材位置」を確認の上、

取材していただくようお願いします。

・撮影については、申込をした報道関係者並びに主催者が依頼した業者、記録撮影係のスタッフに

限ることとしています。

・サミット運営側による記録撮影係員が当日撮影を行っており、報道関係者に許可された場所以外でも

撮影を行う場合がありますが、主催者の記録に必要な措置であり、記録撮影係員と同様の取材行動はお

控えください。

・参加者の安全と運営の進行を妨げることのないよう、ご協力をお願いします。

・報道関係者の撮影機器の運搬や管理は、各自の責任で行ってください。

・ドローン（無人航空機）等による空からの撮影は行わないでください。
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開催概要

■名 称 「世界津波の日」２０１９高校生サミット in 北海道

■開催趣旨 地震津波などの災害から国民の生命、身体、財産の保護、国民生活及び経済に

及ぼす影響を最小限にくい止める国土強靭化を担う次世代リーダーの育成と、

世界各国の「きずな」をより一層深め、災害から世界中の人々を守ることを目的に開催。

■主 催 北海道、北海道教育委員会

■共 催 国連防災機関（UNDRR)駐日事務所

■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）

■開催日 サミット 2019年9月10日（火）〜 9月11日（水） 北海きたえーる

レセプション 2019年9月10日（火） 札幌パークホテル

記念植樹 2019年9月11日（水） 知事公館内

事前学習ツアー 2019年8月 6日（火）〜 8月 8日（木） 奥尻町内

スタディツアー 2019年9月 7日（土）〜 9日（月） 1班：道南

2班：道東

■参加者 約520名（高校生及び引率者）
海外参加者 約260名（参加43か国）
国内参加者 約260名（国内79校）

■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 〜

■分科会 ① 知識を得る 〜過去の教訓の伝承

② 意識を高める 〜災害への備えと迅速な避難

③ 復興に向け行動する 〜社会貢献、支援者の視点

知事公館

札幌パークホテル

北海きたえーる

200ｍ
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会場配置図

3/16現在北海きたえーる

●札幌市営地下鉄 ：東豊線 「豊平公園」から徒歩3分

北海きたえーる
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会場配置図

3/16現在北海きたえーる（館内）

B1F

関係者・身体障害者駐車場
29台

輸送バス
待機場所
●国内参加者

報道関係者駐車場
10台

開会式・分科会・総会・閉会式会場
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1F

ウェルカム雪だるま

（9/10 11:30〜）

一般施設利用者駐車場
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受付
手荷物検査所

車両出入口

車両入口

車両出口

一般施設利用者
車両出入口

関係団体展示

一般観覧席

B1Fへ



会場配置図

3/16現在北海きたえーる（館内）

2F 大研修室（9月11日（水）14:00頃から20分〜30分程度を予定）
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会場配置図

3/16現在北海きたえーる会場アクセス：知事公館 庭園（記念植樹）

知事公館 庭園

●札幌市営地下鉄 ：東西線 西１８丁目駅下車４番出口から徒歩５分
●JＲ・中央バス： 「道立近代美術館」から徒歩１分

会場
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日程表

開会式タイムスケジュール 9/10（火） ：北海きたえーる

TIME LAP SCENE CONTENTS

13:40 20 （移動・準備）

14:00 開会

14:00 8 オープニングアトラクション 道内高校吹奏楽部

14:08 2 オープニング映像

14:10 8 参加国紹介 10秒×（43＋1国）＝8分

14:18 2 開会宣言 議長

14:20 5 主催者挨拶

14:25 15
スタディツアー

事前学習ツアー 報告

5分×3班（15分）

14:40 閉会

［事前学習ツアー：道内高校］

※報道関係者は8:00からです。

※各プログラムの取材位置情報などについては改めてお知らせいたします。

※挨拶登壇者については変更の可能性もございます。
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TIME LAP SCENE CONTENTS

11:15 3 総会オープニング映像

11:18 2 総会開会宣言 議長

11:20 5 主催者挨拶

11:25 6 共催者挨拶 国連防災機関（UNDRR）

11:31 5 ビデオメッセージ 総理大臣

11:36 5 提唱者挨拶

11:41 5 参加大臣挨拶

11:46 36 分科会報告（前半） 分科会報告（発表5分、入替1分）6分×6グループ

12:22 10 休憩

12:32 36 分科会報告（後半） 分科会報告（発表5分、入替1分）6分×6グループ

13:08 6 大会宣言発表 議長

13:14 10 パフォーマンス 道内高校

13:24 5
クロージングアトラクション

「稲むらの火」継承

13:29 1 閉会宣言

13:30 閉会

日程表

※各プログラムの取材位置情報などについては改めてお知らせいたします。

※挨拶登壇者については変更の可能性もございます。

※報道関係者は7:30からです。

総会・閉会式タイムスケジュール 9/11（水） ：北海きたえーる

記念植樹 記念碑除幕式 タイムスケジュール 9/11（水） ：知事公館 庭園

TIME LAP SCENE CONTENTS

7:45 （30） 移動（ホテル→知事公館）

8:15 4 記念植樹 開式の辞

8:19 10 記念植樹

8:29 4 転換

8:33 4 記念碑除幕式開式の辞

8:37 5 記念碑除幕

8:42 3 閉式の辞

8:45 （45） 移動（知事公館→北海きたえーる）

※報道関係者は8:00からです。

※閉会後14:00（予定）から記者会見を行います。
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各種連絡先

サミット開催前

【取材申込書の提出先】

「世界津波の日」2019 高校生サミット in 北海道 運営事務局

株式会社ヤマチコーポレーション 内

E-mail：tsunami-summit2019@anker.jp

【問い合わせ先】

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 担当：西、雲井、奈良岡

ＴＥＬ ０１１－２０６－６８９６ 内線２３－７２２

サミット当日

当日の問い合わせは、報道関係者受付までお願いいたします。

※同時通訳の音声受信端末の受け渡し・回収もこちらで行います。

受付

車両出入口

会場

受付

●北海きたえーる 1Fメインアリーナエントランス ホワイエ 10日・11日共に8:00〜

●知事公館 11日7:30〜
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