
2016年 イベントレポート 

みんなの防災プロジェクト実行委員会 



事業概要 

【開催期間】 2016年9月3日（土）～11月27日（日） 
 

【会  場】 全国11か所（2日開催地の場合：1日目イベント告知グリーティング、2日目イベント開催）  

9月25日（日） 
イオンモール高崎（群馬）  

10月1日（土）2日（日） 
イオンモール盛岡南（岩手） 

11月3日（木祝） 
イオンモールむさし村山 

（東京） 

11月19日（土）20日（日） 
イオンモール千葉ニュータウン 

（千葉） 

11月26日（土）27日（日） 
イオンモール三光（大分）       

9月11日（日） 
イオンモール八千代緑が丘 

（千葉） 

9月3日（土）4日（日） 
イオンモール幕張新都心 

（千葉） 

10月16日（日） 
イオンモール八幡東（福岡） 

11月23日（水祝） 
イオンモール奈良登美ケ丘 

（奈良）   

10月8日（土） 
イオンモール鶴見緑地（大阪）   

9月17日（土）18日（日） 
イオンモール神戸北（兵庫） 

【総来場者数】   94,290名 

【主  催】 みんなの防災プロジェクト実行委員会 
 （フジテレビKIDS、一般社団法人危機管理教育研究所、NPO法人プラスアーツ、 
  青山学院大学、国士舘大学)  
 
【後  援】 内閣府、総務省、日本赤十字社   ※「総務省」は千葉ニュータウン以降、正式後援 
 千葉県、千葉市、八千代市、兵庫県、神戸市、群馬県、高崎市、 
 岩手県、盛岡市、大阪府、大阪市、福岡県、北九州市、東京都、武蔵村山市、 
 印西市、奈良県、生駒市、大分県、中津市 （開催順） 
 
【特別協力】 イオンモール株式会社、＋ソナエ・プロジェクト、サンケイリビング新聞社 
 
【協  力】 一般社団法人全国救急救命士教育施設協議会、東京コミュニケーションアート専門学校 
 各県警察署、各県消防署、自衛隊地方協力本部 
 公益社団法人危機管理協会（※幕張新都心、盛岡南のみ） 
 
【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 
 ヘーベルハウス (五十音順)    



各会場記録 

※主催、特別協力、協賛は11会場全て同じとなるため、各ページの記載はしていません。ご了承ください。 
  後援、協力は各地変更となるため、各ページに記載となります。 



【開催期間】 9月3日（土）※ガチャピン・ムック グリーティングのみ 
 9月4日（日）10:00～17:00 ＊屋外会場は16:00まで 
【会  場】 イオンモール幕張新都心 
               （屋内）グランドコート、イオンコート （屋外）豊砂公園 
【後  援】 内閣府、総務省(予定) 、日本赤十字社、千葉県、千葉市 

【協  力】 一般社団法人全国救急救命士教育施設協議会 
 東京コミュニケーションアート専門学校、 
 千葉県警察 第３機動隊、千葉市消防局 
 自衛隊千葉地方協力本部、公益社団法人危機管理協会 

9月3日(土) 

ガチャピン・ムックとチーバくんによる告知グリーティング。ご来場者のみなさんひとりひとりにチラシを配布。また、
東日本大震災で甚大な被害を受けた「名取市ゆりあげ港」の復興支援を目的として毎年行われている『ゆりあげ港
朝市』にも足を運び、朝市スタッフのみなさんとの交流の時間を設けました。 

9月4日(日) 

全国を回る「みんなの防災＋ソナエ」の初日。幕張新都心店は2014年から3回目という事で少しずつお客様の中

での定着が見受けられました。“防災ソナエ隊”によるスペシャルトークショーやイオンモール様のスペースも設け
る形で展開を行いました。 

イオンモール様、千葉県、警察、自衛隊、チーバくん、実行委員会メンバーによるオープニングセレモニー。 

実行委員会メンバーも自らステージやブースに立ち、みなさんに防災の技を伝えました。 



ゆりあげ港朝市協同組合 
櫻井広行理事長によるステージ 

イオンモールの取組み 
「全国防災キャラバン」 

危機管理協会による 
防災劇場 



【開催期間】 9月11日（日）10:00～17:00  
   
【会  場】 イオンモール八千代緑が丘 
              （屋内）アゼリア広場、ローズ広場 
【後  援】 内閣府、総務省(予定) 、日本赤十字社、千葉県、八千代市 

【協  力】 一般社団法人全国救急救命士教育施設協議会 
 東京コミュニケーションアート専門学校 

昨年度に引き続き2回目の開催となったイオンモール八千代緑が丘では、率先して参加をする行政のみなさんや
お客様の姿が見受けられました。また、“秋葉就一”八千代市長や千葉県の県議会議員“水野ゆうきさん” の参
加や「ウェザーニューズ」が取材に訪れ、ライブ放送配信を実施。 

国士舘大学の生徒さんによるBOOTCAMPステージ 昨年に引き続き出展の八千代市 

イオンモール、八千代市長 
千葉県議会議員 

オープニングセレモニー 

八千代緑が丘店がセレクトした  
防災用品展示 

ウェザーニューズの 
松雪キャスターによるソナエビンゴ 



【開催期間】 9月17日（土）※ガチャピン・ムック グリーティングのみ 
 9月18日（日）10:00～17:00 ＊屋外会場は16:00まで   
【会  場】 イオンモール神戸北 
             （屋内）専門店街1F さざんかコート、すずらんコート 
             （屋外）専門店街外回り B駐車場 
【後  援】 内閣府、総務省(予定) 、日本赤十字社、兵庫県、神戸市 

【協  力】 兵庫県警察、神戸市消防局、自衛隊兵庫地方協力本部、 
        一般社団法人全国救急救命士教育施設協議会 
        東京コミュニケーションアート専門学校 
 

イオンモール、兵庫県、神戸市、 
警察、消防、自衛隊、天達さん  
によるオープニングセレモニー 

期間中最多のキャラクターが  
応援に駆けつけました！ 

兵庫県ブース 

警察、消防、自衛隊による、「防災はたらくくるま」の車両展示。イオンモールスタッフ様の努力により、イベント期間中、
最大級の展示となりました  

防災ソナエ隊の天達武史さんも 
駆けつけ、各ブースを訪問 

神戸が本拠地の「プラスアーツ」  
スタッフも駆けつけ、ステージへ。 

神戸医療福祉専門学校による 
BOOTCAMPブース 

神戸北の会場はイベント期間中、最も大きな規模で開催されました。防災はたらくくるまでは各機関が各々
工夫をして来場者に体験を促しており、関わる人全ての意識の高さが表れたイベントとなりました。 



【開催期間】 9月25日（日）10:00～17:00  

【会  場】 イオンモール高崎 
 （屋内）セントラルコート 

【共  催】 イオンモール高崎 

【後  援】 内閣府、総務省(予定)、日本赤十字社 

【協  力】 一般社団法人全国救急救命士養育施設協議会 
 東京コミュニケーションアート専門学校 

  ※併催：「私たちの街の防災大作戦」（主催：イオンモール高崎） 

市長をはじめとした各機関  
関係者が集まり盛大な  
オープニングセレモニー  

防災ソナエ隊の時東ぁみさんも 
駆けつけ、多数のステージに参加 

無印良品さんによる 
イベント連動展示を実施 

毎年イオンモール高崎が開催する防災イベントと併催で開催された本イベントでは、地域の防災意識は高く、
スタンプラリーの参加率、達成率が高く、午後には早いうちにバンダナが無くなるほどでした。共同実施により、
イベント規模の拡大となり、相乗効果を生み、より多くの来場者を引き込むことができました。 
 

【主催】イオンモール高崎 
【後援】群馬県、高崎市、群馬町自衛隊協力会、高崎防犯協会【共催】みんなの防災プロジェクト実行委員会 



【開催期間】 10月1日（土）※ガチャピン・ムック グリーティングのみ 
 10月2日（日）10:00～17:00 ＊屋外会場は16:00まで 
【会  場】 （屋内）センターコート、さんさ広場 
     2階「喜久水庵」前スペース 
 （屋外）北側駐車A地区 

【後  援】 内閣府、総務省(予定) 、日本赤十字社、岩手県、盛岡市 

【協  力】  盛岡中央消防署、自衛隊岩手地方協力本部 
 一般社団法人全国救急救命士教育施設協議会 
 東京コミュニケーションアート専門学校 

イオンモール、警察、自衛隊 
日本赤十字社による 

オープニングセレモニー 

イオンモールゼネラルマネージャー 
によるソナエビンゴゲーム 

盛岡市ブース 

盛岡南では日本赤十字社は初出展。被災地で行われるワークショップなどの展開は今までにない視点から
のアプローチで災害を考えるきっかけとなりました。イベントスペースに限りがあり、会場を分散させての展開
となりましたが、スタンプラリーにより会場回遊がうまく作用する結果となりました。 

期間初の日本赤十字社が出展。警察、自衛隊と共に車両を出展。  
各社コスプレ写真撮影会などの体験コーナーを設置 



【開催期間】 10月8日（土）10:00～17:00  
【会  場】 イオンモール鶴見緑地 
                 （屋内）サンシャインコート、グリーンコート 
【後  援】 内閣府、総務省(予定)、大阪府、大阪市、日本赤十字社 
【協  力】 一般社団法人全国救急救命士教育施設協議会 
 東京コミュニケーションアート専門学校 
 

鶴見緑地会場は午後から徐々に参加者も増える形となりましたが、参加した子どもたちの反応はとてもよく、率
先して発言をしたり、聞いたり答えたりと他の会場とは違う様子が見受けられました。率先して参加することは記
憶に残ります。どう盛り上げて楽しく参加をさせるのか今後も考える必要があると運営側ワークショップのやり方を
考える機会となった会場でした。 

イオンモール、つるりっぷによる 
オープニングセレモニー 

イベントのアイコンとして 
設置 

大阪府パネル 
展示 

BOOTCAMPの様子。子どもたちが多く、大きな賑わいを見せていました。 

大阪市パネル 
展示 



【開催期間】 10月16日（日）10:00～17:00  
【会   場】        （屋内）1階ひまわり広場、いちいがし広場、つつじの広場 
【後   援】 内閣府、総務省(予定)、福岡県、北九州市、日本赤十字社 
【協   力】 一般社団法人全国救急救命士教育施設協議会 
 東京コミュニケーションアート専門学校 
 

本年4月14日に発生した熊本大地震にて九州の皆さんの防災意識の高さを感じました。親子でワークショッ
プを体験したり、ステージコンテンツを真剣に見たりといつどこで発生するか分からない災害に対して真剣な眼
差しで参加する姿が多く見受けられました。 

イオンモール、福岡県、北九州市 
によるオープニングセレモニー 

福岡県、北九州によるブース 
 

イオンモールゼネラルマネージャー 
によるソナエビンゴゲーム 



【開催期間】 11月3日（水・祝）10:00～17:00  

【会   場】     （屋内）1階サウスコート、ノースコート 

【後   援】 内閣府、総務省(予定)、東京都、武蔵村山市、日本赤十字社 
【協   力】 一般社団法人全国救急救命士教育施設協議会 
 東京コミュニケーションアート専門学校 
 

多数の出展ブースが並ぶ会場となり、多くの方が参加されました。体験だけではなく、非常時持出品の展示や
＋ソナエ展示等の情報収集をする姿も多く見受けられました。また、本会場では子どもだけではなく、お年を召
した方々も多く体験する姿が多くみられました。 

イオンモール、東京都、武蔵村山市 
消防によるオープニングセレモニー 

防災ソナエ隊の時東ぁみさんも 
駆けつけ、多数のステージに参加 

ムラッパ―も登場！ 

期間中最多の屋内出展数となり、多くの方に体験いただくことができました。  



【開催期間】 11月19日（土）※ガチャピン・ムック グリーティングのみ 

 11月20日（日）10:00～17:00  

【会  場】  （屋内）1階 コスモスコート、2階イオンホール 
        （屋外）コスモス広場 

【後  援】 内閣府、総務省、千葉県、印西市、日本赤十字社 

【協  力】 印西西消防署、一般社団法人全国救急救命士教育施設協議会 
 東京コミュニケーションアート専門学校 
 

多数の出展ブースが並ぶ会場となり、多くの方に参加体験をしてもらうことができました。体験だけでは
なく、非常時持出品の展示や＋ソナエ展示等の情報収集をする方も多く見受けられました。 

イオンモール、印西市、消防による 
オープニングセレモニー 

イオンホールを利用しての開催となりました。一箇所で回れることもあり、スタンプも 
集めやすく、効率的なイベント構成ととなりました。 

ここでの「防災はたらくくるま」は消防に特化した形の展開で実施。煙体験や消防体験に始まり、 
隊員のみなさんによるデモンストレーションも行い、見ごたえのあるプログラムとなりました。 

ゲストは防災ソナエ隊の木原実さん 



【開催期間】 10月23日（土）10:00～17:00  

【会  場】  （屋内）3階北側エスカレーター横 特設会場 
     [旭屋カルチャースクエア横］ 

【後  援】 内閣府、総務省、奈良県、生駒市、日本赤十字社 

【協  力】 一般社団法人全国救急救命士教育施設協議会 
 東京コミュニケーションアート専門学校 
 

本会場はスペースが非常に狭いということから、空き店舗区画にて実施。また、屋内会場だけではなく、イオ
ンモール奈良登美ヶ丘にて「防災はたらくくるま」を併催し、相乗効果を図りました。 

イオンモール、奈良県せんとくん 
によるオープニングセレモニー 

奈良県パネル展示 

【併催】防災はたらくくるま 
主催：イオンモール奈良登美ヶ丘  
協力：奈良西警察署、生駒市消防本部、自衛隊奈良地方協力本部 



【開催期間】 11月26日（土）※ガチャピン・ムック グリーティングのみ 
 11月27日（日）10:00～17:00 ＊屋外会場は16:00まで   
【会   場】 イオンモール三光 
            （屋内）1階 セントラルコート、2階 イオンホール               
            （屋外）B駐車場 
【後   援】 内閣府、総務省、大分県、中津市、日本赤十字社 
【協   力】   大分県中津警察署、中津消防署、自衛隊大分地方協力本部 
          一般社団法人全国救急救命士教育施設協議会 
          東京コミュニケーションアート専門学校 
 

最終会場の三光では地元の「三光自治会」からの出展希望を受け、地域住民とイオンモールとイベントがマッチ
ングできたケースとなりました。 

イオンモール、大分県、 
警察、消防、自衛隊による 
オープニングセレモニー 

三光自治体パネル展示 熊本応援パネル 



プロモーション掲載記録（一部抜粋） 



2016/09/20 （火）神戸新聞 掲載 

プロモーション 

【イオンモール神戸北】 

【イオンモール八幡東】 

2016/10/7（金）新聞掲載 



プロモーション 

【イオンモール奈良登美ヶ丘】 

2016/11/18（金）付 朝日新聞夕刊情報欄「A＋1」に掲載  ※大阪本社版、2府4県に約100万部配布 

2016/11/4（金）付 
 子育て情報誌「まみたん」に掲載 

■ 2016/11/18（金）付 折込チラシに掲載 



プロモーション 

【イオンモール三光】 

■ 2016/12/15（木）付 大分合同新聞社に掲載 

■ 2016/12月付  福岡医健専門学校 発行「医健新聞 1月号」 



プロモーション 

◎ガチャピンTWITTER（フォロワー 約1,269,000  [2016.11月末現在］） 



プロモーション 

◎ガチャピン日記/ beブログ  
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