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事業概要

【開催期間】 2017年9月3日（日）～12月10日（日）

【会 場】 全国１４か所

10月1日（日）

イオンモール高崎（群馬）

10月21日（土）22日（日）
イオンモール盛岡南（岩手）

9月23日（土）24日（日）
イオンモールむさし村山

（東京）

11月28日（土）29日（日）

イオンモール日の出

（千葉）

（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）

10月14日（土）15日（日）

イオンモール奈良登美ケ丘（奈良）

9月16日（土）17日（日）

イオンモール神戸北（神戸）

9月2日（土）3日（日）
イオンモール和歌山（和歌山）

イオンモール和歌山（和歌山）

イオンモール倉敷（岡山）

そなエリア東京（東京・有明）

イオンモール神戸北（兵庫）

イオンモールむさし村山（東京）

イオンモール高崎（群馬）

イオンモール鶴見緑地（大阪）

イオンモール奈良登美が丘（奈良）

イオンモール盛岡南（岩手）

イオンモール日の出（東京）

イオンモール常滑（愛知）

イオンモール三光（大分）

イオンモール出雲（島根）

イオンモールとなみ（富山）

９月３日（日）

９月１０日（日）

９月１０日（日）

９月１７日（日）

９月２４日（日）

１０月１日（日）

１０月９日（月・祝）

１０月１５日（日）

１０月２２日（日）

１０月２９日（日）

１１月５日（日）

１１月１９日（日）

１２月３日 （日）

１２月１０日（日）

11月19日（日）

イオンモール三光（大分）

9月9日（土）10日（日）
イオンモール倉敷（岡山）

10月8日（日）9日（月祝）

イオンモール鶴見緑地（大阪）

11月4日（土）5日（日）

イオンモール常滑（愛知）

12月3日（日）
イオンモール出雲（島根）

12月10日（日）

イオンモールとなみ（富山）



事業概要

【主 催】

【後 援】

【特別協力】

【協 力】

【協 賛】

【動 員 数】 【総来場者数】 １２３，５７４名

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)

内閣府政策統括官（防災担当）、日本赤十字社、一般財団法人防災教育推進協会、

一般社団法人防災教育普及協会

和歌山県、和歌山市、岡山県、倉敷市、兵庫県、神戸市、東京都、むさし村山市、

群馬県、高崎市、大阪府、大阪市、奈良県、生駒市、岩手県、盛岡市、日の出町

愛知県、常滑市、大分県、中津市、島根県、出雲市、富山県、砺波市（開催順）

イオンモール株式会社、＋ソナエ・プロジェクト

一般社団法人全国救急救命士教育施設協議会

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、

フジテレビKIDS、各地元警察署、各地元消防署、各地元自衛隊地方協力本部

一般社団法人日本損害保険協会、一般社団法人外国損害保険協会

一般社団法人Tokyo Good Manners Project（東京会場のみ）、

楽天株式会社（サイボウ、相日防災、防災防犯ダイレクト、LA・PITA）



実施展開

①実行委員会によるプログラム展開

実行委員会を構成する5団体による、コンテンツ開発やコラボレーション、ブース展開を実施することで、様々な切り口の
プログラム実施が可能となり、イベントの幅を広げることができました。(全会場にて実施）

『ソナエキャンプ』
NPO法人プラスアーツが開発した人気防災体験プログラムをガチャピン・ムックバージョン『ソナエキャンプ』として

展開。プログラムは5種。楽しみながら学べる体験型防災訓練プログラムとして実施。

◎火消しの達人
（消火器の使い方を学ぶ体験）

◎運命の1234
（いざという時に役に立つ技の手順を

カードの並べ替えで覚えるゲーム）

◎ソナエ暗記QUIZ
（非常時持ち出し品を暗記し、
アイテムと用途を学ぶゲーム）

NPO法人プラスアーツ×ガチャピン・ムック

「青山学院大学／クライシスマッパーズ・ジャパン」では災害時に被災した街をドローンにより空撮し、撮影され
た写真を元に、世界でもっとも詳細で最新の現地の被災状況マップを作成しています。本イベントでは子ども
を始めとした多くの人にドローンの操作を体験してもらいました。体験を通して、活動を知ってもらいと未来の
マッパー（ドローン救助隊メンバー）の創出を願っての展開。

『災害ドローン救助隊「DRONE BIRD」によるドローン体験』
青山学院大学／NPO法人クライシスマッパーズ・ジャパン

『救急救命体験ブース』

日本赤十字社／国士舘大学／一般社団法人全国救急救命士教育施設協議会

日本赤十字社、また国士舘大学をはじめとする、級救命学科を有する学校で作られる「全国救急救命士教育
施設協議会」による救急救命体験ブースを展開。心肺蘇生法やAED体験を始め、救急救命に使用する器具の
体験などを実施。緊急時に必要な技の獲得と救急救命士の仕事を通して、災害時のはたらく人達を知ること
を目的としたプログラム。



実施展開

②防災ナビゲーター、各地方キャラクターの出演

昨年より継続で参加してくださった気象予報士の「天達武史さん」に防災士であり気象予報士の「木原実さん」、
防災士の「時東ぁみさん」。さらに本年からは新たに防災士であり日本テレビアナウンサーの「鈴江奈々さん」
気象予報士の「森田正光さん」「蓬莱大介さん」「山田修作さん」「山根収さん」。
そしてステージMCの防災教育推進協会、防災おねえさん「中尾望起子さん」も防災ナビゲーターに加わり、
イベントを通して、防災の必要性やいざという時の備えの大切さを伝えました。
ガチャピン・ムックも防災ナビゲーターとして全会場で活動。

気象予報士
森田正光さん

気象予報士
防災士

木原実さん

日本テレビアナウンサー
防災士

鈴江奈々さん

タレント
防災士

時東ぁみさん

気象予報士
天達武史さん

気象予報士
防災士

蓬莱大介さん

防災おねえさん
中尾望起子さん

気象予報士
山田修作さん

気象予報士
山根収さん

防災ナビゲーター
ガチャピン・ムック



実施展開

◎各地方のキャラクターがガチャピン・ムックと共に、ふれあいを通して、防災に触れるきっかけ作りを担いました。
（出演キャラクター数：11地区 26キャラクター）

ムラッパ―
（むさし村山）

きいちゃん
（和歌山）

きしゅうくん
（和歌山）

和びっとちゃん
（和歌山）

みかんの助
（和歌山）

うらっち、ももっち
（倉敷）

ハートラちゃん
（倉敷、常滑）

はばたん
（神戸北）

防サイくん
（東京会場）

セイバーミライ
（鶴見緑地）

もずやん
（鶴見緑地）

せんとくん
（奈良登美ヶ丘）

とふっち
（盛岡南）

しわまろくん
（盛岡南）

ひのでちゃん
（日の出）

キュータ
（日の出）

トウチくん
（日の出）

防災ナマズン
（常滑）

コノハけいぶ
（常滑）

めじろん
（三光）

くろかんくん
（三光）

しまねっこ
（出雲）

トコタン
（常滑）

ハイウェイホークくん
（常滑）

ピーポーくん
（日の出）

ピッピちゃん
（盛岡南）



会場展開

各自治体で制作している防災に関する資料や活動を紹介。また、行政スタッフと地域の人々が直接話をする機会が
生まれたことで住む街での災害時の不安点、疑問点を質問する来場者も。家に資料を持ち帰り、地域を知り学ぶ機会
を同時に設ることができました。（参加自治体数：10地区16県市）

③行政プログラム（出展／展示）

④企業プログラム

防災意識の高い企業による防災ブースを展開。直接来場者に語っていただく時間を設けました。

『ガチャピン・ムックと考えよう！知って納得！家族の地震保険』

一般社団法人日本損害保険協会×ガチャピン・ムック

【一般社団法人日本損害保険協会／一般社団法人外国損害保険協会】

地震保険をお客様に知ってもらう為、日本損害保険協会様による地震ザブトンで地震体験が出来る

「大地震を体験しよう！」。家族で写真を撮影しソナエカードをつくれる「地震ソナエカードをつくろう！」の

２ブースを展開しました。日本損害保険協会の職員が地震保険について相談出来るコーナーも展開しました

◎大地震を体験してみよう！ ◎地震ソナエカードをつくろう！ ◎地震保険相談コーナー

防災に詳しいママ『ソナエママ』がガチャピン・ムックや会場のお客様に普段聞きなれない「地震保険」の

大切さを、分かりやすく教えてくれるステージプログラムを実施。

ソナエママ 実施地域の今後地震が起こる可能性についてもパネルを使って説明しました。

和歌山県
（和歌山）

和歌山市
（和歌山）

兵庫県
（神戸北）

東京都
（むさし村山、

日の出）

むさし村山市
（むさし村山）

大阪府
（鶴見緑地）

大阪市
（鶴見緑地）

岩手県
（盛岡南）

盛岡市
（盛岡南）

日の出町
（日の出）

愛知県
（常滑）

大分県
（三光）

中津市
（三光）

出雲市
（出雲）

砺波市
（となみ）

富山県
（となみ）



会場展開

楽天株式会社様が各企業様の防災グッズを展示。

会場からお客様が携帯電話を使用しQRコードを読み、直接楽天市場にて購入できる仕組みを実施。

【楽天株式会社（サイボウ、相日防災、防災防犯ダイレクト、LA・PITA】

多くのお客様が実際に商品を手に取っておりました。

Tokyo Good Manner Project様が発信している「もしもの時に思いやりを備える」防災マナーに

ついてパネル展示や野口健さんが出演し防災マナー映像展示を使用したブースを展開。

【一般社団法人Tokyo Good Manners Project（東京会場のみ）】

イオンモールむさし村山、日の出、そなエリア会場の3会場にて実施致しました。

⑤ 団体プログラム

応急手当のレクチャーや被災者支援で行うワークショップ、災害時に使用される車両の展示等を
展開。各地の日本赤十字社スタッフ、ボランティアによる実施。

【日本赤十字社】



会場展開

⑥ ステージプログラム

◎ステージプログラム「防災ナビゲーターステージ」

防災ナビゲーターによる気象、地震、火事、水害などこれから起こる災害からの情報や知識、
また防災グッズの重要性や使用方法など「備え」について楽しく学べるプログラムを実施。

◎ステージプログラム「オープニングセレモニー」

各会場のオープニングセレモニーはイオンモールのゼネラルマネージャーを始め、県や市などの行政、警察・
消防・自衛隊の各機関の代表者が参加。一言ずつ、防災への思いをお話しいただき、タイトルコール実施。

イオンモール和歌山
時東ぁみさん

イオンモール倉敷
時東ぁみさん

イオンモール神戸北
天達武史さん

イオンモール高崎
天達武史さん

イオンモール鶴見緑地
時東ぁみさん

イオンモール奈良登美ヶ丘
蓬莱大介さん

イオンモールむさし村山
木原実さん＆鈴江奈々さん

イオンモール日の出
国崎信江さん＆鈴江奈々さん

イオンモール常滑
山田修作さん

イオンモール三光
森田正光さん

イオンモール出雲
山根収さん

イオンモールとなみ
森田正光さん

イオンモール盛岡南
天達武史さん



会場展開

◎ステージプログラム「ソナエビンゴゲーム」

ビンゴカードに防災アイテムを書き込み行なうビンゴゲーム。たくさんの防災アイテムから選んで書き込むことで、
何が必要なのかを考え、ひとつでも多くのアイテムを覚えてもらうことを目的としたプログラム。

◎ステージプログラム 「ソナエアニメ」放送

東京コミュニケーションアート専門学校の学生とガチャピン・ムックによるコラボレーションプログラム。生徒の
みなさんが 作成した備えについて分かりやすく盛り込まれたアニメを上映。小さな子どもでも興味を持って、
学べるプログラム。

◎ステージプログラム 「キャラクターソナエフォトセッション」

防災のキーワードが書かれた防災プロップスを持ち、思い出と共に防災体験を持ち帰ってもらう事を目的とした
プログラム。

◎ステージプログラム 「防災教育推進協会ステージ」

防災教育推進協会が実施している「ジュニア防災検定」のお試しクイズ大会ステージ、また各会場の実施地域で
「ジュニア防災」に参加した小学生、中学生による「ジュニア防災発表会」を実施。



会場展開

◎その他

◎スタンプラリー

会場展開

スタンプ6つで
『「地震ITSUMO」×ガチャピン・ムック
オリジナルバンダナ』をプレゼント！

スタンプ3つで
『防災ソナエ隊』ステッカー

をプレゼント！

スタンプラリーの台紙

会場回遊とより多くの体験をしてもらうことや楽しい思い出を持ち帰ってもらうことを目的としたプログラム。
スタンプを集めるとイラストレーター寄藤文平さんがデザインした「プラスアーツ『地震ITSUMO』×ガチャピン・
ムック」のオリジナルバンダナをプレゼント！（全会場にて実施）

⑦その他

表面 裏面 表面 裏面

■配布物「イベント会場共通チラシ」 ■配布物「みんなの仙台防災枠組パンフレット」

■キャラクターグリーティング



会場展開

⑧車両展示 『防災はたらくくるま 』

警察、消防、自衛隊の車両展示を通して、災害時にどのような活動をおこなうのか、また隊員たちの思いなどに
直接触れ合うことで防災についての考えるきっかけとなることを目的としたプログラム。



各会場記録

※主催、特別協力、協賛は13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】

【会 場】

【後 援】

【協 力】

イオンモール和歌山は、本年度より新しく実施となったイオンモールになります。
2日間開催し、1日目は館内グリーティング、写真撮影会。2日目はステージ、ブース展開、
屋外はたらくくるま展示を実施致しました。

9月2日（土） 11：00～16：30 ※グリーティング、写真撮影会のみ
9月3日（日） 10：00～17：00 ※屋外会場 10：00～16：00

イオンモール和歌山
サークルコート、H駐車場

内閣府政策統括官（防災担当）、和歌山県、和歌山市

和歌山県警察本部、和歌山県消防局、自衛隊和歌山協力本部



【開催期間】

【会 場】

【後 援】

【協 力】

イオンモール倉敷は、本年度より新しく実施となったイオンモールになります。
2日間開催し、1日目は館内グリーティング、写真撮影会。2日目はステージ、ブース展開、
屋外はたらくくるま展示を実施致しました。
併催イベントとしてボーイスカウト主催による「全国防災キャラバン」も実施。

9月9日（土） 11：00～16：30 ※グリーティング、写真撮影会のみ
9月10日（日） 10：00～17：00 ※屋外会場 10：00～16：00

イオンモール倉敷
セントラルコート、イオンホール、F駐車場

内閣府政策統括官（防災担当）、岡山県、倉敷市

岡山県警察本部、倉敷市消防局、自衛隊岡山地方協力本部



【開催期間】

【会 場】

【後 援】

【協 力】

イオンモール神戸北は昨年度も実施し2回目となります。
2日間開催し、1日目は館内グリーティング、写真撮影会。2日目はステージ、ブース展開を致しました。
台風上陸の関係で屋外はらたくるま展示は15日(金）の判断で中止となりました。

9月16日（土） 11：00～16：30 ※グリーティング、写真撮影会のみ
9月17日（日） 10：00～17：00 ※屋外会場 10：00～16：00

イオンモール神戸北
さざんかコート、すずらんコート、B駐車場

内閣府政策統括官（防災担当）、兵庫県、神戸市

兵庫県警察本部、兵庫県消防局、自衛隊兵庫地方協力本部、



【開催期間】

【会 場】

【後 援】

【協 力】

イオンモールむさし村山は昨年度も実施し2回目となります。
2日間開催し、1日目は館内グリーティング、写真撮影会。2日目はステージ、ブース展開を致しました。
東京会場の為、Tokyo Good Manner様もブース参加しております。

9月23日（土） 11：00～16：30 ※グリーティング、写真撮影会のみ
9月24日（日） 10：00～17：00

イオンモールむさし村山
ノースコート、センターコート西

内閣府政策統括官（防災担当）、東京都、むさし村山市

警視庁、東京消防局、自衛隊東京地方協力本部



【開催期間】

【会 場】

【後 援】

イオンモール高崎は昨年度も実施し2回目となります。
1日間開催し、ステージ、ブース展開を致しました。昨年同様にイオンモール高崎で実施する
防災イベントと併催しセントラルコートにてパトカー展示、子供制服での写真撮影会を実施致しました。

10月1日（日） 10：00～17：00

イオンモール高崎
セントラルコート、マザーリーフ前

内閣府政策統括官（防災担当）、群馬県、高崎市



【開催期間】

【会 場】

【後 援】

【協 力】

イオンモール鶴見緑地は昨年度も実施し2回目となります。
昨年度は1日間開催でしたが、本年度は2日間開催し、1日目は館内グリーティング、写真撮影会。
2日目はステージ、ブース展開、屋外はたらくくるま展示を実施致しました。

10月9日（日） 11：00～16：30 ※グリーティング、写真撮影会のみ
10月10日（月・祝） 10：00～17：00 ※屋外会場 10：00～16：00

イオンモール鶴見緑地
サンシャインコート、グリーンコート、フルールガーデン

内閣府政策統括官（防災担当）、大阪府、大阪市

大阪府警察本部、大阪市消防局、自衛隊大阪地方協力本部、



【開催期間】

【会 場】

【後 援】

【協 力】

イオンモール奈良登美ヶ丘は昨年度も実施し2回目となります。
昨年度は1日間開催でしたが、本年度は2日間開催し、1日目は館内グリーティング、写真撮影会。
2日目はステージ、ブース展開、屋外はたらくくるま展示を実施致しました。
イオンモール奈良登美ヶ丘の用意でスタンプラリーの景品にラムネを追加でプレゼントしました。

10月14日（土） 11：00～16：30 ※グリーティング、写真撮影会のみ
10月15日（日） 10：00～17：00 ※屋外会場 10：00～16：00

イオンモール奈良登美ヶ丘
3Fエリア3カ所（空き店舗、エスカレーター前）、屋外駐輪場

内閣府政策統括官（防災担当）、奈良県、生駒市

奈良県警察本部、生駒市消防本部、自衛隊奈良地方協力本部



【開催期間】

【会 場】

【後 援】

【協 力】

イオンモール盛岡南は昨年度も実施し2回目となります。
2日間開催し、1日目は館内グリーティング、写真撮影会。2日目はステージ、ブース展開、
屋外はたらくくるま展示を実施致しました。実施日は大雨にみまわれ、予定より1時間早く15 ：00に
屋外はたらくくるま展示を終了しました。

10月21日（土） 11：00～16：30 ※グリーティング、写真撮影会のみ
10月22日（日） 10：00～17：00 ※屋外会場 10：00～15：00（雨天の為）

イオンモール盛岡南
センターコート、さんさ広場、エガミ前、フェルウ前、喜久水庵前

内閣府政策統括官（防災担当）、岩手県、盛岡市

岩手県警察本部、盛岡地区広域消防組合消防本部、

自衛隊岩手地方協力本部、



【開催期間】

【会 場】

【後 援】

【協 力】

イオンモール日の出は、本年度より新しく実施となったイオンモールになります。
2日間開催し、1日目は館内グリーティング、写真撮影会。2日目はステージ、ブース展開、屋外はたらくくるま
展示を実施致しました。東京会場の為、Tokyo Good Manner様もブース参加。また実施日は台風にみまわれ、
予定より2時間30分早く14 ：30に屋外はたらくくるま展示を終了しました。

10月28日（土） 11：00～16：30 ※グリーティング、写真撮影会のみ
10月29日（日） 10：00～17：00 ※屋外会場 10：00～14：30（雨天の
為）

イオンモール日の出
メインコート、プラザ前、レストラン街中央、A駐車場

内閣府政策統括官（防災担当）、東京都、日の出市

警視庁、東京消防庁、自衛隊東京地方協力本部



【開催期間】

【会 場】

【後 援】

【協 力】

イオンモール常滑は、本年度より新しく実施となったイオンモールになります。
2日間開催し、1日目は館内グリーティング、写真撮影会。2日目はステージ、ブース展開、
屋外はたらくくるま展示を実施致しました。

11月4日（土） 11：00～16：30 ※グリーティング、写真撮影会のみ
11月5日（日） 10：00～17：00 ※屋外会場 10：00～16：00

イオンモール常滑
ノースコート、ハーバーコート、A駐車場

内閣府政策統括官（防災担当）、愛知県、常滑市

愛知県警察本部、常滑市消防本部、自衛隊愛知地方協力本部



【開催期間】

【会 場】

【後 援】

イオンモール三光は昨年度も実施し2回目となります。
昨年度同様に1日間開催し、ステージ、ブース展開を致しました。
イオンモール三光はリニューアルオープンし、実施会場もメインコートであるセントラルコートに近い、
107区画という空き店舗も使用し実施しました。

11月19日（日） 10：00～17：00

イオンモール三光
セントラルコート、コスモスコート、107区画

内閣府政策統括官（防災担当）、大分県、中津市



イオンモール出雲は、本年度より新しく実施となったイオンモールになります。
1日間開催し、ステージ、ブース展開を実施致しました。

【開催期間】

【会 場】

【後 援】

12月3日（日） 10：00～17：00

イオンモール出雲
もめんコート、キッズ広場

内閣府政策統括官（防災担当）、島根県、出雲市



イオンモールとなみは、本年度より新しく実施となったイオンモールになります。
1日間開催し、ステージ、ブース展開を実施致しました。
防災ナビゲーター森田正光さんの気象災害についての書籍販売、サイン会も実施しました。

【開催期間】

【会 場】

【後 援】

12月10日（日） 10：00～17：00

イオンモールとなみ
グリーンコート、バルーンコート、中央トキトキダイニング

内閣府政策統括官（防災担当）、富山県、砺波市



プロモーション報告



プロモーション

◎新聞各社掲載

■大分合同新聞（イオンモール三光）

■信濃毎日新聞（イオンモール鶴見緑地）■毎日新聞（イオンモール鶴見緑地）



プロモーション

◎テレビ局各社 （■岡山放送 ■岩手めんこいテレビ ■東海テレビ放送 ■山陰中央テレビ ■富山テレビ） ※ＦＮＮみんなのニュース

■岡山放送（イオンモール倉敷）

■岩手めんこいテレビ（イオンモール盛岡南）



プロモーション

◎テレビ局各社 （■岡山放送 ■岩手めんこいテレビ ■東海テレビ放送 ■山陰中央テレビ ■富山テレビ） ※ＦＮＮみんなのニュース

■東海テレビ放送（イオンモール常滑）

■山陰中央テレビ（イオンモール出雲）



プロモーション

◎テレビ局各社 （■岡山放送 ■岩手めんこいテレビ ■東海テレビ放送 ■山陰中央テレビ ■富山テレビ） ※ＦＮＮみんなのニュース

■富山テレビ（イオンモールとなみ）



プロモーション

◎折込チラシ掲載

■イオンモール奈良登美ヶ丘 ■イオンモール三光

◎web掲載

■イオンモール三光「Walker＋」

※イオンモール神戸北、日の出、常滑も折込チラシにてイベント情報を掲載。



プロモーション

◎ガチャピンTWITTER（フォロワー約1,535,625人 [2018.1月末現在］）



プロモーション

◎ムックFaceBook（フォロワー約62,858人 [2018.1月末現在］）


