
防災推進国民大会（ぼうさいこくたい2022）
について

令和４年４月

内閣府防災（普及啓発・連携担当）
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HAT神戸地区

セッション、ワークショップ、プレゼンﾌﾞｰｽ、ポスターセッション、屋外展示を実施

現地会場

人と防災未来センター外観 人と防災未来センター内観

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、主催者間で
協議の上で完全オンラインへ開催方法を変更する場合もあります。

＋

オンライン

防災推進国民大会2022の開催概要（案）
• 日 時：2022年10月22日（土）・23日（日）
• 会 場：兵庫県神戸市のHAT神戸を中心とするエリア

（人と防災未来ｾﾝﾀｰ、国際協力機構関西ｾﾝﾀｰ(JICA関西) 、
IHDｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ(兵庫県国際交流協会、国際健康開発ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ）､
兵庫県立美術館､なぎさ公園）※近畿圏で初の開催
［アクセス］阪神電鉄「春日野道駅」「岩屋駅」から徒歩約10分

• 主 催：内閣府、防災推進協議会、防災推進国民会議
• 協 力：兵庫県、神戸市、阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター

• 協 賛：兵庫県国際交流協会
• 併催事業：人と防災未来センター主催「ALL HAT」他、以下を開催予定

内閣府「防災×テクノロジー官民連携プラットフォーム マッチングセミナー」

環境省主催イベント（調整中）、日本赤十字社兵庫県支部主催イベント（調整中）

• 開催形式：現地参加とオンライン参加を組み合わせたハイブリッド形式

兵庫県立美術館

人と防災未来センター

IHDセンタービルJICA関西

なぎさ公園

セッション、ワークショップをオフィシャルホームページで配信
なぎさ公園
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出展形式について

1：セッション（実施時間 1コマ90分）

講演やパネルディスカッションを行うタイプ

（1）出展タイプ：次の５つのタイプを基本として募集します。
屋内：「セッション」 「ワークショップ」 「プレゼンテーション」 屋外：「屋外展示」
屋内または屋外：「ポスターセッション」

（2）出展内容
「防災推進国民大会2022」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目的とし、
大会趣旨にしています。出展内容は、大会趣旨と大会テーマに沿ったものに限ります。

（3）出展費用
出展タイプごとに定める「無償提供」のものと、会場賃料と会場借料に含まれる備え付けの備品及び会場で
のWi-Fi設置費用は無料です。それ以外の費用は出展者側負担となります。（電源については、別途有料に
て手配となります。）

2：ワークショップ（実施時間 1コマ90分）

来場者参加型のワークショップタイプ

3：プレゼンテーション

出展者がブースに常駐して来場者に説明をす
るタイプ※2つ以上のセクター（産業界、

行政界、学術界、NPOなど）
がセッションの登壇者として参画
するようお願いしています。 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け付けない予
定です。

4：ポスターセッション

現地会場で展示のみを行うタイプ

5：屋外展示

車両展示や屋外テントでの出展（アトラクショ
ン出展など）

※「セッション」「ワークショップ」「プレゼンテーション」につきましては、「現地出展＋オンライン（ライブ配信）」を推奨します。
※５つの形式によらない出展形式についても、御相談に応じます。
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国民の防災意識向上のため、防災に関する活動を実践する多様な団体・機関が一堂に集う「防災推進国民大
会（ぼうさいこくたい）２０２１」を実施。コロナ禍を踏まえ、現地参加とオンライン参加を組合せた形で開催。

第6回防災推進国民大会（ぼうさいこくたい2021）開催結果

テーマ：～震災から10年～つながりが創る復興と防災力

日 時：2021年11月6日(土)・7日(日)

開催地：岩手県釜石市 釜石市民ホールTETTO周辺

（現地参加とオンライン参加を組合せて開催）

主 催：防災推進国民大会2021実行委員会

（内閣府･防災推進協議会･防災推進国民会議）

実 績：出展数 171団体、展示数 187催事

（内訳：ｾｯｼｮﾝ:40､ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ:24､ﾌﾟﾚｾﾞﾝ:100）
現地来場者数約5,800人
オンライン視聴数約10,800回

関連行事：「津波防災の日スペシャルイベント」、
（11月5日） 「防災×ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ官民連携ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ」ﾏｯﾁﾝｸﾞｾﾐﾅｰ

プログラム例

ハイレベルセッション
（つながりが創る復興と防災力
～東日本大震災の経験から～）

クロージングセッション
大野副大臣より閉会挨拶

達増岩手県知事
より開催地挨拶

野田釜石市長よ
り開催地挨拶

大塚議長より
主催者挨拶

秋本副議長より
主催者挨拶

オープニングディスカッション
（東日本大震災の伝承と防災）

オープニングセッション
二之湯大臣より開会挨拶

○集まれ！防災女性職員とその応援団

防災に関わる行政の女性職員等の活動支

援に関して、テーマ別に討議。

○ワークショップ

「段ボールジオラマ防災事業」「防災・

減災スタンプラリー」などの来場者参加

型のイベントを各団体が主催。

○屋外展示

自衛隊による車両展示、県の地震体験車

「防災そばっち号」、薬剤師会「モバイ

ルファーマシー」などの展示。

○プレゼン

防災関係団体等の活

動をブース展示。

○ 岩手県主催セッション

東日本大震災津波からの復興と地域

防災力の強化をテーマに、分野別

テーマでトークセッションを実施。

○ JVOAD主催セッション

行政、社協、民間による「三者連

携」をベースとした災害支援コー

ディネーションについて討議。

大会概要

写真

写真
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【テ ー マ 】
大規模災害への備え
~過去に学び未来を拓く~

【日時】2016年8月27日(土)
・28日(日)

【場所】東京大学
本郷キャンパス

【主催】内閣府
防災推進協議会
防災推進国民会議

【実績】
（１）出展団体数 61団体
（２）出展数 82催事
（３）来場者数約12,000人
（４）動画生中継閲覧数

約12,000人

第１回

【テ ー マ 】
大規模災害に備える

~みんなの連携が力になる防災~

【日時】2017年11月26日(日)
・27日(月)

【場所】仙台国際センター

【主催】内閣府
防災推進協議会
防災推進国民会議

【同時開催】世界防災ﾌｫｰﾗﾑ
2017防災産業展
仙台市主催：

「せんだい防災ﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ」
主催挨拶：村井 宮城県知事、

郡 仙台市長
【実績】
（１） 出展数 118団体

セッション：26
ブース：49

ポスター：21
屋外展示：22

(２）来場者数 約10,000人
(３）動画生中継閲覧数

約1,000人

第２回

【テーマ】
大規模災害に備える

~みんなの連携の輪を地域で強くする~

【日時】2018年10月13日(土)
・14日(日)

【場所】東京ビッグサイト、
そなエリア

【主催】内閣府
防災推進協議会
防災推進国民会議

【同時開催】東京都主催
「防災展2018」

開催都市挨拶：小池 東京都知事

【実績】
(１） 出展数 105団体

セッション：35
ブース：45

ポスター：18
テントブース： 9

ワークショップ： ７
屋外展示： 5

(２）来場者数 約12,000人

第３回

防災推進国民大会 第1回～第5回の開催実績

オープニング
セッション

（小此木防災担当大臣
挨拶）

開会宣言を行う
松本防災担当大臣

ブース展示
（小此木

防災担当大臣視察）

東京ビッグサイト
ブース展示の様子

東京消防庁
車両展示

【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』

【日時】2019年10月19日(土)
・20日(日)

【場所】名古屋市
ささしまライブエリア

【主催】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」

開催都市挨拶：大村 愛知県知事、
河村 名古屋市長

【実績】
（１）出展数 211団体
セッション：28
ワークショップ：43
ブース：66  ポスター：30
ﾃﾝﾄﾌﾞｰｽ：33 屋外展示：11

（２）来場者数 約15,000人

第４回

オープニング
セッション

（武田大臣開会
ビデオメッセージ）

テントブースの様子

【テ ー マ 】
頻発化する大規模災害に備える
～『みんなで減災』
助け合いをひろげんさい～

【日時】2020年10月3日(土)

【場所】オンライン開催
（広島市の会場で開催予定を
オンラインに変更）

【主催】内閣府
防災推進協議会
防災推進国民会議

【実績】
（１）出展数 117団体

セッション：22
ワークショップ：11
ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ：84

（２）視聴数：15,545回
（３）閲覧回数（PV数）：

94,782回

第５回

オープニングセッション

小此木大臣より開会挨拶

ハイレベルセッション
(広島スタジオの様子)
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防災推進国民会議

防災推進国民会議

議 長： 大塚 義治（日本赤十字社社長）
副議長：秋本 敏文（公益財団法人日本消防協会会長

/一般財団法人日本防火・防災協会会長）

議 員： 各界各層の有識者
活 動：

国民の防災に関する意識向上に関し、広く各界各層との情報及び意見の交換並びに、その他の必要な連携を図り、
中央防災会議と協力しつつ、国民の防災に関する意識向上を図るため、「防災推進国民会議」を開催

＜趣旨＞

〇毎年末、総理（中央防災会議会長）へ各界の
防災の取組を報告する全体会議を開催

〇防災推進国民大会、津波防災の日イベントを
内閣府とともに共催

〇各界の取組の情報発信

＜背景＞ 平成27年３月に仙台で開催された第３回国連防災世界会議にて採択された、「仙台防災枠組2015-2030」において、
各国政府は、ステークホルダー（※）に対し、災害リスク削減に関して行動をとるよう奨励

（※市民社会、ボランティア、地域団体、学術界、企業、メディアなど）

※平成27年７月29日 中央防災会議会長（内閣総理大臣）決定

経済界・労働組合 日本経済団体連合会、経済同友会、日本商工会議所、 日本労働組合総
連合会、日本青年会議所

地 方 六 団 体 全国知事会、全国市長会、全国町村会、全国都道府県議会議長会、全国
市議会議長会、全国町村議会議長会

教 育 界
日本PTA全国協議会、全国子ども会連合会、全国幼児教育研究協会※、
全国連合小学校長会、全日本中学校長会、全国高等学校長協会、全国都
道府県教育委員会連合会、全国市町村教育委員会連合会、国立大学協会、
日本私立大学団体連合会、公立大学協会

学 術 界 日本学術会議、防災学術連携体

メ デ ィ ア 日本放送協会、日本民間放送連盟、日本新聞協会、日本雑誌協会

医 療 関 係 日本医師会、日本歯科医師会、日本薬剤師会、日本看護協会

福 祉 関 係 全国社会福祉協議会、日本介護支援専門員協会※、日本介護福祉士会※

消 防 関 係 日本消防協会、全国消防長会、日本防火・防災協会

障 害 者 団 体 日本障害フォーラム（JDF）

女 性 団 体 全国地域婦人団体連絡協議会、全国女性会館協議会※

上 記 以 外 日本赤十字社、日本財団、日本生活協同組合連合会、全国災害ボラン
ティア支援団体ネットワーク※

構成団体

第７回防災推進国民会議（令和３年12月23日開催）の様子

※印の団体は令和３年より参加
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防災推進協議会

日本赤十字社 一般社団法人日本損害保険協会 電気事業連合会

一般社団法人 日本鉄鋼連盟 石油連盟 一般社団法人 日本ガス協会

一般社団法人 不動産協会 一般社団法人 情報通信ネットワーク産業協会 公益社団法人 全国防災協会

一般財団法人 日本防火・防災協会 一般社団法人 生命保険協会 一般社団法人 日本民営鉄道協会

一般社団法人 日本建設業連合会 一般社団法人 全国建設業協会 一般社団法人 全国銀行協会

一般社団法人 全国地方銀行協会 日本百貨店協会 一般社団法人 日本電機工業会

一般社団法人 日本自動車工業会 石油化学工業協会 一般財団法人 都市防災研究所

一般社団法人 日本道路建設業協会 公益社団法人 日本水道協会 一般社団法人 全国消防機器協会

公益社団法人 全日本トラック協会 一般社団法人 日本ﾋﾞﾙﾁﾞﾝｸﾞ協会連合会 一般社団法人 第二地方銀行協会

一般社団法人 信託協会 公益社団法人 日本河川協会 公益財団法人 河川財団

公益社団法人 全国市街地再開発協会 一般財団法人 国土計画協会 一般社団法人 日本電設工業協会

一般財団法人 ベターリビング 一般社団法人 日本公園緑地協会 一般財団法人 日本ダム協会

一般社団法人 土地改良建設協会 日本証券業協会 一般社団法人 電気通信事業者協会

一般社団法人 農業土木事業協会 全国共済農業協同組合連合会 一般財団法人 日本気象協会

一般社団法人 日本フードサービス協会 一般社団法人 日本建設機械施工協会 一般社団法人 日本ホテル協会

一般社団法人 太陽光発電協会 一般社団法人 日本貿易会 日本製薬団体連合会

一般社団法人 セメント協会 一般社団法人 日本旅行業協会 日本化学繊維協会

一般財団法人 簡易保険加入者協会 一般社団法人 日本治山治水協会 一般社団法人 日本林業土木連合協会

公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会 板硝子協会 一般社団法人 日本即席食品工業協会

一般社団法人 電子情報技術産業協会 一般社団法人 日本照明工業会 公益社団法人 全国公民館連合会

日本生活協同組合連合会 全国地域婦人団体連絡協議会 一般社団法人 電池工業会

特定非営利活動法人 事業継続推進機構 特定非営利活動法人 ITS Japan 全国労働者共済生活協同組合連合会

一般社団法人 防災安全協会 一般社団法人 助けあいジャパン
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

防災推進協議会は、防災知識の普及、防災意識の向上を図る国民運動を推進するための民間業界団体等による協議会（昭和５７年設立）。

〇 会長は、大塚 義治（日本赤十字社 社長）、構成団体は以下の69団体。

〇 毎年６月に総会を開催（大臣が出席し挨拶）。

〇 主な取組：防災推進国民大会、防災ポスターコンクールの開催など。
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