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AI防災協議会 

 

―取材ご案内― 
 

阪神・淡路大震災から 25 年を迎える神戸市にて 
AI防災協議会シンポジウムと、全国初となる一般市民を対象とした実証訓練 

「LINE による情報共有実証訓練」を実施 
 

＜AI防災協議会シンポジウム＞ 

日時：2020年 1月 16日（木） 13:30～16:30 （13:00 受付開始） 

於：三宮研修センター （神戸市中央区八幡通 4-2-12 カサベラ FRⅡビル 505号室） 
 

＜LINEによる情報共有実証訓練＞ 

日時：2020年 1月 17日（金） 15:30～16:00 （15:00 受付開始） 

於：神戸国際会館こくさいホール （神戸市中央区御幸通 8-1-6） 

 

AI防災協議会（理事長：江口清貴）は、2019年 6月の設立から現在に至るまでの一連の取組みの振り返りと、今後のビジョンについ

ての議論を行うべく、1月 16日（木）にシンポジウムを開催いたします。 

基調講演に内閣府副大臣 平将明氏と神戸市副市長 油井洋明氏をお迎えするほか、協議会参画各者より各種プロジェクトについて

の紹介、行政関係者より自治体における実証実験などの実施報告を行います。 
 

あわせて、阪神・淡路大震災から 25年を迎える 1月 17日（金）は、過去を学ぶとともにこれからの防災・減災について考えるため神

戸市が開催する、「神戸防災のつどい 2020*1」において、「LINEによる情報共有実証訓練」を実施いたします。 

本訓練は、AI防災協議会が社会実装を目指し開発している SOCDAを実装した「SIP-KOBE実証訓練」LINE公式アカウント*2を用い

た市民参加型の訓練で、一般市民を対象とするのは初めてとなります。実際に大地震が発生した想定で、市民のスマートフォンから

投稿された周囲の状況などの情報が SOCDAにより地図上に整理・集約され、LINEのアカウントを通して市民へ共有されます。当日

は、10:00に訓練開始の呼びかけの配信を行い、市民から投稿された情報を、神戸国際会館こくさいホールにて、15:30より神戸市長

と AI防災協議会がプレゼンターとして再度情報発信・情報共有のデモンストレーション（情報共有状況画面の表示・説明）を行いま

す。 
 

つきましては、ご多忙の中大変恐縮ではございますが、本シンポジウムと実証実験をご取材賜りたくご案内申し上げます。ご出席の

際は誠にお手数ですが、1月 15日（水）17:00までに、メール（ press@linecorp.com 宛）にて、【貴社名・貴媒体名・代表者名・ご参加

人数・カメラ種別（スチール・ムービー）・ご連絡先】を記載の上ご連絡、もしくは、4ページ目の FAX返信用紙に必要事項を記載して

ご送付くださいますようお願い申し上げます。 

 

AI防災協議会 シンポジウム 

日時 2020年 1月 16日（木） 13:30～16:30 （13:00 受付開始） 

場所 三宮研修センター （神戸市中央区八幡通 4-2-12 カサベラ FRⅡビル 505号室） 

内容 

13:30-13:40  開会挨拶 

          AI防災協議会 顧問 喜連川 優 （国立情報学研究所 所長） ※ビデオメッセージ 

          AI防災協議会 顧問 林 春男  （国立研究開発法人防災科学技術研究所 理事長） 

 

13:40-13:55  基調講演 

          内閣府副大臣 平 将明 氏 

 

13:55-14:25  基調報告：各プロジェクトについて 

■SIP4Dについて 

          AI防災協議会 常務理事 臼田 裕一郎 

          （国立研究開発法人防災科学技術研究所 総合防災情報センター センター長） 

mailto:press@linecorp.com


 

■SOCDAについて 

          AI防災協議会 特別会員 鳥澤 健太郎 

          （国立研究開発法人情報通信研究機構 データ駆動知能システム研究センター センター長） 

■RiskMapについて 

          AI防災協議会 特別会員 村上 暁信 

          （Massachusetts Institute of Technology / 筑波大学 教授） 

          AI防災協議会 特別会員 Miho Mazereeuw 

          （Massachusetts Institute of Technology / Urban Risk Lab Director） 

■LINEリサーチと被災者支援 ChatBotについて 

          AI防災協議会 事務局長 福島 直央 

          （一般財団法人 情報法制研究所 事務局次長） 

 

14:25-14:35  基調講演 

          神戸市副市長 油井 洋明 氏 

 

14:35-15:05  現場報告：各プロジェクトについて現場からのご報告 

■三重県と伊勢市での取組報告 

          国土交通省中部地方整備局 三重河川国道事務所 所長 秋葉 雅章 氏 

■神戸市での取組報告 

          神戸市 消防局警防部 消防団支援課 課長 菊地 勝治 氏 

■千葉県での取組報告 

          千葉県 ICT利活用戦略担当 特命副課長 戸崎 将宏 氏 

   

15:05-15:15  休憩 

 

15:15-16:05  パネルディスカッション「AIを使った防災とは？」 

＜モデレーター＞ 

          AI防災協議会 常務理事 臼田 裕一郎 

＜登壇者＞ 

          AI防災協議会 理事 中尾 公哉 

          （損害保険ジャパン日本興亜株式会社 執行役員） 

          AI防災協議会 理事 萩行 正嗣 

          （株式会社ウェザーニューズ AIイノベーションセンター） 

          AI防災協議会 副理事長代理 桑島 宏明 

          （ヤフー株式会社 ライフライン事業本部 デザイン企画部） 

          国土交通省中部地方整備局 三重河川国道事務所 所長 秋葉 雅章 氏 

          AI防災協議会 事務局長 福島 直央 

 

16:05-16:20  全体質疑 

 

16:20-16:30  総括・今後に向けて 

          AI防災協議会 理事長 江口 清貴 （LINE株式会社 執行役員） 

 

LINEによる情報共有実証訓練 

日時 2020年 1月 17日（金） 15:30～16:00 （15:00 受付開始） 

場所 神戸国際会館こくさいホール （神戸市中央区御幸通 8-1-6） 

登壇者 
神戸市長 久元 喜造 氏 

AI防災協議会 常務理事 臼田 裕一郎 

訓練 

参加者*3 

来場者 （約 1,500名想定）ほか、 

「SIP-KOBE実証訓練」LINE公式アカウント 登録ユーザー（2019年末時点で約 7,000名） 



内容 

10:00-     「SIP-KOBE実証訓練」LINE公式アカウントからの呼びかけ(発信) 

      ――― 参加者各所にて、呼びかけを受信後、投稿 ――― 

15:30-     情報発信・情報共有のデモンストレーション（情報共有状況画面の表示・説明） 

15:45-     「SIP-KOBE実証訓練」LINE公式アカウントからの呼びかけ(発信) 

 

・内容は変更となる可能性がございます。 

・その他、スタッフからの指示及び誘導があった際には、その内容に沿ってのご取材をお願いいたします。 

 

 

 

*1 「神戸防災のつどい 2020」 について 

詳細は神戸市ホームページをご参照ください 

https://www.city.kobe.lg.jp/a95474/705067468895.html 

 

*2 SOCDAを実装した「SIP-KOBE 実証訓練」LINE公式アカウントについて 

詳細は AI防災協議会プレスリリースをご参照ください 

https://caidr.jp/data/2019-08-29press.pdf 

 

*3 参加人数について 

訓練は「SIP-KOBE実証訓練」LINE公式アカウントを通して行い、アカウントを登録しているユーザーであれば、どこからでも参加可

能となります。本アカウントを用いた実証訓練としては、これまで神戸市と AI防災協議会が協力を依頼した市民を対象に実施してま

いりましたが、今回初めて広く一般市民に告知を行い、参加の呼びかけを実施しております。 

 

以上 

 

 

 

【本取材に関するお問い合わせ先】 

LINE株式会社 広報：松根、安枝 

TEL：03-4316-2112 ／ （当日緊急のご連絡先）050-3189-6801 

E-mail：  press@linecorp.com 

 

  

https://www.city.kobe.lg.jp/a95474/705067468895.html
https://caidr.jp/data/2019-08-29press.pdf
mailto:press@linecorp.com


 

【FAX用紙（出席返信用）】 
 

返信先 FAX番号：03-4316-2115 LINE株式会社 広報 松根、安枝 行 

 

貴社名  

媒体名 

（部署名） 
 

参加日 □1/16のみ  □1/17のみ  □両日とも参加 

出席予定人数 （          名） 

代表者名 
 

撮影 □スチール  □ムービー  □撮影なし 

ご連絡先 
TEL：          FAX: 

MAIL： 

ご連絡欄  

 

＜AI防災協議会シンポジウム＞ 
日時：2020年 1月 16日（木） 13:30～16:30 （13:00 受付開始） 

於：三宮研修センター （神戸市中央区八幡通 4-2-12 カサベラ FRⅡビル 505号室） 
 

＜LINEによる情報共有実証訓練＞ 
日時：2020年 1月 17日（金） 15:30～16:00 （15:00 受付開始） 

於：神戸国際会館こくさいホール （神戸市中央区御幸通 8-1-6） 

【アクセス】 

各線三宮駅より 

徒歩 5 分（三ノ宮研修センター） 

徒歩 10 分（神戸国際会館） 


