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本書に関するご質問は下記までお願いします

防災推進国民大会2019運営事務局
株式会社CBCクリエイション
［担当：水野、岡島、白井］

- 受付時間 - 10:00〜12:00 / 13:00〜17:00

mail info@bosai-kokutai.jp

Tel 052-249-3931

Fax 052-252-0070
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変更・追加事項

対象ページ 変更・追加内容 備考

7-42 出展団体名、タイトルを申請内容に合わせて修正しています。

21-30 屋内SS、WSの受付場所を設定しました。
プログラムの間隔が短い時間帯がありますので、それぞれ配慮してご利用く
ださい。

23 開始45分前迄に各部屋付きのスタッフと打合せを行ってください。
屋内SS、WSの開始前の打合せスペースを小会議室305に設定しました。
複数スペースの利用はご遠慮ください。
共用の部屋ですので、それぞれ配慮してご利用ください。

休憩スペースではありません。

SS、WS出展者向けのカタログラックを3F（エスカレーター前）に用意し
ます。A4サイズまで設置可能。

各社1枠
補充は各出展者でお願いします。

25 メインホール（A・B）客席後方にカメラ台の設置に伴い、客席数を変更し
ました。

29-30 会場の都合により、中会議室408、409の基本備品を変更しました。
演台、司会台、ポータブルPAを基本備品から外してます。
マイクの使用はご遠慮ください。

演台、司会台のご希望は事務局にご
相談ください。

43 出展者証（パス）を発行することになりました。
来場初日に出展者窓口で必ず受け取ってください。

1出展あたり5枚まで無料。
6枚以上希望の場合は有償提供。

事務局からご案内の通り、ぼうさいこくたい2019レセプションを10月19
日（土）夕方に愛知大学食堂にて開催します。
事前申し込み制ですが、会場に余裕がある場合に限り当日参加も受付けます。
レセプションチケットは、来場初日に出展者証とともにお渡しします。

予定：18:30開宴、19:40中締め

18日（金）の搬入時間を変更しました。

PR / CR / PO：16:00〜19:00 TE / OT：13:00〜17:00

45 パークエリア、キャナルゲートエリアに車両を乗り入れる際、公園管理者の
許可証が必要となりました。

関係する出展者様へは事務局よりご
案内します。

45-46 宅配便での搬入出の注意事項を追記しましたので、ご確認ください。
NCH（名古屋コンベンションホール）の荷物受付場所が変更になりました。

48

会場での撮影（ビデオ、写真）については下記のルールに従ってください。

① 肖像権や個人情報の取り扱いに注意してください。
「勝手に撮影されない権利」
「勝手に公開されない権利」

「有名人などが自分の画像を勝手に商業利用されない権利」

② 被写体に人物が入る場合は、対象者に撮影許可を取ってください。

特に、未成年者の場合は保護者の承諾が必要です。

③ 撮影する場合は、各出展者毎に定めた腕章等目印を必ず着用してくださ
い。

49 中止基準を修正しました。

SS/WS 打合せスペース
［小会議室305］

スペース①

スペース② スペース③
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「ぼうさいこくたい」は、ご家族連れから専門家まで幅広い方が防災を学ぶことができるイベントです。

今年は4回目を迎え「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』」

をテーマにしています。

開催日の10月19日（土）・20日（日）の2日間、名古屋ささしまライブエリア（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、中京テレビ）において、セッション、ワークショップ、プレゼンブースや

屋外イベントなど幅広く展開します。

また、「あいち・なごや防災フェスタ」が同会場にて同時開催されます。

【同大会の背景】

平成27年3月「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、これを踏まえて防災推進国民会議が発足しました。

2016年より、内閣府は防災推進国民会議、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

災推進協議会と協力し、国民全体で防災意識を向上することを目的に、

「防災推進国民大会（ぼうさいこくたい）」を開催しています。

2019年7月

防災推進国民大会2019実行委員会

ぼうさいこくたいとは
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開催概要

■ 名 称 ： 防災推進国民大会2019 （ぼうさいこくたい2019）

正式な企画名称は「防災推進国民大会」になりますが、より国民になじみやすく覚えやすくするために、
平仮名で「ぼうさいこくたい2019」と呼称し、広報にもこの名称で取り上げていきます。

■ 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』

■ 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

20日（日） 10:00〜16:00

■ 開 催 会 場 ： 名古屋市ささしまライブ24

- 名古屋コンベンションホール
〒453-6102 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート

- パークエリア ＆ キャナルゲートエリア
愛知県名古屋市中村区平池町4丁目

- 中京テレビ（1Fエントランス、プラザC）
〒453-8704 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-11

■ 主 催 ： 防災推進国民大会2019実行委員会

（内閣府、防災推進協議会、防災推進国民会議）

■ 同 時 開 催 ： 愛知県・名古屋市主催［あいち・なごや防災フェスタ］

■ 参 加 費 ： 無料

■ 大 会 ロ ゴ ：
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出展構成

JICA

グローバル
ゲート

マーケット
スクエア
ささしま近鉄

米野駅

あおなみ線
ささしまライブ駅

名古屋コンベン
ションホール

キャナルゲート
エリア

中京テレビ

パークエリア

愛知大学

SS セッション 講演やトークセッションを来場者に聴かせるタイプ

WS ワークショップ（屋内） 来場者参加型のワークショップ

PR プレゼンブース（名古屋コンベンションホール） ブースの前に出展者が常駐し、説明やミニプレゼンテーションを行
うタイプCR プレゼンブース（中京テレビ）

PO ポスターセッション
パネルに展示を行うタイプ。出展者がパネル前に立ち説明すること
を推奨。

W ワークショップ（屋外） 来場者参加型のワークショップ

TE テントブース 屋外テントでの展示ブース。出展者常駐を推奨。

OT 屋外展示（展示） 車両以外の展示

OS 屋外展示（車両） 車両の展示

ST ステージ ステージイベント

アクセス ： あおなみ線ささしまライブ駅から歩行者
デッキ直結

近鉄米野駅から歩行者デッキ経由で6分

JR名古屋駅 広小路口から徒歩12分

名古屋ささしまライブの屋内外を会場に開催

名古屋コンベンションホール

セッションを中心にワークショップ、プレゼンブー
ス、ポスターセッションなど、様々なタイプを展開
する防災を専門的に考えるエリア。
子供向けワークショップも多数あります。

パークエリア & キャナルゲートエリア

テントブースを中心に屋外展示やステージイベント
など、子供から大人まで楽しく防災を学べるエリア。
「あいち・なごや防災フェスタ」も多数出展してい
ます。

中京テレビ

プレゼンブース。「あいち・なごや防災フェスタ」
による体験型アトラクションも展開。

出展内容
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開催までのスケジュール

第1回 東京 7/3（水） 第2回 名古屋 7/8（月） の何れかに参加

● 会場構成・スケジュール・アクセス等

● レギュレーションの説明

● 搬入出方法（車両・宅配便・ハンドキャリー）、搬入出及び作業時間等の諸注意

● 基本設備（レイアウト・備品等）の説明とオプションの発注方法についての説明

● 今後のスケジュールの説明

※ 東京・名古屋の両会場で同じ内容を説明

会場見学会 8月5日（月） 会場見学を実施

● 名古屋コンベンションホール3Fホワイエに14時集合

● 会場毎（屋内・屋外）に分かれて見学会を実施

※ 出席は資料2 その他質問事項に記載してください。

7/3（水） 東京
7/8（月） 名古屋

出展タイプ毎に内容の調査書（セッション パネリストの登録等）提出
締切8月23日（金）

● 出展タイプ毎にレイアウト、出展物（展示物）等の調査を行います。

● セッションやワークショップでは、利用時間（準備片付け含む）が限られているため
レイアウト・進行内容・準備物等を確認調整する必要があります。

● セッション出展者は、講演者、パネリスト等の登壇者の情報（氏名、プロフィール）
を事務局に連絡してください。

（当日プログラム及び当日のプログラムに記載します。）

※ 出展内容調査表、セッション調査表は、8月1日（木）にお送りします。

※ 出展に際してのご相談等がありましたら、事務局までご連絡ください。

出展内容調査質問等発出
8月1日（木）

出展者説明会

説明会資料2提出書類発出
7月9日（火）

説明会資料2提出 締切7月26日（金）

搬入出の指定時間（搬入出許可証）を事務局より送信します。搬入出プラン発出 10月初旬

10月19日（土）10:00〜18:00 ※屋外会場は16時迄
10月20日（日）10:00〜16:00

大会当日 10月19-20日

● 来場時間は43ページを参照してください。

搬入出申請書提出 締切9月20日（金）

● レイアウト等の必要箇所をご記入ください。

● 搬入出で車両を使用する場合は、搬入出車両申請に必要事項を記入し提出してくださ
い。

搬入出等調査質問 発出
8月26日（月）

展示物等を宅配便で送る場合は、10/18AM必着でお送りください。（P.43-44参照）送付荷物必着 10月18日（金）

今後のスケジュール
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プログラム ［セッション］

19日
（土）

メインホールA メインホールB 301会議室 302会議室 405会議室 406+407

10:30

SS-06
三の丸地区再整備

研究会

SS-09
岐阜聖徳学園高校

SS-12
南海トラフ広域地震
防災研究プロジェク

ト
（国立研究開発法人
海洋研究開発機構）

SS-30
TEAM防災ジャパン

（407）

|

12:00

13:00

SS-01
オープニングセッション

|

14:00

14:30

SS-02
中日新聞社

SS-04
(公財)日本消防協会

SS-07
防災教育チャレンジ
プラン実行委員会

SS-10
内閣府

SS-13
東北大学災害科学国

際研究所

SS-31
防災人材交流シンポ
ジウム実行委員会

（406＋407）

|

16:00

16:30

SS-03
内閣府

SS-05
防災学術連携体、日
本学術会議・防災減
災学術連携委員会

SS-08
(公社)日本医師会

SS-11
ＮＳＬ マスメディ
アと研究者による地
震災害軽減に関する

懇話会

SS-14
環境省

|

18:00

20日
（日）

メインホールA メインホールB 301会議室 302会議室 405会議室 406+407

9:00

SS-32
防災教育チャレンジ
プラン実行委員会

（407）

|

10:00 SS-16
内閣府/南海トラフ地震

対策中部圏戦略会議
ハイレベルセッション

SS-18
(独)国際協力機構

SS-20
(公財)味の素

ファンデーション

SS-22
日本学術会議

SS-24
国際大学グローバ
ル・コミュニケー
ション・センター

|

11:30

|
11:45

12:30 SS-17
名古屋市役所、

内閣府、国土交通省
庄内川河川事務所

SS-19
(一社)日本損害保険

協会

SS-21
NPO法人全国災害ボ
ランティア支援団体

ネットワーク

SS-23
東海圏減災研究
コンソーシアム

SS-25
NPO法人事業継続

推進機構
|

14:00

14:30

SS-15
クロージングセッション

|

16:00
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出展
番号

出展場所
出展
日時

出展団体名 タイトル

SS-01
メイン

AB
19土
1300

防災推進国民大会2019実行委員会 オープニングセッション

SS-02 メインA
19土
1430

中日新聞社 『わたしの証言～記憶をつなぐ』

SS-03 メインA
19土
1630

内閣府 地区防災計画のこれからを考える

SS-04 メインB
19土
1430

公益財団法人 日本消防協会 女性パワーが活きる地域防災

SS-05 メインB
19土
1630

防災学術連携体、日本学術会議・防災減災
学術連携委員会

あなたが知りたい防災科学の 前線

SS-06 301
19土
1030

三の丸地区再整備研究会 大規模災害に備えた広域連携機能の強化

SS-07 301
19土
1430

防災教育チャレンジプラン実行委員会 防災教育交流会

SS-08 301
19土
1630

公益社団法人日本医師会 災害と医療～レジリエントな地域づくりとは

SS-09 302
19土
1030

岐阜聖徳学園高校 「第2回 全国高校生地域防災サミット in 名古屋」

SS-10 302
19土
1430

内閣府 難解？ 何回？ 南海トラフ地震を迎え撃て！

SS-11 302
19土
1630

ＮＳＬ マスメディアと研究者による地震
災害軽減に関する懇話会

本音で語り合う！巨大台風・地震への備え

SS-12 405
19土
1030

南海トラフ広域地震防災研究プロジェクト
（国立研究開発法人海洋研究開発機構）

南海トラフ巨大地震研究と減災対応

SS-13 405
19土
1430

東北大学災害科学国際研究所 東日本大震災のアーカイブと教訓の活用・発信

SS-14 405
19土
1630

環境省 D.Waste-Net 災害廃棄物処理に民間力を!

SS-15
メイン

AB
20日
1430

防災推進国民大会2019実行委員会 クロージングセッション

SS-16 メインA
20日
1000

内閣府/
南海トラフ地震対策中部圏戦略会議

ハイレベルセッション

南海トラフ巨大地震へのソナエ

SS-17 メインA
20日
1230

名古屋市役所、内閣府、国土交通省庄内川
河川事務所

水害から“にげきる”

SS-18 メインB
20日
1000

独立行政法人 国際協力機構 南海トラフ地震に国際協力の経験を活かす！

SS-19 メインB
20日
1230

一般社団法人 日本損害保険協会 『南海トラフ地震』への対策と備え

SS-20 301
20日
1000

公益財団法人 味の素ファンデーション “いざ”という時どうなる？ あなたの食と栄養

SS-21 301
20日
1230

特定非営利活動法人全国災害ボランティア
支援団体ネットワーク（JVOAD）

3者連携の多様なカタチ

SS-22 302
20日
1000

日本学術会議 災害を科学と語り継ぎ未来を生きる

SS-23 302
20日
1230

東海圏減災研究コンソーシアム 大学連携による地域防災への貢献：その現状と課題

SS-24 405
20日
1000

国際大学グローバル・コミュニケーショ
ン・センター（GLOCOM）

データ連携で「やみくも防災」から脱却！

SS-25 405
20日
1230

特定非営利活動法人事業継続推進機構 事業継続普及セミナー

SS-30 407
19土
1030

TEAM防災ジャパン 防災情報を正しく楽しくお伝えするために

SS-31
406
407

19土
1430

防災人材交流シンポジウム実行委員会 防災人材交流シンポジウム（つなぎ舎）

SS-32 407
20日
900

防災教育チャレンジプラン実行委員会 防災教育チャレンジプラン実践団体 中間報告
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プログラム ［ワークショップ（屋内）］

19日
（土）

201会議室 408会議室_A 408会議室_B 409会議室_A 409会議室_B 406+407

10:30
WS-01

災害ボランティア
愛・知・人

WS-04
国土交通省

中部地方整備局

WS-07
生活協同組合
コープあいち

WS-10
日本赤十字社

WS-13
名古屋大学減災連携

研究センター
|

12:00

13:00

|

14:00

14:30 WS-02
認定NPO法人

レスキュー
ストックヤード

WS-05
中部電力株式会社

WS-08
東邦ガス株式会社

WS-11
福祉救援ボランティ

ア 「こだま」

WS-14
独立行政法人
都市再生機構

|

16:00

16:30

WS-03
内閣府

WS-06
シヤチハタ株式会社

WS-09
一般社団法人

Do It Yourself

WS-12
NPO法人 高齢者

住まいる研究会

WS-15
逃げ地図づくり

プロジェクトチーム
|

18:00

20日
（日）

201会議室 408会議室_A 408会議室_B 409会議室_A 409会議室_B 406+407

10:00
WS-16

マンションサポート
あいち

WS-18
名古屋市役所、国土
交通省庄内川河川事

務所

WS-20
こくみん共済 coop

＜全労済＞

WS-22
公益財団法人ボーイ
スカウト日本連盟

WS-24
特定非営利活動法人
ウェザーフロンティ

ア東海

WS-30
ぼうさいこくたい

2019関連事業実行
委員会（406）

|

11:30

12:30 WS-17
阪神・淡路大震災記
念 人と防災未来セ

ンター

WS-19
一般社団法人

防災教育普及協会

WS-21
損害保険ジャパン
日本興亜株式会社

WS-23
株式会社明石スクー

ルユニフォーム
カンパニー

WS-25
（一社）日本建築構

造技術者協会
中部支部

WS-31
ぼうさいこくたい

2019関連事業実行
委員会

（406＋407）

|

14:00

14:30

|

16:00



出展者マニュアル_Ver.3[ 10 ]

出展
番号

出展場所
出展
日時

出展団体名 タイトル

WS-01 201
19土
1030

災害ボランティア 愛・知・人 自分でできる！被災屋根の応急処置

WS-02 201
19土
1430

認定特定非営利活動法人レスキューストッ
クヤード

私にもできる！命と健康を守る避難所運営

WS-03 201
19土
1630

内閣府 液体ミルクの防災への活用について

WS-04 408_A
19土
1030

国土交通省中部地方整備局 遊んで楽しく防災について学ぼう！

WS-05 408_A
19土
1430

中部電力株式会社 おもしろ工作「電池チェッカーづくり」

WS-06 408_A
19土
1630

シヤチハタ株式会社 防災・減災スタンプラリー

WS-07 408_B
19土
1030

生活協同組合 コープあいち 家庭の防災・備蓄品について考えよう

WS-08 408_B
19土
1430

東邦ガス株式会社 エネルギーや防災について学ぼう

WS-09 408_B
19土
1630

一般社団法人 Do It Yourself 電子工作×防災課題「雨量計をつくろう」

WS-10 409_A
19土
1030

日本赤十字社 今日から始めよう！あなたが気づき、考え、実行する防災

WS-11 409_A
19土
1430

福祉救援ボランティア 「こだま」 避難所ＤＩＧ

WS-12 409_A
19土
1630

NPO法人 高齢者住まいる研究会 「災害想定ゲームKIZUKI」体験会

WS-13 409_B
19土
1030

名古屋大学減災連携研究センター 名古屋大学げんさいカフェ in ぼうさいこくたい

WS-14 409_B
19土
1430

独立行政法人都市再生機構 災害に強いまちづくりワークショップ

WS-15 409_B
19土
1630

逃げ地図づくりプロジェクトチーム 防災まちづくりの起点になる逃げ地図づくり

WS-16 201
20日
1000

マンションサポートあいち 今すぐ準備！ マンション「在宅避難」

WS-17 201
20日
1230

阪神・淡路大震災記念 人と防災未来セン
ター

日本の災害伝承ミュージアムの今日の状況

WS-18 408_A
20日
1000

名古屋市役所、国土交通省庄内川河川事務
所

おやこで学ぶ!“いち”からふうすいがい

WS-19 408_A
20日
1230

一般社団法人防災教育普及協会 防災クイズ＆ゲームDay in ぼうさいこくたい2019

WS-20 408_B
20日
1000

こくみん共済 coop＜全労済＞ たのしく学ぼう！災害とわたしたちにできること

WS-21 408_B
20日
1230

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 防災ジャパンダプロジェクト（防災ワークショップ）

WS-22 409_A
20日
1000

公益財団法人ボーイスカウト日本連盟 日用品を使って防災アイテムを作ろう！

WS-23 409_A
20日
1230

株式会社明石スクールユニフォームカンパ
ニー

災害発生、さぁどうする！？～時系列で考える災害対応～

WS-24 409_B
20日
1000

特定非営利活動法人 ウェザーフロンティ
ア東海

みずから命を守る！避難行動ワークショップ

WS-25 409_B
20日
1230

（一社）日本建築構造技術者協会中部支部
（JSCA中部支部）

「今度、マンションつくるの！」

WS-30 406
20日
1000

ぼうさいこくたい2019関連事業実行委員
会

巨大地図とストローとお菓子でおいしく学ぶ？！

WS-31
406
407

20日
1230

ぼうさいこくたい2019関連事業実行委員
会

地域の災害を伝える全国の地元新聞



出展者マニュアル_Ver.3 [ 11 ]

プログラム ［ワークショップ（屋外）］

19日
（土）

W1 W2 W3 W4

10:30
W1-11

特定非営利活動法人地図で
防災・まちづくりサポート

W2-11
災害関連死ゼロを目指す

防災衛生会議

W3-11
防災専門図書館（公社 全国市

有物件災害共済会）

W4-11
一般社団法人日本森の十字社

|

12:00

13:00

|

14:00

14:30
W1-12

一般財団法人危機管理教育
&演習センター

W2-12
NPO法人

日本ジオパークネットワーク

W3-12
ＮＰＯ法人達人塾ねっと

W4-12
アイコム株式会社

|

16:00

20日
（日）

W1 W2 W3 W4

10:00
W1-21

公益財団法人名古屋まちづくり
公社名古屋都市センター

W2-21
日本福祉防災楽会

W3-21
日本防災産業会議

W4-21
まいにち株式会社

|

11:30

12:30

W1-22
愛知・川の会

W2-22
社会福祉法人 共生福祉会

W3-22
四日市市

W4-22
名古屋市

|

14:00

14:30

|

16:00
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出展
番号

出展
日時

出展団体名 タイトル

W1-11
19土
1030

特定非営利活動法人地図で防災・まちづくりサポート 地図がオタクで役に立つ 地図で楽しく防災を

W1-12
19土
1430

一般財団法人危機管理教育&演習センター てこの原理を活用した救出方法の実演と体験

W1-21
20日
1000

公益財団法人名古屋まちづくり公社名古屋都市センター まちづくり情報システムで発見！まちの特徴

W1-22
20日
1230

愛知・川の会 川筋の変遷とその痕跡から防災を考えよう

W2-11
19土
1030

災害関連死ゼロを目指す 防災衛生会議 災害関連死ゼロを目指す「防災衛生」の進め方

W2-12
19土
1430

NPO法人日本ジオパークネットワーク 大地の成り立ちから知る防災のヒント

W2-21
20日
1000

日本福祉防災楽会 社会福祉施設の災害対応力 新たなネットワーク！

W2-22
20日
1230

社会福祉法人 共生福祉会 防災用品のご紹介

W3-11
19土
1030

防災専門図書館（公社 全国市有物件災害共済会） 「防災いろはかるた」で遊ぼう！

W3-12
19土
1430

ＮＰＯ法人達人塾ねっと あなたの住宅も安価に耐震改修

W3-21
20日
1000

日本防災産業会議 防災・災害対応における企業の役割

W3-22
20日
1230

四日市市 —「チーム四日市」～学生消防団員の活躍—

W4-11
19土
1030

一般社団法人日本森の十字社 備蓄木で炊き出し用の薪を作ろう！

W4-12
19土
1430

アイコム株式会社 災害時のBCPに頼れる無線機たち

W4-21
20日
1000

まいにち株式会社 災害用トイレ「マイレット」

W4-22
20日
1230

名古屋市 わたしの家の”びちく力”をはかろう！
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■プレゼンブース

プログラム ［プレゼンブース ／ ポスターセッション］

出展番号 出展場所
出展
日時

出展団体名 タイトル

PR-01

2F

両日

ナカシャクリエイテブ株式会社 見て・触って・考える！防災情報コンテンツ防災＋α

PR-02 四国西予ジオパーク推進協議会 平成30年7月豪雨災害の現状と今後の取り組み

PR-03 一般社団法人７２時間サバイバル教育協会 子どもが主体的に減災を担う７２時間サバイバル教育

PR-04 一般社団法人日本ドローンコンソーシアム 防災分野におけるドローン利用 前線

PR-05 特定非営利活動法人RCレスキューベンジャミン隊 災害時におけるドローン活用術

PR-06 株式会社トッパン・コスモ 「音のバリアフリー」「IoT」「VR」による防災支援

PR-07 株式会社白獅子 「子供用防災VR」未来の希望を守れ！

PR-08 三信電気株式会社 映像を用いた被災状況の把握

PR-09 一般社団法人日本非常食推進機構 SDGｓに寄与する防災備蓄品の活用

PR-10 株式会社リブライト 出張防災工作教室～来場者数UPのお手伝い！～

PR-11 特定非営利活動法人 都市環境標識協会 次世代型デジタルサイネージ式避難誘導標識

PR-12

3F

環境省自然環境局総務課動物愛護管理室 災害、あなたとペットは大丈夫？

PR-13 LACITA 新時代の防災必需品「ポータブル電源」

PR-14 株式会社ドリームエンジン 備蓄中に劣化しない非常用電池

PR-15 一般社団法人 日本防災プラットフォーム 日本の防災技術で世界の災害リスク削減に貢献！

PR-16 静岡県、静岡県防災用品普及促進協議会 災害に立ち向う 静岡県の備え

PR-17 西三河防災減災連携研究会 災害に強い地域づくり～市町を越えた取組～

PR-18
南海トラフ広域地震防災研究プロジェクト（国立研究開発法人
海洋研究開発機構）

南海トラフ広域地震防災研究プロジェクト

PR-19 広島市 避難を考える レベル４でも避難が“いたしい”理由

PR-20 鹿児島市危機管理局危機管理課 火山防災トップシティ かごしま市

PR-21 一般社団法人危機管理・労働災害防止機構（危災防） 安全だけど安心できないを考える

PR-22 福島大学うつくしまふくしま未来支援センター 福島から発信する防災教育

PR-23 公益財団法人 福島イノベーション・コースト構想推進機構 東日本大震災・原子力災害 伝承館

PR-24
国連防災機関（UNDRR）／国際復興支援プラットフォーム
（IRP）

防災に関するグローバルな取り組み

PR-25 宮城県多賀城高等学校 世界と、未来に発信する防災減災教育

PR-26
東北学院大学災害ボランティアステーション、尚絅学院大学ボ
ランティアステーション、復興大学災害ボランティアステー
ション、大学間連携災害ボランティアネットワーク

災害時の社会資源としての学生ボランティア

PR-27 日本労働組合総連合会（連合） 連合 連合災害救援ボランティア 活動の軌跡

PR-28 （一社）福祉防災コミュニティ協会 みんな元気になる福祉避難所

PR-29 多文化防災ネットワーク愛知・名古屋（TABOネット） 「多文化防災」の取組み～つなげる・伝える・作りだす

PR-30 株式会社ブリックス 多言語コールセンターの災害時の情報発信

PR-31 一般財団法人 自治体国際化協会（クレア ＣＬＡＩＲ） 災害時の外国人支援～多言語表示シートなど

PR-32 株式会社ゼンリン まちを知って身を守ろう～地図×防災～

PR-33 国立研究開発法人情報通信研究機構 耐災害ICT研究センター 災害に強い情報通信技術の構築に向けて

PR-34 総務省 災害情報の配信を支えるＬアラート

PR-35 清流の国ぎふ 防災・減災センター 岐阜県内の地域・大学・行政の連携と防災活動

PR-36 国土交通省 国土地理院 "防災地理情報”を地域防災に役立てよう

PR-37 NPO法人日本ジオパークネットワーク 大地の成り立ちから知る防災のヒント

PR-38 国立国会図書館 東日本大震災アーカイブ（ひなぎく）

PR-39 特定非営利活動法人日本防災士会 「防災士資格の紹介」と、地域防災力向上

PR-40 東北大学災害科学国際研究所 地震津波リスク研究と防災減災教育・啓発

PR-41 高知工科大学 インフラサウンド観測による防災への活用

PR-42 日本工営株式会社 地域ができるリスコミづくり

PR-43
国立研究開発法人防災科学技術研究所
国家レジリエンス研究推進センター、気象災害軽減イノベー
ションセンター、自然災害情報室

線状降水帯対策 前線/空から見る伊勢湾台風

PR-44 一般社団法人 全国建設業協会 「つくる！なおす！まもる！地域建設業の取り組み」

PR-45 株式会社中電シーティーアイ ＩＣＴで防災・減災、災害に備える 新技術

PR-46 三信建設工業株式会社 未来届けよう 三信建設工業の地盤処理技術

PR-47 地盤工学会中部支部、地盤品質判定士会中部支部設立準備会 宅地の地盤災害防止への備え

PR-48

4F

株式会社ヤマト 純国産の管理医療機器「ゴールドフィンガー」

PR-49 株式会社メルシー 管理医療機器「エスコート・H」

PR-50 アクアテック株式会社 水は買わずに作る時代！湧き出る泉をご提供

PR-51 大丸鐡興株式会社 災害に備えた水対策
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■プレゼンブース

■ポスターセッション

出展番号 出展場所
出展
日時

出展団体名 タイトル

CR-01

中京
テレビ

1F
ロビー

両日

ＹＹ防災 地域と学校の防災とは 経験者がお伝えします

CR-02 株式会社ユタカメイク 災害時に使用する応急屋根材

CR-03 機能ガラス普及推進協議会 窓を防災安全ガラスにして災害への備えを。

CR-04 加賀産業株式会社 災害時のヘルメット着用効果とその必要性

CR-05 株式会社ＰＫウェーブ 災害関連死を減らすためにできること

CR-06 株式会社 ＭＴ－ＮＥＴ 南海トラフ地震に備える！地域と企業の災害備蓄

CR-07 アールシーソリューション株式会社 アプリを活用した避難支援に関する実験報告

CR-08 愛知県ブラアイチ事務局 ブラアイチ ～歴史と地形から愛知を知る～

CR-09 国土交通省国土技術政策総合研究所 道や川や街の「ぼうさい」

CR-10 三重県・三重大学 みえ防災・減災センター 災害体験談や防災紙芝居紹介（アーカイブ）

CR-11 （一社）防災ジオラマ推進ネットワーク 段ボールジオラマ防災授業

CR-12 認定NPO法人はままつ子育てネットワークぴっぴ 発災後の乳幼児支援『つながる支援パック』の取り組み

CR-13 『いつか君の花明かりには』製作委員会 防災啓発ドキュメンタリー映画『いつか君の花明かりには』

CR-14 静岡大学学生防災ネットワーク 地域ネットワークの中の学生防災団体

CR-15 エピスタ・コーポレーション/株式会社プリート ノンアルコール化粧品ウエットティッシュ

出展番号 出展場所
出展
日時

出展団体名 タイトル

PO-01

2F

両日

日本赤十字社 自助・共助の力を高める赤十字防災セミナー

PO-02 国立歴史民俗博物館 歴史文化資料保全ネットワーク：文化の防災

PO-03 日本地震工学会 日本地震工学会の活動紹介

PO-04 公益社団法人 日本地震学会 「地震」の研究 前線を伝える

PO-05 地震調査研究推進本部／文部科学省 地震調査研究推進本部の取り組み

PO-06

3F

WPPグループ Japan Pet Press 命を守る社会の構築－災害とペット

PO-07 一般社団法人ビル減災研究所 帰宅困難者のあなたに！

PO-08 有限会社 くらや 「救命扉」で閉じ込められても脱出救出は簡単

PO-09 竹内工業株式会社 備えよう！災害救助用ジャッキ

PO-10 一般社団法人愛知県産業廃棄物協会 災害廃棄物処理協力体制による早期復旧支援

PO-11 農林水産省 災害時に備えて食品の家庭備蓄を始めよう

PO-12 江崎グリコ株式会社 国内初！国産液体ミルクのご紹介

PO-13 名古屋みずほ災害ボランティアネットワーク 防災啓発ソング&世界のこころ 神社ワイン

PO-14 民間防災名古屋（ＳＥＥD合同会社） 防災服・災害復興支援作業服の提案

PO-15 株式会社LCトレーディング 事故・災害時の止血に！緊急止血用「J・PAD」

PO-16 株式会社ハタヤリミテッド LED照明・コードリールでできる防災備蓄

PO-17 岐阜県御嵩町立上之郷中学校 学校がつながる「防災・減災」への取り組み

PO-18 岐阜聖徳学園高校 「第2回 全国高校生地域防災サミット in 名古屋」

PO-19 名古屋学芸大学 被災地活動での名古屋学芸大学学生の学び

PO-20 ２市３町防災ひろめ隊 迫りくる南海トラフ大地震への備えにむけて

PO-21 一般社団法人DroneAI技術研究機構 災害復興および防災の新しい技術

PO-22 公益社団法人日本医師会 災害医療対策から見た"レジリエンス"の強化

PO-23 ＮＰＯ法人土砂災害防止広報センター 土砂災害から身を守る「サキモリ（先守）」

PO-24 日本地球惑星科学連合（JpGU） 日本地球惑星科学連合（JpGU）の活動

PO-25 リアルタイム地震・防災情報利用協議会（REIC） 「リアルタイム地震被害推定情報」の実用化

PO-26
MS&ADインシュアランス グループ ホールディン
グス株式会社

増加する災害に対して保険会社ができること

PO-27 一般社団法人 日本建設業連合会 建設会社の防災活動

PO-28 一般社団法人 静岡県建設コンサルタンツ協会 静岡県防災的公園ガイド「ＣＯＮＰＡ」

PO-29 2F 内閣府 内閣府防災の活動

PO-30 4F 両日 内閣府・防災推進協議会 第34回防災ポスターコンクール受賞作品
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■テントブース

プログラム ［テントブース ／ 屋外展示 ／ 車両展示］

出展番号 出展場所
出展
日時

出展団体名 タイトル

TE-01

パーク
エリア

両日

応用地質株式会社 相手を知り己を知って巨大災害を生き延びる

TE-02 一般財団法人日本気象協会 豪雨・暴風疑似体験学習「ヘラセオン」

TE-03 気象庁 名古屋地方気象台 災害から身を守るための防災気象情報

TE-04 名古屋港管理組合 名古屋港の防災施設について

TE-05 熊本県 熊本地震から3年～復旧・復興と、教訓の伝承～

TE-06 愛知県弁護士会 災害に対し、法や弁護士ができること

TE-07 NPO法人 日本防災用品技術研究協会 避難用“手押し車"試乗体験会

TE-08 特定非営利活動法人みやぎセルプ協働受注センター 3.11ソレカラ

TE-09 株式会社 明治ゴム化成 「災害時の水の供給」と「ゲリラ豪雨対策」

TE-10 ビット・パーク株式会社 「解錠Box」、「廃プラ油化装置」で応災支援

TE-11 （一社）日本照明工業会 エリア防災非常灯のご提案

TE-12 日東工業株式会社 体験可！感震ブレーカー＆停電時の携帯充電

TE-13 株式会社フジタ プライバシーに配慮した災害用簡易ベッド

TE-14 一般社団法人浄化槽システム協会 災害に強い浄化槽システム

TE-15 株式会社カワハラ技研 災害対応組立式備蓄型個室トイレ 「ほぼ紙トイレ」

TE-16 梅花堂紙業 株式会社 これまで無い、避難所のアメニティ向上製品

TE-17 セコム株式会社 被災地支援・あんしん防災シェルターの紹介

TE-18 有限会社 扇光 天然木材の香りで癒される耐震シェルター

TE-19 B-ステーション あんしん防災相談室 備えれば・・・

TE-20 株式会社光レジン工業会社 家屋内設置型、小型津波対策用シェルター

TE-21 特定非営利活動法人 国連UNHCR協会 UNHCRによる難民・避難民への支援活動

TE-22 株式会社危機管理教育研究所 インバウンド＆福祉 発災直後の課題解決！

TE-23 独立行政法人国際協力機構（JICA） JICA中部 災害に強い社会を世界の人々に

TE-24
愛知大学 三遠南信地域連携研究センター,中国北京
師範大学、中国深圳都市計画研究院

中国防災・減災、復旧と復興の現状と展望

TE-25
TE-26

あいち防災リーダー会 建築士会員による耐震相談・家具固定・ガラス飛散防止方法の説明

TE-27 愛知県河川課 親子で楽しく！みずぼうさいかみしばい

TE-28 愛知県砂防課 土砂災害から身を守るために

TE-29 愛知県建設企画課 建設業界に係るパネル展示

TE-30 名古屋市緑政土木局・上下水道局 「みんなでつくる 大雨に強いまち なごや」～名古屋市総合排水計画～

TE-31 愛知県消防保安課 消防団員、募集中！

TE-32 愛知県住宅防火対策推進協議会 いのちを守る防火対策

TE-33 愛知県防災危機管理課 防災ナマズンの缶バッジを作ろう！

TE-34 株式会社ＮＴＴドコモ 大型スマホによる安否確認・AR災害疑似体験コーナー／避難所支援サービスの展示

TE-35 名古屋市防災危機管理局 名古屋市防災表彰受賞団体の活動紹介

TE-36 名古屋市防災危機管理局 なごやぼうさいブース

TE-37 名古屋市防災危機管理局 応援します 陸前高田市 行政丸ごと支援と市民交流

TE-38 名古屋市薬剤師会、名古屋市歯科医師会 災害時における市薬剤師会・歯科医師会の活動について

TE-39 名古屋市防災危機管理局 ぼうさいクイズラリー・防災展示ブース

TE-40 Candle Night Nagoya キャンドル ナイト

TE-41 東三河地域防災協議会 「災害状況疑似体験アプリ」を使用した津波AR体験

TE-42 日本損害保険協会 中部支部 もしもに備えて 防災カードを作ってみよう

TE-43 一般社団法人 日本ボーイスカウト愛知連盟 アナタも一緒に「そなえよつねに」

TE-70 20日 NPO法人愛知ネット 愛知ネット炊き出し訓練

※IDが緑字の出展は「あいち・なごや防災フェスタ」の出展団体
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■屋外展示／車両展示

■テントブース

出展番号 出展場所
出展
日時

出展団体名 タイトル

TE-44

キャナル
ゲート

両日

名古屋市環境局 災害時にも活躍できる「燃料電池自動車」

TE-45 愛知県立鳴海高等学校 自然科学部 防災ミニ実験

TE-46 愛知県建築物地震対策推進協議会 住宅・建築物の耐震化・減災化について

TE-47 愛知県防災航空隊 愛知県防災航空隊 防災ヘリコプター「わかしゃち」

TE-48 西日本電信電話株式会社 名古屋支店 災害時の安否確認「災害用伝言ダイヤル１７１」の体験

TE-49 ＬＯＫホールディングス （株）愛知共同企画 【おかずブランド】防災で社会貢献

TE-50 （一社）防災安全協会 beyond2020に向けて防災力を高める

TE-51 セカンドハウス 人とペットの災害対策

TE-52 Yahoo! JAPAN 体験イベント「わたしの防災ブック」を作ろう

TE-53 NTTタウンページ㈱ 防災タウンページで日頃からの備えを！！

TE-54 災害復興支援団＋ＯＮＥ 災害復興支援団＋ＯＮＥ活動紹介

TE-55 防災ママかきつばた 親子の備えを学んで体験！防災絵本販売も♪

TE-56 一般社団法人 中部地域づくり協会 自然に学び、自然に備える ～防災体感ＶＲ～

TE-57 有限会社アシストコム VRで新しい防災訓練、防災学習

TE-58 名古屋市消防局 ちびっこ消防士体験

TE-59 NPO法人 高齢者住まいる研究会 オリジナル防災ゲームで楽しみながら学ぶ！親子防災

TE-60 愛知県立半田商業高等学校 clover ～命を守る防災対策～

TE-61 福祉救援ボランティア「こだま」 災害時のあかりを考えよう

TE-63 愛知県婦人消防クラブ連絡協議会 防火・防災ぬりえ、防火・紙芝居、三角巾による応急手当の実演

TE-64 自衛隊愛知地方協力本部 自衛隊愛知地方協力本部

TE-65 愛知県防災危機管理課 防災啓発コーナー

TE-66 マックスバリュ東海株式会社 ストラックアウトでローリングストックについて学ぼう！

TE-67 愛知県防災危機管理課 県内の子どもたちの取組

TE-68 株式会社眞照 停電対策商品と避難所用多目的家具の紹介

TE-69 一般社団法人 日本アマチュア無線連盟 愛知県支部 停電や災害発生時でも自力で連絡可能なアマチュア無線のご紹介

TE-71 公益財団法人名古屋まちづくり公社 わくわく学べる防災ゲーム YOUも体験しちゃいなYO!

出展番号 出展場所
出展
日時

出展団体名 タイトル

OS-01

MS 両日

愛知県警察 震災対策活動用車（ウニモグ）の展示

OS-02 岡崎市消防本部 全地形対応車【レッドサラマンダー】

OS-03 名古屋市環境局 燃料電池自動車「MIRAI」の展示

OS-04 西日本電信電話株式会社 名古屋支店 災害対策車両の展示

OS-05 中日本高速道路㈱ 多機能車両（トイレカー）

OS-06 名古屋市 ドラゴンハイパーコマンドユニットの展示

OS-07 名古屋市 消防バイクの展示

OS-08 名古屋市 消防タンク車の展示

OS-09 助けあいジャパン みんな元気になるトイレ

OS-10 国土交通省 中部地方整備局 災害対策車両「照明車」の展示

OS-11 総務省東海総合通信局 災害時における通信確保・情報発信のための支援

OS-12 ＫＤＤＩ株式会社 災害対策関連サービスの展示・体験

OS-13 公益社団法人 日本薬剤師会 薬剤師会 モバイルファーマシー展示

OS-21
PA

19日 愛知県防災危機管理課 地震体験車「なまず号」に乗ってみよう！

OS-14 20日 飛鳥特装株式会社 地震体験（3次元起震装置搭載地震体験車）

OS-15 MS

両日

トヨタ自動車株式会社 燃料電池バス（トヨタ ＳＯＲＡ）体験試乗会

OT-16 CGA 横田瀝青興業株式会社 タンクローリー直結型計量機 どこでもスタンドⅡ

OT-17 PA 株式会社コトブキ 知ることから始めよう街の防災

OT-18 CGA クラーク株式会社 多頭飼育用避難ハウス・被災時診療テント

OT-19 PA ヤマヤ物産有限会社 避難所生活での炊き出し支援と就寝支援

OT-20 CGA 中日本高速道路株式会社 ミニ黄パト

※ PA：パークエリア CGA：キャナルゲートエリア MS：ぼうさいモーターショーゾーン

※IDが緑字の出展は「あいち・なごや防災フェスタ」の出展団体
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プログラム ［ステージ］

10月19日(土)

時間 内 容 出演者

10:00
○オープニング
○ポッカレモン消防音楽隊による演奏
○防災ソング「備えよう！名古屋。みんなで！」合唱披露①

ポッカレモン消防音楽隊
みずほ災害ボランティアネットワーク、市内学生

:10

:20

30

:40

:50

11:00

:10

○うんこ先生プレゼンツ①
「うんこしているときに、もしも震度７の地震がきたらどうする？」

うんこ先生
うんこねこ
ＭＣ

:20

30

:40

:50

12:00
○徳川家康と服部半蔵忍者隊の演舞 徳川家康と服部半蔵忍者隊

:10

:20

30

●神戸発の防災音楽フェス「BGMスクエア」 ビージーエムスクエア実行委員会:40

:50

13:00

:10

:20

30

:40

:50

14:00 ○陸前高田市の伝統芸能（和太鼓）の披露

※ 後ほど「名古屋まつり」オアシス会場で16:30頃に出演

赤磯太鼓 -ARATA-
陸前高田市長:10

:20

30
○愛知県防災貢献団体表彰

愛知県知事
表彰団体 他:40

:50
○名古屋市防災表彰式

名古屋市長
表彰団体 他15:00

:10

:20

○うんこ先生プレゼンツ②
「うんこしているときに、もしも震度７の地震がきたらどうする？」

うんこ先生
うんこねこ
ＭＣ

30

:40

:50 ○クロージング

16:00

ぼうさいこくたい出展団体
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20日（日）

時間 内 容 出演者

10:00

○オープニング
○陸前高田市 中村さんと人気キャラクターによるたのしい防災・減災トーク

陸前高田市 中村:10

:20

30

:40

:50

11:00

:10

○うんこ先生プレゼンツ③
「うんこしているときに、もしも震度７の地震がきたらどうする？」

うんこ先生
うんこねこ
ＭＣ

:20

30

:40

:50

○時東ぁみとガチャピンのオッケー！BOUSAI！①
時東ぁみ
ガチャピン

12:00

:10

:20

30

●いのちを守る＠防災劇場 一般社団法人いのちを守る＠プロジェクJAPAN:40

:50

13:00

:10

●コント！防災ファッションショー なごや防災ボラネット
:20

30

:40

:50

14:00

○うんこ先生プレゼンツ④
「うんこしているときに、もしも震度７の地震がきたらどうする？」

うんこ先生
うんこねこ
ＭＣ

:10

:20

30

:40

:50

○時東ぁみとガチャピンのオッケー！BOUSAI！②
時東ぁみ
ガチャピン

15:00

:10

:20

30
○防災ソング「備えよう！名古屋。みんなで！」合唱披露② みずほ災害ボランティアネットワーク、市内学生

:40

:50 ○クロージング

16:00

ぼうさいこくたい出展団体
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会場構成

至 ささしまライブ駅

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

車両展示

出展者窓口

2F EV
インフォメーション

インフォメーション

中京テレビ
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出展者窓口

4F3F

発送受付

EVEV

凡例

搬入動線
パークエリア・キャナルゲートエリアで
は、車両の進入動線
名古屋コンベンションホールの搬入口
（B1F）はP.45参照

来場者動線

車両進入禁止
許可車両は指定時間に限り進入可能
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小会議室201 01

02

03

04 05 06 07 08

09 10 11

01 02

03

04

05

会場配置と出展場所 ［名古屋コンベンションホール2F］

名古屋コンベンションホール 2F 中会議室201

■設備

面 積 119㎡ 基本備品 演台、司会台

座席数 51席 有線マイク×3、W/Lマイク×2

天井高 3.2m 120吋スクリーン（16:9）、プロジェクター

SS：セッション WS：ワークショップ（屋内） PR：プレゼンブース PO：ポスターセッション

29

■ワークショップ（WS）

19日
（土）

10:30 WS-01
災害ボランティア 愛・知・人

［自分でできる！
被災屋根の応急処置］

|

12:00

14:30 WS-02
認定特定非営利活動法人

レスキューストックヤード
［私にもできる！命と健康を守る

避難所運営］

|

16:00

16:30 WS-03
内閣府

［液体ミルクの防災への
活用について］

|

18:00

20日
（日）

10:00 WS-16
マンションサポートあいち

［今すぐ準備！
マンション「在宅避難」 ］

|

11:30

12:30 WS-17
阪神・淡路大震災記念
人と防災未来センター

［日本の災害伝承ミュージアムの
今日の状況 ］

|

14:00

■レイアウト

小会議室202

小会議室203

小会議室204

小会議室
205

小会議室
206

小会議室
207

小会議室
210

小会議室
209

小会議室
208

小会議室
211

201受付
▲

EV
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プレゼンブース ポスターセッション

小間サイズ 約w2×d1.5×h2.4 小間サイズ 約 w1.8×d0.6×h2.1m

基本備品 展示パネル（上記、コの字型）、テーブル×1、イス
×2、出展団体名プレート
チェーンセット（チェーン×2、Sカン×2）

基本設備 展示パネル（上記）、テーブル×1、
出展団体名プレート
ワイヤーセット（ディスプレイフック×2、パネルワイ
ヤー×2、ピクチャーフック×2）

禁止事項 装飾・展示物の高さは、基礎小間の高さ（2.1m）まで。
パネルにピン等は使用できません。付属のチェーン
セットもしくは、弱粘着テープを使用してください。

禁止事項 装飾・展示物の高さは、基礎小間の高さ（2.1m）まで。
パネルにピン等は使用できません。付属のワイヤー
セットもしくは、弱粘着テープを使用してください。

[ 22 ]

出展
番号

出展
日時

主催団体名 タイトル

PR−01 両日 ナカシャクリエイテブ株式会社 見て・触って・考える！防災情報コンテンツ防災＋α

PR−02 両日 四国西予ジオパーク推進協議会 平成30年7月豪雨災害の現状と今後の取り組み

PR−03 両日 一般社団法人72時間サバイバル教育協会 子どもが主体的に減災を担う７２時間サバイバル教育

PR−04 両日 一般社団法人日本ドローンコンソーシアム 防災分野におけるドローン利用 前線

PR−05 両日 特定非営利法人RCレスキューベンジャミン隊 災害時におけるドローン活用術

PR−06 両日 株式会社トッパン・コスモ 「音のバリアフリー」「IoT」「VR」による防災支援

PR−07 両日 株式会社白獅子 「子供用防災VR」未来の希望を守れ！

PR−08 両日 三信電気株式会社 映像を用いた被災状況の把握

PR−09 両日 一般社団法人日本非常食推進機構 SDGｓに寄与する防災備蓄品の活用

PR-10 両日 株式会社リブライト 出張防災工作教室～来場者数UPのお手伝い！～

PR−11 両日 特定非営利活動法人都市環境標識協会 次世代型デジタルサイネージ式避難誘導標識

PO-01 両日 日本赤十字社 自助・共助の力を高める赤十字防災セミナー

PO-02 両日 国立歴史民俗博物館 歴史文化資料保全ネットワーク：文化の防災

PO-03 両日 日本地震工学会 日本地震工学会の活動紹介

PO-04 両日 公益社団法人 日本地震学会 「地震」の研究 前線を伝える

PO-05 両日 地震調査研究推進本部／文部科学省 地震調査研究推進本部の取り組み

PO-29 両日 内閣府 内閣府防災の活動
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13

14

15

12

17

18

19

20

21

22

23

24

16 17 18 19

20 21 22 23

24 25 26 27

28 29 30 31

32 33 34 35

36 37 38 39

40 41 42 43

44 45 46 47

06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 16

25 26 27 28

メインホールB

メインホールA

中会議室301 中会議室302

303
出展者窓口
運営事務局

304
主催者事務局

会場配置と出展場所 ［名古屋コンベンションホール3F］

カ
タ

ロ
グ

ラ
ッ

ク

名古屋コンベンションホール 3F メインホール ※OP/CL

■設備

面 積 565㎡ 基本備品 演台、司会台

座席数 568席 有線マイク×3、W/Lマイク×2

天井高 6.7m 280吋スクリーン、プロジェクター

■セッション（SS）

19日
（土）

13:00
SS-01

オープニングセッション
|

14:00

20日
（日）

14:30
SS-15

クロージングセッション
|

16:00
■レイアウト

小会議室
305 控室②

控室①

301受付
▲

302受付
▲

A受付▲B受付▲

EV

車
イ
ス
席

SS/WS打合せ
スペース

SS/WSカタログ
スペース
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出展
番号

出展
日時

主催団体名 タイトル

PR-12

両日

環境省自然環境局総務課動物愛護管理室 災害、あなたとペットは大丈夫？

PR-13 LACITA 新時代の防災必需品「ポータブル電源」

PR-14 株式会社ドリームエンジン 備蓄中に劣化しない非常用電池

PR-15 一般社団法人 日本防災プラットフォーム 日本の防災技術で世界の災害リスク削減に貢献！

PR-16 静岡県、静岡県防災用品普及促進協議会 災害に立ち向う 静岡県の備え

PR-17 西三河防災減災連携研究会 災害に強い地域づくり～市町を越えた取組～

PR-18
南海トラフ広域地震防災研究プロジェクト
（国立研究開発法人海洋研究開発機構）

南海トラフ広域地震防災研究プロジェクト

PR-19 広島市 避難を考える レベル４でも避難が“いたしい”理由

PR-20 鹿児島市危機管理局危機管理課 火山防災トップシティ かごしま市

PR-21
一般社団法人危機管理・労働災害防止機構（危災
防）

安全だけど安心できないを考える

PR-22 福島大学うつくしまふくしま未来支援センター 福島から発信する防災教育

PR-23
公益財団法人 福島イノベーション・コースト構想
推進機構

東日本大震災・原子力災害 伝承館

PR-24
国連防災機関（UNDRR）／国際復興支援プラット
フォーム（IRP）

防災に関するグローバルな取り組み

PR-25 宮城県多賀城高等学校 世界と、未来に発信する防災減災教育

PR-26

東北学院大学災害ボランティアステーション、尚絅
学院大学ボランティアステーション、復興大学災害
ボランティアステーション、大学間連携災害ボラン
ティアネットワーク

災害時の社会資源としての学生ボランティア

PR-27 日本労働組合総連合会（連合） 連合 連合災害救援ボランティア 活動の軌跡

PR-28 （一社）福祉防災コミュニティ協会 みんな元気になる福祉避難所

PR-29
多文化防災ネットワーク愛知・名古屋（TABOネッ
ト）

「多文化防災」の取組み～つなげる・伝える・作りだす

PR-30 株式会社ブリックス 多言語コールセンターの災害時の情報発信

PR-31
一般財団法人 自治体国際化協会（クレア ＣＬＡ
ＩＲ）

災害時の外国人支援～多言語表示シートなど

PR-32 株式会社ゼンリン まちを知って身を守ろう～地図×防災～

PR-33
国立研究開発法人情報通信研究機構 耐災害ICT研究
センター

災害に強い情報通信技術の構築に向けて

PR-34 総務省 災害情報の配信を支えるＬアラート

PR-35 清流の国ぎふ 防災・減災センター 岐阜県内の地域・大学・行政の連携と防災活動

PR-36 国土交通省 国土地理院 "防災地理情報”を地域防災に役立てよう

PR-37 NPO法人日本ジオパークネットワーク 大地の成り立ちから知る防災のヒント

PR-38 国立国会図書館 東日本大震災アーカイブ（ひなぎく）

PR-39 特定非営利活動法人日本防災士会 「防災士資格の紹介」と、地域防災力向上

PR-40 東北大学災害科学国際研究所 地震津波リスク研究と防災減災教育・啓発

PR-41 高知工科大学 インフラサウンド観測による防災への活用

PR-42 日本工営株式会社 地域ができるリスコミづくり

PR-43

国立研究開発法人防災科学技術研究所 国家レジリ
エンス研究推進センター、気象災害軽減イノベー
ションセンター、自然災害情報室

線状降水帯対策 前線/空から見る伊勢湾台風

PR-44 一般社団法人 全国建設業協会 「つくる！なおす！まもる！地域建設業の取り組み」

PR-45 株式会社中電シーティーアイ ＩＣＴで防災・減災、災害に備える 新技術

PR-46 三信建設工業株式会社 未来届けよう 三信建設工業の地盤処理技術

PR-47
地盤工学会中部支部、地盤品質判定士会中部支部設
立準備会

宅地の地盤災害防止への備え

PO-06 WPPグループ Japan Pet Press 命を守る社会の構築－災害とペット

PO-07 一般社団法人ビル減災研究所 帰宅困難者のあなたに！

PO-08 有限会社 くらや 「救命扉」で閉じ込められても脱出救出は簡単

PO-09 竹内工業株式会社 備えよう！災害救助用ジャッキ

PO-10 一般社団法人愛知県産業廃棄物協会 災害廃棄物処理協力体制による早期復旧支援

PO-11 農林水産省 災害時に備えて食品の家庭備蓄を始めよう

PO-12 江崎グリコ株式会社 国内初！国産液体ミルクのご紹介

PO-13 名古屋みずほ災害ボランティアネットワーク 防災啓発ソング&世界のこころ 神社ワイン

PO-14 民間防災名古屋（ＳＥＥD合同会社） 防災服・災害復興支援作業服の提案

PO-15 株式会社LCトレーディング 事故・災害時の止血に！緊急止血用「J・PAD」

PO-16 株式会社ハタヤリミテッド LED照明・コードリールでできる防災備蓄

PO-17 岐阜県御嵩町立上之郷中学校 学校がつながる「防災・減災」への取り組み

PO-18 岐阜聖徳学園高校 「第2回 全国高校生地域防災サミット in 名古屋」

PO-19 名古屋学芸大学 被災地活動での名古屋学芸大学学生の学び

PO-20 ２市３町防災ひろめ隊 迫りくる南海トラフ大地震への備えにむけて

PO-21 一般社団法人DroneAI技術研究機構 災害復興および防災の新しい技術

PO-22 公益社団法人日本医師会 災害医療対策から見た"レジリエンス"の強化

PO-23 ＮＰＯ法人土砂災害防止広報センター 土砂災害から身を守る「サキモリ（先守）」

PO-24 日本地球惑星科学連合（JpGU） 日本地球惑星科学連合（JpGU）の活動

PO-25 リアルタイム地震・防災情報利用協議会（REIC） 「リアルタイム地震被害推定情報」の実用化

PO-26
MS&ADインシュアランス グループ ホールディング
ス株式会社

増加する災害に対して保険会社ができること

PO-27 一般社団法人 日本建設業連合会 建設会社の防災活動

PO-28 一般社団法人 静岡県建設コンサルタンツ協会 静岡県防災的公園ガイド「ＣＯＮＰＡ」
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名古屋コンベンションホール 3F メインホールA

■設備

面 積 275㎡ 基本備品 演台、司会台

座席数 230席 有線マイク×3、W/Lマイク×2

天井高 6.7m 280吋スクリーン、プロジェクター

名古屋コンベンションホール 3F メインホールB

■設備

面 積 275㎡ 基本備品 演台、司会台

座席数 230席 有線マイク×3、W/Lマイク×2

天井高 6.7m 250吋スクリーン、プロジェクター

■セッション（SS）

19日
（土）

14:30
SS-04

(公財)日本消防協会
［女性パワーが活きる地域防災］

|

16:00

16:30 SS-05
防災学術連携体、日本学術会議・

防災減災学術連携委員会
［あなたが知りたい防災科学の 前

線］

|

18:00

20日
（日）

10:00 SS-18
(独)国際協力機構

［南海トラフ地震に国際協力の経験を
活かす！］

|

11:30

12:30 SS-19
(一社)日本損害保険協会

［『南海トラフ地震』への
対策と備え］

|

14:00

■セッション（SS）

19日
（土）

14:30
SS-02

中日新聞社
［『わたしの証言～記憶をつなぐ』」

|

16:00

16:30
SS-03
内閣府

［地区防災計画のこれからを考える］
|

18:00

20日
（日）

10:00 SS-16
内閣府/南海トラフ地震対策中部圏戦略

会議
［ハイレベルセッション

南海トラフ巨大地震へのソナエ］

|

11:30

12:30 SS-17
名古屋市役所、内閣府、国土交通省

庄内川河川事務所
［水害から“にげきる”］

|

14:00

会場配置と出展場所 ［名古屋コンベンションホール3F］

■レイアウト

■レイアウト
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名古屋コンベンションホール 3F 中会議室301

■設備

面 積 170㎡ 基本備品 演台、司会台

座席数 120席 有線マイク×3、W/Lマイク×2

天井高 3.3m 134吋スクリーン（16:10）、プロジェクター

名古屋コンベンションホール 3F 中会議室302

■設備

面 積 151㎡ 基本備品 演台、司会台

座席数 106席 有線マイク×3、W/Lマイク×2

天井高 3.3m 134吋スクリーン（16:10）、プロジェクター

■セッション（SS）

19日
（土）

10:30 SS-06
三の丸地区再整備研究会

［大規模災害に備えた広域連携機能の
強化］

|

12:00

14:30
SS-07

防災教育チャレンジプラン実行委員会
［防災教育交流会］

|

16:00

16:30 SS-08
(公社)日本医師会

［災害と医療～レジリエントな
地域づくりとは］

|

18:00

20日
（日）

10:00 SS-20
(公財)味の素ファンデーション
［いざ”という時どうなる？

あなたの食と栄養］

|

11:30

12:30 SS-21
NPO法人全国災害ボランティア

支援団体ネットワーク（JVOAD）
［3者連携の多様なカタチ］

|

14:00

■セッション（SS）

19日
（土）

10:30 SS-09
岐阜聖徳学園高校

［「第2回 全国高校生地域防災
サミット in 名古屋」］

|

12:00

14:30 SS-10
内閣府

［難解？ 何回？
南海トラフ地震を迎え撃て！］

|

16:00

16:30 SS-11
ＮＳＬマスメディアと研究者による

地震災害軽減に関する懇話会
［本音で語り合う！

巨大台風・地震への備え］

|

18:00

20日
（日）

10:00 SS-22
日本学術会議

［災害を科学と語り継ぎ未来を生き
る］

|

11:30

12:30 SS-23
東海圏減災研究コンソーシアム

［大学連携による地域防災への貢献：
その現状と課題］

|

14:00

■レイアウト

■レイアウト
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48 49

中会議室405

50 51

大会議室406

大会議室407

中会議室
409B

中会議室
409A

中会議室
408B

中会議室
408A

会場配置と出展場所 ［名古屋コンベンションホール4F］

名古屋コンベンションホール 4F 中会議室405

■設備

面 積 149㎡ 基本備品 演台、司会台

座席数 106席 有線マイク×3、W/Lマイク×2

天井高 3.5m 120吋スクリーン（16:9）、プロジェクター

防災ポスター
コンクール

■セッション（SS）

19日
（土）

10:30 SS-12
南海トラフ広域地震防災研究プロジェ
クト（国立研究開発法人海洋研究開発

機構）
［南海トラフ巨大地震研究と

減災対応］

|

12:00

14:30 SS-13
東北大学災害科学国際研究所

［東日本大震災のアーカイブと
教訓の活用・発信］

|

16:00

16:30 SS-14
環境省

［D.Waste-Net
災害廃棄物処理に民間力を!］

|

18:00

20日
（日）

10:00 SS-24
国際大学グローバル・コミュニケー
ション・センター（GLOCOM）

［データ連携で「やみくも防災」から
脱却！］

|

11:30

12:30
SS-25

NPO法人事業継続推進機構
［事業継続普及セミナー］

|

14:00

■レイアウト

405受付
▲

409B
受付▲

409A
受付▲

408B
受付▲

408A
受付▲

EV
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名古屋コンベンションホール 4F ⼤会議室406＋407

■設備

面 積 475㎡ 基本備品 演台、司会台

座席数 192席 有線マイク×3
W/Lマイク×2

天井高 3.5m 150吋スクリーン
プロジェクター

出展
番号

出展
日時

主催団体名 タイトル

PR-48

両日

株式会社ヤマト 純国産の管理医療機器「ゴールドフィンガー」

PR-49 株式会社メルシー 管理医療機器「エスコート・H」

PR-50 アクアテック株式会社 水は買わずに作る時代！湧き出る泉をご提供

PR-51 大丸鐡興株式会社 災害に備えた水対策

PO-30 内閣府・防災推進協議会 第34回防災ポスターコンクール受賞作品

■レイアウト

■コラボレーションルーム（名古屋大学減災連携研究センター支援）

406 407

19日
（土）

10:30 SS-30
TEAM防災ジャパン

[防災情報を正しく楽しくお伝えするた
めに］

|

12:00

14:30

SS-31
防災人材交流シンポジウム実行委員会

［防災人材交流シンポジウム（つなぎ舎）］
|

18:00

20日
（日）

9:00

SS-32
防災教育チャレンジプラン

実行委員会
［防災教育チャレンジプラン

実践団体 中間報告］

｜
10:00 WS-30

ぼうさいこくたい2019関連事業
実行委員会

［巨大地図とストローとお菓子で
おいしく学ぶ？！］

|

11:30

|

11:45

12:30 WS-31
ぼうさいこくたい2019関連事業実行委員会

［地域の災害を伝える全国の地元新聞］
|

14:00
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名古屋コンベンションホール 4F 中会議室409

SS：セッション WS：ワークショップ（屋内） PR：プレゼンブース PO：ポスターセッション

■設備

４
０
９
Ｂ

面 積 72㎡ 基本備品 100吋スクリーン（16:9）
プロジェクター

座席数 33席

天井高 3.5m

４
０
９
Ａ

面 積 72㎡ 基本備品 100吋スクリーン（16:9）
プロジェクター

座席数 33席

天井高 3.5m

会場配置と出展場所 ［名古屋コンベンションホール4F］

中会議室409B 中会議室409A

■ワークショップ

409B 409A

19日
（土）

10:30
WS-13

名古屋大学減災連携研究センター
［名古屋大学げんさいカフェ in ぼうさいこくたい］

WS-10
日本赤十字社

［今日から始めよう！あなたが気づき、
考え、実行する防災］

|

12:00

14:30 WS-14
独立行政法人都市再生機構

［災害に強いまちづくりワークショップ］

WS-11
福祉救援ボランティア 「こだま」

［避難所ＤＩＧ］
|

16:00

16:30 WS-15
逃げ地図づくりプロジェクトチーム

［防災まちづくりの起点になる逃げ地図づくり］

WS-12
NPO法人 高齢者住まいる研究会

［「災害想定ゲームKIZUKI」体験会］
|

18:00

20日
（日）

10:00 WS-24
NPO法人ウェザーフロンティア東海

［みずから命を守る！避難行動ワークショップ］

WS-22
(公財)ボーイスカウト日本連盟

［日用品を使って防災アイテムを作ろう！］
|

11:30

12:30 WS-25
（一社）日本建築構造技術者協会中部支部

（JSCA中部支部）
［「今度、マンションつくるの！」］

WS-23
(株)明石スクールユニフォームカンパニー

［災害発生、さぁどうする！？
～時系列で考える災害対応～］

|

14:00

■レイアウト
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名古屋コンベンションホール 4F 中会議室408

■設備

４
０
８
Ｂ

面 積 100㎡ 基本備品 100吋スクリーン（16:9）
プロジェクター

座席数 48席

天井高 3.5m

４
０
８
Ａ

面 積 100㎡ 基本備品 100吋スクリーン（16:9）
プロジェクター

座席数 48席

天井高 3.5m

中会議室408B 中会議室408A

■ワークショップ

408B 408A

19日
（土）

10:30 WS-07
生活協同組合 コープあいち

［家庭の防災・備蓄品について考えよう］

WS-04
国土交通省中部地方整備局

［遊んで楽しく防災について学ぼう！］
|

12:00

14:30 WS-08
東邦ガス株式会社

［エネルギーや防災について学ぼう］

WS-05
中部電力株式会社

［おもしろ工作「電池チェッカーづくり」］
|

16:00

16:30 WS-09
一般社団法人 Do It Yourself

［電子工作×防災課題「雨量計をつくろう」］

WS-06
シヤチハタ株式会社

［防災・減災スタンプラリー］
|

18:00

20日
（日）

10:00 WS-20
こくみん共済 coop＜全労済＞

［たのしく学ぼう！災害とわたしたちにできること］

WS-18
名古屋市役所、国土交通省庄内川河川事務所
［おやこで学ぶ!“いち”からふうすいがい］

|

11:30

12:30 WS-21
損害保険ジャパン日本興亜株式会社

［防災ジャパンダプロジェクト（防災ワークショップ）］

WS-19
一般社団法人防災教育普及協会

［防災クイズ＆ゲームDay in ぼうさいこくたい2019］
|

14:00

■レイアウト
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会場配置と出展場所 ［中京テレビ］

出展
番号

出展
日時

主催団体名 タイトル

CR−01

両日

ＹＹ防災 地域と学校の防災とは 経験者がお伝えします

CR−02 株式会社ユタカメイク 災害時に使用する応急屋根材

CR−03 機能ガラス普及推進協議会 窓を防災安全ガラスにして災害への備えを。

CR-04 加賀産業株式会社 災害時のヘルメット着用効果とその必要性

CR-05 株式会社ＰＫウェーブ 災害関連死を減らすためにできること

CR-06 株式会社 ＭＴ－ＮＥＴ 南海トラフ地震に備える！地域と企業の災害備蓄

CR−07 アールシーソリューション株式会社 アプリを活用した避難支援に関する実験報告

CR−08 愛知県ブラアイチ事務局 ブラアイチ ～歴史と地形から愛知を知る～

CR-09 国土交通省 国土技術政策総合研究所 道や川や街の「ぼうさい」

CR−10 三重県・三重大学 みえ防災・減災センター 災害体験談や防災紙芝居紹介（アーカイブ）

CR−11 一般社団法人 防災ジオラマ推進ネットワーク 段ボールジオラマ防災授業

CR−12 認定NPO法人はままつ子育てネットワークぴっぴ 発災後の乳幼児支援『つながる支援パック』の取り組み

CR-13 『いつか君の花明かりには』製作委員会 防災啓発ドキュメンタリー映画『いつか君の花明かりには』

CR−14 静岡大学学生防災ネットワーク 地域ネットワークの中の学生防災団体

CR-15 エピスタ・コーポレーション/株式会社プリート ノンアルコール化粧品ウエットティッシュ

01 02 03 04 05 06

07 08 09 10 11 12

13 14 15

ファミリー・ヤング
わくわくゾーン
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会場配置と出展場所 ［パークエリア］

かまど
ベンチ

OS-21
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OW：ワークショップ（屋外） TE：テントブース OT：屋外展⽰ OS：⾞両展⽰ ST：ステージ

パークエリア ワークショップ（屋外）

■ワークショップ（屋外）

19日
（土）

W1 W2 W3 W4

10:30 W1-11
特定非営利活動法人地図で
防災・まちづくりサポート

［地図がオタクで役に立つ 地図
で楽しく防災を］

W2-11
災害関連死ゼロを目指す

防災衛生会議
［災害関連死ゼロを目指す「防

災衛生」の進め方］

W3-11
防災専門図書館（公益社団法人

全国市有物件災害共済会）
［「防災いろはかるた」で

遊ぼう！］

W4-11
一般社団法人日本森の十字社

［備蓄木で炊き出し用の
薪を作ろう！］

|

12:00

14:30 W1-12
一般財団法人危機管理教育&

演習センター
［てこの原理を活用した救出方

法の実演と体験］

W2-12
日本ジオパークネットワーク
［大地の成り立ちから知る

防災のヒント］

W3-12
NPO法人達人塾ねっと
［あなたの住宅も安価に

耐震改修］

W4-12
アイコム株式会社

［災害時のBCPに頼れる
無線機たち］

|

16:00

20日
（日）

W1 W2 W3 W4

10:00 W1-21
公益財団法人名古屋まちづくり

公社名古屋都市センター
［まちづくり情報システムで発

見！まちの特徴］

W2-21
日本福祉防災楽会

［社会福祉施設の災害対応力
新たなネットワーク！］

W3-21
日本防災産業会議

［防災・災害対応における
企業の役割］

W4-21
まいにち株式会社
［災害用トイレ

「マイレット」］

|

11:30

12:30 W1-22
愛知・川の会

［川筋の変遷とその痕跡から
防災を考えよう］

W2-22
社会福祉法人 共生福祉会

［防災用品のご紹介］

W3-22
四日市市

［—「チーム四日市」
～学生消防団員の活躍—］

W4-22
名古屋市

［わたしの家の”びちく力”を
はかろう！］

|

14:00

■設備

小間サイズ w5.4×d3.6×h2m（テント） 三方側幕付き、床面処理ナシ

基本備品 出展団体名プレート、テーブル×6、パイプイス×20
※上記以外の備品を主催者側で用意する場合は、有料での貸与となります。

備考 出展テント以外にストックスペースはありません

■基本レイアウト

テントサイズ：w5400×d3600

□平面イメージ
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パークエリア テントブース

■設備

小間サイズ w3.6×d2.7×h2m（テント） 三方側幕付き、床面処理ナシ

基本備品 出展団体名プレート、テーブル×2、パイプイス×4
※上記以外の備品を主催者側で用意する場合は、有料での貸与となります。

備考 出展テント以外にストックスペースはありません

注意事項 1. 芝生部分に展示物、テーブル、イス等を設置することはできません。

2. 強風が吹くことがありますので、展示物や配布物等の飛散に注意してください。

3. 夜間養生（前面幕）は出展者自身で行ってください。前面幕はスタッフが夕方に配布し、朝回収
します。

4. 夜間、貴重品は持ち帰ってください。また、雨対策として荷物は地面に置いていかないでくださ
い。

5. 火器使用の際は、事前に消防署に申請してください。

※裸火は使用不可。

6. 荒天時には公園のルールに従い、緊急撤去もしくは中止になる場合があります。

■基本レイアウト

会場配置と出展場所 ［パークエリア］

パークエリア 屋外展⽰（⾞両）

出展
番号

出展
日時

主催団体名 タイトル

OS-21 19日 愛知県防災危機管理課 地震体験車「なまず号」に乗ってみよう！

OS-14 20日 飛鳥特装株式会社 地震体験（3次元起震装置搭載地震体験車）

■設備

基本備品 出展団体名プレート
※上記以外の備品を主催者側で用意する場合は、有料での貸与となります。

注意事項 1. 火器使用はできません。

2. 荒天時には公園のルールに従い、緊急撤去もしくは中止になる場合があります。

は「あいち・なごや防災フェスタの出展団体」
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出展番号 出展場所
出展
日時

出展団体名 タイトル

TE-01

パーク
エリア

両日

応用地質株式会社 相手を知り己を知って巨大災害を生き延びる

TE-02 一般財団法人日本気象協会 豪雨・暴風疑似体験学習「ヘラセオン」

TE-03 気象庁 名古屋地方気象台 災害から身を守るための防災気象情報

TE-04 名古屋港管理組合 名古屋港の防災施設について

TE-05 熊本県 熊本地震から3年～復旧・復興と、教訓の伝承～

TE-06 愛知県弁護士会 災害に対し、法や弁護士ができること

TE-07 NPO法人 日本防災用品技術研究協会 避難用“手押し車"試乗体験会

TE-08
特定非営利活動法人
みやぎセルプ協働受注センター

3.11ソレカラ

TE-09 株式会社 明治ゴム化成 「災害時の水の供給」と「ゲリラ豪雨対策」

TE-10 ビット・パーク株式会社 「解錠Box」、「廃プラ油化装置」で応災支援

TE-11 （一社）日本照明工業会 エリア防災非常灯のご提案

TE-12 日東工業株式会社 体験可！感震ブレーカー＆停電時の携帯充電

TE-13 株式会社フジタ プライバシーに配慮した災害用簡易ベッド

TE-14 一般社団法人浄化槽システム協会 災害に強い浄化槽システム

TE-15 株式会社カワハラ技研 災害対応組立式備蓄型個室トイレ 「ほぼ紙トイレ」

TE-16 梅花堂紙業 株式会社 これまで無い、避難所のアメニティ向上製品

TE-17 セコム株式会社 被災地支援・あんしん防災シェルターの紹介

TE-18 有限会社 扇光 天然木材の香りで癒される耐震シェルター

TE-19 B-ステーション あんしん防災相談室 備えれば・・・

TE-20 株式会社光レジン工業会社 家屋内設置型、小型津波対策用シェルター

TE-21 特定非営利活動法人 国連UNHCR協会 UNHCRによる難民・避難民への支援活動

TE-22 株式会社危機管理教育研究所 インバウンド＆福祉 発災直後の課題解決！

TE-23
独立行政法人国際協力機構（JICA） JICA
中部

災害に強い社会を世界の人々に

TE-24
愛知大学 三遠南信地域連携研究センター,中
国北京師範大学、中国深圳都市計画研究院

中国防災・減災、復旧と復興の現状と展望

TE-25
TE-26

あいち防災リーダー会 建築士会員による耐震相談・家具固定・ガラス飛散防止方法の説明

TE-27 愛知県河川課 親子で楽しく！みずぼうさいかみしばい

TE-28 愛知県砂防課 土砂災害から身を守るために

TE-29 愛知県建設企画課 建設業界に係るパネル展示

TE-30 名古屋市緑政土木局・上下水道局 「みんなでつくる 大雨に強いまち なごや」～名古屋市総合排水計画～

TE-31 愛知県消防保安課 消防団員、募集中！

TE-32 愛知県住宅防火対策推進協議会 いのちを守る防火対策

TE-33 愛知県防災危機管理課 防災ナマズンの缶バッジを作ろう！

TE-34 株式会社ＮＴＴドコモ
大型スマホによる安否確認・AR災害疑似体験コーナー／避難所支援サービ
スの展示

TE-35 名古屋市防災危機管理局 名古屋市防災表彰受賞団体の活動紹介

TE-36 名古屋市防災危機管理局 なごやぼうさいブース

TE-37 名古屋市防災危機管理局 応援します 陸前高田市 行政丸ごと支援と市民交流

TE-38 名古屋市薬剤師会、名古屋市歯科医師会 災害時における市薬剤師会・歯科医師会の活動について

TE-39 名古屋市防災危機管理局 ぼうさいクイズラリー・防災展示ブース

TE-40 Candle Night Nagoya キャンドル ナイト

TE-41 東三河地域防災協議会 「災害状況疑似体験アプリ」を使用した津波AR体験

TE-42 日本損害保険協会 中部支部 もしもに備えて 防災カードを作ってみよう

TE-43 一般社団法人 日本ボーイスカウト愛知連盟 アナタも一緒に「そなえよつねに」

TE-70 20日 NPO法人愛知ネット 愛知ネット炊き出し訓練

OT-17
両日

株式会社コトブキ 知ることから始めよう街の防災

OT-19 ヤマヤ物産有限会社 避難所生活での炊き出し支援と就寝支援

は「あいち・なごや防災フェスタの出展団体」



出展者マニュアル_Ver.3 [ 37 ]

パークエリア ステージ

■設備

ステージサイズ w9×d5.4×h0.9m 天端：グレーパンチカーペット敷き 屋根：ナシ

基本備品 音響機材一式、

備考 控えテント（2×1.5間）×4張り

注意事項 1. 強風が吹くことがありますので、ステージセットや配布物等の飛散に注意してください。

2. 火器使用はできません。

3. 荒天時には公園のルールに従い、緊急撤去もしくは中止になる場合があります。

会場配置と出展場所 ［パークエリア］

■平面図

OW：ワークショップ（屋外） TE：テントブース OT：屋外展⽰ OS：⾞両展⽰ ST：ステージ

控え①控え②控え③控え④
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■プログラム

10月19日(土) 20日（日）

時間 内 容 出演者 内 容 出演者

10:00 ○オープニング
○ポッカレモン消防音楽隊による演奏
○防災ソング「備えよう！名古屋。みん
なで！」合唱披露①

ポッカレモン消防音楽隊
みずほ災害ボランティア
ネットワーク、市内学生

○オープニング
○陸前高田市 中村さんと人気キャラ

クターによるたのしい防災・減災
トーク

陸前高田市 中村:10

:20

30

:40

:50

11:00

:10
○うんこ先生プレゼンツ①
「うんこしているときに、もしも震度７
の地震がきたらどうする？」

うんこ先生
うんこねこ
ＭＣ

○うんこ先生プレゼンツ③
「うんこしているときに、もしも震度
７の地震がきたらどうする？」

うんこ先生
うんこねこ
ＭＣ

:20

30

:40

:50

○時東ぁみとガチャピンのオッケー！
BOUSAI！①

時東ぁみ
ガチャピン

12:00
○徳川家康と服部半蔵忍者隊の演舞

徳川家康と服部半蔵忍者
隊:10

:20

30

●神戸発の防災音楽フェス
「BGMスクエア」

ビージーエム
スクエア実行委員会

●いのちを守る＠防災劇場
一般社団法人いのちを守る
＠プロジェクトJAPAN

:40

:50

13:00

:10

●コント！防災ファッションショー なごや防災ボラネット
:20

30

:40

:50

14:00 ○陸前高田市の伝統芸能（和太鼓）の
披露
※ 後ほど「名古屋まつり」オアシス会場

で16:30頃に出演

赤磯太鼓 -ARATA-
陸前高田市長

○うんこ先生プレゼンツ④
「うんこしているときに、もしも震度
７の地震がきたらどうする？」

うんこ先生
うんこねこ
ＭＣ

:10

:20

30
○愛知県防災貢献団体表彰

愛知県知事
表彰団体 他:40

:50
○名古屋市防災表彰式

名古屋市長
表彰団体 他 ○時東ぁみとガチャピンのオッケー！

BOUSAI！②
時東ぁみ
ガチャピン

15:00

:10

:20
○うんこ先生プレゼンツ②
「うんこしているときに、もしも震度７
の地震がきたらどうする？」

うんこ先生
うんこねこ
ＭＣ

30 ○防災ソング「備えよう！名古屋。み
んなで！」合唱披露②

みずほ災害ボランティア
ネットワーク、市内学生:40

:50 ○クロージング ○クロージング

16:00

ぼうさいこくたい出展団体
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会場配置と出展場所 ［キャナルゲートエリア］

キャナルゲートエリア テントブース

■設備

小間サイズ w3.6×d2.7×h2m（テント） 三方側幕付き、床面処理ナシ

基本備品 出展団体名プレート、テーブル×2、パイプイス×4
※上記以外の備品を主催者側で用意する場合は、有料での貸与となります。

備考 出展テント以外にストックスペースはありません

注意事項 1. 芝生部分に展示物、テーブル、イス等を設置することはできません。

2. 強風が吹くことがありますので、展示物や配布物等の飛散に注意してください。

3. 夜間養生（前面幕）は出展者自身で行ってください。前面幕はスタッフが夕方に配布し、朝回収し
ます。

4. 夜間、貴重品は持ち帰ってください。また、雨対策として荷物は地面に置いていかないでください。

5. 火器使用はできません。

6. 荒天時には公園のルールに従い、緊急撤去もしくは中止になる場合があります。

■基本レイアウト

OW：ワークショップ（屋外） TE：テントブース OT：屋外展⽰ OS：⾞両展⽰ ST：ステージ
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出展番号 出展場所
出展
日時

出展団体名 タイトル

TE-44

キャナル
ゲート

両日

名古屋市環境局 災害時にも活躍できる「燃料電池自動車」

TE-45 愛知県立鳴海高等学校 自然科学部 防災ミニ実験

TE-46 愛知県建築物地震対策推進協議会 住宅・建築物の耐震化・減災化について

TE-47 愛知県防災航空隊 愛知県防災航空隊 防災ヘリコプター「わかしゃち」

TE-48 西日本電信電話株式会社 名古屋支店 災害時の安否確認「災害用伝言ダイヤル１７１」の体験

TE-49 ＬＯＫホールディングス （株）愛知共同企画 【おかずブランド】防災で社会貢献

TE-50 （一社）防災安全協会 beyond2020に向けて防災力を高める

TE-51 セカンドハウス 人とペットの災害対策

TE-52 Yahoo! JAPAN 体験イベント「わたしの防災ブック」を作ろう

TE-53 NTTタウンページ㈱ 防災タウンページで日頃からの備えを！！

TE-54 災害復興支援団＋ＯＮＥ 災害復興支援団＋ＯＮＥ活動紹介

TE-55 防災ママかきつばた 親子の備えを学んで体験！防災絵本販売も♪

TE-56 一般社団法人 中部地域づくり協会 自然に学び、自然に備える ～防災体感ＶＲ～

TE-57 有限会社アシストコム VRで新しい防災訓練、防災学習

TE-58 名古屋市消防局 ちびっこ消防士体験

TE-59 NPO法人 高齢者住まいる研究会 オリジナル防災ゲームで楽しみながら学ぶ！親子防災

TE-60 愛知県立半田商業高等学校 clover ～命を守る防災対策～

TE-61 福祉救援ボランティア「こだま」 災害時のあかりを考えよう

TE-63 愛知県婦人消防クラブ連絡協議会 防火・防災ぬりえ、防火・紙芝居、三角巾による応急手当の実演

TE-64 自衛隊愛知地方協力本部 自衛隊愛知地方協力本部

TE-65 愛知県防災危機管理課 防災啓発コーナー

TE-66 マックスバリュ東海株式会社 ストラックアウトでローリングストックについて学ぼう！

TE-67 愛知県防災危機管理課 県内の子どもたちの取組

TE-68 株式会社眞照 停電対策商品と避難所用多目的家具の紹介

TE-69 一般社団法人 日本アマチュア無線連盟 愛知県支部 停電や災害発生時でも自力で連絡可能なアマチュア無線のご紹介

TE-71 公益財団法人名古屋まちづくり公社 わくわく学べる防災ゲーム YOUも体験しちゃいなYO!

は「あいち・なごや防災フェスタの出展団体」



出展者マニュアル_Ver.3 [ 41 ]

会場配置と出展場所 ［キャナルゲートエリア］

キャナルゲートエリア 屋外展⽰

■設備

小間サイズ 展示サイズに準拠 土間渡し

基本備品 出展団体名プレート
※上記以外の備品を主催者側で用意する場合は、有料での貸与となります。

備考 ストックスペースはありません

注意事項 1. 強風が吹くことがありますので、展示物や配布物等の飛散に注意してください。

2. 夜間養生は出展者自身で行ってください。

3. 夜間、貴重品は持ち帰ってください。また、雨対策として荷物は地面に置いていかないでください。

4. 火器使用はできません。

5. 荒天時には公園のルールに従い、緊急撤去もしくは中止になる場合があります。

出展番号 出展場所
出展
日時

出展団体名 タイトル

OT-16 キャナル
ゲート
エリア

両日
横田瀝青興業株式会社 タンクローリー直結型計量機 どこでもスタンドⅡ

OT-18 クラーク株式会社 多頭飼育用避難ハウス・被災時診療テント
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キャナルゲートエリア ⾞両展⽰

■設備

小間サイズ 展示サイズに準拠 土間渡し

基本備品 出展団体名プレート
※上記以外の備品を主催者側で用意する場合は、有料での貸与となります。

備考 ストックスペースはありません

注意事項 1. 北側（東行き）車線は、緊急車両用通路ですので、はみ出さないようにしてください。

2. 強風が吹くことがありますので、展示物や配布物等の飛散に注意してください。

3. 夜間養生は出展者自身で行ってください。

4. 夜間、貴重品は持ち帰ってください。

5. 火器使用はできません。

6. 荒天時には公園のルールに従い、緊急撤去もしくは中止になる場合があります。

出展番号 出展場所
出展
日時

出展団体名 タイトル

OS-01

ぼうさい
モーター
ショー
ゾーン

両日

愛知県警察 震災対策活動用車（ウニモグ）の展示

OS-02 岡崎市消防本部 全地形対応車【レッドサラマンダー】

OS-03 名古屋市環境局 燃料電池自動車「MIRAI」の展示

OS-04 西日本電信電話株式会社 名古屋支店 災害対策車両の展示

OS-05 中日本高速道路㈱ 多機能車両（トイレカー）

OS-06 名古屋市 ドラゴンハイパーコマンドユニットの展示

OS-07 名古屋市 消防バイクの展示

OS-08 名古屋市 消防タンク車の展示

OS-09 助けあいジャパン みんな元気になるトイレ

OS-10 国土交通省 中部地方整備局 災害対策車両「照明車」の展示

OS-11 総務省東海総合通信局 災害時における通信確保・情報発信のための支援

OS-12 ＫＤＤＩ株式会社 災害対策関連サービスの展示・体験

OS-13 公益社団法人 日本薬剤師会 薬剤師会 モバイルファーマシー展示

OS-15 トヨタ自動車株式会社 燃料電池バス（トヨタ ＳＯＲＡ）体験試乗会

は「あいち・なごや防災フェスタの出展団体」
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出展者来場時間

1.来場可能時間

会 場 10月18日（金） 10月19日（土） 10月20日（日）

名古屋コンベンション
ホール & 中京テレビ

屋内会場

セッション 使用不可 来 場：9時〜19時
準 備：本番開始20分前
片付け：本番終了10分

来 場：9時〜18時
準 備：本番開始20分前
片付け：本番終了10分ワークショップ

プレゼンブース 準 備：16時〜19時
（搬入 ）

準 備：9時〜10時
本 番：10時〜18時
片付け：18時〜19時

準 備：9時〜10時
本 番：10時〜16時
片付け：16時〜18時ポスターセッション

パークエリア &
キャナルゲートエリア

屋外会場

ワークショップ 使用不可 来 場：9時〜18時
準 備：本番開始20分前
片付け：本番終了10分

来 場：9時〜18時
準 備：本番開始20分前
片付け：本番終了10分

テントブース 準 備：13時〜17時
（搬入）

準 備：9時〜10時
本 番：10時〜16時
片付け：16時〜18時

準 備：9時〜10時
本 番：10時〜16時
片付け：16時〜18時屋外展示

車両展示 道路部分 使用不可 準 備：8時〜9時30分
本 番：10時〜16時
片付け：16時〜18時

準 備：8時〜9時30分
本 番：10時〜16時
片付け：16時〜18時公園内 準 備：13時〜17時

（搬入）

ステージ 使用不可 ※別途ご案内 ※別途ご案内

※ セッション・ワークショップで搬入作業がある出展者は、
上記の準備時間に間に合うように搬入してください。

※ 時間は変更になる場合がございます。

2.来場から退場までの流れ

来 場 代表者は出展者窓口に立ち寄り、入場手続きを行ってください。 ※P.19−20参照

●「出展者証（パス）」を受取ってください。

※パスとレセプションチケットの枚数を必ずご確認ください。

●「出展者アンケート」「来場者人数集計用紙」を受け取ってください。

※「出展者アンケート」「来場者人数集計用紙」は、各出展終了後に事務局へ提出してください。

●SS／WS出展者は開始45分前迄に、必ず部屋付きスタッフと打合せを行ってください。

※部屋利用のルール、備品の確認等を行います。

●屋内会場はコンベンションホール 3F に、屋外会場はパークエリア南側（ステージ裏側）に設置。

※中京テレビ会場の出展者は、パークエリア南側の出展者窓口をご利用ください。

出展準備 準備を開始時間までに行ってください。

●テントブースは出展者自ら前面幕を外してください。前面幕はスタッフが回収に回ります。

●セッションとワークショップは、本番の20分前からの準備が基本ですが、前プログラムの状況等で準
備時間が前後することがあります。

本 番 運営を行ってください。

●セッション・ワークショップは90分枠での出展で、前後に他団体が同じ会場を利用するプログラムが
ありますのでご留意ください。

●SS／WSは終了時間厳守でお願いします。終了10分前、5分前に告知を行います。

●各出展団体は必ず来場者数をカウントし、「来場者人数集計用紙」に記載ください。

●出展者窓口に「出展者アンケート」 「来場者人数集計用紙」をご記入の上ご提出ください。

SS／WSは部屋付きスタッフに提出してください。

片付け〜退出 片付け後、退出してください。

●撤去（片付け）の完了時間は、出展タイプ・日毎に異なりますので、上記表「1.来場可能時間」をご確
認ください。

●テントブースは出展者自ら前面幕を設置してください。前面幕はスタッフが配布します。

※18日（金）・19日（土）のみ
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共通事項

■ 電源使用について ： セッション・ワークショップやブース等で電気を希望の場合は、使用用途・使用電気容量
を事務局に必ず申請を行ってください。（資料2 その他質問事項に記入）
ご希望の内容により、電気容量の変更や有料提供となる場合がございます。

■ 休 憩 ス ペ ー ス ： 会場に主催者が用意した休憩スペースはございません。

休憩・食事の際は近隣のレストラン等をご利用ください。

■ 飲 食 店 ： グローバルゲート（約20軒）、マーケットスクエアささしま（7軒）、JICA食のゾーン
等の飲食店等をご利用ください。

■グローバルゲートショップリスト

https://shops.globalgate.nagoya/shop/

※ ぼうさいこくたい2019向けにグローバルゲート飲食店の割引クーポンが発行されます。

■マーケットスクエアささしま

https://www.market-square.jp/sasashima/shop-guide/food.html

■JICA食のゾーン（カフェクロスロード）

https://www.jica.go.jp/nagoya-hiroba/about/cafe/index.html

■ お 手 洗 い ： 名古屋コンベンションホール各階、中京テレビエントランスホール、キャナルゲートエリ
アのトイレをご利用ください。

■ 喫 煙 所 ： 名古屋コンベンションホール各階、中京テレビエントランスホールの喫煙所をご利用くだ
さい。

屋外（パークエリア、キャナルゲートエリア）には喫煙所がありません。

■ 救 護 所 ： 運営事務局（NCH303小会議室）に看護師が常駐しています。

■ Wi-Fi ： 名古屋コンベンションホール 3F ビジネスセンターに設置予定

■ コ ピ ー ： 1F ファミリーマート

■ ゴ ミ 処 理 ： ゴミは全てお持ち帰りください。

粗大ゴミや産業廃棄物を現場で廃棄したい場合は、事前に事務局にご相談ください。

有料で廃棄業者を手配します。

■ 近 隣 駐 車 場 ： P-1 グローバルゲート地下駐車場
約100台 高さ：2.2m以下

250円／30分

P-2 名鉄協商マーケットスクエアささしま
約190台 高さ：2.2m以下

300円／30分

P-3 名鉄協商アートグレース駐車場
約70台 2.3m以下

500円／30分

P-4 P.ZONEささしまライブパーキング
約400台 高さ：2.1m以下

200円／60分 900円／入庫24H

■ そ の 他 ：

キャナル
ゲートエ

リア

グローバル
ゲート

歩行者デ
ッキ

広井町通

JICA中部

米野駅

近鉄
名古
屋線

愛知大学
名古屋キャンパス

中京
テレビ

大須通

名古屋
コンベンション
ホール

パーク
エリア

中川運河

あ
お
な
み
線

名
鉄
名
古
屋
線

J
R
東
海
道
本
線・中
央
線

J
R
関
西
本
線

J
R
東
海
道
新
幹
線

ささしま
ライブ駅
ささしま
ライブ駅

名
古
屋
駅

名
古
屋
駅

中村警察署中村警察署

ミッドランド
スクエア

セブンイレブンセブンイレブン

マックスバリュ

広小路通

N

近
鉄
名
古
屋
駅

名
鉄
名
古
屋
駅

地
下
鉄
東
山
線

地下鉄
桜通線

歩
行
者

デ
ッ
キ

ア
ン
ダ
ー
パ
ス

P-2

P-3

P-4

P-1
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搬入出について

搬入・準備時間は出展カテゴリー毎に異なりますので、前ページの「来場可能時間」に書かれているスケジュールをご確認の上、
作業を行ってください。。

車両での搬入出 名古屋コンベンションホール

B1Fへ

グローバルゲート裏側(名古屋駅側)の地下駐車場入口スロー
プよりB1F荷捌場まで進入してください。

・車両制限2tトラックまで （※4トン車不可）

（車両高2.9m、全幅2.2m、全長6m以下 ）

・事前申請による搬入出車両証が必要となります。

1Fより

荷捌
EV

荷捌き場での作業は必要 低限（15分程度）とし、荷下し
が済んだ車両は速やかに移動してください。

• 搬入出エレベーター［w2.3×d3.2×h2.3］

宅配便での搬入出 名古屋コンベンションホール ［取扱業者：ヤマト運輸、佐川急便、西濃運輸］

会場への発送 展示品等を会場へ送る場合は、「荷物送付確認フォーム」に記入の上事務局へ送信してください。
送付の荷物へは「名古屋コンベンションホール荷物送付状」を貼り付け、10/18 AM 必着で送付してください。
荷物の受渡し 2F：小会議室202 3F：メインホールB 4F：中会議室405

会場からの送付 出展者各自で着払い伝票をご用意ください。
着払い伝票を貼り付け、フロア毎の発送受付までお持ち下さい。（受付時間：16時〜18時）
発送受付 2F：小会議室202 3F：中会議室302 4F：中会議室405

■NCH宅配便荷札

宅配便発送の注意事項

宅配便で荷物を発送する場合、必ず左記の荷札を全ての荷物に
貼り付けてください。（全出展者に送信済み）

NCHと屋外の荷札を間違えない様にしてください。

宅配便会社により送れる荷物のサイズ等の制限があります。
規定サイズを超過し、10/18AM着の指定ができない場合、

余裕を持って発送してください。

会場から荷物を返送する場合、規定サイズを超過する荷物は受
付けられませんので、会場へ発送する際に宅配便業者に確認を
行ってください。
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車両での搬入出 パークエリア／キャナルゲートエリア／中京テレビ

名駅通りより「ささしまライブ24東」交差点よりささしま
ライブ24へ進入し、名古屋高速高架下道路からパークエリ
アへ進入してください。

・ 車両制限4tトラックまで 。

・ 事前申請による搬入出許可証が必要 です。

※ 会場スペースに制限があるため、搬入時間は事務局より
指定 いたします。

※ 会場内での荷下し（荷積み）以外の車両留置きはできま
せん 。近隣の駐車場をご利用ください。

※ こくたい開催時間中は、会場内に車両乗り入れができま
せん。

交通規制箇所

宅配便での搬入出 パークエリア／キャナルゲートエリア／中京テレビ ［取扱業者：ヤマト運輸、佐川急便］

会場への発送 展示品等を送る場合は、「荷物送付確認フォーム」に記入の上事務局に送信してください。
送付の荷物へは「ぼうさいこくたい荷物送付状（※後日案内）」を貼り付け、10/18 AM必着で送付してくだ
さい。荷物の受渡しは出展者窓口で行います。（受渡し時間：15時以降予定）

会場からの送付 出展者各自で着払い伝票をご用意ください。
着払い伝票を貼り付け、出展者窓口までお持ち下さい。（受付時間：16時〜18時）

出展者窓口

■屋外会場宅配便荷札

宅配便発送の注意事項

宅配便で荷物を発送する場合、必ず左記の荷札を全ての荷物に
貼り付けてください。（全出展者に送信済み）

NCHと屋外の荷札を間違えない様にしてください。

宅配便会社により送れる荷物のサイズ等の制限があります。
規定サイズを超過し、10/18AM着の指定ができない場合、

余裕を持って発送してください。

会場から荷物を返送する場合、規定サイズを超過する荷物は受
付けられませんので、会場へ発送する際に宅配便業者に確認を
行ってください。
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諸事項

（1）出展スペース

割り当てられたスペースの一部または全部を事務局の承諾なしに譲渡、転貸、担保に供することを禁止します。
また、展開可能エリア外での活動（隣接出展者等に迷惑となると主催者が判断した音量や光量も含みます）動
線の妨げになる行為も禁止します。なお出展場所以外に備品ストックスペースの用意はありません。ステージ
講演等で次の出展者がいる場合、全ての備品は搬出し現状復帰してください。

（2）出展品目の制限

出展物並びに講演・ワークショップ等は、「ぼうさいこくたい2019」の開催趣旨、目的に沿ったものを出展
してください。

（3）出展の制限及び中止

主催者は、危険を伴う実演や騒音・臭気・振動などが発生するおそれのある出展物で、「ぼうさいこくたい
2019」の運営に支障をきたすおそれがあると認められるものについては、その出展を制限又は中止させてい
ただく場合があります。

また、隣接する出展者等から苦情が出たり、会場の保全、管理、秩序の維持、来場者の安全等に対する支障、
風紀を乱すと認められる場合においても、中止等を含む必要な対策を要求することがあります。

以上の場合、出展者の発生経費については、主催者は補償の責を負いません。

（4）出展物の管理保全

①事務局は管理者として注意を持って会場全般の管理にあたります。ただし、各出展物の管理は出展者が自己
の責任と費用にて行ってください。

②事務局は出展物の盗難・紛失・損傷・火災・その他天災地変等を原因とする一切の補償責任を負いません。
従って出展者は出展物に保険を付すなどの措置をとるように配慮してください。

（5）物品の販売

禁止といたします。募金やチャリティをご検討の場合は事務局までご相談ください。

（6）飲食物の提供について

飲食物のテイスティングやサンプリングをご希望の場合、事務局にご相談ください。保健所への申請を代行い
たしますので、申請書のご用意をお願いします。現場では必要に応じてアレルギー物質の表示をお願いします。
なおアルコール類及びガムの出品は禁止します。火器の使用はできません。

（7）禁止の出展物

引火性爆発物、放射性危険物、劇毒物、工業所有権を侵害する商品、火気に該当することが事前にわかるもの
は、出展を禁止いたします。また屋内でのヘリウムガス風船の配布は禁止いたします。

（9）音量規制

明らかに耳障りな音量を発し、近隣の出展者に迷惑となっている場合は改善勧告を行います。

（10）立ち入り点検

主催者および本催事の警備・防災担当協力会社は、防火、防災のため必要と認められた際は、出展者の了解の
上、出展スペース内を点検することができます。搬入時、および会期中、主催者は防火・防災担当の管轄の行
政指導により出展スペース内を点検する場合があります。出展者が点検時に行政指導を受けた場合は、速やか
にその指導に従うこととします。

（11）JASRACの申請

日本音楽著作権協会（JASRC）への申請は出展団体様でお願いいたします。

（12）地震・火災等

地震・火災等の発生時は本部より対応をご連絡します。



出展者マニュアル_Ver.3[ 48 ]

（13）ゴミ処理について

原則、ゴミはお持ち帰りください。粗大ゴミや産業廃棄物に当たるものを現場で廃棄したい場合は事務局に
ご相談ください。有料で業者を手配します。

（14）個人情報取得について

アンケート等で個人情報を取得する場合は、使用範囲を来場者に明示し同意を得た上で行ってください。

（15）同時開催

10月19日(土)～20(日)・・・あいち・なごや防災フェスタ

（16）救護室

名古屋コンベンションホール3F 運営事務局（303会議室）に主催手配の救護室を設置予定。

看護師が待機します。

（17）出展開始と終了

朝礼は行いません。出展開始・終了とも時間でご判断をお願いします。

10月19日(土)10:00～18:00 ※屋外会場は16時迄

10月20日(日)10:00～16:00

（18）開催中の主催への連絡

開催中に主催へ連絡が必要な場合は、以下のいずれかの方法でご連絡くさい。

①各会場インフォメーションで申し出

②巡回本部スタッフへの声がけ

③臨時事務局電話番号への連絡。電話番号は当日までにお伝えします。

（19）wifiの利用について

名古屋コンベンションホール3Fにフリーwifiを設置予定。

（20）会場での撮影（ビデオ、写真）については下記のルールに従ってください。

①肖像権や個人情報の取り扱いに注意してください。

「勝手に撮影されない権利」「勝手に公開されない権利」「有名人などが自分の画像を勝手に商業利用さ
れない権利」

②被写体に人物が入る場合は、対象者に撮影許可を取ってください。

特に、未成年者の場合は保護者の承諾が必要です。

③撮影する場合は、各出展者毎に定めた腕章等目印を必ず着用してください。
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出展規約

Ⅰ. 主催者による調整

講演の場所・時間、出展場所の割当てについては、内容、規模等を総合的に考慮し主催者にて決定いたします。

Ⅱ. 出展物の保全管理

（１）主催者は、会場全般の管理、保全に当たりますが、天災、その他不可抗力により発生した展示物の損傷、
紛失、盗難等については、その責任を負いません。

（２）出展者は、輸送及び展示期間中の保護については、必要に応じて保険をかけるなど適切な処置を講じてく
ださい。

Ⅲ. 事故防止及び責任

（１）出展者は、搬入搬出、施工、実演等の作業全般について、事故の発生防止に努めてください。

（２）事務局は、出展者が行うこれらの作業について必要と認めた際には、事故防止のための措置を命じ、その
作業の制限、中止等を求めることがあります。

（３）出展者自身の行為によって発生した事故又は損傷は、出展者の責任となります。

Ⅳ. 原状回復

（１）出展者は、本催事の会期終了後、所定の搬出期間を経て使用したスペースを原状に回復しなければなりま
せん。ただし、出展者が原状回復を行わない場合は、主催者において工事を行い、その費用は出展者が負
担するものといたします。

（２）出展者が出展スペースの明け渡し後、出展者の残物がある場合、主催者により当該の出展者へ連絡した後、
残物を処分できることといたします。また、その処分にかかる費用については、出展者が負担するものと
いたします。

（３）養生

ワークショップ等で床や壁が汚れる恐れが考えられる場合、事前にビニールやパンチカーペット等で養生
をしてください。

Ⅴ. 免責

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ことがあります。その場合、出展者
の発生経費については、主催者は補償の責を負いません。

Ⅵ . ゴミの処理

可能な限り、ゴミが出ないように工夫してください。また、ゴミが発生した場合は、必ず出展者が持ち帰ってく
ださい。

Ⅶ. その他

出展要項に定めのないものについては、その都度主催者で決定いたします。

中止基準

当日の午前6時30分の時点で、以下のいずれかに該当する場合は、大会開催可否の判断を大会実行委員が行います。

(1) 愛知県の一部又は全域に特別警報※又は警報※が発表され、かつ、愛知県内の一部又は全域に相当規模の災害
が発生した場合又は発生する恐れがある場合

※大雨、洪水、暴風、高潮のいずれか

(2) 「愛知県外海」又は「伊勢・三河湾」に大津波警報又は津波警報等、津波による甚大な被害が発表された場合

(3) 愛知県内で震度5弱以上、又は名古屋市で震度4以上の地震が発生し、かつ、愛知県内の一部又は全域に相当
規模の災害が発生した場合又は発生する恐れがある場合

(4) 大規模事故等の発生、Jアラートによる国民保護情報の伝達、南海トラフ地震臨時情報の発表など、その他中
止すべきと大会実行委員会が判断した場合

(5) 首都直下地震や東日本大震災級の地震など、愛知県以外でも巨大災害に襲われた場合

(6) その他、主催者が大会の中止が妥当と判断した場合

大会中止の場合の
ご案内

大会HP http://bosai-kokutai.jp/ 大会FB https://www.facebook.com/bousaikokutai/
大会twitter https://twitter.com/bousaikokutai
なごや「教えてダイヤル」 052-953-7584 ※8:00〜21:00
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FAQ

【全体】

Q１. 会場に車で行きたいのですが、駐車場はありますか？

A. 出来る限り公共交通機関にて会場にお越しください。

やむを得ず車で来場される方は近隣の駐車場をご利用下さい。(詳細はマニュアルの42ページご参照)

Q.２ 会場は、車いす対応はしていますか？

A. 対応しています。

（多目的トイレは屋内のみ、コンベンションホールの各フロアと中京テレビにあります。）

Q.３ 会場に保育室はありますか？

A. 申し訳ありませんが、スペースの制約から、ありません。

Q.４ 外国人をお連れしたいのですが、英語パンフレットなどありますか。

A. 全体のパンフレットはございませんが、イベントによっては、多言語に翻訳したチラシを用意しているところがございます。

Q.５ 事前準備（前日18 日に行うこと）、撤収作業（後日21 日に行うこと）としては何がありますか？

ある場合、具体的な作業内容とスケジュールを教えてください。

A 出展タイプにより18日の作業時間が異なります。

会場利用は20日（日）18時までです。(詳細はマニュアル43ページご参照)

Q.６ 当日、他団体等の展示を拝見したいのですが、資材を仮置き可能な場所はありますか？

A. 出展者窓口にご相談ください。但しあまりにも大きなものはお預かり兼ねますことを予めご承知おきください。

Q７ “販売行為は不可”と承知してますが、ノベルティは無償提供してもいいですか？

A. 問題ありません。

Q８ 試食品を提供してもいいですか？

A. 保健所への申請が必要ですので、運営事務局に早めにご連絡下さい。(可能性がある場合もご連絡下さい)

Q９ 防災関係のチラシを持ち込んだらおいていただけますか？

A. 常設展示については、そのブースにてチラシなどの配布をお願いいたします。セッション、ワークショップ等のみの出展団体については、
コンベンションホール内にチラシをおくスペースを1団体１つまでご用意いたします。(場所については調整中)

Q10 マニュアルに記載されている出展位置は決定ですか？

A 若干の修正は入るかもしれませんが基本的には決定になります。HPで情報更新いたします。

Q11 会場見学会（8/5）の出欠希望は取られますか？

A 7/26の提出書類にてご回答ください。見学会は14時からです。

Q12 会場見学会（8/5）への参加は義務ですか？ また、代替日はありますか？

A 見学会は自由参加になります。

代替日はありませんが、ご相談ください。

Q13 進捗の件で確認。試飲等を行う場合、商品名やサンプルが必要になるのでしょうか？

A 形状、等々を知らせてください。

【広報、HP関係】

Q１ 「印刷物およびHP掲載内容について」いつまで変更が可能ですか？

A. 7月3・８日の説明会で、修正のご要望についてお聞きします（7月26日〆切）。

8月1日にも同様のお問合せをします（8月２３日〆切）。8月２３日を過ぎますと、当日パンフレットへの修正はできなくなりますので
ご注意ください。HPは9月になりましても修正は可能です。しかしながら、修正のご要望をいただいてからHP修正まで少なくとも10営
業日かかることをご容赦ください。

Q２ HP掲載用のイベントの写真の手配が間に合いません。いつまでに提出すればよいですか？

A. 早い提出が広報上望ましいと思いますが、遅くなる場合、ご提出後早くて１０営業日後でのHP掲載となることをご容赦ください。

なお、HPおよびチラシ、当日パンフ等に使用の可能性がありますのでそのような使用で問題のない写真・図版等をご提出ください。

Q.３ SNSを利用した広報について、英語版のSNSしかないがそれを掲載して構わないですか？

A. 結構です。英語以外の言語でも結構です。
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FAQ

Q.４ HP、印刷物に掲載される内容について完成前に確認させていただくことは可能ですか。

A .今回、200団体以上からの出展が予定されているため、掲載内容の事前確認などを含めて作業をしていると、
時間的な余裕がないため確認はいたしません。各出展団体様にて予め十分精査の上ご提出ください。

Q５. ピンバッジの購入はどのようになりますか。領収書を発行しますか？

A. 説明会でお渡しするか、あるいは着払いでの郵送となります。領収書は発行いたします。

なお、毎月1日に、出展団体からの提出書類の中で、ピンバッジのご要望を伺います。

Q６ 説明会での資料２の「他言語の提出」とは何を提出すればいいでしょうか？

A 他言語での案内をHPに載せるご希望がある団体のみ、以前日本語で提出頂いたものとと同じ内容で提出してください。

Q７ 広報などでキャラクター（ロゴ）を自由に使っていいですか？

A 内閣府の許可が必要となりますので、使用方法・目的・期間を明記して事務局に申請してください。

Q８ 当日、会場内でのビデオ・カメラによる撮影についてどのような手続きが必要ですか？

A 報道各社には申請をして頂く予定なので、同様の対応を考えています。

事務局の撮影もあるので、ご要望については個別に調整させて頂きます。別途プレス要領をお配りします。

Q9 資料２のピンバッジの個数ですが、改めて回答しなければいけないのでしょうか？

A 事前に頂いている団体は結構です。

Q10 チラシが各100枚となってますが、追加は可能ですか？

A 希望数をおしらせください。

Q11 フォーマットのどの項目がオープンされるのでしょうか？

A タイトル、登壇者、をHPで公開します

Q12 タイトル等の仮は、何時までこのままでいいのでしょうか？

A 当日パンフ等へ片影するため、8/23迄に決めてください。

【備品・設備関係】

Q１. セッションやブース等で使える設備は何がありますか？また使用料がかかりますか？

A. 無償提供品については、マニュアルの19ページ～40ページの基本備品欄に記載があるものです。

出展タイプや部屋によって内容が異なります。

Q.２ 無償提供品以外の追加機材等を申し込むことは可能ですか？

A. 無償提供品以外の追加機材の申込に関しては、要望が多い機材については、オプションとして有償でのレンタルを検討しております。詳
しくは、9月1日に発表いたします。オプションで申し込みたい機材が現時点でおわかりであれば、7月３・８日の説明会にてお渡しする
質問票に記載ください。

Q.3 会議テーブル・ハンガーラック等、備品を自分達で持ち込みできますか？

A. 可能です。持ち込みの際はマニュアル43−44ページ、搬入出についてをご確認ください。

Q.４ 電源は何ボルトまで使用可能でしょうか？

A. 会場と調整中です。8月1日(予定)に方針についてご連絡いたします。まずは7月３・8日の説明会にてお渡しする質問票に現在想定の使
用量をご記入下さい。

Q5 電気代は発生するのでしょうか？

A 仮設の電源になります。検討の為、説明会でお渡しする資料２その他質問事項に必要電力量をご記載下さい。

Q6 電源や机の追加など、オプションの要望は個別に対応してもらえるのでしょうか？

個別だとしても来年の出展も見据えて他団体のことを参考にしたいので、Q＆Aのようなものを公開してほしい。

A 事前調査票にご記入ください。Q&Aはまとめて共有します。

ニーズを調査した上で、9月にオプションへの対応を発表頂います。

【セッション、ワークショップ（屋内＆屋外）】

Q.１ 準備に 低2時間、撤去に45分～1時間必要です。

A 前の枠と後ろの枠との間は30分しかございません。基本的には、この30分以内でそれぞれ準備、原状回復をしていただくことになりま
す。一団体のみ特別扱いすることは困難であるため、持ち時間内におさまるよう、工夫をお願いします。
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Q2 片付けはセッション枠内（９0分の中）でやるのでしょうか？終わってから10分以内という認識でいいのでしょうか？

また、前の団体が早く終われば、準備を始めていいのでしょうか？

A 各セッションの間に30分とっているので、その中の10分でお願いします。

前の団体が早く終われば、準備を始めて頂いて結構です。

Q.3 お部屋の机は固定式でしょうか？移動は可能でしょうか？

A. 移動可能です。配置は変更頂いても構いませんが、終了後は元通りに直してくださいますようお願いします。

Q.4 ワークショップを1枠の中で2～３回に分けて行うことは可能でしょうか？

A. １枠90分以内に収まれば、お好きなように企画してくださって結構です。

Q.5 ワークショップですが、パワーポイントを使った講演をメインとして行い、机上のワークを少しだけ行うつもりです、大丈夫ですか？

A. できるだけ参加型のお時間を増やしていただくようお願いいたします。

Q.6 セッションに登壇するパネリストの控室はありますか？

A. 控室は現在調整中です。セッションを実施する団体様には別途ご案内いたします。

Q7 セッション参加者のメーリングリストを作りたいのですが、名刺を回収してもいいかですか？

A 出展者の責任の範囲でお願いいたします。

Q8 セッションで利用できるスクリーンの縦・横サイズはいくつでしょうか？

A 部屋毎にサイズが違うので確定後にご案内します。

Q9 中会議室を分けた場所で出展予定です。備品でマイクとありますが使って大丈夫ですか？

A 基本的には使って頂いて大丈夫です。音が問題になる場合は個別に調整させて頂きます。

【プレゼンブース、ポスターセッション、テントブース】

Q1. 音が出るのですが大丈夫でしょうか？

A 周りのブースに迷惑のかからない範囲の音にしぼっていただくよう、お願いいたします。

Q.2 ポスターブースのコマの前で必要に応じて説明などしても良いでしょうか？

A. どんどん説明していただいて結構です。むしろ、ポスターブースの前に説明員を常時おくことを推奨します。

防犯上の理由からも、どなたかが常駐されることをお勧めします。

Q.3 夜間の展示物の安全確保は大丈夫でしょうか？

A. 屋内会場は事務局退館時に施錠し、屋外会場は警備員が巡回警備を行います。

但し責任は負いかねますので、出展物の管理は各自の責任で行って頂くようお願いいたします。

Q4 1日目と2日目で出展内容を変える場合、準備の時間はありますか？

A 43ページの来場可能時間内での作業が基本です。事務局にご相談ください。

Q5 P.43 出展者来場時間について、中京テレビの会場についてはどうなるか？

A 中京テレビ会場もコンベンションホールと同じ時間です。

搬入経路については後日対象者にご案内いたします。

Q6 PRブースで説明するスタッフの荷物を置く場所などありますか？

A クロークについて今後検討しますので、ご要望を説明会の資料2に記載する形でご連絡ください。

Q7 WS屋内参加ですが、パンフ等を期間中置ける場所はあるのでしょうか？説明員を配置したいのですがいいでしょうか。

A 場所は調整中ですが、常設の場所を設置します。説明者はご遠慮ください。

【屋外全般（テントブース等）】

Q.1 試乗の為に介助運搬車（手押し車）をテントブースから外へ出て行ってもいいでしょうか？

A. 安全に十分配慮の上、周りの出展団体や来場者の迷惑にならない範囲であれば差し支えありません。

Q.2 テントに壁はありますか？

A. ありません。
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Q.3 火気は使用できますか？

A. 室内、及び屋外のキャナルゲートエリア（高架下スペース）では火気の使用は出来ません。
屋外出展者のうち、火気使用を予定されている方は7月３・８日の説明会にてお渡しする資料２その他質問事項にご記入下さい。

個別にご相談させて頂きます。

Q4 屋外の展示について、車両を乗り入れて停めた状態で作業をしていいのでしょうか？

荷物をおろしたら移動する必要があるのでしょうか？

A 9月にお送りする搬入出申請書にて、車両の乗り入れのご要望を取りまとめて判断させて頂きますが、基本的には荷物をおろしたら車両
は移動してください。

Q5 テントで出展しますが、荷物を各テントまで運ぶ台車はありますか？

A 基本的には各団体にご用意いただきたいところですが、共用台車の導入について検討いたします。

Q6 屋外テントでVTR上映を予定。モニターは借りれますか？また、テントスペースでできますか？

A 貸し出しは可能です。金額等は今後、ご案内いたします。資料２に分かる範囲で記載し、返信してください。

Q7 展示の耐震シェルターは非常に重いですが、対荷重等の制限はありますか？

A 重量等々の詳細を事務局にお知らせください。

Q8 ステージのサイズを教えてください。プログラムはいつ決まりますか？また、何回出演できますか？

A P37を参照してください。（w9×d5.4×h0.9m）プログラムは近日中にお知らせします。

Q9 車両展示の展示サイズに準拠とはどういうことですか？

天気によってオーニングが必要になり、車幅より倍ぐらいのスペースが必要かと思うが大丈夫でしょうか。

A これまで展示等を行った際の写真や、車両（含む展示物）の資料を事務局に送ってください。

Q10 着ぐるみの着替え場所は用意してもらえるのでしょうか？

A 用意します。

Q11 SORAの運行（試乗）を予定しているが問題ないでしょうか？

A 試乗で進めています。


