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防災推進国民大会
ぼうさいこくたい

2022

会場：兵庫県神戸市
（人と防災未来センター、JICA関西、IHDセンタービル（兵庫県国際交流協会、

国際健康開発センタービル）、兵庫県立美術館、なぎさ公園）

出展者公募のご案内
一緒にイベントを盛り上げてくれる出展企業・団体を募集します！

2022年10月22日(土) 10月23日(日)

主催：防災推進国民大会2022実行委員会
（内閣府・防災推進協議会・防災推進国民会議）

in 兵庫

詳しくは ぼうさいこくたい 検 索

国内最大級の防災イベント！

国内外の様々な団体・機関が大集合！

未来につなぐ災害の経験と教訓
～忘れない、伝える、活かす、備える～
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防災推進国民大会2022 テーマ

未来につなぐ災害の経験と教訓
～忘れない、伝える、活かす、備える～

〇阪神・淡路大震災から27年が経ちました。甚大な被害が発生し、沢山の大切な命が奪われましたが、この震災は同時に、
「ボランティア元年」とも呼ばれたボランティアの活躍や、行政による「公助」に加え、一人ひとりが自分の身は自分で守る「自
助」、さらに地域で助け合う「共助」の重要性が認識されるなど、我が国の防災政策の大きな転換点でもありました。

○近年、災害が激甚化・頻発化しており、また、南海トラフ地震や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。阪神・淡路大震災をはじめ、各地で相次ぐ災害の経験と教訓を、決して「忘れることなく」、次世代に「伝え」、
防災・減災にもっと「活かし」、次の災害に「備える」必要があります。国民一人ひとりが「自分も災害で危険に遭うかもしれな
い」と災害を「自分事」として捉え、日頃からの防災活動に取り組むことが重要となっています。

〇折しも2022年は「阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター」の開設20周年に当たります。同センターは、これまで、
阪神・淡路大震災の経験や教訓、創造的復興の過程を発信するだけでなく、実践的な防災研究や人材育成、被災地支
援など国内外の防災・減災活動の推進に貢献してきました。また、復興まちづくりのシンボルとして整備された「HAT神戸」に
は、同センターをはじめ、防災や人道支援等の様々な分野の専門機関・国際機関が集積しており、互いに連携しながら国
際防災拠点として活動しています。

○７回目を迎える「ぼうさいこくたい」は、この「人と防災未来センター」を中心とするHAT神戸から、「未来につなぐ災害の経験と
教訓～忘れない、伝える、活かす、備える～」をテーマとして、災害の経験や教訓の伝承の重要性を再認識し、私たち一人
ひとりが日頃から防災に取り組むことの大切さを訴える機会としたいと考えています。また、大会を契機に、「人と防災未来セン
ター」をハブとして、全国の災害伝承施設のネットワークを強化していくことで、防災意識の向上、ひいては我が国全体の防災
力の向上を図っていきたいと考えています。

兵庫県で開催する意義

〇1995年の阪神・淡路大震災を契機として、自助・共助の重要性、そのための災害経験や教訓の伝承と共有、そして国民
一人ひとりの日頃からの防災活動の実践の必要性が再認識されました。

〇昨今のコロナ禍の中で、人々の集まりが制約され、これまでのような交流や知見共有の機会が減少する一方で、オンライン
ツールの普及により、全国の草の根の防災活動実践団体や市民が、空間の制約なく相互に交流することが可能となるなど、
新たな可能性も生まれています。

〇折しも2022年は、国内随一の災害ミュージアム「阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター」の開設20周
年に当たることから、同センターをハブとして「ぼうさいこくたい」を開催し、オンラインツールも活用した、ポストコロナ時代における
防災活動の新たな交流・知見共有のモデルを提示することを目指します。



2022年10月22日(土)～10月23日(日) 2

●名 称 防災推進国民大会2022
●テーマ 未来につなぐ災害の経験と教訓 ～忘れない、伝える、活かす、備える～
●主 催 防災推進国民大会2022実行委員会（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
●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、防災に取り組む方々の連携構築を図る。
●開催日時 2022年10月22日（土）10:00～18:00 ※屋外展示は16時まで

10月23日（日）10:00～15:30
●開催会場 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センタービル（兵庫県国際
交流協会、国際健康開発センタービル）、兵庫県立美術館、なぎさ公園）

●対象者 防災に関心のある方、学びたい方
●入場料 無料
●参加者数 現地来場6,000人、オンライン視聴数11,000回（前回実績以上を想定）
●ウェブサイト https://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、プレゼンテーション、ポスターセッション、屋外展示

開催概要

交通のご案内

◎飛行機の場合
・関西国際空港からベイシャトル（高速船）利用で神戸空港まで約30分
⇒神戸空港隣接のポートライナー「神戸空港駅」から「三宮駅」まで約18分
⇒阪神電鉄「神戸三宮駅」から「春日野道駅」まで２分、同駅から徒歩約10分
またはJR「三ノ宮駅」から「灘駅」まで３分、同駅南口から徒歩約12分

※関西国際空港から三宮駅行き空港バスあり 所要約70分

◎電車の場合
・阪神電鉄「岩屋駅」「春日野道駅」から徒歩約10分
・JR「灘駅」南口から徒歩12分
・阪急電鉄「王子公園駅」西口から徒歩20分
・JR「三ノ宮駅」、阪急電鉄・阪神電鉄「神戸三宮駅」から徒歩40分

◎お車の場合
・阪神高速道路神戸線 生田川ランプから約8分
・阪神高速道路神戸線 摩耶ランプから約4分
・阪急・阪神 神戸三宮駅、JR 三ノ宮駅から約10分

ぼうさいこくたい

◎バスの場合
・神戸市営バス（路線バス）三宮駅前から約20分
（三宮からは29,101系統にご乗車ください）

・阪神バス(路線バス) 三宮駅前から約15分

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
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（1）出展タイプ
屋内：「セッション」 「ワークショップ」 屋外：「屋外展示」
屋内または屋外：「プレゼンテーション」「ポスターセッション」
ご希望のタイプをお申し込みください。各出展タイプごとの申込は１つ、合計２つの出展申し込みまでに限ります。

（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）出展資格
「防災推進国民大会2022」の趣旨に賛同する、防災等に関する活動や取組を実施している団体

（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にてご負担ください。（電源については、別途有料にて手配となり
ます。）
オンライン出展に関しては、一部、有料となりますのでご了承ください。詳しくは、P4～5をご確認ください。

（5）申込方法
本書に記載している内容をご承諾の上、 出展申込webフォームに必要事項を記入し、
５月11日（水）から5月３１日（火）12時までに運営事務局へ提出(メール送信）して下さい。
（申込フォーム(excel)は5月11日（水）以降に公式HP: https://bosai-kokutai.jp/ からダウンロード可）

（6）出展審査基準
１．大会趣旨と大会テーマ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の販売を目的としていないこと
以上の基準を満たすことを、審査委員会で厳正に審査いたします。

（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）新型コロナウイルス感染症防止に伴う開催内容の変更について
新型コロナウイルス感染状況によっては、現地開催における感染拡大防止の観点から、完全オンライン開催に変更とす
る場合があります。その場合、開催の１か月前を目途に開催内容の変更についてお知らせします。開催方法を完全オ
ンラインに変更する場合、出展継続の意思確認を別途行います。

募集要項
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本大会では５タイプの出展を基本としています。

1：セッション（実施時間 1コマ90分）

2：ワークショップ（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
※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。

来場者参加型のワークショップタイプ

（１）現地出展＋オンライン

現地会場の模様をライブ配信します。配信用回線は主催者側が用意しますが、
配信手配は出展者側の作業となります。
●出展場所 人と防災未来センター、JICA関西、IHDセンタービル

（兵庫県立美術館※）※使用しない場合もございます。
●収容人数 約40～140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 会場備え付けの備品及び会場でのWi-Fi設置費用は原則無料

（音響、プロジェクター、スクリーン、司会者台、演台、机、イス、Wi-Fi）※ご希望に添えない場合もございます。
●配信方法 配信機材・配信作業に関しては、出展者側にてご用意ください。

（3）オンライン

（1）現地出展＋オンライン

公式ホームページにてライブ配信もしくはオンデマンド配信を行います。配信手配は出展者側の作業となります。
●参加人数 出展者側で準備するシステム等によります。

*収録場所・収録機材・配信機材等に関しては、出展者側にてご用意ください。

出展タイプ

（２）オンライン

公式ホームページにてライブ配信もしくはオンデマンド配信を行います。配信手配は出展者側の作業となります。
●参加人数 出展者側で準備するシステム等によります。

*収録場所・収録機材・配信機材、配信作業等に関しては、出展者側にてご用意ください。

（2）現地出展

現地会場の模様をライブ配信します。配信用回線は主催者側が用意しますが、
配信手配は出展者側の作業となります。
●出展場所 人と防災未来センター、JICA関西、IHDセンタービル
●収容人数 約30～60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 会場備え付けの備品及び会場でのWi-Fi設置費用は原則無料

（音響、プロジェクター、スクリーン、司会者台、演台、机、イス、Wi-Fi）※ご希望に添えない場合もございます。
●配信方法 配信機材・配信作業に関しては、出展者側にてご用意ください。

●出展場所 （1）に記した内容と同じ
●収容人数 （1）に記した内容と同じ
●無償提供 （1）に記した内容と同じ
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出展タイプ

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）現地出展

（１）現地出展＋オンライン

※ホームページでの
オンライン配信ページのイメージ

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）

●出展場所 なぎさ公園
●予定小間寸法 車両展示：テント（5.4m×3.6m予定）＋車両
●無償提供 出展名プレート、長机2本、イス4脚
●備 考 電源の使用をご希望の場合は、

申込書に使用電力量をご記入ください。
車両展示をご希望の場合は、
申込書に車両の寸法をご記入ください。
※ご希望に添えない場合がありますので、ご了承ください。

3：プレゼンテーション（屋外出展の場合もあり）

（3）オンライン
公式ホームページにて出展者や活動内容の紹介をしていきます。
●掲載内容 テキストや画像、紹介動画等の掲載をいたします。

*詳細につきましては仕様決定後にご案内いたします。

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

●出展場所 各会場の部屋間の動線上に配置
●予定小間寸法 3のプレゼンブテーションブースから机・イスを省いたブースもしくは会場内の壁などを利用しての展示

現地会場の模様をライブ配信します。配信用回線は主催者側が用意しますが、
配信手配は出展者側の作業となります。

●出展場所 人と防災未来センター、JICA関西、IHDセンタービル
●予定小間寸法 幅1,980mm ×奥行990mm×高さ2,400mm（コの字型）
●無償提供 出展名プレート、長机1本、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
●配信方法 配信機材・配信作業に関しては、出展者側にて

ご用意ください。
●備 考 電源の使用をご希望の場合は、

申込書に使用電力量をご記入ください。
※ご希望に添えない場合がありますので、ご了承ください。

●出展場所 （1）に記した内容と同じ
※屋外での出展も可能な場合は、出展申込書に記載してください。

●予定小間寸法 （1）に記した内容と同じ
●無償提供 （1）に記した内容と同じ
●備考 （1）に記した内容と同じ

※上記５タイプ以外の出展を希望される場合は、事務局までご相談ください。
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会場使用計画／タイムスケジュール

現地使用会場について

セッション ワークショップ プレゼンテーション 屋外展示 PV・・・パブリックビューイング

出展想定数

※各会場の定員に関しては、通常時の定員数となります。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、定員人数の制限・変更などを行う可能性があります。

出展タイプ 現地出展
(+配信も含む) オンライン 合計

1 セッション 30 10 40
2 ワークショップ 24 6 30
3 プレゼンテーション 70 20 90
4 屋外展示 50 0 50
5 ポスターセッション 30 0 30

合計 204 36 240

10:30～12:00 12:30～14:00 14:30～16:00 16:30～18:00 10:30～12:00 12:30～14:00 14:30～15:30

西館
ガイダンスルーム1

オープニングPV S7 S8 S9 S10 S11 クロージングPV

西館
ガイダンスルーム2 W1 W2 W3 W4 W5

西館1Fロビー

東館
こころのシアター

S1.セレモニー&
オープニング S2.ハイレベル S3 S4 S5 S6 クロージング

2F
ブリーフィング

オープニングPV S12 S13 S14 S15 クロージングPV

２F
オリエンテーション1・２ S16 S17 S18 S19 S20

2F
体育館

3F
セミナー室31・32 S21 S22 S23 S24 S25

3F
セミナー室33・34 W11 W12 W13 W14 W15

4F
セミナー室41 W1６ W17 W18 W19 W20

4F
セミナー室42 W21 W22 W23 W24

2F
交流ギャラリー前
ロビー
2F
交流ギャラリー北

2F
交流ギャラリー南 W６ W７ W８ W９ W10

3F
会議室1 オープニングPV S26 S27 S28 S29 S30 クロージングPV

なぎさ公園

人と防災未来セ
ンター

JICA関西

IHDセンター
ビル

会場

10月22日（土） 10月23日（日）
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人と防災未来センター

使用会場について

〒651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通1-5-2
TEL: 078-262-5050
URL: https://www.dri.ne.jp/

西館1Fロビー
プレゼンテーション

20ブース

東館1Fこころのシアター
セッション

シアター140席

セッション 2会場：西館1Fガイダンスルーム1
東館1Fこころのシアター

ワークショップ 1会場：西館1Fガイダンスルーム2
プレゼンテーション 1会場：西館1Fロビー

西館1Fガイダンスルーム2
ワークショップ
シアター60席

西館1Fガイダンスルーム1
セッション

シアター120席

https://www.dri.ne.jp/
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JICA関西

使用会場について

〒651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通1-5-2
TEL: 078-261-0341
URL: https://www.jica.go.jp/kansai/index.html

セッション 3会場：2Fブリーフィング室
2Fオリエンテーション室1・2
3Fセミナー室31・32

ワークショップ 3会場：3Fセミナー室33・34
4Fセミナー室41
4Fセミナー室42

プレゼンテーション 1会場：2F体育館

2F体育館
プレゼンテーション

24ブース

2Fブリーフィング室
セッション

シアター108席

2Fオリエンテーション室1・2
セッション

スクール42席

3Fセミナー室33・34
ワークショップ
スクール42席

3Fセミナー室31・32
セッション

スクール42席

4階

4Fセミナー室41
ワークショップ
スクール30席

4Fセミナー室42
ワークショップ
スクール30席

JICA関西

https://www.jica.go.jp/kansai/index.html
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使用会場について

IHDセンタービル（兵庫県国際交流協会、国際健康開発センタービル）

〒651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通1-5-1セッション 1会場：3F会議室1
ワークショップ 1会場：2F交流ギャラリー南
プレゼンテーション 2会場：2F交流ギャラリー前ロビー

2F交流ギャラリー北

2階

2F交流ギャラリー前ロビー
プレゼンテーション

20ブース

2F交流ギャラリー北
プレゼンテーション

6ブース

2F交流ギャラリー南
ワークショップ
スクール48席

3階
3F会議室1
セッション

スクール120席



2022年10月22日(土)～10月23日(日) 10

使用会場について

兵庫県立美術館

〒651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通１丁目１−１出展形式 （調整中）

兵庫県立美術館

1Fレクチャールーム
シアター100席

プレゼンブース10ブース

1Fミュージアムルーム
シアター250席
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なぎさ公園

使用会場について

〒651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通1-4-1

*レイアウトは変更になる可能性がございます。

屋外展示 車両・テントブース 計50ブース
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出展者にお願いする注意事項は次のとおりです。万が一、遵守いただけなかったり、主催者の申し入れに従わない出展者に対
しては、出展をお断りすることや、次年度以降の出展をお断りすることがあります。また発生した費用の補填もいたしません。みなさ
まのご理解、ご協力を宜しくお願い申し上げます。
＜出展関係＞
 出展には審査があります。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

則ったもののみを応募可とします。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。
 出展会場・場所、実施時間は主催者が決定します。申込者のご希望に添えない場合もありますことを予めご了承願います。
 出展料は無料ですが、オンライン出展の場合、回線関係以外の配信にかかる費用は出展者にご負担いただきます。

会場備え付けの備品及び会場でのWi-Fi設置費用は原則無料となります。 ※ご希望に沿えない場合もございます。
 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の販売は行わないでください。
 製品安全検査に関する機関・団体（国民生活センター等）等による安全性への指摘があり、指摘事項の解消等が確認で

きない商品（空間除菌用品、オゾン発生器、次亜塩素酸水関連用品等）は展示できません。
 屋内での火気の使用は禁止とします。
 ヘリウムガス等の風船の配布や装飾への使用は禁止します。
 出展者は、出展小間の一部あるいは全部にかかわらず、出展者相互間や第三者に売買、譲渡、転貸、交換等をすることは

できません。
＜主催者・出展者の責任＞
 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。

 出展者は各自の費用負担と責任において、展示物、小間内の管理を行ってください。展示物の損傷や紛失、小間内におけ
る事故、搬入出時の事故、その他、人体や財物に関する事故が発生したときは、当該出展者の責任において解決するものと
し、主催者はこれに対し一切の責任を負いません。

 出展者は、出展者に責任が生じる事故・事件に対応した賠償責任保険に、必ず加入してください。
 上記保険については、出展者にて、必要な契約や措置を行ってください。
 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＞
 事務局または主催者が開催する説明会等には必ず出席してください。
 会場内での募金勧誘等の資金支援活動はできません。
 事務局または主催者が実施するアンケートには必ず回答してください。
 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、必要な感染防止等の実施や業種別ガイドラインを遵守してください。
 その他ご不明な点につきましては、事務局までお問い合せください。

注意事項
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Q.同一の出展タイプで２つ申込することはできますか？
A.ワークショップ、セッション、プレゼンテーションなど、各出展タイプにつき１件のお申し込みとします。複数の出展タイプでの出

展をご希望であれば出展申込みをそれぞれ作成し、ご提出願います。なお、提出は合計２件までに限定させていただきま
す。

Ｑ.プレゼンテーションやテントブースの複数使用は可能ですか？
Ａ.限られたスペースであるため、原則１ブースでお願いします。なお、スペースに余裕があった場合には検討しますので、必要

なブース数・スペースの大きさなどを申込用紙の「質問事項」欄にご記載ください。
Q.セッションの枠（日付、時間）の希望はできますか？
A.日付、時間等については全体のバランスを見て主催者にて指定いたします。
Q.多数応募の場合の選定基準について教えてください。
A.審査基準はP.3（6）に記載の通りですが、他セクターとの連携など「つながり」を意識した企画の優先度を高くする

予定です。
Q.ワークショップやセッションの時間90分は、会場レイアウトなどの準備および片付けを含めての時間ですか。
A.会場レイアウトなどの準備及び片付けは90分には含まれません。準備及び片付けは各セッションやワークショップ間の30分

にしていただくことを想定しています。出展者は、次の出展者が準備できるよう、セッション等の終了後15分以内に、原状に
戻した状態で、次の出展者に明け渡すようお願いします。

Q.プレゼンテーションなどは2日間通しの実施ですか。
A.プレゼンテーション、ポスターセッション、屋外展示については２日間通しでの出展をお願いします。
Q.オンラインのみの出展など、有料部分の費用については、どれくらいかかりますか。
A.オンラインのみの出展の場合には、収録場所・収録機材・配信機材等に関しては、出展者側にてご用意ください。費用負

担については、出展者側で準備するシステム等によります。その他の費用負担に関しては、出展者公募説明会にてお知ら
せする予定です。

過去の主なFAQ
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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。

●大会中の撮影（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の目印を必ず着用してください。

個人情報取り扱い
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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公式HPのWEBフォームより必要事項をご記入してお申し込みください。

・開催日程 2022年５月１０日（火）
・開催場所 オンラインで実施予定

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①
各出展者より企画内容発表
オンラインで実施予定

2 0 2 2 年

5月３１日12時
10月22日(土)

23日(日)

ぼうさいこくたい
2022

５月１０日 7月４日 7月８日

メールで連絡

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 2022年7月８日（金）
・開催場所 オンラインで実施予定

◆第二回
・開催日程 2022年9月予定
・開催場所 オンライン又はハイブリッド方式で実施予定

オンラインで実施予定

出展申込期間
2022年５月１１日（水）から5月３１日（火）12時 運営事務局必着
※申込用紙(excel）は公式HP(https://bosai-kokutai.jp/)より

ダウンロード頂き、運営事務局へメールにて提出（５月１１日（水）公開）

出展決定の連絡 2022年７月４日（月）１７時までにメールでご連絡予定

9月予定

出展者説明会➁
出展にあたっての注意事項説明など
オンライン又はハイブリッドで実施予定

問合わせ先
申込書提出・出展に関するお問い合わせ

ぼうさいこくたい2022事務局
（株式会社ヤマチコーポレーション イベント事業部アンカー内）

担当：砂金・岡田・岩本・齋藤
E-mail：bosai-kokutai2022@anker.jp

電話：011-281-7551

大会趣旨に関するお問い合わせ

内閣府 政策統括官（防災担当）付
山崎、木南、甲 Tel：03-3502-6984

●出展者公募説明会 ５月１０日（火）

●出展者決定 7月４日（月）

●出展者説明会 7月８日（金）、９月予定

※説明会の開催日時や方法について、新型コロナウイルス感染症の拡大状況等により、変更になる可能性があります。

ぼうさいこくたい2022の御出展に係るスケジュールは次のとおりです。

説明会申込期間
2022年４月２５日（月）から５月5日（木）12時まで
※申込は公式HP(https://bosai-kokutai.jp/)にアクセス

WEBフォームより受付可能（４月２５日（月）以降公開）

説明会（ウェビナー）の連絡 2022年５月９日（月）１７時までにメールでご連絡

https://bosai-kokutai.jp/)%E3%82%88%E3%82%8A
https://bosai-kokutai.jp/)%E3%82%88%E3%82%8A
https://bosai-kokutai.jp/
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出展申込書（案）

受付日 担当 受付番号

回答欄
（複数回答可能）

文字数カウント
（350文字以内）

0

回答欄
（複数回答可能）

回答欄
（１つのみ選択）

回答欄
（どちらかを選択）

回答欄
（最大２つまで可）

回答欄
（最大２つまで可）

0

回答欄

文字数カウント
（150文字以内）

0

目標
集客数 名

文字数カウント
（50文字以内）

回答欄 車種 台数（台）

車種 台数（台）

車種 台数（台）

出展意向を
お聞かせください 回答欄

2とお答えの方、
その理由は？

①セッション　　②ワークショップ　　③プレゼンテーション　　④屋外展示　　⑤ポスターセッション申込タイプ
（該当番号を1つのみ選択）

例) 当大会で、防災に関する◯◯という新たな取り組みを発表します / リーフレットやチラシなどを配布し、防災に関して◯◯といった内容を発表します / 防災に関する◯◯といった情報やグッズを紹介します
*ぼうさいこくたい2022で新たに発表を行う資料やプロダクト等来場者の方に向けて何を発表しどのようなことを訴えたいのかを可能な限り具体的に記載ください。

*当大会でどのような出展をされるか詳細にご記入ください。（出展審査の参考とします）目的対象についても詳しくご記入ください。また、セッションタイプを選択された場合は当日センションを行う「想定パネリストを記載ください。
チラシや図面等の資料がある場合、申込時に添付頂ますようお願いいたします。

出展内容（200文字以内）

来場者・参加者に訴えたいメッセージ（150文字以内）

①オンライン配信のみで出展する　　②出展を辞退する
※状況によっては、オンライン配信のみにも対応可能な出展者さまを優先する場合がございます。

回答欄
（最大２つまで可）

電源
使用申込タイプ：プレゼンテーション／屋外展示選択団体　記入欄 ①使用する

②使用しない

参加対象
(最大2つまで)

タイトル
*仮案で結構です

文字数カウント
（200文字以内）

0

①あり　　　　②なし

 ぼうさいこくたい2022 出展申込書

主催団体名

協力団体名

　新型コロナウイルス感染状況によっては、完全オンライン開催に変更とする場合があります。
　完全オンライン開催となった場合の出展意向も合わせてお聞かせください。

主催団体住所
〒

部署名 ご担当者名

TEL
E-mail

ホームページURL

FAX 緊急時連絡先
　（当日ご担当者様携帯番号）

団体種別
(該当の番号をご回答ください）

①省庁　　②都道府県　　③市区町村　　④独立行政法人　　⑥公益法人　　⑦一般社団法人
⑧小中学校　　⑨大学・研究機関　　⑩企業　　⑪NPO・NGO　　⑫学生団体　　⑬その他（　　　）

団体紹介と
日頃活動されている
防災への取組紹介
（350文字以内）

過去のぼうさいこくたい参加実績
（該当の番号をご回答下さい）

①第1回2016(東京)　　②第2回2017(仙台)　　③第3回2018(東京)
④第4回2019(名古屋)　　⑤第5回2020(広島)　　⑥第6回2021(釜石)

協力団体名
*セッションでのお申込みの場合、必須となります。

①地震・火山　　②土砂災害　　③風水害　　④南海トラフ　　⑤科学・技術　　⑥災害情報　　⑦自助・共助
⑧地域防災　　⑨避難・避難所　　⑩ボランティア　　⑪災害教訓・伝承　　⑫防災行政　　⑬企業防災
⑭医療・福祉　　⑮都市・建築・住宅　　⑯災害廃棄物　　⑰備蓄・グッズ　　⑱教育　　⑲ゲーム　　⑳ペット
㉑国際　　㉒その他（　　　　）
*その他を選択された場合、必ずしも記載のキーワードがパンフレットなどに反映されるとは限りません。

キーワード
(最大2つまで)

①専門向け（学術界）　　②企業向け　　③自治体向け　　④一般向け　　⑤学生向け　　⑥子供向け

①屋外での出展も可能　　②屋内出展のみ希望「３．プレゼンテーション」を選択した場合

①パターン1（現地出展とオンライン配信を同時展開）　　②パターン2（オンライン配信）
③パターン3（現地出展）

希望出展パターン
(公募案内P4～５参照)

Email: bosai-kokutai2022@anker.jp

集客方法（50文字以内）

質問事項　*何かあればご記入ください

*過去イベント参加時の集客方法や集客実績、今回どのように集客を行う予定か等具体的に記載をお願いします。SNS等を利用している場合は各SNSのフォロワー数やリツイート数やいいね数等も記載ください。

搬出入車両の有無 車種・台数　*①を選んだ方は内訳をご記入ください。（申し込み時の想定で結構です。）

完全オンライン開催になった場合の出展意向について

出展の決定は、厳正な審査を行い、2022年７月4日（月）に運営事務局よりご連絡差し上げます。
【ぼうさいこくたい2022事務局】   担当：砂金・岡田・岩本・齋藤

提出方法：事務局宛てメール送付：bosai-kokutai2022@anker.jp
申込締切:2022年５月31日（火）12:00
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