
 

 

 

 

平成２２年８月１２日 

内 閣 府 (防 災 担 当 ) 

 
９月３日から、東京タワーにおいて「防災フェア２０１０」を開催 

 

 

 ８月３０日(月)から９月５日(日)までは防災週間です（昭和５７年閣議了解）。 

 この期間を中心に、全国各地で展示会、講演会、防災訓練など、国民の防災意識の

高揚と、防災知識の普及・啓発のための様々な取組が行われます。 

 この防災週間の主要行事として、内閣府、防災推進協議会の共同開催で、９月３日

(金)から下記のとおり「防災フェア２０１０」を開催します。 

２９回目となる本年は、東京タワーにおいて、タワーのライトアップ、防災に関す

る展示や体験、楽しく防災を学べるイベントなどを通じ、災害時の心構えや日頃の備

えなど、減災の重要性を広くアピールします。 

詳細は次のホームページからもご覧いただけます。皆様のご来場をお待ちしており

ます。 

 

 

 

 

 

記 

 

１．期間等  

平成２２年９月３日（金）～９月５日（日） 

 テーマ：「今こそ、災害への関心を自助・共助の行動へとつなげよう！」 

～あなたの行動と地域のつながりで高める都市の防災力～ 

２．会 場  

東京タワー（東京都港区芝公園４-２-８） 

 

３．主催等 

主催：内閣府、防災推進協議会 

（※ 防災推進協議会は昭和５７年設立、日本赤十字社など６８団体で構成） 

 

  共催：東京都港区 

 

後援：警察庁、総務省、総務省消防庁、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、

経済産業省、国土交通省、気象庁、海上保安庁、防衛省 

 

記者発表資料 

http://www.bousai.go.jp/fair2010/ 



協力：東京消防庁、日本赤十字社、東京瓦斯株式会社、東京電力株式会社、東日

本電信電話株式会社、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 

 

４．事業概要  別添のとおり 

 ○ 東京タワーライトアップ点灯式 

日 時  ： ９月３日（金）１８：３０ 

       （１８：００から東京消防庁音楽隊による演奏） 

場 所  ： 東京タワー正面玄関前 

出席予定者： 内閣府特命担当大臣（防災）、防災推進協議会

会長（日本赤十字社社長）、港区長等を予定 

 

５．防災フェアの全国への展開  

○ 防災についての意識啓発を全国に発信するため、全日本タワー協議会の協力の

下、東京タワーをはじめ、全国１０ヶ所のタワーで、「防災推進ライトアップ」

が実施される予定（詳細は別添のとおり）。 

 

  ※東京タワーライトアップ点灯式の時間が変更となりました。 

 

 

〔本件問い合わせ先 〕 

内閣府政策統括官（防災担当）付 

参事官（災害予防担当）付 宮川､山村 

Tel 03-3503-9394(直)  Fax 03-3581-8933 



10:00～12:00
小中学生を対象に防災知識を楽しく学べるゲームコーナー

防災ゲーム 

13:00～14:00

救急法の実演と平成21年兵庫県
台風9号災害救護活動報告

12:00～13:00
『ぼうさいダック』の紹介

14:00～14:30
防災教室『東京をおそう地震』

14:30～15:30
防災に関する語りとトーク『稲むらの火』

15:30～16:30
楽しみながら学ぼう！キッズ防災ステージ

17:00～18:00
防災トークショー

小中学生や子供連れの家族等が
気軽に参加できる楽しいイベントを開催。日

9/5

15:30～18:00
これからの防災まちづくり

13:00～15:00
住宅密集地における耐震化対策

10:00～12:00
高層マンションにおける防災対策

都市における防災対策につ
いて以下のテーマでパネル
ディスカッションを行います。土

9/4

『防災フェア2010』防災意
識を高めるため東京タワーの
ライトアップを行います。金

9/3

18:30～19:00

東京タワーライトアップ点灯式
東京消防庁音楽隊による演奏

13:00～17:00
企業防災セミナー

※企業防災セミナー参加には事前申し込みが必要となります。
詳しくは http://www.bousai.go.jp/gyoji/gyoji.html まで

全国のタワーにも呼びかけライトアップを
実施します。
さっぽろテレビ塔・東京タワー・横浜マリンタワー
名古屋テレビ塔・ツインアーチ138
クロスランドタワー・通天閣・神戸ポートタワー
海峡ゆめタワー・別府タワー

紙食器作
り

紙食器作
り

SHUFFL
E

SHUFFL
E

9月5日(日)
クイズラリー開催！
素敵な景品とサバイバル
カードをゲットしよう！

防災に関する
ブースイベント及び

防災グッズパネル等展示

展示ブース

屋内
展示

●消防車両展示
●救護所の展示
●非常食の
　炊き出し実演（9/5）

屋外展示

両日とも 一日／4回 （10時／11時／14時／15時）
9月4日（土） ・ 5日（日）　日赤知って得する体験ツアーを開催

GURAG
URA TO

WN

GURAG
URA TO

WN

※イベントプログラム、実施時間、実施場所は変更になる場合がございます。　※お車でのご来場はご遠慮ください。

主　催 内閣府（防災担当）、防災推進協議会 共　催 港区

後 援 （予定） 警察庁、総務省、総務省消防庁、文部科学省、厚生労働省、農林水産省
経済産業省、国土交通省、気象庁、海上保安庁、防衛省

協力団体 東京消防庁、日本赤十字社、東京ガス、東京電力、NTT東日本、NTTドコモ

お問合せ
『防災フェア２０１０』事務局
株式会社スタッフジャパン内 ＶＩＳＣＯＭ（ヴィスコム）
■TEL：03-6807-0107
■FAX：03-3256-1780
■E-mail：bousai@viscom.co.jp

～あなたの行動と地域のつながりで高める都市の防災力～～あなたの行動と地域のつながりで高める都市の防災力～

今こそ、災害への関心を自助・共助の行動へとつなげよう！

防災フェア2010防災フェア2010防災フェア2010防災フェア2010
入場
無料5日

日
3日
金

9月 東京タワー 1F
東京タワーホール
東京タワー 1F
東京タワーホール

会
場
東京タワー 1F
東京タワーホール



路　線

大江戸線

日比谷線

三田線

浅草線

JR線

　　下車駅／出口

赤羽橋駅／赤羽橋口

神谷町駅／ 出口 1

御成門駅／出口A1

大門駅／出口A6

浜松町駅／北口

 所要時間

徒歩5分 

徒歩 7分 

徒歩 6分

徒歩 10分 

徒歩 15分

●東京タワー　アクセス

12:00 ～13:00 『ぼうさいダック』の紹介
子どもたちが体を動かし、声を出して遊びながら防災知識を学ぶためのゲームである『ぼうさいダック』を紹介。
●企画・実施：社団法人　日本損害保険協会

10:00 ～12:00 防災ゲーム　小中学生を対象に防災知識を楽しく学べるゲームコーナー
■防災カードゲームでイザ !という時に備えよう『なまずの学校』
■あなたのお家はだいじょうぶ ?『家具転倒防止クイズ』
■防災すごろくで遊ぼう『GURAGURA TOWN』
■その他防災ワークショップ：紙食器づくり、持ち出し品なぁに？クイズ　
●企画・実施：特定非営利活動法人　プラス・アーツ

14:00 ～14:30 防災教室『東京をおそう地震』 ●講師：伊藤和明（防災情報機構会長）／中島裕子（NHKラジオキャスター）

9月

5日
〈日曜日〉

14:30 ～15:30 防災に関する語りとトーク『稲むらの火』 ●出演：平野啓子（語り部）と語り仲間

『小中学生や子供連れの家族等が気軽に参加できる楽しいイベントを実施』

13:00 ～14:00 救急法の実演と平成21年兵庫県台風9号災害救護活動報告
とっさの時に役立つ知識と技術の紹介、災害現場で活躍した防災ボランティアの体験報告
●企画・実施：日本赤十字社

15:30 ～16:30 楽しみながら学ぼう！キッズ防災ステージ
ダンスや劇等を通じて子どもたちに防災知識を学んでもらう。　●出演：国崎信江（危機管理アドバイザー）とボランティア

17:00 ～18:00 防災トークショー
『一日前プロジェクト』、『耐震化対策』などをテーマにトークを行う。
●出演：福和伸夫（名古屋大学大学院教授）

中川和之（時事通信社 防災リスクマネジメントWeb編集長）

9月4日（土） ・ 5日（日）　日赤知って得する体験ツアーを開催
両日とも 一日／4回 （10時／11時／14時／15時）

9月

4日
〈土曜日〉

10:00 ～12:00『高層マンションにおける防災対策』
高層マンションにおける防災対策をみんなで考える。
●コーディネーター：渡辺実（まちづくり計画研究所代表）
●パネラー（予定）：

●内閣府（防災担当）と港区との共催

港区防災課長、マンション管理組合
東京湾岸集合住宅ぼうさいネット、マンション販売会社

13:00 ～15:00『住宅密集地における耐震化対策』
木造家屋が密集する住宅地での耐震化対策に取り組んでいる団体の活動を通し、
耐震化の課題を考える。
●企画・実施：特定非営利活動法人　東京いのちのポータルサイト

15:30 ～18:00『これからの防災まちづくり』
時代の潮流を踏まえた防災まちづくりのあり方を、参加者とともに議論する。
●企画・実施：地域安全学会、財団法人　都市防災美化協会、防災推進協議会

『都市の防災対策について3つのテーマでパネルディスカッションを実施』

13:00 ～17:00 企業防災セミナー 『企業戦略として経営者が取り組む事業継続を考える』
●企画・実施 : 特定非営利活動法人　事業継続推進機構

9月

3日
〈金曜日〉 18:30 ～19:00 東京タワーライトアップ点灯式

●出席者（予定）：内閣府防災担当大臣、防災推進協議会会長、港区長
●東京消防庁音楽隊による演奏
●司会：歌原奈緒
また、全国各地のタワーに呼びかけ、防災意識を高めるため、ライトアップを行います。

主なイベントのご案内 防災フェア2010防災フェア2010
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