
開 催 報 告 

2015 



 
◎全国5都市 イオンモール6店舗で開催しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◎主  催：いのちを守る防災プロジェクト実行委員会 
    （公益社団法人 危機管理協会、株式会社フジテレビKIDS） 
◎後  援：内閣府、警察庁、海上保安庁、消防庁、各地方自治体 
◎特別協力：イオンモール株式会社 
◎協  力：イオントップバリュ、一般財団法人日本気象協会 
           各地警察機関、各地消防機関、各地自衛隊部隊等、各地海上保安部 
◎特別協賛：トヨタ自動車 
◎協  賛：アキレス、ゼンリンデータコム、ダスキンレントオール、ビクトリノックス・ジャパン 
    全労済茨城県本部（水戸内原会場のみ） 

2015年度 開催概要 

開催日：2015年11月14日（土） 

開催日：2015年10月17日（土） 
18日（日） 

開催日：2015年11月8日（日） 

開催日：2015年11月28日（土） 
29日（日） 

開催日：2015年10月12日   
          （月・祝） 

開催日：2015年11月22日（土）
23日（日） 

【総来場者数（6か所）】40,120人 



2015年10月12日（月・祝） 

◎後  援  内閣府、千葉県、八千代市 
◎特別協力  イオンモール株式会社 
◎協  力  自衛隊千葉協力本部、陸上自衛隊第一空挺団、一般財団法人 日本気象協会  
◎特別協賛  トヨタ自動車 
◎協  賛  ゼンリンデータコム、ダスキンレントオール、ビクトリノックス・ジャパン 

****************************************************************************************** 

****************************************************************************************** 



「イオンモール八千代緑が丘」実施記録①  

◎オープニングセレモニー ◎家族一人一人『非常時持出袋』① 

◎家族一人一人『非常時持出袋』② ◎ローリングストック試食会① 

◎ローリングストック試食会② ◎防災リスクサーベイ・ゲーム① 

◎防災リスクサーベイ・ゲーム② ◎気象予報士 天達さんの防災天気 



「イオンモール八千代緑が丘」実施記録② 

■八千代市ブース 

■千葉県 “チーバくん” 派遣 

■自衛隊 「はたらくくるま」ブース 

■トヨタ自動車ブース「はたらくくるま “プリウスPHV”」 ■非常時持出袋展示 

■防災パネル展示 

◎いのちを守る 応急手当 

■防災ゲーム体験コーナー 



2015年10月17日（土）18日（日） 

◎後  援  内閣府、熊本県、熊本市、嘉島町 

◎特別協力  イオンモール株式会社 
◎協  力  熊本県警察本部 警備部機動隊、熊本県警察 御船警察署、自衛隊熊本地方協力本部、 
         陸上自衛隊 第８師団、イオントップバリュ、一般財団法人気象協会 
◎特別協賛  トヨタ自動車 
◎協  賛  ゼンリンデータコム、ダスキンレントオール、ビクトリノックス・ジャパン 

****************************************************************************************** 

****************************************************************************************** 



「イオンモール熊本」実施記録①  

◆オープニングセレモニー① 

◆防災はたらくくるま～警察～ 

◎ローリングストック試食会 ◎ローリングストック試食会② 

◆オープニングセレモニー② 

◆防災はたらくくるま～自衛隊①～ ◆防災はたらくくるま～自衛隊②～ 

◆防災はたらくくるま～トヨタプリウス PHV～ 



「イオンモール熊本」実施記録② 

◎防災リスクサーベイゲーム 

■防災パネル展示 ■千葉県  防災パネル 

■非常時持出袋展示 ■防災ゲーム体験 
（東京コミュニケーションアーツ」 

◎ステージ風景 



2015年11月8日（日） 

◎後  援  内閣府、宮城県、石巻市、警察庁、消防庁（予定）、海上保安庁（予定） 

◎特別協力  イオンモール株式会社 
◎協  力  イオントップバリュ、航空自衛隊第４航空団、一般財団法人 日本気象協会 
◎特別協賛  トヨタ自動車 
◎協  賛  ゼンリンデータコム、ダスキンレントオール、ビクトリノックス・ジャパン 
 

****************************************************************************************** 

****************************************************************************************** 



「イオンモール石巻」実施記録①  

◎オープニングセレモニー 

◎ムックの『非常時持出袋講座』①ﾋﾞｸﾄﾘﾉｯｸｽｺﾗﾎﾞ 

◎会場全景 

◎ガチャピンの防災マジック試食会 ◎石巻市ステージ 

◎防災リスクサーベイ・ゲーム① ◎防災リスクサーベイ・ゲーム② 



「イオンモール石巻」実施記録② 

◎ガチャピン×プリウスPHV もしもの時の非常電源 

◎会場内② ■航空自衛隊 ブース 

■トヨタ自動車ブース「はたらくくるま “プリウスPHV”」 

■非常時持出袋展示 

◎会場内① 

■石巻市ブース 
 （アプリ体験） 



2015年11月14日（土） 

◎後  援  内閣府、愛知県、名古屋市、警察庁、消防庁（予定）、海上保安庁（予定）  
◎特別協力  イオンモール株式会社 
◎協  力  イオントップバリュ、名古屋市港消防署、自衛隊愛知地方協力本部 
◎特別協賛  トヨタ自動車 
◎協  賛  ゼンリンデータコム、ダスキンレントオール、ビクトリノックス・ジャパン 
 

****************************************************************************************** 

****************************************************************************************** 



「イオンモール名古屋茶屋」実施記録①  

◎オープニングセレモニー ◎ムックの『非常時持出袋講座』① 

◎ムックの『非常時持出袋講座』② 

◎会場内① 

■イオントップバリュ ローリングストック展示 

◎防災リスクサーベイ・ゲーム① 

◎ガチャピン×プリウスPHV もしもの時の非常電源 



「イオンモール名古屋茶屋」実施記録② 

■自衛隊 救助セット展示・体験① 

■自衛隊 体験コーナー   ■トヨタ自動車ブース「はたらくくるま “プリウスPHV”」 

■非常時持出袋展示 

■防災パネル展示 

■自衛隊 「偵察用オートバイ」展示 

■豊田市立元城小学校 展示 

■防災撮影会 



2015年11月22日（土）23（日） 

◎後  援  内閣府、茨城県、水戸市、警察庁、海上保安庁、消防庁（予定） 

◎特別協力  イオンモール株式会社 
◎協  力  イオントップバリュ、茨城県警本部、水戸市消防本部、自衛隊茨城地方協力本部、 
     茨城海上保安部、一般財団法人 日本気象協会  
◎特別協賛  トヨタ自動車 
◎協  賛  全労済茨城県本部、ゼンリンデータコム、ダスキンレントオール 
         ビクトリノックス・ジャパン 
 

****************************************************************************************** 

****************************************************************************************** 



「イオンモール水戸内原」実施記録①  

◆オープニングセレモニー ◆防災はたらくくるま～自衛隊①～ 

◆防災はたらくくるま～警察②～ ◆防災はたらくくるま～警察①～ 

◆防災はたらくくるま～自衛隊②～ ◆防災はたらくくるま～消防①～ 

◆防災はたらくくるま～会場～ ◆防災はたらくくるま～海上保安庁～ 



「イオンモール水戸内原」実施記録② 

◎ムックの『非常時持出袋講座』 

■会場① 

■トヨタ自動車ブース「はたらくくるま “プリウスPHV”」 

◎ガチャピンの防災マジック試食会① ◎ガチャピンの防災マジック試食会② 

◎防災リスクサーベイ・ゲーム 

■会場② 



2015年11月28日（土）29（日） 

◎後  援  内閣府、千葉県、千葉市、警察庁、海上保安庁、消防庁 

◎特別協力  イオンモール株式会社 
◎協  力  イオントップバリュ、千葉県警察千葉西警察署、千葉市美浜消防署、 
         自衛隊千葉地方協力本部、  千葉海上保安部、一般財団法人 日本気象協会  
◎特別協賛  トヨタ自動車 
◎協  賛  ビクトリノックス・ジャパン、ゼンリンデータコム、ダスキンレントオール 

****************************************************************************************** 

****************************************************************************************** 



「イオンモール幕張新都心」実施記録①  

◆オープニングセレモニー 

◆屋外会場② 

◆防災はたらくくるま～警察②～ 

◆防災はたらくくるま～自衛隊～ 

◆防災はたらくくるま～警察①～ 

◆屋外会場① 

◆防災はたらくくるま～消防～ ◆海上保安庁 



「イオンモール幕張新都心」実施記録② 

■コスチューム体験 

■アナウンス 
 体験 

■自衛隊  人命救助セット展示 

◎みんなの防災トークセッション 

◎屋内会場 

■トヨタ自動車ブース「はたらくくるま “プリウスPHV”」 



「イオンモール幕張新都心」実施記録③ 

◎ムックの『非常時持出袋講座』 
 ビクトリノックスコラボステージ 

◎防災劇場② 

◎防災リスクサーベイ・ゲーム② 

◎気象予報士 天達さんの防災劇場 

◎防災リスクサーベイ・ゲーム① 

◎防災劇場 アキレスコラボ 

◎アキレスブース①（幕張のみ） ◎アキレスブース②幕張のみ） 



「イオンモール幕張新都心」実施記録④ 

◎日本気象協会①（幕張のみ） ◎日本気象協会②（幕張のみ） 
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