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開催概要





ー1ー

1 開催の趣旨

平成29年7月の九州北部豪雨や平成30年7月豪雨などの豪雨災害が、本市を含め
全国各地で頻繁に発生している。

また、地震についても、熊本地震や北海道胆振東部地震などの発生に加え、国を
挙げて対策を講じている南海トラフによる地震は、日本全国に深刻な被害をもたら
すと予測されている。

これらの状況
になる。

そこで、防災訓練と防災啓発の要素を取り入れ、ファミリー層を中心に、子ども
から高齢者まで幅広い年齢層を対象とした複合防災イベント「消防防災フェスタ北
九州2019」（以後、「フェスタ」と表記する。）を実施し の防災意識の向
上を図ることとした。

背景と目的

防災を楽しみながら学習できる場の提供

この防災イベントでは、20台以上の特殊車両の展示・体験や、体験型の防災
ブース、有名気象予報士の講演などの各種ステージイベントなど、来場者が防災に
関して楽しみながら学習できる場の提供をコンセプトとした。

コンセプト

未来を担う子どもたちへ 災害に負けない力をプレゼント

コンセプトに掲げたとおり、防災に関して楽しみながら接することの効果として、
潜在的に防災への理解と関心が芽生えるものと考える。

このことを起点として、今後身に着けていくであろう、災害に対して主体的に行
動できる力を、平易な表現で「災害に負けない力」とした。

また、クリスマスシーズンにおけるイベントであることを考慮し、「将来に向け
た防災力の向上」という来場の効果を、「プレゼント」と表現した。

テーマ

開催概要 1

目的
・市民の防災全般に対する興味の喚起
・消防、その他防災関係機関への理解促進
・各種災害を見据えた準備の大切さへの理解促進
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2 実施概要・実績

■来場者数

のべ15,000人
（公式発表数）

■非常食の試食提供実績

■車両体験コーナー搭乗実績 57回 114人

46回 89人

150回 537人

はしご車

高所作業車

地震体験車

600食

500食

550食

カレー

ビーフシチュー

親子丼

実施概要

■名称 消防防災フェスタ北九州2019

■開催日時 令和元年 12月22日（日）10:00 16:30

■会場 新館
（北九州市小倉北区浅野三丁目8-1）

■主催 北九州市

■出展・協力団体 23団体・企業

■実施内容 防災関係機関や企業、団体等によるブース出展や、特殊
車両の展示、搭乗体験、ステージイベント、各種ワーク
ショップなどを複合させた、大規模防災イベント。

■気象状況 ・天候 雨 ・気温 7.4℃（当日12時小倉北消防署観測）

※天候不良のため、消防ヘリの展示は中止

実施実績

■防災クイズラリー実施実績

のべ2,420人
（カプセル残数で計測）

開催概要1
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 メイン会場 新館

アクセス JR小倉駅から徒歩5分

 託児施設 子育てふれあい交流プラザ元気のもり

 ヘリ離着陸場 浅野場外離着陸場
）

※荒天のため、消防ヘリの着陸は未実施

 

 

 浅野場外離着陸場

会場略図

展示区画

3 会場

■展示区画 A展示場・B展示場

■フードコート エントランスホール

■運営本部 レストスペースA

■出展者控室 主催者室A1 3、C3

■出演者控室 主催者室B1 C2
レストスペースB、C

会場案内

会場詳細

開催概要 1
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 防災体験コーナー
企業・団体・行政機関による、防災に関する26ブースを出展

 防災モーターショー
防災関係機関の特殊車両12台の展示

 車両体験コーナー
防災関係機関の特殊車両の搭乗体験

 フードコート
非常食の試食、有料飲食コーナー

 イベントステージ
各種ステージイベント開催

 「ぼうさいカフェ」
こくみん共済 coopが運営する、防災に関する27ブースを出展

 サッカー防災 ディフェンス・アクション
（株）HITOTOWAが運営する、サッカーと防災を合わせたワークショップ

 NISSANわくわくエコスクール
日産自動車（株）が運営する、EVを用いた環境と防災のワークショップ

 運営本部・インフォメーション・入場ゲートA
来場者受付、迷子受付、アンケート回収、運営調整

 入場ゲートB
来場者受付、アンケート回収

 巨大ガチャ（カプセルトイ）
クイズラリー回答者を対象に景品配布

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

会場レイアウト

開催概要1
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開催概要 1

４ 記録写真
会場の様子

A展示場 東・中央側

B展示場 東・中央側

A展示場 西側 B展示場 西側
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開催概要1

高所作業車・はしご車 エントランスホール

カプセルトイ運営

開場前の様子（ガレリア）開場前の様子（エントランスホール）

ステージの全景

入場の様子（入場ゲートB）

入場の様子（入場ゲートA）

開場前、入場時の混雑状況
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出展内容
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1 防災体験コーナー

■出展場所 A展示場東側

■出展概要 防災関係機関・企業・団体等が出展する、体験・体感型の
啓発ブースの集合体。

展示・体験型ブースと特殊車両を併設させたブースや、VR
（仮想現実）・AR（拡張現実）を用いた防災体験など、様々
な種類のブースを設置。

防災体験コーナー概要

出展内容

出展内容 2

※ブース番号は、パンフレットに掲載のブース番号を参照

■出展者
北九州市消防局 総務課

・全国消防救助技術大会ＰＲ
・北九州市消防局ＰＲ
・災害写真展示

1-1 消防広報コーナー

■出展者
北九州市消防局 警防課

・ロープを使ったレスキュー体験など

1-2 レスキュー体験コーナー

■出展者
北九州市消防局 消防団 防災課

・消防団加入促進PR など

1-3 君も消防団 
まち火消し体験コーナー 
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■出展者
北九州市消防局 指令課

・１１９番通報と指令体験

1-4
親子で「119番」通報
救急車が来るまで!

■出展者
北九州市消防設備士会
（(株)初田製作所・パナソニック(株)ライフソリューションズ社・

能美防災(株)・日本ドライケミカル(株)）

・住宅用防災機器の展示

1-5 住宅用防災機器体験コーナー

■出展者
北九州市消防設備士会
（(株)初田製作所・パナソニック(株)ライフソリューションズ社・

能美防災(株)・日本ドライケミカル(株)）

・消火器での消火をVR体験

1-6 VR消火体験コーナー

■出展者
北九州市消防局 救急課

・救急車展示場所付近で、救急活動のデモン
ストレーションを実施

ブース
なし 実際の救急活動を展示します

■出展者
北九州市障害者差別解消支援地域協議会

・障害や障害のある人への理解を深めてもら
えるよう、災害時における障害のある人へ
のサポートを紹介

・パネル展示やクイズなどを実施

2 障害の視点で防災を考え共生社会へ

出展内容2
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■出展者
北九州市建築都市局 都市計画課

・災害に強くコンパクトなまちづくりの取
組みをパネルにて紹介

・立体地図を用いた３Ｄマウスの操作体験

3 災害に強くコンパクトなまちづくり
の取組み紹介

■出展者
北九州市建設局 河川整備課

・防災カードゲーム ・河川氾濫映像
・浸水想定区域と校区版ハザードマップ
・防災情報北九州 ・土のう展示

4 河川の氾濫について

■出展者
陸上自衛隊第40普通科連隊

・災害派遣時の写真を展示し、活動内容を紹介
・ミニ制服の試着体験を通じ、自衛隊への興味

を喚起

5 災害派遣時の写真等を展示
ミニ制服試着

■出展者
北九州市耐震推進協議会

・旧耐震の木造住宅所有者へ耐震化を推進す
る普及啓発セミナーを実施

6 よくわかる住宅耐震セミナー

■出展者
福岡県警察

・パネル展示、子ども用制服の試着

7 災害時の活動・装備紹介

出展内容 2
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■出展者
日本赤十字社 福岡県支部

・一時救命措置による救命可能性向上につ
いての理解促進

・キッズ防護服の着用

8 心肺蘇生及びＡＥＤを用いた一次救
命処置及びキッズ救護服の試着体験

■出展者
国土交通省 九州地方整備局

・近年発生した大規模災害での取り組みをは
じめ、九州地方整備局における防災の取り
組みについて紹介

9 九州地方整備局における防災の取り
組み

■出展者
一般財団法人 日本気象協会

・トクする！防災公式HP「ローリングストッ
ク」による備蓄のススメ、「避難の心得」
より防災啓発パネル展示を実施

・防災グッズが当たるアンケート

10 トクする 防災
防災グッズ抽選会・パネル展示

■出展者
NHK北九州放送局

・「災害現場」ＶＲ体験
・ロボットカメラ操作体験
・ＮＨＫニュース

防災アプリＰＲ

11 ＮＨＫ そなえる防災 体験ブース

■出展者
市内大学生（九国大・北九大）

・子どもたち自身でお部屋の災害リスクをイ
メージし、予防策や対応策を考察

12 DIGを使って考えるお家の防災

出展内容2

（展示車両 中継車）
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■出展者
福岡県・大塚製薬株式会社

・防災・備蓄グッズ展示(啓発ポスター・パンフ、
ローリングストック推進等)

・備蓄品展示、試食

13 防災・備蓄グッズ展示
備蓄品展示・試食

■出展者
株式会社 明治

・ライフラインが止まっても哺乳瓶に移し替
えるだけでそのまま飲ます事が出来る液体
ミルクの試飲とサンプル配布

14 今話題の調乳不要な赤ちゃん用液体
ミルク 災害時の備えに 

■出展者
AI防災協議会

・ポスター展示による仕組みの説明
・スマホ/PCの画面をディスプレイに移して

実際の操作を説明

15 緊急時に役立つLINEの使い方

■出展者
江崎グリコ株式会社

・保存用ビスコ紹介・試食
・常備用カレー職人紹介
・液体ミルクの紹介

16 江崎グリコ株式会社
 もしもの時に、いつもの味を 

■出展者
株式会社ドコモCS九州

・AR災害疑似体験アプリ
（浸水疑似体験、
火災（煙）疑似体験）

・VR消火体験シミュレータ

17 AR災害疑似体験アプリ
VR消火体験シミュレータ

出展内容 2

（展示車両 移動基地局車）
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■出展者

・災害伝言用ダイヤル
１７１のデモ器を使用
し、１７１への登録や
登録された内容の確認

18 災害用伝言ダイヤル１７１の体験

■出展者
国立研究開発法人 防災科学技術研究所

ディフェ
ンス）を活用した実験研究の紹介と、Ｅ
ディフェンスでの実験で撮影された地震時
の室内被害映像をＶＲ体験

19 地震時の室内被害映像をＶＲ体験

■出展者
北九州市危機管理室 危機管理課

・土砂災害が発生する様子をVRで体験

20 土砂災害をＶＲ体験

■出展者
北九州市環境局 業務課
北九州市危機管理室 危機管理課

・避難所での生活スペースの体験
・災害時にトイレが使用できなくなった場合

などに使用する仮設トイレの展示

21 避難生活におけるトイレ・生活ス
ペース体験

■出展者
北九州市上下水道局

配水管理課
下水道管理課

・給水車の応急給水体験
・下水道管検査ロボット

の操作体験

22 上下水道事業における災害への備え

出展内容2

（展示車両 給水車）

（展示車両 通信レスキュー車）
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■出展者
九電グループ
（㈱キューヘン・誠新産業㈱・㈱QTnet・九州電力㈱）

・各種防災対策用品のご紹介やスマホを使
用した防災活用教室等を実施

・エコキュートの紹介

23 九電グループは『安全・安心』の暮
らしをサポートします 

■出展者
福岡管区気象台

・津波発生装置、地震による液状化実験、パ
ネル展示、リーフレットの配布、気象庁マ
スコットキャラクター（はれるん）の展示

24 津波発生装置や地震による液状化の
仕組み

■出展者

・指令車展示
・調査資機材展示
・モニター放映
・パネル展示

25 西部ガス 安心・安全への取り組み
24時間365日の保安体制

■出展者
北九州市消防局 予防課

・煙体験ハウスを活用した煙中体験

26 けむり体験ハウス

出展内容 2

（展示車両 指令車）
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2 防災モーターショー

■出展場所 A展示場中央

■出展概要 消防車をはじめ、警察・自衛隊・その他防災関係機関の特殊
車両12台を展示。

子供用防火服などの各機関の活動ユニフォームの試着・写真
撮影などを実施。

北九州市消防局 救助工作車（Ⅱ型） 北九州市消防局 化学車

北九州市消防局 CAFS車 北九州市消防局 救急車

西部ガス(株) 緊急工作車 国土交通省 九州地方整備局 衛星通信車

防災モーターショー概要

出展車両

出展内容2
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福岡県警察 白バイ 福岡県警察 パトカー

福岡県警察 レスキュー車 陸上自衛隊第40普通科連隊 軽装甲機動車

陸上自衛隊第40普通科連隊 高機動車 陸上自衛隊第40普通科連隊 指揮通信車

記録写真

出展内容 2
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出展内容2
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3 車両体験コーナー

■出展場所 A

■出展概要 はしご車搭乗体験をはじめ、九州電力（株）の高所作業車搭乗
や地震体験車などの特殊車両の体験搭乗ができるコーナー。

■搭乗方法 ・はしご車・高所作業車
10:10、12:00、14:00に整理券を配布

・地震体験車
並んだ順番に体験

■搭乗条件 ・はしご車
安全帯が着装できれば可。最大2名。

・高所作業車
小学生以上。最大2名。

・地震体験車
振動に耐えうること。最大4名。

北九州市消防局 ブロアー車 北九州市消防局 地震体験車

北九州市消防局 はしご車九州電力（株） 高所作業車

車両体験コーナー概要

出展車両

出展内容 2
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はしご車搭乗整理券（A5サイズ） 高所作業車搭乗整理券（A5サイズ）

搭乗整理券

運行スケジュール

出展内容2
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記録写真

出展内容 2
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4 ステージイベント

■出展場所 B展示場東側

■出展概要 フジテレビ系列「とくダネ！」でおなじみの天達気象予報
士による特別講演や、子どもたちに人気の「それいけ！アン
パンマン ショー」、その他子供だけでなく、大人も楽しめる
ステージイベントを開催。

座席数300席。

時間 演題 出演団体

1
10:10

それいけ アンパンマン
ショー① (有)ハマオプロ

11:05

2
11:15

Dr.ナダレンジャーの
防災科学実験ショー

国立研究開発法人
防災科学技術研究所

12:05

3
12:15

北九州市消防音楽隊
クリスマスコンサート 北九州市消防音楽隊

12:45

4
13:30

天達気象予報士
特別講演

一般財団法人 日本気象協会所属
天達 武史気象予報士

14:30

5
14:45

ペッパー防災教室 ソフトバンク(株)
15:15

6
15:30

それいけ アンパンマン
ショー② (有)ハマオプロ

16:25

ステージイベント概要

ステージプログラム

出展内容2
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■それいけ アンパンマン ショー
・時 間 ①10:10~11:05 ②15:30~16:25
・出演団体 (有)ハマオプロ
・内 容 それいけ！アンパンマン ショー36話のステージショー。ショー

終了後、写真撮影会を開催。

■Dr.ナダレンジャーの防災科学実験ショー
・時 間 11:15~12:05
・出演団体 国立研究開発法人 防災科学技術研究所
・講演内容 Dr.ナダレンジャーと補佐のナダレンコさんによる、子どもにも分か

りやすい防災に関する実験ショーを開催。

ステージイベント詳細

■北九州市消防音楽隊クリスマスコンサート
・時 間 12:15~12:45 
・出演団体 北九州市消防音楽隊
・講演内容 カラーガード隊の演技とともに数曲を演奏。

曲目①K点を超えて②パプリカ③ジングルベル④J-BEST定番！⑤銀河鉄道999⑥おどるポンポコリン

出展内容 2

版権の関係上、写真は削除 版権の関係上、写真は削除
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■天達気象予報士特別講演
・時 間 13:30~14:30
・出演団体 一般財団法人 日本気象協会所属 天達 武史気象予報士
・講演内容

象災害に対する特別講演を実施。

■ペッパー防災教室
・時 間 14:45~15:15 
・出演団体 ソフトバンク(株)
・講演内容 ソフトバンク(株) のロボット「ペッパー」が、組み込まれたプログ

ラムにより話しながら講演する小学生高学年向けの防災講演。

■ステージの全景

出展内容2

正面 キッズスペース
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5 サッカー防災 ディフェンス・アクション

■出展場所 B

■出展概要 親子で楽しめるサッカーを通じた防災を学習するワーク
ショップ。

20ｍ×25mの広さで人工芝を敷き、周囲を防球ネットで囲
んだ特設コート。

午前、午後1回づつ実施。事前申し込み制。

■事前申込 ・12月3日午前9時から電話及び電子申請にて受付開始

■参加者 ・午前の部 61名
保護者21名、小学生20名、未就学児20名

・午後の部 60名
保護者17名、小学生26名、未就学児17名

■ゲスト ・午前の部
ギラヴァンツ北九州 池元 友樹選手

・午後の部
八角 剛史氏（元ギラヴァンツ北九州選手）
ギラン（マスコットキャラクター）

サッカー防災 ディフェンス・アクション概要

記録写真

出展内容 2
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6 特設コーナー

■出展場所 B展示場中央

■出展概要 こくみん共済 coopが主催。
内閣府が防災知識普及モデル事業として推進している「ぼ

うさいカフェ」を中心とした、様々な体験型のブースが集合
した特設コーナー。

No. 出展内容 出展団体

体験エリア

1 災害救助犬とのふれあい NPO法人 九州災害救助犬協会

2 クロスロードで防災を学ぼう
 病気や難病のある人のための災害への備え 北九州クロスロード研究会

3 搬送体験
（物干し竿担架・担架ボート体験） こくみん共済 coop

4 避難所体験 こくみん共済 coop

展示エリア

5 ぼうさいかるた こくみん共済 coop

6 「防災カードゲーム」を活用した
“お買い物”疑似体験コーナー 九州労働金庫

7 朝倉市パネル展示 電機連合福岡地協

8 協力団体展示 基幹労連福岡県本部・凸版印
刷・ムーンスター労働組合

9 防災パネル展示 こくみん共済 coop

10 災害パネル・ローリングストック展示・
セラミック足湯体験 グリーンコープ生協ふくおか

11 災害パネル・ローリングストック展示・
商品試食 エフコープ生協

※ブース番号は、パンフレットに掲載のブース番号を参照

ぼうさいカフェ概要

ぼうさいカフェ出展内容

出展内容2
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実験エリア

12 防災グッズ・防災書籍紹介 こくみん共済 coop

13 防災実験
（ツナ缶ランプ・ペットボトルランプ・カイロ） こくみん共済 coop

14 地震実験
（プレート実験・断層実験・家具固定実験） こくみん共済 coop

15 風水害実験
（雲発生装置・竜巻実験・高潮実験） こくみん共済 coop

工作エリア

16 キッチンペーパーマスクづくり こくみん共済 coop

17
新聞紙スリッパ作り・足つぼ体験 こくみん共済 coop

18

19 新聞を使った災害時の活用術 毎日新聞社・西広

20 ポリ袋ポンチョ作り こくみん共済 coop

21 ストローハウスづくり こくみん共済 coop

22 こどもとひなん 特定非営利活動法人
あそびとまなび研究所

23 ピットくんぬりえコーナー こくみん共済 coop

24 避難所寝てみる体験 九州防災パートナーズ

25 ミニ突風マシーン作り こくみん共済 coop

特設

26 ミニイベントブース こくみん共済 coop

27 ぼうさい迷路（火災避難） こくみん共済 coop

出展内容 2
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ぼうさいカフェ記録写真

出展内容2
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■出展場所 A展示場中央北側

■出展概要 日産自動車株式会社が運営する特設コーナー。
小学生を対象に電気自動車の仕組みなどについて解説すると

ともに、EVのモデルカー実験などを通じて学ぶことができる
体験型授業。定員制。

■開催時間 1回目 11：00 11：30
2回目 12：00 12：30
3回目 13：30 14：00
4回目 14：30 15：00

■定 員 各回8名（当日に先着順で受付）

■対 象 小学生以下（小学3年生以下は保護者同伴）

■受付方法 開催場所にて随時受付

サ
ー

キ
ッ

ト
144㎝

×
306㎝

5m

10m

保護者席

わくわくエコスクール 災害時をイメージした給電デモ

給電デモ

パワー
ムーバー

机

モデルカー
記念品等
置き場

NISSANわくわくエコスクール概要

レイアウト

壁面
エントランスホール側

出展内容 2

40インチ
モニター
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わくわくエコスクール記録写真

出展内容2
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7 フードコート

■出展場所 エントランスホール
屋外（テント）

■出展概要 本市の非常用食糧として備蓄しているアルファ―化米をベー
スに、カレーや親子丼などの具材から好きなものをトッピング
し、非常用食糧を体験できるコーナー（無料）。

また、市内のコーヒーショップや小倉発祥焼うどんなどの店
舗も出展（有料）。

飲食スペース

飲食スペース

試食コーナー ドリンク
コーナー

屋外店舗

エントランスホール

来場者があふれたため、飲食スペースを増設

アルファー化米試食コーナー
カレー／ビーフシチュー／親子丼

ドリンクコーナー
ハンドドリップコーヒー／ソフトドリンク

テント3店舗
小倉発祥焼うどん/門司港ちゃんらー/関門海峡たこ焼き/
中津唐揚げ/ポテトフライ

■エントランスホール

■屋外店舗

フードコート概要

レイアウト

フードコート内容

出展内容 2

メニュー

メニュー

メニュー

無 料

有 料

有 料
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記録写真

出展内容2
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8 防災クイズラリー

■内 容 会場内の複数個所に防災クイズを3問設置し、全て回答した
来場者を対象に、カプセルトイ（ガチャガチャ）ができるクイ
ズラリーを実施。

カプセルには、出展者から提供を受けた景品などを封入する
とともに、出たカプセルの色に合わせて、主催者が用意した景
品を進呈。

■設置場所 ・問題1 防災体験コーナーNo.26 けむり体験ハウス
・問題2 防災体験コーナーNo.24 福岡管区気象台ブース
・問題3 防災体験コーナーNo.21 避難所体験コーナー
・景品交換（カプセルトイ） 入場ゲートA東側

問題３

■クイズラリー問題パネル W515×H728

問題１ 問題２

■クイズラリー解答用紙（パンフレット裏面に掲載）

・問題1 C（壁伝いに避難するが正解）
・問題2 B
・問題3 C（すべて正しい）

防災クイズラリー概要

クイズ内容

答え

出展内容 2
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クイズラリーをすべて回答した参加者には、パンフレット裏面にスタンプを押
印し、ガチャを1回できることとした。

カプセルは2,500準備し、カプセルの基本景品として「消防車消しゴム」と
「フェスタ記念缶バッジ」を各1個封入。

カプセルは赤、緑の2種類を用意し、出てきたカプセルの色に対応した特製コッ
トンバッグを進呈。

カプセルトイ※ カプセル及び基本景品

・キティバッグ（準備数 500枚）

赤色カプセルに対応した景品

・ていたんバッグ（準備数 2,000枚）

緑色カプセルに対応した景品

表 表

裏 裏

※1台では対応できない事態に備えて大小2台のカプセルトイを設置。

高さ 大 約210㎝ 小 約160㎝

クイズラリー景品

■カプセルトイ

■特製コットンバッグ

75mm

出展内容2

表デザイン 表デザイン

裏デザイン 裏デザイン
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■引換券

出展企業、団体等から提供を受けた景品の引換券を作成し、基本景品と合わせ
て、一部のカプセルに封入した。

引換券が入っていた場合は、引換券に記載したブースに持っていくことで、そ
の団体が準備した景品と交換できるように企画した。

引換券

景品名

交換ブース番号 出展団体名

管理番号

記録写真

出展内容 2
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・B2、コート紙 2,000部作成

表 裏

・A4両面、コート紙 122,000部作成

9 制作物
ポスター

チラシ

出展内容2
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・A3両面二つ折り、マットコート紙 5,000部作成

表 裏

中面

パンフレット

出展内容 2
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https://www.city.kitakyushu.lg.jp/
kiki-kanri/13801250.html

ホームページ（市公式）

出展内容2
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10 会場内サイン
入場口タイトルサイン

会場内コンテンツ紹介サイン

出展内容 2
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ステージタイトルサイン

ブースサイン（社名板）

車両展示コーナーサイン

出展内容2
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その他会場内サイン

会場誘導サイン

出展内容 2
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11 事前告知

配布先 内訳

市内学校・園
約550校・園
約103,000名にチラシ配布

全幼稚園（市立・私立）
全保育園（市立・私立※認可外の一部を除く）
全小・中学校（市立・私立・県立・国立）
全特別支援学校（市立・県立）

本市防災会議委員在籍企業・団体
※出展企業・団体及び重複するものは除く 47社・団体

公共交通機関

JR鹿児島本線 海老津 門司港の各駅
※小森江・九工大・水巻・遠賀川駅を除く

JR日豊線 西小倉 行橋の各駅
※西工大駅を除く

北九州モノレール 平和通り・城野駅

公的施設

区役所・出張所 全7区役所・11出先機関

消防施設 全５施設・7消防署・19分署

消防団施設 全107か所

市民センター 全132施設

その他 図書館・地域交流センターなど46施設

外郭団体等 いとうづの森公園・子どもの館など32施設
※重複するものは除く

市内大型商業施設

リバーウォーク北九州（社員スペース）

イオン八幡東店・戸畑店

サンリブ 11店舗（協定企業として送付）

その他の施設 AIM（北九州観光コンベンション協会管理）

ポスター・チラシ配布、掲出依頼先一覧

出展内容2
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種別 掲載先 掲載日・回数

市保有媒体

市政だより 12月1日号

市ホームページ 11月上旬より随時更新

SNS
（Twitter・Facebook・LINE） 直前までに複数回

メールマガジン
メールニュース北九州市 直前までに複数回

フリー情報誌

LIVING北九州 12月14日号

サンデー北九州 12月7日号

西日本総合展示場＆
北九州国際会議場 催事案内 2019年12月 2020年2月号

ウェブ情報誌

福岡ふかぼりメディア ささっと―
（読売新聞ウェブサイト） 12月12日から掲載

Walker+ 12月7日から掲載

新聞
朝日新聞 12月17日 夕刊

西日本新聞 12月20日 朝刊

ラジオ FMKITAQ「ディスカバーＫＩＴＡＱ」 12月12日（18 00 18 30）

テレビ FBS福岡放送「あっぱれ 北九州」 12月8日放送分

その他

ギラヴァンツ北九州vs.ガイナーレ鳥取
ミクスタオーロラビジョンにて告知 12月1日（J3優勝決定戦）

毎日・北九州フォーラム
北九州市10分PRにて告知 12月5日

告知メディア等一覧

出展内容 2
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市政だより（12月15日号） 好きっちゃ北九州Facebook（12月12日掲載）

危機管理室Twitter（12月5日掲載） 好きっちゃ北九州Twitter（12月12日掲載）

■市保有媒体

掲載実績

出展内容2
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サンデー北九州（12月7日号）

LIVING北九州（12月14日号）

福岡ふかぼりメディア ささっとー（12月16日から掲載）Walker+（12月7日から掲載）

西日本総合展示場＆北九州国際会議場催事案内
（2019年12月 2020年2月号）

■フリー情報誌

■ウェブ情報誌

出展内容 2
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作 成：北九州市情報発信強化委員会
事務局：北九州観光コンベンション協会

西日本新聞（12月20日朝刊）朝日新聞（12月17日夕刊）

北九州市観光情報サイト（12月7日から掲載）

■新聞

FBS福岡放送 市政番組「あっぱれ 北九州」※静止画（12月8日放送）

■テレビ

■その他
ミクスタオーロラビジョンにて告知
※静止画、スタジアムDJが広報文読み上げ
（12月1日ギラヴァンツ北九州vs.ガイナーレ鳥取）

出展内容2
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結果
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今回のイベント来場者に対し、フェスタに関する意見や、災害に対する準備に関
する考え方などについてアンケート調査を実施した。結果については、今後の訓
練・啓発のあり方や、災害対策の検討の基礎資料とする。

なお、今回は、本市電子申請システムを活用し、QRコード読み取りによりス
マートフォンからもアンケートに回答できる取り組みを行った。

1 アンケート調査

■アンケート（表）

アンケート調査の概要

アンケート内容

結果 3
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■調査名称 消防防災フェスタ北九州2019に関するアンケート調査
■調査対象 本イベント来場者
■調査場所 新館
■実施期間 令和元年12月22日（日）10時00分から16時30分まで
■調査方法 ・紙ベース

来場時、受付にて本イベントのパンフレットに挟み込んで配布。
会場数か所に設置したアンケート回収箱にて回収。

・電子申請システム
アンケートのQRコードを読み取り、スマートフォンから回答。
入力内容は自動的にエクセルデータとして集計。

■回 収 数 １４４（配布数約4,850枚に対する有効回収率2.97％）

■アンケート（裏）

結果3
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Q１ 来場者の居住地域（n=142,単一回答）

10%

24%
22%

11%

6%

14%

7% 6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

門司区 小倉北区 小倉南区 若松区 八幡東区 八幡西区 戸畑区 北九州市外

Q２ 来場者の年齢層（n=432,複数回答）

26%

13%

7%

2%

25%

20%

7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

未就学児

小学校１ ３年生

小学校４ ６年生

中学生以上20歳未満

20歳以上40歳未満

40歳以上60歳未満

60歳以上

アンケート集計結果

結果 3
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Q３ このイベントを何で知ったか（n=169,複数回答）

2%

4%

5%

6%

13%

22%

47%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

その他

新聞・テレビ・ラジオ

SNS(Twitter・Facebookなど）

ホームページ

市政だより・フリー情報誌

ポスター

ちらし

Q４ このイベントでよかったと思うもの（n=412,複数回答）

0%

1%

2%

2%

3%

4%

4%

4%

5%

5%

10%

17%

21%

23%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

特によかったと思えるものはない

消防ヘリの離着陸

サッカー防災ディフェンス・アク…

Dr.ナダレンジャーショー

フードコート

ペッパー防災教室

NISSANわくわくエコスクール

それいけ アンパンマンショー

天達気象予報士の特別講演

消防音楽隊コンサート

こくみん共済coopぼうさいカフェ

車両体験コーナー

防災モーターショー

防災体験コーナー

結果3
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Q５ このイベントで理解が深まったもの（n=344,複数回答）

Q６ 今後どのような間隔で実施すべきか（n=126,単一回答）

0%

1%

7%

8%

8%

8%

14%

17%

18%

19%

0% 5% 10% 15% 20%

その他

特にない

住宅防火対策に関すること

気象や災害の知識に関すること

住宅の耐震化や家具固定に関すること

地域での助け合いの大切さについて

防災関係機関の災害活動や取組み

災害を自分のことと捉えることの大切さ

食料等の備蓄に関すること

避難行動や避難所生活に関すること

２ 3年に1回 （5%） 今後実施する必要はない （1%）

毎年 （94%）

結果 3
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Q７ 家庭で災害に備えてどのような準備をしているか（n=308,複数回答）

Q８ 防災に関して今よりさらに取り組みたいこと（n=182,複数回答）

結果3

0%

3%

7%

8%

8%

12%

14%

14%

15%

19%

0% 5% 10% 15% 20%

その他

ご近所と災害時の話し合いをしている

家具・家電などの固定をしている

特に何もしていない

家族の安否確認方法等を決めている

防災情報メールやアプリを登録している

避難場所や避難ルートを確認している

食料や飲料水を備蓄している

非常用持出品を準備している

ハザードマップ等で危険場所を確認

0%

3%

7%

12%

14%

18%

47%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

その他

特にない

地域での防災活動の組織に参加

防災に関する知識の習得

災害に関する情報収集

地域の人との関係づくり

自宅などでできる日頃の備え



ー51ー

Q９ その他、本イベントに関しての意見

■肯定・評価

【コンテンツ評価】

・2歳の孫が消防車や救急車、パトカーなど緊急車両がとても好きでそれ
を近くで見るのが一番の目的で参加しました。

・クイズラリー・ガチャ・袋プレゼントも良かった。
・車展示を続けてほしい。
・ビーフシチュー、親子丼の試食おいしかったです。カレーはもちろんお

いしかったです。
・息子がはたらくくるまブームで一度にたくさんの車両を見たり、乗った

りできとても楽しんでいました。ありがとうございました。
・車展示がよかった。

【防災知識向上】

・大変勉強になりました。ありがとうございました。
・とても楽しかったです。勉強になりました。
・いろいろあったので楽しく学べました。ありがとうございました。
・これから生かしていこうと思った。
・子どもも楽しめるイベントでよかったです。災害について勉強になりま

した。
・子どもと一緒に来場できるので、家族と防災について話すきっかけが

あって良いと思われました。

【全般評価】

・楽しかったです。
・楽しかったです。ありがとうございました。スタッフさんご苦労様でし

た。
・今日は楽しかったです。ありがとうございました。
・防災フェスタは子供達が楽しんで学べたのでとても良かったです。あり

がとうございました。
・小さな子供２人との参加、みなさん親切で助かりました。
・とても勉強になりました。
・色々な体験ができて楽しかったです。
・大変良かった。
・正直、これほど多くの分野に関わるとは思わず、びっくりです。毎年の

開催を望んでいます。

結果 3
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■課題・提言

【課題】

・はしご車体験などの予約制コーナーが人気すぎて楽しめなかったのが残
念。

・クイズラリーの場所がとても分かりづらい。

・来場者の割に会場が狭いかなと思いました。
・ホールがガソリン臭かった。
・会場がガソリン臭い。体調が悪くなりかけた。
・ガチャガチャの列が効率が悪い。（２台中１台故障・・・）

【提言】

・会場は天井が高くあるからブースの番号などをもっと高くして見やすく
した方がスムーズにまわれると思う。

・うちは子供が多く冬場は室内イベントだとジャケットを脱ぐと凄い量に
なり体験ブースや移動が大変になるので手荷物やベビーカーなどの預か
りがあるととても助かります。

・雨のため、食事スペースが足りていなかった。椅子だけでもよいので、
増やして欲しかった。

・舞台上に手話通訳がいなくて残念。
・対象年齢や、保護者同伴などの説明を詳しく。
・ガチャガチャの混雑解消を。

【防災全般】

・北九州市でとりくんでいる「みんなで de Bousai」の紹介、PRをして
ほしかったです。知識・情報だけでなく、災害を自分ごととして考えら
れるとりくみをお願いします。

・危機管理室のHP、防災情報北九州をたまに拝見しますが、古いものが
たまにあります。更新してほしいと感じる時があります。また、災害に
対する講座を定期的に催してほしいです。

結果3
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今回のフェスタは、

・消防、その他防災関係機関への理解促進
・各種災害を見据えた準備の大切さへの理解促進

の３つを目的とし、様々なコンテンツを準備した。

来場者を対象としたアンケート調査結果（P.45「第3章『1 アンケート調査』
」参照。以後、「アンケートと」いう。）の「 Q５ このイベントで理解が深
まったもの」の回答で多かったものは、「避難行動や避難所生活に関するこ
と」、「食料等の備蓄に関すること」、「他人事でなく、災害を自分のこととし
て捉えることの大切さについて」、「防災関係機関の災害活動や取組みに関する
こと」の４つであった。

自由記入欄を見ても、肯定的な内容が多く、概ね来場者には本イベントの趣旨
が伝わったと考えている。

また、本市では、これまで様々な形態の防災訓練や啓発事業を企画、実施して
きたが、若い世代の参加率の低さが課題であった。

そこで、このフェスタは、特にファミリー層を中心に「防災」を楽しみながら
知ってもらうことを意識して企画した。

「Q2 来場者の年齢層」に見られるように、今回の来場者は、未就学児と20歳
40歳代の参加者が突出して多かった。
また、「Q９ その他、本イベントに関しての意見」で、「楽しかった」、「勉

強になった」という意見が多かった。
このことから、ファミリー層を中心に、コンセプトとして掲げた「防災に関し

て楽しみながら学習できる場の提供」について、十分達成できたと考える。

今回のフェスタは、本市の主催する「北九州市総合防災訓練（防災訓練）」と
「北九州市防災フォーラム（防災啓発）」の要素を取り入れて実施したものであ
るが、本市ではこれほどの規模の防災イベントは前例がなく、手探りでの準備、
調整であった。

大きなトラブルもなくイベントを終了できたが、アンケートに回答のあった、
イベントステージにおいて聴覚障害者向けの手話通訳者を配置していなかったこ
とや、ベビーカーなどの一時預かりなどのサービスを設置しなかったこと、特殊
車両の排気ガスを十分処理できていなかった点など、配慮に欠けた点も見受けら
れ、今後の参考としたい。

2 総括
アンケート結果 ①フェスタに対する評価【成果等】

アンケート結果 ②フェスタに対する評価【課題等】

結果 3
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「 Q７ 家庭で災害に備えてどのような準備をしているか」という設問では、
「ハザードマップ等で危険な場所を確認している」という回答が一番多く、非常
持出品や食料、飲料水の準備などがこれに続いている。

さらに、「 Q８ 防災に関して今よりさらに取り組みたいこと」についても同
様に「自宅などでできる日頃の備え」という回答が突出している。

一方、「近所の方と災害時の対応について話し合いを行っている」という回答
が最も少なかった。

これらのことから、アンケートに回答した世代は、「災害に対する備え」とし
ては、家族などの世帯単位で「自助」について準備ができているが、地域の防災
活動などの「共助」については、あまりかかわりを持たないことがうかがえる。

また、同じQ7で、「特に何もしていない」と回答した人が８％となった結果も
含め、今後、若い世代への防災啓発は重要であると考えている。

アンケートでは、フェスタを毎年開催すべきという意見が94％と、大多数の来
場者が継続した開催を望んでいるという結果であった。

主眼を置いたイベントを効果的に実施することは、北九州市全体の防災対応力向
上につながるものと考える。

フェスタ当日の天気は、前線通過の影響で朝から雨が降っており、数日前と比
較して気温もかなり下がっているというあいにくの気象状況ではあったが、屋内
で開催するイベントであったこともあり、天候、気温の影響をさほど受けなかっ
たことは幸いであった。

このような悪天候の中、予想来場者数をはるかに超える数多くの方が来場し、
無事に終えることができたことは、本イベントの開催にご協力いただいた関係者
の皆様の献身的なご協力の賜物であり、心より感謝申し上げたい。

アンケート結果 ③災害への備え

終わりに

結果3






