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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～



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。

平成23年に発生した東日本大震災はもとより、平成30年7月の西日本豪雨、北海道胆振東部地震、

令和元年房総半島台風、東日本台風など、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、ハードとソフトにわたる防災・減災対策に取り組んでおります。

しかしながら、近年の災害の激甚化、頻発化、広域化をふまえると、行政による「公助」のみならず、私た

ち国民一人一人がみずから取り組む「自助」、地域コミュニティ、学校、企業、ボランティアなどが互いに助け

合う「共助」を強くすることが、災害に強い国づくりのため益々重要になってます。

平成27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。内閣府は平成28年度から、仙台防災枠組をふま

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、名古屋市にて「防災推進国民大会2019」を開催しました。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。

５回目となる「防災推進国民大会2020」は、広島県、広島市の協力の下、10月３日(土)・４日(日)

に開催することを予定しております。会場となる平和記念公園内の広島国際会議場と屋外展示スペースで

はセッションやワークショップ、プレゼンブースやイベントが幅広く催されます。

「防災推進国民大会2020」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、

プレゼンブースにて発表し、参加者の方々や出展者同士のつながり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。

2020年3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2020
●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～
●主 催 防災推進国民大会2020実行委員会（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、防災に取り組む方々の
連携構築を図ること。

●開催日時 2020年10月3日（土）10:00～18:00 ※屋外展示は16時まで
10月4日（日）10:00～16:00

●開催会場 広島国際会議場及び屋外展示スペース
●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、テントブース、屋外展示

開催概要

ぼうさいこくたい

交通のご案内

＜アクセス＞

JR「広島」駅より広島バス24号線
「平和記念公園前」下車すぐ

JR「広島」駅より広島電鉄「袋町」から
徒歩10分

※羽田空港より広島空港まで1時間
30分 → 広島空港よりリムジンバスで
広島バスセンターまで1時間20分

屋外展示スペース広島国際会議場

↑

至
Ｊ
Ｒ
広
島
駅

http://bosai-kokutai.jp/


2020年10月3日(土)～10月4日(日) 3

防災推進国民大会2020 テーマ選定理由

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～

一昨年の西日本豪雨災害、昨年の房総半島台風や東日本台風をはじめ、近年、わが国では、自然
災害が頻発化、激甚化しています。また、南海トラフ地震や首都直下地震など、広域的な大規模災害
のおそれも切迫しています。
この状況に対応するには、行政による「公助」はもとより、国民一人ひとりが自ら取り組む「自助」、地域、
企業、学校、ボランティアなどが互いに助け合う「共助」を組み合わせ、地域全体で防災意識を高め、あら
ゆる自然災害に備える「防災意識社会」を構築していくことが大切です。
また、「公助」、「共助」は、他人任せにしておいて良いものではなく、関係する一人ひとりや団体がそれぞ
れの役割を果たすことによって成り立つことを、皆が認識することも必要です。

国民一人ひとりが、災害は起こるとの認識に立って、地域の災害リスクを知り、命を守る、命をつなぐ対
策を考えるとともに、高齢社会が進む中にあって、助け合いによりみんなの命、みんなの生活、みんなの経
済社会を守る「共助」にあらためて注目しながら、「防災意識社会」をどうつくっていくか、皆さまとともに次の
ようなことを考えたいと思います。

〇わが国で、「自助」、「共助」、「公助」の現状はどうなっているか。
〇『自助・共助の仕組み』をしっかりと動かすためにはどうしていけばよいか。
・みんなが地域の災害リスクを知るために
・一人ひとりが日頃から災害に備え、自宅で、地域で、安全な環境を整えるために
・地域で助け合いの避難の仕組みをつくり、いざというとき行動できるために
・地域や学校で防災について学び、家庭や地域の防災計画をつくるために
・地域防災を任務とする防災関係者、地域の高齢者等を良く知る福祉関係者、子供を良く知る学校
関係者、地域経済の担い手である企業、被災時など困ったときに支援いただけるボランティアやNPO
など、地域のさまざまな分野の方々と連携して防災に取り組むために
・地域の関係企業などが協力して、災害時も事業を継続できるために
○防災・減災のための共助は、コミュニティづくり、地域づくり、経済社会の継続体制づくりそのものでは
ないか。

これが、広島で開催される防災推進国民大会2020に込められた思いです。この思い、助け合いにより
みんなで「「減災」を広げましょう」という思いを、開催地である広島にちなみ、広島方言にて「ひろげんさい」
と表しております。

開催地（広島）の選定理由

１．枕崎台風から75年、近年も土砂災害が頻発
2020年は広島県では今も戦後最大の災害である枕崎台風（昭和20年（1945年）から75年です。
また、土砂災害防止法制定の契機となりました平成11年6月豪雨からも早や21年となります。土砂災害
を起こした平成26年8月豪雨、避難の遅れが課題となった平成30年7月豪雨についても、記憶に新しい
ところです。戦後の我が国の災害を振り返り、その教訓を共有し、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ためには、非常に重要な節目となります。

２．多様な主体による連携による防災の推進
広島県は、南海トラフ地震による大きな被害が想定され、加えて、土砂災害等危険箇所が約3万2千カ
所と全国で最も多い県でもあります。そのため、「「みんなで減災」県民総ぐるみ運動」を実施するなど、県
民、自主防災組織、事業者、行政などが一体となって、「災害死ゼロ」を目標に、公助と連携した自助・
共助の推進に取り組まれており、このような活動を全国に共有することは、有意義なことです。
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1：セッション（25枠程度）

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、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。

本大会には１～５のタイプによる出展ができます

●実施場所 大会議室「ダリア」、中会議室「コスモス」、小会議室「ラン」
●実施時間 1小間90分
●収容人数 60～260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（70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
(仮) ×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(2020年４月予定)にてご案内いたします。

2：ワークショップ（30枠程度）

来場者を参加させるワークショップタイプ

●実施場所 会議運営事務室
●実施時間 1小間90分
●参加人数 20～35名程度

●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

出展タイプ
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5：屋外展示（5枠程度）

4：テントブース（20枠程度）

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 屋外展示スペース

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

屋外テントによる展示タイプ

●実施場所 屋外展示スペース
●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。

出展タイプ
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広島国際会議場 1F～B2F

使用会場

場所 10月3日（土） 10月4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

①
フェニックスホール
(約790名)

オープ
ニング
セッション

ステージ
（もしくはセッション）

ステージ
（もしくはセッション）

クロー
ジング
セッション

②

大会議室「ダリア」A
(約264名)

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

大会議室「ダリア」B
(約264名)

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

③

中会議室「コスモス」
A(約180名)

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「コスモス」
B(約180名)

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

小会議室「ラン」A
(約120名)

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

小会議室「ラン」B
(約120名)

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

⑤
国際会議ホール
「ヒマワリ」

プレゼンブース プレゼンブース

B1F・B2Fロビー プレゼンブース プレゼンブース

⑥
会議運営事務室

（約36名）×6部屋
ワークショップ ワークショップ

B１Ｆ

①

⑥

B２Ｆ

⑤

②

ワークショップ

プレゼンブース

B2FロビーB1Fロビー

セッション

③④

１Ｆ

タイムスケジュール
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使用会場

屋外展示スペース

広島国際会議場

屋外展示スペース

【スケジュール】

場所 １０月３日（土） １０月４日（日）

10:30
16:00

10:00
16:00

広場 テントブース テントブース

駐車場・道路 屋外展示 屋外展示
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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」
屋外：「テントブース」「屋外展示」
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
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2020」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。左記以外の費用は出展団体にて
ご負担ください。（電気代については使用容量により別途ご請求する場合があります。）

（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、
4月7日(火)から5月20日(水)12時までに運営事務局へ提出(送信）して下さい。
（webフォームは4月7日(火)以降に公式HP: http://bosai-kokutai.jp/ からアクセス可）

（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

募集要項

出展申込期間

2020年4月7日(火)から
5月20日(水)12時 運営事務局必着

※申込は公式HP(http://bosai-kokutai.jp/)
webフォームより受付可能（4月7日(火)以降公開）

出展決定の連絡 2020年6月10日(水)17時までにメールでご連絡

問合わせ先

【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

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

※令和2年3月31日までの問合せ先となります。4月1日以降は公式HPをご確認ください。
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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

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、プレゼンブースなど、各出展タイプにつき１件のお申し込みでお願いします。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、ご提出をお願いします。なお、提出は合計
２件までに限定させて頂きます。

Ｑ.プレゼンブース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れば検討の余地があるの
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実行委員会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.8（6）に記載の通りですが、他セクターとの連携など「つながる」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を含めての時間ですか。
A.会場レイアウトなどの準備は90分には含まれません。準備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。出展者はセッション等の後、現状復帰をした状態で、次の団体に明け渡すようにして頂く
ようお願いいたします。

Q.プレゼンブースなどは2日間通しの実施ですか。
A.プレゼンブース、テントブース、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。

昨年度の主な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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●出展者公募説明会 4月8日〈水〉、10日〈金〉

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 2020年4月8日(水)16時～17時半

・開催場所 内閣府 中央合同庁舎8号館 3階災害対策本部会議室

（〒100-0014 東京都千代田区永田町1丁目6-1）

◆第二回

・開催日程 2020年4月10日(金)16時～17時半

・開催場所 社会福祉法人広島市社会福祉協議会 ５階ホールＢ
（732-0822 広島県広島市南区松原町5番1号）

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・広島で開催

2 0 2 0年

5月20日12時
10月3日(土)

4日(日)

ぼうさいこくたい
2020

4月8・10日 6月10日 6月22・26日

メールで連絡

●出展者説明会 6月22日〈月〉、26日〈金〉

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 2020年6月22日(月) 16時～17時半（仮）

・開催場所 内閣府 中央合同庁舎8号館3階災害対策本部会議室
（〒100-0014 東京都千代田区永田町1丁目6-1）

◆第二回

・開催日程 2020年6月26日(金) 16時～17時半（仮）

・開催場所 社会福祉法人広島市社会福祉協議会 ５階ホール
（732-0822 広島県広島市南区松原町5番1号）

※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・広島で開催

出展申込期間

2020年4月7日(火)から
5月20日(水)12時 運営事務局必着

※申込は公式HP(http://bosai-kokutai.jp/)
webフォームより受付可能（4月7日(火)以降公開）

出展決定の連絡 2020年6月10日(水)17時までにメールでご連絡

問合わせ先

【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

※令和2年3月31日までの問合せ先となります。4月1日以降は公式HPをご確認ください。

新型コロナウイルス感染拡大防
止の観点から、説明会が延期・
中止になる場合は、4月初旬に

HPにてご案内いたします。


