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会場：名古屋市ささしまライブ24エリア
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in 名古屋

大規模災害に備える
～まなぶ・つながる・つよくなる～

10月19日(土) 10月20日(日)

『防災を、もっと日常に』



平素より防災行政の推進にご支援、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

2011年に発生した東日本大震災はもとより、2016年の熊本地震、2017年の九州北部豪雨、2018

年は、6月の大阪府北部地震、平成30年7月豪雨、台風第21号をはじめとする一連の台風、北海道胆

振東部地震など、我が国は場所を問わず、自然災害が起こりやすい特性を有しております。政府としては、

自然災害から国民の生命と財産を守るため、過去の災害から得られた貴重な訓練を踏まえ、防災対策を

不断に見直し、ハードとソフトの対策を適切に組み合わせた総合的な防災・減災対策に取り組んでおります。

一方、個人や家庭、地域での災害に対する備えや対策をとることにより、災害による被害を減らすことがで

きます。例えば、家具の固定や食料・日用品の備蓄、異常な自然現象に際しての避難行動、被災時の避

難生活に備えた近隣での話し合いや地区防災計画の作成など、生命や財産、生活を守る行動を一人ひ

とりが行うことは防災・減災のために、大変有効です。政府としても「公助」と連携して、このような「自助・共

助」の取組を促進し、国民の皆様の防災意識の向上が図れるよう、様々な活動を推進しています。

こうしたなか、2015年３月の「第３回国連防災世界会議」で採択された「仙台防災枠組2015-

2030」では、自助・共助の重要性が国際的な共通認識とされました。内閣府は2016年度から、仙台防

災枠組を踏まえて発足した「防災推進国民会議」や以前から災害被害軽減の国民運動推進を目的とし

て活動している「防災推進協議会」とともに、国内最大級の総合防災イベント「防災推進国民大会」を開

催し、国民の皆様の防災意識の向上に努めているところです。

昨年度は、東京にて「防災推進国民大会2018」を開催し、２日間で延べ約１万2千名の方が来場さ

れました。防災に関する様々なテーマについて議論するセッションをはじめ、ブース・ポスター展示、屋外イベン

トなどにより、専門家からご家族連れまで幅広い方が防災を学ぶことのできる場となりました。

4回目となります「防災推進国民大会2019」は、愛知県、名古屋市の協力の下、「大規模災害に備え

る ～まなぶ・つながる・つよくなる～ 『防災を、もっと日常に』」を大会テーマとして、10月19日(土)・20日

(日)に開催することを予定しております。名古屋は、大規模災害発生時においても中部圏の社会・経済活

動が維持されるための産官学を超えた共助の枠組を持っていること、南海トラフ地震の発生が予測される

地域であること、2019年は災害対策基本法策定のきっかけとなった伊勢湾台風から60年であることより、

「防災推進国民大会2019」の開催地となりました。会場となるささしまライブ24エリア（名古屋コンベンショ

ンホール・パークエリア・キャナルゲートエリア）ではセッションやワークショップ、プレゼンブース、ポスターセッション

や屋外イベントが幅広く催されます。

「防災推進国民大会2019」の成功には、防災に取り組む方々が日頃の成果をセッションやワークショップ、

プレゼンブース、ポスターセッションや屋外イベントにて発表し、参加者の方々や出展者同士の連携を通じて

教訓やノウハウを共有していただくことが不可欠です。多くの方々の出展をお待ちしております。

2019年1月
内閣府政策統括官(防災担当)

ご挨拶
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●名 称 防災推進国民大会2019
●テーマ 大規模災害に備える～まなぶ・つながる・つよくなる～ 『防災を、もっと日常に』
●主 催 内閣府 ・ 防災推進協議会 ・ 防災推進国民会議

●開催趣旨 「自助・共助」、「多様な主体の連携」及び「地域における防災力の向上」を促進するため、
国民の防災意識の向上、災害に関する知識や経験等の共有を図ること。

●開催日時 2019年10月19日（土）10:00～18:00 ※屋外展示は16時まで
10月20日（日）10:00～16:00

●開催会場 名古屋市ささしまライブ24エリア（名古屋コンベンションホール・パークエリア・キャナルゲートエリア）
●対象者 防災に関心のある方、学びたい方
●入場料 無料
●来場者数 1万人を予定
●ウェブサイト http://bosai-kokutai.jp/

※過去の大会の概要を見ることができます。

●出展タイプ セッション、ワークショップ、プレゼンブース、ポスター、テントブース、屋外展示
●インターネット中継あり

開催概要

ぼうさいこくたい

交通のご案内

＜アクセス＞

あおなみ線「ささしまライブ駅」から
2階エントランス直結

◆名古屋駅から「ささしまライブ駅」への
アクセス

JR「名古屋」駅よりあおなみ線で3分

http://bosai-kokutai.jp/
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防災推進国民大会2019 テーマ選定理由

開催地（名古屋市）の選定理由

１．産学官を超えた共助の枠組
愛知県、名古屋市、名古屋大学は、産業界とともに、大規模災害発生時においても、中部圏の社会・
経済活動が維持されるための研究開発や事業を戦略的に推進するため、「あいち・なごや強靭化共創セ
ンター」を設立しました。同センターは研究機能とともに、コーディネート機能、企業・県民・行政の防災活
動をワンストップで支援する機能を担っています。

２．南海トラフ地震の発生が予測される地域
異常な現象が観測された際の新たな防災対応を実施する上での課題等について、中部経済連合会、有
識者、地方公共団体等で構成する検討会が設立され、企業の防災対応について、内閣府、国土交通
省中部地方整備局、あいち・なごや強靱化共創センターとともに検討を進めています。

３．2019年は災害対策基本法策定のきっかけとなった伊勢湾台風から60年
災害対策基本法策定のきっかけとなった伊勢湾台風から60年が経過した2019年は我が国の防災にとっ
て、非常に重要な節目です。我が国の公助と連携した自助・共助による防災について、全国民にメッセー
ジを発信する最良の機会です。

大規模災害に備える ～まなぶ・つながる・つよくなる～
『防災を、もっと日常に』

我が国は、その自然的条件から、災害が発生しやすい特性があります。このため、防災
は我が国にとって、政府のみならず、国民一人一人が取り組む重要な課題となっています。

昨今は、気候変動の影響等により気象が急激に変化したり、自然災害が頻発化・激
甚化する傾向にあります。また、南海トラフ地震、首都直下地震等の大規模災害が発
生することも予測されています。政府はソフト・ハードの両面から取り組みを実施しており、
このような「公助」と連携し、一人ひとりが自分の身は自分で守るための「自助」、さらに、
地域で助け合う「共助」による取組みを推進することが重要になっています。

いつ・どこで・どのような災害が起こっても、被害をできる限り減らし、対応できるように備え
るためには、防災を何か特別な、追加的にやらなければいけないこととして構えているので
は不十分です。また、自分以外の誰か、専門の人任せにしてもいけません。

誰でも、いつでも、防災に備えることができている。
普段の生活に、自然に防災が浸透している。

そのためには、防災について、学び、地域の課題について理解を共有すること【まなぶ】、
一人ではなく、地域のなかで多くの人が一緒になって、知恵を出し合うこと【つながる】、
それによって、防災に対する備えができ、地域のなかで新たな価値が実現できること【つよく
なる】を目指していきたい。

これが、名古屋で開催される防災国大2019に込められた思いです。
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1：セッション（23枠）

講演やパネルディスカッションを行うタイプ
※2以上のセクター（産業界、行政界、学術界、民間NPO業界など）がセッションの
登壇者として参画するようにしてください。行政関係者のみや学術界のみなど、単
独のセクターの 方のみが登壇するセッションは受付けません。

本大会には１～６のタイプによる出展ができます

●実施場所 メインホール、中会議室
●実施時間 1小間90分 ※45分枠の申込も可能です。

●収容人数 120～300名 ※ご希望の会場規模を公募用紙に記載ください。

●無償提供 音響、プロジェクター、スクリーン、司会者台、演台、机、イス

3：プレゼンブース（50枠程度）

出展者が展示パネル前に常駐して
来場者に説明するタイプ

●小間サイズ 幅1980mm
×奥700mm
×高2400mm
（コの字型）

●無償提供 出展名プレート、
展示台、イス2脚
パネル貼付用粘着テープまたはチェーンフック

●備 考 電源の使用をご希望の場合、申込書に使用電力量をご記入ください。
ただしご希望に添えない場合がありますことをご了承願います。

○出展には審査があります（P8参照）
○出展会場・場所と実施時間は主催者が決定いたします
○集客は出展団体にお願いしております

*以下に記載されている内容は予定です。変更になる場合があります。

※詳細については出展者公募説明会(2019年４月予定)にてご案内いたします。

2：ワークショップ（屋内・屋外37枠）

来場者を参加させるワークショップタイプ

●実施場所 中会議室、小会議室または屋外テント
●実施時間 1小間90分
●参加人数 20～80名程度
※ご希望の会場規模及び場所(屋内・屋外) を公募用紙に記載ください。

●無償提供
屋内：音響、プロジェクター、スクリーン、司会者台、演台、机、イス
屋外：出展名プレート、テント、横幕、長机2本、イス4脚
※テントの仕様は、次頁のテントブースと同様になります。

出展タイプ
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車両の展示やミニステージなどのイベントタイプ

●実施場所 パークエリア、キャナルゲートエリア

●無償提供 テント幅5.4m×奥3.6m、
出展名プレート、長机2本、イス4脚

5：テントブース（10～20枠程度）

屋外テントによる展示タイプ

●実施場所 パークエリア、キャナルゲートエリア
●テントサイズ 幅5.4m×奥3.6m（仮）

●無償提供 出展名プレート、テント、横幕、長机2本、イス4脚

●備 考 電源の使用をご希望の場合、申込書に使用電力量を
ご記入ください。ただしご希望に添えない場合があります
ことをご了承願います。

4：ポスターセッション（20枠程度）

出展団体が展示パネル前に立ち
説明するタイプ

●小間サイズ 幅1800mm×高2100mm
（平型）

●無償提供 出展名プレート、展示机
パネル貼付用粘着テープ
又はチェーンフック

出展タイプ

6：屋外展示（5枠程度）

出展名 W900×H150

600

600
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名古屋コンベンションホール 2~4階

場所 10月19日（土） 10月20日（日）

10:30
12:00

13:00
14:00

14:30
16:00

16:30
18:00

10:00
11:30

12:30
14:00

14:30
16:00

2

階

中会議室201(80席)
ワーク
ショップ

ワーク
ショップ

ワーク
ショップ

ワーク
ショップ

ワーク
ショップ

3

階

メインホールA(286席)
オープ
ニング
セッション

テーマ
セッション

テーマ
セッション

テーマ
セッション

テーマ
セッション クロー

ジング
セッション

メインホールB(286席) テーマ
セッション

テーマ
セッション

テーマ
セッション

テーマ
セッション

中会議室301(140席) テーマ
セッション

テーマ
セッション

テーマ
セッション

テーマ
セッション

テーマ
セッション

中会議室302(123席) テーマ
セッション

テーマ
セッション

テーマ
セッション

テーマ
セッション

テーマ
セッション

4

階

中会議室405(126席) テーマ
セッション

テーマ
セッション

テーマ
セッション

テーマ
セッション

テーマ
セッション

中会議室408A(70席) ワーク
ショップ

ワーク
ショップ

ワーク
ショップ

ワーク
ショップ

ワーク
ショップ

中会議室408B(70席) ワーク
ショップ

ワーク
ショップ

ワーク
ショップ

ワーク
ショップ

ワーク
ショップ

中会議室409A(50席) ワーク
ショップ

ワーク
ショップ

ワーク
ショップ

ワーク
ショップ

ワーク
ショップ

中会議室409B(50席) ワーク
ショップ

ワーク
ショップ

ワーク
ショップ

ワーク
ショップ

ワーク
ショップ

ホワイエ2、3、4階 ブース・ポスター展示 ブース・ポスター展示

６

３
４

２

３
80人

24人 ２ ２ ２

３６

８
８
８
８

２２

事務局控室

事務局控室
１

２ ２
126人

50人

使用会場

※青字：セッション会場収容可能人数、黄色字：ワークショップ会場収容可能人数、赤字：ブース＋ポスター：設置可能小間数

70人

286人

286人

140人
123人

70人

50人

B AB A
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パークエリア（1号公園）、キャナルゲートエリア（高架下広場）

キャナルゲートエリア（高架下広場）

パークエリア（1号
公園）

【スケジュール】

場所 10月19日（土） 10月20日（日）

10:30
12:00

13:00
14:00

14:30
16:00

10:00
11:30

12:30
14:00

14:30
16:00

パーク
エリア

テント・屋外展示 テント・屋外展示

ワーク
ショップ

ワーク
ショップ

ワーク
ショップ

ワーク
ショップ

ワーク
ショップ

ワーク
ショップ

キャナルゲート
エリア

テント・屋外展示 テント・屋外展示

ワーク
ショップ

ワーク
ショップ

ワーク
ショップ

ワーク
ショップ

ワーク
ショップ

ワーク
ショップ

使用会場
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（1）出展タイプ
屋内：「セッション」 「ワークショップ」 「プレゼンブース」「ポスターセッション」
屋外：「テントブース」「ワークショップ」「屋外展示」
ご希望のタイプをお申し込みください。
1団体が複数の出展タイプへの申込はできますが、各出展タイプごとの申込枠は１つに限ります。

（2）出展内容
この大会は「自助・共助」、「多様な主体の連携」及び「地域における防災力の向上」を促進するため、
国民の防災意識の向上、災害に関する知識や経験等の共有を図ることを趣旨としています。
出展内容は、大会趣旨と大会テーマ選定理由(P3)に沿ったものに限ります。

（3）出展資格
「防災推進国民大会2019」の趣旨に賛同する、防災等に関する活動や取組をされている団体
（公益法人、学校、大学、企業、NPO、各種サークル等）

（4）出展費用
出展タイプごとに記述した「無償提供」のものと、会場賃料は無料です。
上記以外の費用は出展団体にてご負担ください。

（5）申込方法
本書に記載している内容をご承諾の上、
別紙出展申込書（4月10日(水)以降に公式HP(http://bosai-kokutai.jp/)にてダウンロード可）に
必要事項を記載し、4月15日(月)から5月24日(金)12時に運営事務局まで、メールまたはFAXで提出
して下さい。

（6）出展審査基準
１．大会趣旨と大会テーマ選定理由(P3)に沿ったメッセージがあること
２．集客の目途が明確であること
３．特定の商品やサービスを販売することを目的としていないこと

以上の基準を満たすことを、審査委員会で確認いたします。

（7）出展位置
出展位置は、大会事務局にて決定いたします。

（8）スケジュール

問合わせ先

大会主旨に関する問い合わせ先
【大会事務局】

内閣府 政策統括官（防災担当）付
担当：諸留、馬場、穴井

Mail：bousai19.e4d@cao.go.jp
Tel：03-3502-6984

申込書提出・出展に関する問い合わせ先
【運営事務局】（株式会社CBCクリエイション内）

担当：水野、岡島、白井

Mail：info@bosai-kokutai.jp
Tel：052-249-3931
Fax：052-252-0070

出展申込期間

2019年4月15日(月)から
5月24日(金)12時 運営事務局必着

※申込用紙は公式HP(http://bosai-kokutai.jp/)
にてダウンロード可能（4月10日(水)以降公開）

出展決定の連絡 2019年6月14日(金)17時までにメールで連絡します

募集要項
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 企画内容が防災推進国民大会の開催趣旨・公序良俗・各種法令・施設管理者の定める規則に
則ったもののみ応募可能です。主催者が適当でないと判断したものについては、出展をお断りする場
合があります。

 申込者の希望はできる限り尊重しますが、希望に添えない場合もありますことをご了承ください。

 出展者による物販は禁止とします。特定の商品やサービスを販売することを目的としないこと。

 屋内での火気の使用は禁止とします。

 主催者は会場全般の管理について最大限の注意を払いますが、出展物の管理は各自責任を
持つものとし、盗難、紛失、火災、損傷、その他不可抗力による損害については、責任は負わない
ものとします。

 主催者は、天災、悪天候、その他不可抗力によって、本大会の開催を中止する場合があります。
その場合、主催者はこれによって生じる損害、費用の増加、その他出展者に生じた不利益な事態に
ついて、責任を負わないものとします。また、借用備品代等の費用の返却はいたしません。

 出展物の実演によって、他の出展者及び周辺住民等から苦情が発生した場合や、会場の
保全・秩序の維持や来場者の安全に支障があると認められた場合、主催者は出展者に、
実演の中止もしくは制限を求める場合があります。これにより発生した費用の補償はいたしません。

 その他出展規定につきましては、運営事務局までお問い合せください。

注意要項
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防災推進国民大会事務局は、ご登録いただいた個人情報を
下記のとおり適正にお取り扱いいたします。

（1）個人情報利用目的
ご登録いただいた個人情報は、防災推進国民大会への出展申込、
各種運営業務、出展者への緊急時のご連絡、内閣府からのお知らせ（大会後も含む）
アンケート調査や報告書作成に必要な場合に使用します。
なお、これらの範囲を超えて使用することはありません。

（2）個人情報の共同利用
お預かりした個人情報は、上記の利用目的のため大会事務局で利用させていただきます。
また、一部の個人情報を上記の利用目的のため外部業者及び協力会社に委託することがありますが、
その場合も適切な管理を行うように業務委託先の監督を行います。

（3）個人情報の第三者提供
法令の規定等や来場者及び公衆の生命、健康、財産などの重大な利益を保護する場合を除いては、
お預かりした個人情報を第三者に提供することはありません。

（4）個人情報の開示、訂正、抹消等
お預かりした個人情報は、本人または本人の認めた代理人からの請求であり、
かつ正当な理由であることを確認できた場合に限り所定の手続きに基づき照会、訂正、削除を行い
ます。ただし、運営上最低限必要な個人情報は削除できません。

（5）個人情報のお預かりについての同意、不同意
本説明についてご同意いただく場合に限り、出展申込いただくことができます。
ご同意いただけない場合は、出展申込を行っていただくことができません。

（6）個人情報に関するお取り扱いの本人同意
（5）の「本説明についてご同意いただく場合」には、本人の認めた代理人が登録する、本人の
各種個人情報に関して、上記（1）～（5）の項目が本人へ通知または公表されていることを含み
ます。

個人情報取り扱い
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●出展者公募説明会 (4月18日(木)、22日(月))

防災推進国民大会の趣旨、基本方針を説明します。

防災推進国民大会へ出展を検討されている団体は、できる限りご出席ください。

※出展者公募説明会の申込については別紙の公募チラシに必要事項をご記入の上ご提出ください。

◆第一回

・開催日程 2019年4月18日(木)14時～15時半

・開催場所 内閣府 中央合同庁舎８号館（〒100-0014 東京都千代田区永田町１丁目６−１）

◆第二回

・開催日程 2019年4月22日(月)14時～15時半

・開催場所 名古屋市役所（〒460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸３丁目１−１）

スケジュール

出展者公募

説明会開催

出展者公募

締切
出展者決定 出展者説明会

各出展団体より

企画内容の発表

東京・名古屋で開催

2 0 1 9年

5月24日12時
10月19日(土)

20日(日)

ぼうさいこくたい
2019

4月18・22日 6月14日 7月3・8日

メールで連絡

●出展者説明会 (7月3日(水)、8日(月))

防災推進国民大会の実施概要、出展に係る手続等を説明します。

出展者決定の連絡を受けた団体は、下記いずれかに必ずご出席ください。

◆第一回

・開催日程 2019年7月3日(水)10時～11時半

・開催場所 内閣府 中央合同庁舎８号館（〒100-0014 東京都千代田区永田町１丁目６−１）

◆第二回

・開催日程 2019年7月8日(月)14時～15時半

・開催場所 名古屋市役所（〒460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸３丁目１−１）
※時間と場所は変更になることがあります。変更の際は再度ご連絡いたします。

東京・名古屋で開催

問合わせ先

大会主旨に関する問い合わせ先
【大会事務局】

内閣府 政策統括官（防災担当）付
担当：諸留、馬場、穴井

Mail：bousai19.e4d@cao.go.jp
Tel：03-3502-6984

申込書提出・出展に関する問い合わせ先
【運営事務局】（株式会社CBCクリエイション内）

担当：水野、岡島、白井

Mail：info@bosai-kokutai.jp
Tel：052-249-3931
Fax：052-252-0070

出展申込期間

2019年4月15日(月)から
5月24日(金)12時 運営事務局必着

※申込用紙は公式HP(http://bosai-kokutai.jp/)
にてダウンロード可能（4月10日(水)以降公開）

出展決定の連絡 2019年6月14日(金)17時までにメールで連絡します



向上した
58%

少し向上した
40%

＜ぼうさいこくたい2018来場者アンケート＞

一緒にイベントを盛り上げてくれる出展企業・団体を募集しています！ 詳しくは ぼうさいこくたい 検 索

会場
MAP

98％の参加者
の防災意識が
向上！

国内外の様々な

団体・機関が大集合
約100以上のセッション

ワークショップ、ブースが

集結する

国内最大級の

防災イベント！

会場：名古屋市ささしまライブ24エリア
（名古屋コンベンションホール・パークエリア・キャナルゲートエリア）

主催：内閣府 ・ 防災推進協議会 ・ 防災推進国民会議

10月19日(土)

10月20日(日)

ぼうさいこくたい
防災推進国民大会

2019 in 名古屋

大規模災害に備える
～まなぶ・つながる・つよくなる～ 『防災を、もっと日常に』

公募チラシ

セッション ブース展示 テントブース ポスターセッション ワークショップ



ぼうさいこくたい 期間

会場

出展

料

申込

開始

２０１９

2019年10月19日土 20日日

名古屋市

ささしまライブ24エリア
（名古屋コンベンションホール・パークエリア・キャナルゲートエリア）

2019年４月15日月
出 展 ま で の ス ケ ジ ュ ー ル

出展者公募

説明会
東京(内閣府)と

名古屋（名古屋市役所）で
開催

出展者決定

各出展団体より

企画内容の発表

東京（内閣府）と

名古屋（名古屋市役所）

で開催

2 0 1 9年 4月18・22日 5月24日12時 6月14日 7月3・8日 10月19日(土)

20日(日)

ぼうさいこくたい
20 19

出展には審査があります無 料
※主催者により、大会の趣旨に沿ったものであるか、集客可能性等を審査します。

ＦＡＸ又はメール送信してください。 FAX番号

FAX/E-mail

送信

ぼうさいこくたい

２０１９
に

4月18日(木)14時から【東京】で実施される出展公募説明会に参加したい

4月22日(月)14時から【名古屋】で実施される出展公募説明会に参加したい

貴社名・団体名

所在地

ＴＥＬ ＦＡＸ

部署・役職 ご担当者氏名

Ｅ‐mail

ご質問などありましたら、ご自由にお書きください。

資料請求・お問い合わせ

ご記入いただいた個人情報は、「ぼうさいこくたい２０１９」に関する資料送付ならびにご連絡のために使用します。

問合せ先
内閣府 政策統括官（防災担当）付 担当：諸留、馬場、穴井 Tel：03-3502-6984 Fax：03-3581-7510

(03)-3581-7510
bousai19.e4d@cao.go.jp出展を検討されている方は下記様式にご記入の上、

FAX又はメール送信してください。

E-mail

出展を検討しているので

※該当する□にチェック☑を入れて下さい

出展者公募

締切
申込用紙は4月10日以降、

公式HP(http://bosai-

kokutai.jp/)

にてダウンロード可能

メールで連絡

出展者説明会


