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 内閣府（防災担当）                         

                

 

 

 

 

「防災推進国民大会（ぼうさいこくたい）2023」 

大会テーマの決定及び「出展者公募のご案内」の公表について 

 
９月１７日（日）、１８日（月・祝）に神奈川県横浜市の横浜国立大学において開催を予定

している「防災推進国民大会（ぼうさいこくたい）2023」の大会テーマを決定するとともに、

「出展者公募のご案内」を公表いたしますので、お知らせいたします。 

 

大会テーマ（詳細は別添１参照） 

 

            次の 100 年への備え 

～ 過去に学び、次世代へつなぐ ～ 

 

出展者公募のご案内（全体版は別添２参照） 

 「出展者公募のご案内」は、ぼうさいこくたい公式 HP（https://bosai-kokutai.jp/2023/）に

おいても公表しています。 

 また、今後の出展関係スケジュールは以下のとおりです（詳細は、別添２「出展者公募の

ご案内」p22 参照）。 

 

○出展者公募説明会  

４月 10 日（月)  （オンラインで実施予定） 

参加申込期間：４月７日（金）12:00 まで （公式ホームページより申込み必要） 

 

○出展申込受付 

出展申込期間：４月 11 日(火)から４月 28 日(金)12：00 まで （公式ホームページより申込み必要） 

 

○出展者決定 

  ６月上旬   ※応募いただいた方にメールにて連絡 

 

○出展者説明会  

   ６月、８月の２回開催 

 

https://bosai-kokutai.jp/2023/


               

 

（御参考：防災推進国民大会（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、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。 

 

※平成 28 年は東京都（文京区）、平成 29 年は宮城県（仙台市）、平成 30 年は東京都（江東区）、令和

元年は愛知県（名古屋市）、令和２年は広島県（広島市）、令和３年は岩手県（釜石市）、令和４年は兵

庫県（神戸市）にて開催。 

 

 

（御参考：防災推進国民大会（ぼうさいこくたい）2023 について） 

2023 年は関東大震災発生から 100 年に当たる節目の年であることから、2023 年の第 8

回大会は、関東大震災の震源地である神奈川県で開催することを決定しました。 

関東大震災 100 年に関連する官民の様々な行事等とも連携を図りながら、国民に対して

広く防災意識の啓発を図ります。 

 

○開催日   令和５年９月 17 日（日）、18 日（月・祝） 

○開催会場  横浜国立大学 

（神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台 79-1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

TEL: 03-3502-6984 



               

（別添１） 

 

次の 100 年への備え 

～ 過去に学び、次世代へつなぐ ～ 

 

 

〇 今年は、大正 12 年（1923 年）に発生した関東大震災から 100 年の節目に当たり

ます。関東大震災は、その発生日である９月１日が「防災の日」と定められている

ように、近代日本における災害対策の出発点となった未曾有の災害です。 

 

〇 大火災による東京での被害が大きかった一方で、震源域の相模湾に近い神奈川県

を中心に、強震、津波、土砂崩れ、火災、液状化などによる被害が各地に及んだ複

雑な災害でもありました。また、災害救護に当たっては、現代でいうボランティア

とも言うべき住民同士の助け合いや、海外を含む遠隔地からの支援が大きな役割を

果たしたことは、あまり知られていません。 

 

〇 このように、関東大震災は、首都直下地震、南海トラフ地震、日本海溝・千島海

溝周辺海溝型地震などの巨大地震や、毎年のように全国各地を襲う豪雨災害など、

様々な災害のリスクに直面する現代の我々にも、大変参考となる示唆や教訓を与え

てくれます。 

 

〇 このため、８回目を迎える 2023年のぼうさいこくたいは、「次の 100年への備え

～過去に学び、次世代へつなぐ～」をテーマに、関東大震災の震源地である神奈川

県で開催します。大会では、多くの方に大震災のことを振り返っていただくととも

に、災害への「備え」と「助け合い」の大切さを次世代につないでいくきっかけを

提供したいと考えています。 

 

〇 今年のぼうさいこくたいが、私たちの記憶に残る大会となり、次の 100年に向け

て、一人ひとりの防災意識の向上、ひいては我が国全体の防災力の向上につながる

ことを願っています。 

 



P02022年10月22日(土)～10月23日(日) 0
次の100年への備え

～ 過去に学び、次世代へつなぐ ～

主催：防災推進国民大会2023実行委員会

（内閣府・防災推進協議会・防災推進国民会議）

※2023年2月時点のものですので、今後内容を変更する可能性があります。出展者公募のご案内

ぼうさいこくたい
防災推進国民大会

2023 in 神奈川

※2023年3月時点のもので、内容は変更となる場合があります。

日程：2023年9月17日(日)・9月18日(月・祝)

会場：横浜国立大学（神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台７９−１）

CO662399
テキストボックス
別添２



防災推進国民大会2023 テーマ

次の100年への備え

～ 過去に学び、次世代へつなぐ～

〇今年は、大正12年（1923年）に発生した関東大震災から100年の節目に当たります。関東大震災は、

その発生日である９月１日が「防災の日」と定められているように、近代日本における災害対策の出発点となった

未曾有の災害です。

〇大火災による東京での被害が大きかった一方で、震源域の相模湾に近い神奈川県を中心に、強震、津波、

土砂崩れ、火災、液状化などによる被害が各地に及んだ複雑な災害でもありました。また、災害救護に当たっては、

現代でいうボランティアとも言うべき住民同士の助け合いや、海外を含む遠隔地からの支援が大きな役割を果たした

ことは、あまり知られていません。

〇このように、関東大震災は、首都直下地震、南海トラフ地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震などの

巨大地震や、毎年のように全国各地を襲う豪雨災害など、様々な災害のリスクに直面する現代の我々にも、

大変参考となる示唆や教訓を与えてくれます。

○このため、８回目を迎える2023年のぼうさいこくたいは、「次の100年への備え ～過去に学び、次世代へつなぐ～」

をテーマに、関東大震災の震源地である神奈川県で開催します。大会では、多くの方に大震災のことを振り返って

いただくとともに、災害への「備え」と「助け合い」の大切さを次世代につないでいくきっかけを提供したいと考えています。

○今年のぼうさいこくたいが、私たちの記憶に残る大会となり、次の100年に向けて、一人ひとりの防災意識の向上、

ひいては我が国全体の防災力の向上につながることを願っています。

2023年9月17日(日)～9月18日(月・祝)1



開催概要

交通のご案内

◎飛行機の場合

＜羽田空港から＞

・京急空港線エアポート利用で「横浜駅」まで約30分

・東京モノレール「浜松町駅」→JR「横浜駅」まで利用で約35分

・リムジンバス利用で「横浜シティエアーターミナル（横浜駅前）」まで約30分

＜成田空港から＞

・成田エクスプレス利用で「横浜駅」まで約1時間30分

・京成特急スカイライナー「日暮里駅」→JR「横浜駅」まで約2時間10分

・リムジンバス利用で 「横浜シティエアーターミナル（横浜駅前）」まで約1時間25分

◎新幹線の場合（新横浜駅から）

・横浜市営地下鉄「三ツ沢上町駅」まで約7分

・タクシー利用で正門まで約20分

◎車の場合（正門まで）

・首都高速道路神奈川2号三ツ沢線 「三ツ沢」出口から約5分

・横浜新道、第三京浜道路 「保土ヶ谷IC」出口から約3分

・横浜駅から約10分

横浜駅からは電車／バス／タクシー いずれかを利用。

2023年9月17日(日)～9月18日(月・祝) 2

●名 称 防災推進国民大会2023

●テーマ 次の100年への備え ～ 過去に学び、次世代へつなぐ ～

●主 催 防災推進国民大会2023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 神奈川県、横浜市、横浜国立大学

●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 2023年9月17日（日）10:00～18:00

9月18日（月・祝）10:00～15:30

●開催会場 横浜国立大学 （HP : https://www.ynu.ac.jp/）

（教育文化ホール、大学会館、都市科学部講義棟、教育学部講義棟7号館、教育学部講義棟6号館、

中央図書館、経済学部講義棟2号館、メインストリートなど）

●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 現地来場者数約12,000人、オンライン視聴数約11,000回（前回実績）以上を想定

●ウェブサイト https://bosai-kokutai.jp/2023/

※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、イグナイトステージ、 オリジナルセッション

ぼうさいこくたい

＜最寄り駅・バス＞

■電車

・横浜市営地下鉄「三ツ沢上町駅」から徒歩約16分（正門まで）

・相鉄線「和田町駅」から徒歩約20分（南門・南通用門）

■バス（横浜駅西口から）

・横浜市営バス、神奈中バス、相鉄バス「岡沢町」から徒歩約5分（正門まで）

・横浜市営バス、神奈中バス、相鉄バス「横浜新道」から徒歩約3分（南通用門まで）

https://www.ynu.ac.jp/
https://bosai-kokutai.jp/2023/


問合わせ先

（1）出展タイプ

屋内：「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」 「イグナイトステージ」

「オリジナルセッション」「ポスターセッション＋イグナイトステージ」

屋外：「屋外展示」

ご出展希望のタイプを１つお申し込みください。（複数希望する場合には、第１希望から第３希望まで記載ください。）

※ポスターセッション＋イグナイトステージを除き、１団体につき１出展となります。

（2）出展内容

「防災推進国民大会2023」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2023」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。

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、P4～6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、 出展申込フォームに必要事項を記入し、

4月11日(火) から4月28日(金)12時までに運営事務局へ提出(送信）して下さい。

（出展申込フォームは、4月11日(火)以降に 公式HP: https://bosai-kokutai.jp/2023/からアクセス可能。）

（6）出展審査基準

１．大会趣旨と大会テーマ（次の100年への備え ～ 過去に学び、次世代へつなぐ ～）に沿った出展内容となっていること

２．公益性が高い出展内容であること

３．ダイバーシティやインクルーシブな視点をもった出展内容であること

４．他セクターとの連携など「つながり」を意識した出展内容であること

以上４つの観点から、審査委員会で審査いたします。

（7）出展場所

出展場所は、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形式の変更について

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か月前までに開催形式の変更についてお知らせします。開催形式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

2023年9月17日(日)～9月18日(月・祝)3

出展申込期間

2023年4月11日(火)から4月28日(金)12時まで 運営事務局必着

※申込は公式HP: https://bosai-kokutai.jp/2023/

出展申込フォームより受付可能（4月11日(火) 以降公開）

出展決定の連絡 2023年6月上旬にメールでご連絡予定

出展申込フォーム提出・出展に関するお問い合わせ

3月31日まで：ヤマチコーポレーションアンカー
Tel：011-281-7551 ／ mail：bosai-kokutai2022@anker.jp

（電話応対時間 土日祝を除く9：30～17：00）

※4月1日以降の運営事務局は決定次第、別途お知らせします。

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 Tel：03-3502-6984

https://bosai-kokutai.jp/2023/
https://bosai-kokutai.jp/2023/
mailto:bosai-kokutai2022@anker.jp


1：セッション（実施時間 1小間90分）

2023年9月17日(日)～9月18日(月・祝) 4

出展タイプ （７タイプの出展を基本としています）

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 教育文化ホール、都市科学部講義棟、教育学部講義棟7号館

●収容人数 約70～230名

●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。

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。

講演やパネルディスカッションを行うタイプ

セッションに出展いただく場合は、以下の留意事項を遵守いただく必要があります。
また、遵守していただけない場合は、出展決定後においても出展をお断りすることがあります。

※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。

※登壇者のジェンダーバランスに配慮してください。
主催者としては、少なくとも３割以上のパネリストを女性としていただくことが望ましいと考えております。
なお、登壇者が一方の性別のみとなった場合は、出展をお断りしたいと考えております。

※セッションに出展する場合は、リアルタイムで視聴できなかった方が後日閲覧できるよう、ぼうさいこくたい
ホームページにおいて、セッションのアーカイブ視聴ができるようにしてください。出展者側での作業が難しい
場合は、事務局において、代行サービスを有料で実施します。

●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

（１）現地出展＋オンライン（アーカイブ配信）

（２）現地出展（アーカイブ配信）

（３）オンライン（アーカイブ配信）



（1）現地出展＋オンライン

2：ワークショップ（実施時間 1小間90分）

来場者参加型のワークショップタイプ

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

●出展場所 教育文化ホール、大学会館、都市科学部講義棟、中央図書館

●収容人数 約6～72名

●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

（２）現地出展

横壁あり 横壁なし

●出展場所 大学会館、都市科学部講義棟、教育学部講義棟7号館、
中央図書館、経済学部講義棟2号館

●予定小間寸法 幅1,980mm ×奥行1,980mm×高さ2,400mm

●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、チェーンフック２セット

●備 考 電源の使用をご希望の場合は、出展申込フォームに使用電力量をご記入ください。

※コンセントは基本的に１出展者に2口１個になります。 分岐が必要な方は、延長コードをご持参ください。
※パネルにはピンをご利用いただけません。 小間サイズを超えた展示はできません。
※現地出展においてライブ配信を実施する場合は、出展者側で配信手配をお願いします。

ブース基礎レイアウト

出展者がブースに常駐して来場者に説明をするタイプ

3：プレゼンテーション

※ホームページでの

オンライン配信ページのイメージ
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。

（１）現地出展

（２）オンライン

出展タイプ

2023年9月17日(日)～9月18日(月・祝)5



ブース基礎レイアウト

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 大学会館、中央図書館、各施設通路

●予定小間寸法 幅1,980mm ×高さ2,400mm

●無償提供 出展名プレート、パネル貼付用粘着テープ、チェーンフック２セット

●備 考 ※パネルにはピンをご利用いただけません。

※小間サイズを超えた展示はできません。
※本番中に現地に出展者様の常駐は出来ません。（展示のみになります）

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 メインストリート

●予定小間寸法 車両・テント出展：テント（幅5,400mm×奥3,600mm×高さ2,000mm）＋車両

テント内出展：テント（幅5,400mm×奥3,600mm×高さ2,000mm） ※４方横幕付

●無償提供 出展名プレート、長机1本、イス2脚

●備 考 電源の使用をご希望の場合は、出展申込フォーム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、出展申込フォームに車両の寸法をご記入ください。

※展示車両は１ブース１台を基本とさせていただきます。

※大型車両はサイズによっては構内に入れないため展示できない場合がございます。

※展示内容によってはご希望に添えない場合がありますので、ご了承ください。

2023年9月17日(日)～9月18日(月・祝) 6

出展タイプ

ブース基礎レイアウト



出展者が上記1～6以外で企画する出展タイプ

「オリジナルセッション」は、上記1～6以外で今回新たに設定する出展タイプです。

大きな会場での紙芝居や映画上映、寸劇などが考えられますが、これに限らず提案してください。

審査会において出展内容を審査した上で、出展の可否を決定します。

●出展場所 教育学部講義棟6号館、経済学部講義棟2号館

●収容人数 約160～340名

●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）

※会場の仕様によっては、ご希望に添えない場合もございます。

※上記以外でも、大学キャンパス内を使用する企画であれば、出展希望を受け付けいたしますので、

出展申込フォームの質問事項欄に企画内容を記載ください。

８：ポスターセッション＋イグナイトステージ

ポスターセッションとイグナイトステージの２つを組み合わせた出展タイプ

イグナイトステージとポスターセッションは、組み合わせて出展することでより来場者に取り組み内容が効果的に伝わると考えられるため、

２タイプの申込も可能とします。

6：イグナイトステージ

出展者の取組をステージで発表するタイプ

「イグナイトステージ」は、会場内に設けた簡易ステージで各団体15分以内のご発表をいただくものです。
画像投影用のモニターと音響機器はご用意いたしますが、接続するPC等は各団体にお持ち込みいただきます。
また、機材の展示はステージ上であれば可能です。
●出展場所 大学会館、中央図書館
●収容人数 約40～200名

●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。

●団体入替 入れ替えは次のプログラムが始まるまでの10分間でお願いします。

７：オリジナルセッション

2023年9月17日(日)～9月18日(月・祝)7

出展タイプ



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

※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。

セッション ワークショップ ポスターセッション プレゼン 屋外展示

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

ラウンジ
15ブース

（プレゼン）

111大教室
450席

（オリジナルセッション）

B101中集会室
36席

（ワークショップ）
W1 W2 W3 W4 W5

B102小集会室
24席

（ワークショップ）
W6 W7 W8 W9 W10

1F
101大集会室

（メインホール）

255席

（セッション）

S1

セレモニー＆

オープニング

S2

ハイレベル
S3 S4 S5 S6

S47

クロージング

小講堂
29ブース

（プレゼン）

ロビー
9ブース

（ポスター）

3F 301（食堂）
42席

（ワークショップ）
W11 W12 W13 W14 W15

2F 201
72席

（ワークショップ）
W16 W17 W18 W19 W20

1Fホール
8ブース

（プレゼン）

101講義室
236席

（セッション）
S7 S8 S9 S10 S11

102講義室
192席

（セッション）
S12 S13 S14 S15 S16

103講義室
236席

（セッション）
S17 S18 S19 S20 S21

104講義室
36席

（ワークショップ）
W21 W22 W23 W24 W25

105講義室
24席

（ワークショップ）
W26 W27 W28 W29 W30

106講義室
73席

（セッション）
S22 S23 S24 S25 S26

107講義室
77席

（セッション）
S27 S28 S29 S30 S31

101講義室
143席

（セッション）
S32 S33 S34 S35 S36

103講義室
108席

（セッション）
S37 S38 S39 S40 S41

104講義室
108席

（セッション）
S42 S43 S44 S45 S46

ギャラリー
14ブース

（プレゼン）

101講義室
358席

（オリジナルセッション）

102講義室
200席

（オリジナルセッション）

201講義室
200席

（オリジナルセッション）

ロビー
10ブース

（ポスター）

108情報ラウンジ
22ブース

（プレゼン）

メディアブース105
6席

（ワークショップ）
W31 W32 W33 W34 W35

メディアブース106
18席

（ワークショップ）
W36 W37 W38 W39 W40

メディアブース107
12席

（ワークショップ）
W41 W42 W43 W44 W45

31ブース

（ポスター）

テント出展 17ブース

車両＊テント出展 13ブース

オリジナルセッション

オリジナルセッション

S2-1

都市科学部講義棟

S2-2

教育学部講義棟7号館

N4-3

経済学部講義棟2号館

出展タイプ会場

屋外展示メインストリート

9月17日（日） 9月18日（月・祝）

S1-2

教育文化ホール

B1

オリジナルセッション

屋外展示

ポスターセッション

4F

S1-5

大学会館

プレゼンテーション

S3-1

教育学部講義棟6号館

オリジナルセッション

1F

プレゼンテーション

各施設通路（大学会館、中央図書館以外） ポスターセッション

オリジナルセッション

S3-6

中央図書館
1F

ポスターセッション

1F

1F

1F

プレゼンテーション

プレゼンテーション

プレゼンテーション

2023年9月17日(日)～9月18日(月・祝) 8



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

出展想定数

12:30～

12:45

12:55～

13:10

13:20～

13:35

13:45～

14:00

14:10～

14:25

14:35～

14:50

15:00～

15:15

15:25～

15:40

15:50～

16:05

16:15～

16:30

16:40～

16:55

17:05～

17:20

17:30～

17:45

S1-5

大学会館
4F 小講堂

48席

（イグナイト）
IG-1 IG-2 IG-3 IG-4 IG-5 IG-6 IG-7 IG-8 IG-9 IG-10 IG-11 IG-12 IG-13

S3-6

中央図書館
1F メディアホール

200席

（イグナイト）
IG-14 IG-15 IG-16 IG-17 IG-18 IG-19 IG-20 IG-21 IG-22 IG-23 IG-24 IG-25 IG-26

10:00～

10:15

10:25～

10:40

10:50～

11:05

11:15～

11:30

11:40～

11:55

12:05～

12:20

12:30～

12:45

12:55～

13:10

13:20～

13:35

13:45～

14:00

14:10～

14:25

S1-5

大学会館
4F 小講堂

48席

（イグナイト）
IG-27 IG-28 IG-29 IG-30 IG-31 IG-32 IG-33 IG-34 IG-35 IG-36 IG-37

S3-6

中央図書館
1F メディアホール

200席

（イグナイト）
IG-38 IG-39 IG-40 IG-41 IG-42 IG-43 IG-44 IG-45 IG-46 IG-47 IG-48

会場

会場 出展タイプ

出展タイプ

9月18日（月・祝）

9月17日（日）

●イグナイトステージ

2023年9月17日(日)～9月18日(月・祝)9

◆2023年

セッション　※ 47 10 57

ワークショップ 45 6 51

プレゼンテーション 88 20 108

屋外出展 30 0 30

ポスターセッション 50 0 50

イグナイトステージ 48 0 48

オリジナルセッション 4 0 4

合計 312 36 348

※2023年セッション数47のうち、セレモニー＆オープニング、ハイレベル、クロージングの３つは主催者によるもの

出展タイプ

2023年

現地出展ブース数

（仮）

オンライン 合計



使用会場について

会場全体図

2023年9月17日(日)～9月18日(月・祝) 10



使用会場について

S1-2 教育文化ホール

使用タイプ 階数 部屋名

メインホール 1F 101大集会室

ワークショップ B1 B101中集会室

ワークショップ B1 B102小集会室

B1 1F

教育文化ホール

＜ B102小集会室＞
・ワークショップ
・4島24席

＜ B101中集会室＞
・ワークショップ
・6島36席

<101大集会室>
・メインホール
・スクール255席

2023年9月17日(日)～9月18日(月・祝)11



S1-5 大学会館

使用会場について

使用タイプ 階数 部屋名

プレゼンテーション
イグナイトステージ

4F 小講堂

ポスターセッション 4F ロビー

ワークショップ 3F 301

ワークショップ 2F 201

大学会館

2F 3F

＜201＞
・ワークショップ
・12島72席

＜301＞
・ワークショップ
・7島42席

＜ロビー>
・ポスターセッション
・9小間

4F

<小講堂>
・イグナイトステージ
・シアター48席

<小講堂>
・プレゼンテーション
・29小間

2023年9月17日(日)～9月18日(月・祝) 12



使用会場について

S2-1 都市科学部講義棟

使用タイプ 階数 部屋名

プレゼンテーション 1F ホール

セッション 1F 101講義室

セッション 1F 102講義室

セッション 1F 103講義室

ワークショップ 1F 都市科学部104スタジオ

ワークショップ 1F 105講義室

セッション 1F 106講義室

セッション 1F 107講義室

都市科学部講義棟

1F

＜106講義室＞
・セッション
・スクール73席

＜107講義室＞
・セッション
・スクール77席

＜101講義室＞
・セッション
・スクール236席

＜102講義室＞
・セッション
・スクール192席

＜103講義室＞
・セッション
・スクール236席

＜都市科学部104スタジオ＞
・ワークショップ
・6島36席

＜105講義室＞
・ワークショップ
・4島24席

＜ホール＞
・プレゼンテーション
・8小間

2023年9月17日(日)～9月18日(月・祝)13



使用会場について

S2-2 教育学部講義棟7号館

使用タイプ 階数 部屋名

プレゼンテーション 1F ギャラリー

セッション 1F 101講義室

セッション 1F 103講義室

セッション 1F 104講義室

教育学部講義棟7号館

<ギャラリー>
・プレゼンテーション
・14小間

＜101講義室＞
・セッション
・スクール143席

＜103講義室＞
・セッション
・スクール108席

＜104講義室＞
・セッション
・スクール108席

1F

2023年9月17日(日)～9月18日(月・祝) 14



使用会場について

S3-1 教育学部講義棟6号館

使用タイプ 階数 部屋名

オリジナルセッション 1F 101講義室

オリジナルセッション 1F 102講義室

オリジナルセッション 2F 201講義室

教育学部講義棟6号館

1F

2F

＜101講義室＞
・オリジナルセッション
・スクール358席

＜102講義室＞
・オリジナルセッション
・スクール200席

＜201講義室＞
・オリジナルセッション
・スクール200席

2023年9月17日(日)～9月18日(月・祝)15



使用会場について

S3-6 中央図書館

使用タイプ 階数 部屋名

ポスターセッション 1F ロビー

イグナイトステージ 1F メディアホール

プレゼンテーション 1F 108情報ラウンジ

ワークショップ 1F メディアブース101

ワークショップ 1F メディアブース102

ワークショップ 1F メディアブース103

中央図書館

1F

＜ロビー＞
・ポスターセッション
・10小間

＜メディアホール＞
・イグナイトステージ
・シアター200席分

（階段席）

＜108情報ラウンジ＞
・プレゼンテーション
・22小間

＜メディアブース106＞
・ワークショップ
・3島18席

＜メディアブース105＞
・ワークショップ
・1島6席

＜メディアブース107＞
・ワークショップ
・2島12席

2023年9月17日(日)～9月18日(月・祝) 16



使用会場について

使用タイプ 階数 部屋名

プレゼンテーション 1F ラウンジ

オリジナルセッション 1F 111大教室

1F

＜ラウンジ＞
・プレゼンテーション

・15小間

＜111大教室＞
・オリジナルセッション
・スクール450席

経済学部講義棟2号館

N4-3 経済学部講義棟2号館

2023年9月17日(日)～9月18日(月・祝)17



使用会場について

メインストリート

※レイアウトは変更になる可能性がございます。
※この場所での車両展示は2ｔまでとなります。

使用タイプ ブース数

屋外展示
車両展示 13

テント出展 17

＜テント出展（テント）
・17小間

＜車両展示（車両＋テント）
・13小間

2023年9月17日(日)～9月18日(月・祝) 18



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。また、出展が決定した後も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を目的とした出展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。

 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すべてのときは、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、運営事務局までお問い合せください。

 会場の施設管理者への問い合わせや現地見学は、お控えくださいますようお願いいたします。

 現地見学は出展者説明会と併せて、８月に実施する予定です。

注意事項
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Q１.同⼀の出展タイプで２つ申込することはできますか？また、１団体で複数の出展は申し込めますか？

A１.いずれもできませんが、「出展タイプ８：ポスターセッションとイグナイトステージ」は申し込めます。なお、出展タイプのご希望に
添えない場合もあることから、第１希望から第３希望まで記載することは可能です。

Ｑ２.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？

Ａ２.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。

Q３.セッションの枠（日付、時間）の希望はできますか？

A３.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。

なお、対応できない時間帯があればご記入ください。

Q４.多数応募の場合の選定基準について教えてください。

A４.審査基準はP.3（6）に記載のとおりです。

なお、主催者としては、関東大震災１００年にちなんだ企画の出展を促したいと考えております。

Q５.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。

A５.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。

Q６.プレゼンテーションなどは2日間通しの実施ですか。

A６.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。

Q７.物販は禁止とのことですが、来場者に対してサンプリング等・試食の無償提供をすることは可能ですか。

A７.サンプル等の無償提供は可能ですが、サンプルが飲食物の場合、その場で飲食しないよう出展者から注意喚起をしてください。
また、社名・企業ロゴ入りのサンプル等の配付についても禁止はしませんが、特定商品やサービスの販売を目的する出展になら
ないようご留意願います。

過去の主なFAQ
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個人情報取り扱い

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。
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スケジュール

出展者公募締切

2023 年

4月28日12時
9月17日(日)

18日(月・祝)

ぼうさいこくたい

2023

4月10日 6月上旬 6月予定

出展者決定
メールで連絡

出展者公募

説明会開催
オンラインで実施予定

8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

出展者説明会①
オンラインで実施予定

●出展者公募説明会 4月10日(月)

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： https://bosai-kokutai.jp/2023/よりお申し込みください。

・開催日程 2023年4月10日(月) 11：00～12：00

・開催場所 オンラインで実施予定

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、下記に必ずご出席ください。

●出展者説明会 6月予定 ・ 8月予定

◆第１回（大会3カ月前説明会）

・開催日程 2023年6月予定

・開催場所 オンラインで実施予定

◆第２回（大会１か月前説明会）

・開催日程 2023年8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

問合わせ先

出展申込期間

2023年4月11日(火)から4月28日(金)12時まで 運営事務局必着

※申込は公式HP: https://bosai-kokutai.jp/2023/

出展申込フォームより受付可能（4月11日(火) 以降公開）

出展決定の連絡 2023年6月上旬にメールでご連絡予定

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 Tel：03-3502-6984

※開催日時や方法について、新型コロナウイルス感染状況により、変更になることがあります。その際は、ご連絡いたします。

2023年9月17日(日)～9月18日(月・祝) 22

出展申込フォーム提出・出展に関するお問い合わせ

３月３１日まで：ヤマチコーポレーションアンカー
Tel：011-281-7551 ／ mail：bosai-kokutai2022@anker.jp

（電話応対時間 土日祝を除く9：30～17：00）

※４月１日以降の運営事務局は決定次第、別途お知らせします。

https://bosai-kokutai.jp/2023/
https://bosai-kokutai.jp/2023/
mailto:bosai-kokutai2022@anker.jp


出展申込フォーム ※以下の内容をオンラインフォームで入力いただきます。

2023年9月17日(日)～9月18日(月・祝)23

第１希望申込タイプ

（1つ選択）

第１希望出展パターン

第１希望タイトル

第２希望申込タイプ

（1つ選択）

第２希望出展パターン

第２希望タイトル

第３希望申込タイプ

（1つ選択）

第３希望出展パターン

第３希望タイトル

キーワード

(最大2つまで)

参加対象

(最大2つまで)

「1：セッション」を選択した場合

「３：プレゼンテーション」を選択した場合

「３：プレゼンテーション」

「５：屋外展示」を選択した場合

「５：屋外展示」を選択した場合

出展の決定は2023年6月上旬に運営事務局よりご連絡差し上げます。

□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:ポスターセッション　□5:屋外展示　□6:イグナイトステージ　□7:オリジナルセッション

□8:ポスターセッション＋イグナイトステージ

　質問事項

　関東大震災100年関連で検討している企画等があれば記載ください。（150文字以内）

□:屋外での出展も可能  　□:屋内出展のみ希望

□:電源を使用する　(使用電力量：　　　　　　　　　　　　　　　）  　□:電源を使用しない

次の確認をお願いします。

□:登壇者はジェンダーバランスに配慮します。　※登壇者が一方の性別のみの想定で偏っている場合はご出展いただけません。

□:現時点で考えている登壇者の男女比をご記入ください。　（男：　　　　名　／　女：　　　　　名）

□:出展ができない日時があれば予め記載願います（日時：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□:車両展示（車両＋テント）【車種・サイズ：　　　　　　　　】　※基本的には１団体１台までになります。　　 □:テント出展（テントのみ）

□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）

□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）

□ 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: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）

第３希望出展内容（200文字以内）

□地震・火山　　□土砂災害　　　　　□風水害　　　　□関東大震災100年　　 □科学・技術　　 □災害情報　    □自助・共助　　□地域防災　　□避難・避難所

□ボランティア　　□災害教訓・伝承　 □防災行政　 □企業防災　　  □医療・福祉　  □都市・建築・住宅　□災害廃棄物　□備蓄・グッズ　 □教育

□ゲーム　　　　　□ペット　　　　　　　　 □国際　　　　 □ジェンダー・ダイバーシティ　　　　   □インクルーシブ      □その他（　　　　　　　）

第２希望出展内容（200文字以内）

第１希望出展内容（200文字以内）

緊急時連絡先

（当日ご担当者様携帯番号）
ホームページURL

E-mail

団体種別

該当欄の□を黒塗りしてください。

□省庁　　　　　□都道府県　　　　　　□市区町村　　□独立行政法人　　　□公益法人　　　□一般社団法人

□小中高校　　□大学・研究機関　　□企業　　　　　□NPO・NGO　　　　　□学生団体　　　□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

過去のぼうさいこくたい参加実績
□ 第1回2016(東京)　　□ 第2回2017(仙台)　　□ 第3回2018(東京)　　　□ 第4回2019(名古屋)　　　□ 第5回2020(広島)

□ 第6回2021(釜石)　　□ 第7回2022(神戸)

□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:ポスターセッション　□5:屋外展示　□6:イグナイトステージ　□7:オリジナルセッション

□8:ポスターセッション＋イグナイトステージ

□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:ポスターセッション　□5:屋外展示　□6:イグナイトステージ　□7:オリジナルセッション

□8:ポスターセッション＋イグナイトステージ

　他セクターとの連携について、検討しているものがあれば記載ください（50文字以内）

協力団体名

 ぼうさいこくたい2023 出展申込フォーム

主催団体名

主催団体住所 〒

部署名 ご担当者名

TEL

*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。

*仮案で結構です

*何かあればご記入ください

*他セクターとの連携など「つながり」を意識した企画については、審査の祭に優先度を高くする予定です。

*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ッションを行う想定パネリストを記載ください。

提出方法：オンラインフォーム

申込締切:2023年4月28日（金）12:00まで

*仮案で結構です

*仮案で結構です

*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ッションを行う想定パネリストを記載ください。

*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ッションを行う想定パネリストを記載ください。
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