
2018年1月25日
みんなの防災プロジェクト実行委員会

実施報告書

2017年度

in そなエリア東京



イベント名称≫ みんなの防災＋（プラス）ソナエ in そなエリア東京

日 時≫ 2017年9月10日（日）10時～16時

場 所≫ 東京臨海広域防災公園 『そなエリア東京』 （東京都江東区有明三丁目8番35号）

参 加 料≫ 無料

主 催≫ みんなの防災プロジェクト実行委員会

共 催≫ 東京臨海広域防災公園内 『そなエリア東京』 （東京都江東区有明3丁目8番35号）

後 援≫ 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

協 賛≫ 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、楽天株式会社

協 力≫ 一般社団法人危機管理教育研究所、特定非営利活動法人プラスアーツ、

青山学院大学 地球社会共生学部、国士舘大学 防災・救急救助総合研究所、フジテレビKIDS

特別協力≫ イオンモール株式会社、＋ソナエ・プロジェクト

実施内容≫ ① 『みんなの防災＋ソナエ』 全国イベント開催 記者発表会

2017年度のイベント実施の発表会。

本実行委員会の活動紹介、及びイベント紹介、防災ナビゲーターと特別ゲストによるトークショーを開催。

報道各局を招いた、PR活動とする。

② 『みんなの防災＋ソナエ in そなエリア東京』 を実施。

体験プロフラム3種、展示1種、ステージの構成にて実施。

・地震ザブトン体験（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）

・災害ドローン体験 （青山学院大学 地域共生学部）

・救急救命体験 （国士舘大学 防災・救急救助総合研究所）

・防災マナーに関する展示 （一般社団法人Tokyo Good Manners Project）

・ステージ 5プログラム開催

実施概要
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会場レイアウト

Tokyo Good Manners Project
防災マナー

救急救命体験ブース
【国士舘大学】

地震ザブトン体験ブース
【日本損害保険協会

外国損害保険協会】

ドローン体験ブース
【青山学院大学】

1階 2階

屋外ステージ

記者発表会場
（オペレーションルーム：内閣府所管）
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①イベント記者発表会

「みんなの防災＋ソナエ 2017」

【開催期間】 9月10日（日）11:00～12:00

【後 援】 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、

【協 力】 一般社団法人危機管理教育研究所、
特定非営利活動法人プラスアーツ、
青山学院大学 地球社会共生学部、
国士舘大学 防災・救急救助総合研究所、フジテレビKIDS



『みんなの防災＋ソナエ』イベント記者発表会 式次第

time RAP 構成 登壇者

0:00 05′ 開会の挨拶
MC
国崎信江様、丸山浩司様

0:05 05′
団体・企業紹介
防災ナビゲーター・ゲスト紹介

0:10 10′ 防災ナビゲーター 意気込みとメッセージ

0:20 05′ 日本損害保険協会 スペシャルインタヴュー
MC
地震保険広報キャラクター　高良健吾

0:25 10′
フォトセッション
① 1ショット （高良健吾） ② 2ショット （高良健吾、くまモン）
③ 6ショット （高良、くまモン、国崎、森田、木原、鈴江）

MC
高良様、くまモン様、国崎様
森田様、木原様、鈴江様

0:35 － 終了

MC、国崎信江様
森田正光様、木原実様、鈴江奈々様
くまモン様

『みんなの防災＋ソナエ』イベント記者発表会 記録①

日本損害保険協会のCMキャラクターとしてご出演の「高良健吾さん」と熊本地震からの復興を願い精力的に活動する“くま

モン”に参加いただき、記者発表を実施。

また、気象予報士を中心に結成された「防災ナビゲーター」のみなさんも参加し、効果のあるプロモーション訴求を展開。

高良健吾さん：熊本地震の際のボランティア体験を交えながら、

思いを語ってくださいました。

高良健吾さんと大人気の熊本県キャラクターくまモンとの

2ショット！

左から、

◎ 日本テレビアナウンサー “鈴江奈々さん”

◎ 気象予報士 “木原 実さん”

◎ 熊本県キャラクター “くまモン”

◎ 俳優 “高良健吾さん”

◎ 気象予報士 “森田正光さん”

◎ 危機管理アドバイザー “国崎信江さん”



『みんなの防災＋ソナエ』イベント記者発表会 記録.②

民間事業の記者発表で使用されるのは「初」になった

内閣府所管 『オペレーションルーム』

大画面モニターには「みんなの防災＋ソナエ」のロゴを表示。

気象予報士、また防災士として執筆なども行う森田正光 氏多くの記者の方にお越しいただき、「防災」に対する

感度の高さがうかがえました。

気象予報士、また防災士として防災グッズ監修も行う 木原実氏アナウンサーとして、防災士として、そして母として、
「東日本大震災」「熊本地震」を伝える鈴江奈々氏

熊本地震後、復興へ進む熊本をアピールするため、

更なる復興のため、全国を回るくまモン

町の防災から国の防災まで幅広い視点で防災を考え、

伝え続けている国崎信江氏



『みんなの防災＋ソナエ』掲載紙

■デイリースポーツ（2017.09.11掲載）

■スポーツ報知（2017.09.11掲載）

■東京中日スポーツ（2017.09.11掲載）

■日刊スポーツ（2017.09.11掲載）



『みんなの防災＋ソナエ』 掲載ページ



『みんなの防災＋ソナエ』 掲載ページ



『みんなの防災＋ソナエ』 くまモンSNS掲載



②イベント

「みんなの防災＋ソナエ 2017」

【開催期間】 9月10日（日）10:00～16:00

【後 援】 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、

【協 力】 一般社団法人危機管理教育研究所、
特定非営利活動法人プラスアーツ、
青山学院大学 地球社会共生学部、
国士舘大学 防災・救急救助総合研究所、フジテレビKIDS

記者発表会と同時に実施され、マスコミの皆さんにもご覧いただくことができました。そなエリアのステージのみで
行われたスペシャルプログラムには多くのお客様が集まり、立ち見も出るほどに盛況でした。また、そなエリア主催
の「防災モーターショー」と併催するで相乗効果が生まれ、施設様との今後の連携・展開にもつながるイベントとな
りました。



『みんなの防災＋ソナエ』イベント記者発表会 概要

■ステージコンテンツ

防災ナビゲーターと『楽しみながら、防災を学ぶ』プログラムを展開。

■ブースコンテンツ

全国を回遊するコンテンツの中から、セレクトした3コンテンツを実施。

時間 尺 タイトル 登壇者

13:00 15～20分 フレフレくまもと！「くまモンと学ぶ家族で防災」 くまモン／国崎信江／鈴江奈々

13:40 15～20分
TBS 森田気象予報士 と日本テレビ 木原気象予報士の
 「天気予報でソナエマSHOW」

森田正光／木原実

14:20 15～20分
国士舘大学Presents
 「もしもの時の心肺蘇生講座」

喜熨斗智也／国士舘大学生徒

15:00 15～20分
お天気キャスター木原実と防災キャスター鈴江奈々の
 「防災every.トークショー」

木原実／鈴江奈々

15:40 15～20分
危機管理アドバイザー国崎信江先生の
 「防災クイズにチャレンジ！防災BINGO」

国崎信江／木原実
森田正光／鈴江奈々

ブース名称／実施団体 内容

1

地震にソナエる！
大地震を体験してみよう！

【日本損害保険協会／外国損害保険協会】

地震ザブトンの体験ブース。
過去の大地震の揺れを体験できる「地震ザブトン」を設置。観測デー
タをもとにしたリアルな揺れを再現。揺れを体験することが備えへの意
識向上を目指すプログラム。

2

DRONE BIRD

【青山学院大学
クライシスマッパーズ・ジャパン】

小型の飛行ドローンを使った災害地区の撮影ミッションと地上走行ド
ローンで被災地の偵察ミッションを体験できます。

★ドローンバードについて★
災害発生時、各地に作られた拠点からドローンを飛ばして被災地を
空撮し、被災状況を 把握するための地図を作成するプロジェクト「災
害ドローン救援隊」。

3
救急救命体験ブース

【国士舘大学】

AEDの使用方法、心肺蘇生法を体験することができます。
その他、救急救命にて使用する資機材の体験あり。
※ロープワーク等、エアウェイスコープ
※stat vein（静脈の確認）、自動心臓マッサージ器

■展示コンテンツ

『防災マナー』という新しい視点の内容をパネルにして展示

（Presented ｂｙ Tokyo GoodManner Project）



『みんなの防災＋ソナエ』イベントステージプログラム

フレフレくまもと！「くまモンと学ぶ家族で防災」

「おかあさん」という目線から、語られる内容に多くの「おかあさん」が耳を傾けていました。

国崎信江先生の 「防災クイズにチャレンジ！防災BINGO」

BINGOをしながら防災を学ぶことのできるプログラム。

TBS 森田気象予報士 と日本テレビ 木原気象予報士の 「天気予報でソナエマSHOW」
人気気象予報士のおふたりによる気象災害ステージ。近年の気象災害を受け、真剣に聞く姿が多く見受けられました。

国士舘大学Presents 「もしもの時の心肺蘇生講座」
生徒の皆さんによるデモンストレーション。

お天気キャスター木原実と防災キャスター鈴江奈々の 「防災every.トークショー」
クイズ形式で楽しく防災を紹介したり、そらジローの防災バック紹介したりと楽しいステージになりました。



『みんなの防災＋ソナエ』イベントブース展開

地震にソナエる！大地震を体験してみよう！【日本損害保険協会／外国損害保険協会】
過去の地震の揺れを体験できる「地震ザブトン」を設置。来場者からは「体験できて良かった」という声が多数ありました。

DRONE BIRD 【青山学院大学クライシスマッパーズ・ジャパン】
今回も列ができるほど大人気のﾄﾞローン体験となりました。

救急救命体験ブース 【国士舘大学】
子どもだけではなく、多くの大人のかたも体験されていました。

防災マナー 【Tokyo GoodManner Project】
災害に備えた防災マナーを6項目展示。多くの方がパンフレットを手にしていました。


