令 和 ４ 年 ８ 月 ８日
内 閣 府 ( 防 災 担 当 )

「第７回防災推進国民大会」出展者決定のお知らせ
「第７回防災推進国民大会（ぼうさいこくたい 2022）」の出展者が決定しましたので、お知
らせいたします。
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、イグナイ
トステージなど、全ての出展タイプを合わせて、別紙のとおり延べ 320 の団体の出展を決定
しました。
＜ぼうさいこくたい 2022 概要＞
○日 程
令和４年 10 月 22 日（土）、23 日（日）
兵庫県神戸市 HAT 神戸地区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）、なぎ
さ公園）
現地開催とオンライン開催を組み合わせたハイブリッド形式
○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～」
○その他
HAT 神戸地区のイベント「ALL HAT ひょうご防災フェスタ 2022」と
共同開催
＜ぼうさいこくたいについて＞
平成 27 年３月「第３回国連防災会議で採択された「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。平成 28 年より、内閣府防災担当は防災推進国民会議、以前から災害
被害の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、ぼうさいこくたいを毎年開催しています。
令和４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、新たな交流・知見共
有のモデルを全国に提示する機会としたいと考えております。
本件問合せ先：内閣府政策統括官（防災担当）付
参事官（普及啓発・連携担当）付
山崎、木南、内海
TEL: 03-3502-6984 FAX: 03-3581-7510

別紙（８月５日現在）

出展タイプ別 出展者一覧 （順不同）
ワークショップ（35）

セッション（31）

団体名

団体名
特定非営利活動法人
公益財団法人

特定非営利活動法人U.grandmaJapan

日本防災士会

兵庫県立舞子高等学校

日本消防協会

公益財団法人 ひょうご震災記念21世紀研究機構
人と防災未来センター
一般社団法人

阪神・淡路大震災記念

人と防災未来センター研究部「ことばぽこぽこフィールドひとぼう」研究班
写真洗浄ボランティア 西日本あらいぐま連合

日本損害保険協会

ようこそ神戸！市民プロジェクトチーム

株式会社サンテレビジョン

兵庫県気候変動適応センター

朝日放送グループホールディングス株式会社

関西なまずの会（関西の報道機関有志による災害勉強会）

一般社団法人おいしい防災塾

特定非営利活動法人
（JVOAD）

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

地図で防災・まちづくりサポート

【現地共同企画】伝承セッション2022

母と子の育児支援ネットワーク

一般社団法人日本ドローンコンソーシアム

神戸市消防局

オンライン市役所防災対策課

一般財団法人アジア防災センター

特別支援学校の災害対策を考えるfacebookグループ

IT防災スタートアップ協議会

一般社団法人 地域安全学会 実務者企画委員会

食べる支援プロジェクト(たべぷろ)

一般社団法人 日本災害医学会

公益財団法人

東北大学

生活協同組合コープこうべ

災害科学国際研究所

味の素ファンデーション（TAF）

兵庫県立大学地域ケア開発研究所

公益社団法人日本地震学会

日本学術会議

一般社団法人

アジア太平洋地球変動研究ネットワーク（APN）

一般社団法人危機管理教育研究所

全国女性社長の共創防災会議

特定非営利活動法人ふくおかＮＰＯセンター

兵庫県災害医療センター

株式会社明石スクールユニフォームカンパニー

一般社団法人ほっと岡山

名古屋大学 減災連携研究センター

（一社）EpiNurse

東北大学災害科学国際研究所
寄附研究部門

東京大学生産技術研究所附属災害対策トレーニングセンター(DMTC)

災害関連死ゼロサミット

関西大学

海ぼうずの会（「ふじのくにDIGセミナー」参加者の会）

災害復興法理論研究会

BOUSAIゼミな～る実行委員会

防災教育チャレンジプラン実行委員会

しぞ～か防災かるた委員会

静岡大学学生防災ネットワーク

アールシーソリューション株式会社

兵庫県立大学

国土交通省国土技術政策総合研究所

神戸学院大学

大阪防災プロジェクト

三陸振興協議会

TEAM-３A

防災教育学会

117KOBEぼうさい委員会

オンラインセッション（11）
団体名
公益社団法人

日本医師会

日本気象予報士会

関西支部

地震津波リスク評価（東京海上日動）

日本赤十字社
公益財団法人ボーイスカウト日本連盟
神戸学院大学
国土防災技術株式会社

WAA ReSCue
防災学術連携体・日本学術会議
一般社団法人DroneAI技術研究機構
一般財団法人危機管理教育&演習センター

オンラインワークショップ（３）
団体名

内閣府男女共同参画局
日本災害伝承ミュージアム・セッション（仮称）
一般社団法人日本カーシェアリング協会
広島県

消防団を盛り上げよう課【オンライン市役所】

一般社団法人日本リモートセンシング学会
特定非営利活動法人

災害時に子供を守る最低基準（CPMS）推進ネットワーク

事業継続推進機構

阪神・淡路大震災からのダイバーシティの歩みを検証する実行委員会
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出展タイプ別 出展者一覧

（順不同）

プレゼンテーション（91）
団体名

団体名

一般社団法人 日本建設業連合会

福島大学地域未来デザインセンター

一般社団法人全国建設業協会

公立大学法人岩手県立大学

一般社団法人 日本照明工業会

仙台市防災環境都市推進室

一般社団法人 ドローン減災士協会

熊本県

日本労働組合総連合会（連合）

自治体研究会

株式会社ゼンリン

吹田市

防災 THE

南海トラフ地震による超広域災害への備えを強力に進める10県知事会議

PRESS

西日本出版社

浜松の企業が手をつなぐ災害支援ネットワーク

地震調査研究推進本部／文部科学省

JT × プラス・アーツ

内閣官房国土強靱化推進室

株式会社リブライト

神戸地方気象台

NPO法人高齢者住まいる研究会

はままつ na net

一般社団法人福祉防災コミュニティ協会

神戸市港湾局
特定非営利活動法人

NPO法人

兵庫県防災士会

日本防災環境

兵庫県防災士ネットワーク

一般社団法人

広島市防災士ネットワーク

LFA食物アレルギーと共に生きる会

広島防災リーダーネットワーク会議

公益社団法人

兵庫県

教えて！「かくれ脱水」委員会

関西広域連合 広域防災局

国際復興支援プラットフォーム（IRP)
一般財団法人

岩手県
公益社団法人 日本技術士会

LFA Japan
チーム神戸

日本非常食推進機構

自治体国際化協会

（クレア

ＣＬＡＩＲ）

一般社団法人ＤＲＣＴ「災害復興協力チーム」

近畿本部

一般社団法人 兵庫県薬剤師会

全国共済農業協同組合連合会

公益社団法人兵庫県看護協会

公益財団法人兵庫県国際交流協会

（ＪＡ共済）

日本木造住宅耐震補強事業者協同組合

公益財団法人
グラム

こくみん共済 coop

特定非営利活動法人

なぎさ防災福祉コミュニティ

ひょうごボランタリープラザ（兵庫県社会福祉協議会）

港島地区防災対策委員会

いきいきネットワーク防災の会

SIP国家レジリエンス（防災・減災）の強化

明石工業高等専門学校・兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科

国立研究開発法人情報通信研究機構

神戸学院大学附属中学校

国立研究開発法人防災科学技術研究所

神戸学院大学

独立行政法人 中小企業基盤整備機構

関西国際大学防災士サークル（KUISs BOSAI）

独立行政法人都市再生機構

神戸芸術工科大学

防災対策に資する南海トラフ地震調査研究プロジェクト

一般財団法人

よんなな防災会

（一社） ７２時間サバイバル教育協会

よんなな防災会女子部

一般社団法人防災教育普及協会

｢震災対策技術展」事務局／エグジビションテクノロジーズ（株）

一般財団法人

特定非営利活動法人全国足紋普及協会

NPO防災自助普及委員会

特定非営利活動法人都市環境標識協会

防災ジオラマ推進ネットワーク

一般社団法人 日本ムービングハウス協会

わのわプロジェクト

AI防災協議会

宮城県多賀城高等学校

北淡震災記念公園

兵庫県教育委員会

米日カウンシルージャパン

TOMODACHI J&J 災害看護プロ

日本災害救援ボランティアネットワーク

防災女子

ポケモン・ウィズ・ユー財団

防災教育推進協会

独立行政法人国立文化財機構 文化財防災センター

兵庫県立尼崎小田高等学校看護医療・健康類型

清流の国ぎふ防災減災センター

防災ママかきつばた

げんさい未来塾

ＹＹ防災ネット

ママコミュ！ドットコム

あいち・なごや強靱化共創センター

一般社団法人 日本助産学会

県立広島大学 防災・減災社会システムデザイン研究センター

災害と子育て研究会

公立大学防災研究教育センター連携会議（兵庫県立大学）

- 2 -

出展タイプ別 出展者一覧 （順不同）
オンラインプレゼンテーション（15）

ポスターセッション（46）
団体名

団体名
WPPグループ

Japan Pet Press

三重県・三重大学

みえ防災・減災センター

災害時の子どもの居場所（CFS）協議会
宮城県復興・危機管理部復興支援・伝承課

縁活
一般社団法人

危機管理・労働災害防止機構

僕らのヒトシズク
名古屋市
一般社団法人アスミー

薄磯まちづくり検討委員会、薄磯区会

一般財団法人

イオン株式会社

内閣府・防災推進協議会

よんなな防災会ナッジユニット 行動防災チーム
鹿児島市
一般社団法人

ひろしま防災減災支援

ひろしま避難者の会

アスチカ

そらり
災害看護グローバルリーダー養成プログラム（DNGL)
NPO法人きっかけ食堂
U-Inspire JAPAN
一般社団法人 日本防災プラットフォーム（JBP）

世界防災フォーラム

神戸復興塾3.11支援集会
兵庫県震災復興研究センタ－
神戸大学地域連携推進本部ボランティア支援部門
兵庫県立佐用高等学校

家政科

５ｘ５MetaNurse Kobe
日本赤十字看護大学附属災害救護研究所
神戸大学大学院海事科学研究科

津波マリンハザード研究講座

兵庫県眼科医会
一般社団法人

防災住宅研究所

全国被災地語り部シンポジウム実行委員会
公益社団法人日本地球惑星科学連合
大阪公立大学

都市科学・防災研究センター

株式会社明電舎、株式会社レジリエンスラボ
株式会社国際電気通信基礎技術研究所(ATR)
NPO法人

日本防災用品技術研究協会

高知県
ニッショウ機器株式会社
パナソニック株式会社

エレクトリックワークス社

KGホールディングス株式会社
株式会社矢野商店
ビット・パーク株式会社
株式会社Ｃ－ＳＯＳ
エピスタ コーポレーション／株式会社プリート
株式会社

フジヤマ

株式会社Laspy
Pix4D株式会社
一般社団法人

防災備蓄収納プランナー協会

FDK株式会社
神戸クロスロード研究会
なるとにし

てとてとて

一般社団法人社会応援ネットワーク
神戸市教育委員会
パナソニック

ライティングデバイス株式会社

株式会社ブルーウッド
有限会社西谷
ホリカフーズ株式会社
竹内工業株式会社
大丸鐵興株式会社
関西大学社会安全研究科
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出展タイプ別 出展者一覧 （順不同）
屋外展示（58）

イグナイトステージ（20）
団体名

国土交通省

近畿地方整備局

団体名

六甲砂防事務所

国立国会図書館

近畿地方整備局 近畿技術事務所
国土交通省

近畿地方整備局

ハウス食品グループ本社（株）

兵庫国道事務所

国土交通省 近畿地方整備局

株式会社MT-NET

一般社団法人いのちを守るatプロジェクトJAPAN

KOBE 防災コミュニケーションズ

全国災害ボランテイア支援機構
株式会社NTTドコモ

関西支社

神戸支店

クラーク株式会社

一般社団法人 日本災害医学会

神戸学院大学

トヨタ自動車株式会社
神戸学院大学総合リハビリテーション学部
一般社団法人

縄文式健康法チーム

川本健太郎

研究室

日本避難所支援機構

名古屋大学

クローズアップ社会研究会
減災連携研究センター

エリーパワー株式会社

兵庫県災害医療企画実行委員会
兵庫県南あわじ市
災害派遣トイレネットワーク「みんな元気になるトイレ」

RainTech株式会社
ヴィガラクス株式会社

兵庫県立淡路景観園芸学校
北陸大学

株式会社パソナテック

名古屋学芸大学

株式会社防災ログ

兵庫県立大学学生災害復興支援団体 LAN
Seagull Rescue（シーガルレスキュー）
特定非営利活動法人ワカモノヂカラプロジェクト

株式会社KEiKAコーポレーション
エアーストレッチャー株式会社

神戸大学学生震災救援隊
よんなな防災会学生部

シンロイヒ株式会社

TKK3大学連携プロジェクト

株式会社ＰＫウエーブ

神戸国際大学防災救命クラブ（DPLS）
防災リテラシー研究所

株式会社スギタ

兵庫県香美町
遠く離れても一緒に活動し隊！

～イクシーとゆかいな仲間たち～

一般社団法人epoおかやま笑顔プロジェクト

株式会社ワン・ステップ
東西商事株式会社

日産自動車株式会社
神戸市危機管理室・神戸地区トヨタ販売店・AI防災協議会

防波システム研究所

兵庫三菱自動車販売株式会社
兵庫県
兵庫県助産師会

災害対策委員会

その他（10）

近畿災害対策まちづくり支援機構
さんだ防災リーダーの会
一般社団法人

日本トイレ協会

株式会社INFORICH

まちキャラパーク実行委員会
（認定）特定非営利活動法人
アトリエ太陽の子

日本レスキュー協会

ボランティア部

西日本電信電話株式会社

団体名

災害・仮設トイレ研究会

神戸心絆

兵庫支店

JICA関西

株式会社フジタ
防災企業連合

関西そなえ隊

一般社団法人

兵庫県損害保険代理業協会

ろっこう紙芝居サークル

防災専門図書館（公益社団法人 全国市有物件災害共済会）
関西学院大学
一般財団法人日本気象協会

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
日本ジオパークネットワーク

みなとのもり公園運営会議
神戸市消防局
兵庫県立舞子高等学校

国立歴史民俗博物館
大槌町震災伝承プラットフォーム
震災伝承ネットワーク協議会（国土交通省

TEAM防災ジャパン

東北地方整備局）

一般社団法人おらが大槌夢広場
災害語り部ネットワーク
3.11メモリアルネットワーク
NPO法人ペット防災サポート協会

人と防災未来センター
僕らのヒトシズク（仮）

ディザスター・マネージャーズ

NHK神戸放送局

環境省自然環境局
認定特定非営利活動法人人と動物の共生センター
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