
 

 

 

平成２５年度「広島県安全・安心防災フェア」の実施について 

 

１ 趣旨 

９月１日から２週間の間に，県内全域で，一斉防災訓練及び防災用品に触れる機会の提供

を行う「広島県安全・安心防災フェア」を実施し，県民の防災意識の向上を図るとともに，

県民自らの災害への備えを促進する。 
 

※ 閣議了解等により，毎年９月１日を「防災の日」，この日を含む１週間（毎年８月３０

日から９月５日まで）を「防災週間」とし，全国的に，防災知識の普及のための行事を

実施するものとされている。 
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２ 広島県安全・安心防災フェアの概要 

（１）一斉防災訓練の実施 

ア 日時 

平成２５年９月４日(水) １１時 

  イ  訓練内容 

事前に登録した県民が，地震発生を想定して一斉に，家庭や学校や職場などの場所にお

いて，身の安全を守る行動を行う。 

  ウ 参加予定者 

訓練参加を希望する個人又は学校・企業等の団体（別紙１参照） 

 

（２）防災用品に触れる機会の提供（防災用品特設コーナーの設置） 

ア 期間 

   平成２５年９月１日（日）から９月１４日（土）まで 

イ 事業内容  

県と災害時応援協定を締結している企業・団体の協力を得て，多くの県民が日常的に訪 

れる小売店舗（県内のホームセンター，大型商業施設，コンビニエンスストア等）において, 

防災用品特設コーナーを設置する。特設コーナーの設置が困難な店舗では，防災フェア対 

象商品であることを示す商品 POP を設置する。 

  ウ 実施店舗 

１８企業・団体の４７９店舗（別紙２参照） 

 

（３）防災クイズの実施 

ア 応募期間 

   平成２５年９月１日（日）から９月３０日（月）まで 

イ 事業内容  

地震発生時の行動に関するクイズを，チラシや県ホームページで実施し，協賛企業・団

体から提供された防災用品（別紙３参照）を贈呈する。   



一斉防災訓練参加団体（８月２５日現在） (別紙１)

１　学校等(学校数を記載）

小学校 493 幼稚園 147
中学校 244 保育所 112
高等学校 102 専修・各種学校 7
特別支援学校 22

２　事業所
団体名 所在地 団体名 所在地

アイ・ティー・シーネットワーク株式会社 広島市中区 株式会社ますやみそ 呉市
エイフク株式会社 広島市中区 呉ガスセンター株式会社 呉市
株式会社そごう・西武そごう広島店 広島市中区 大陽日酸エネルギー中国株式会社呉支店 呉市
株式会社東急ハンズ広島店 広島市中区 日新製鋼株式会社呉製鉄所 呉市
県共済（広島県火災共済協同組合，広島県中小企業協同組合） 広島市中区 バブコック日立株式会社呉事業所 呉市
公益社団法人広島県宅地建物取引業協会 広島市中区 広島ガス株式会社呉支店 呉市
中国電力株式会社 広島市中区等 深田サルベージ建設株式会社 呉市
日本無線株式会社中国支店 広島市中区 公益財団法人広島県下水道公社三原支所 三原市
日本郵便株式会社中国支店 広島市中区 広島ガス株式会社備後工場 三原市
広島県生活協同組合連合会 広島市中区 ブルーテクノ株式会社 三原市
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社中四国支社 広島市中区 株式会社サンキ尾道支店 尾道市
公益財団法人広島県下水道公社 広島市南区 株式会社サンキ福山支店 福山市
公益財団法人広島県地域保健医療推進機構 広島市南区 株式会社天満屋ストアみどり町店 福山市
瀬戸内海汽船株式会社 広島市南区 神原ロジスティックス株式会社福山営業所 福山市
広島エフエム放送株式会社 広島市南区 公益財団法人広島県下水道公社福山支所 福山市
広島ガス株式会社 広島市南区 ＪＡ福山市総務部総務課 福山市
株式会社アスティ 広島市西区 日本メンテナスエンジニヤリング㈱，㈱水光エンジニア共同企業体 福山市
株式会社サンキ本社 広島市西区 松永沼隈地区医師会 福山市
株式会社セイエル 広島市西区 リンクス株式会社 福山市
成和産業株式会社 広島市西区等 大津建設株式会社 三次市
広島県建設労働組合 広島市西区 株式会社サンキ三次支店 三次市
ミズノ株式会社広島営業所 広島市西区 有限会社備北清掃社 三次市
イトー石油株式会社安サービスステーション 広島市安佐南区 有限会社庄原衛生工業所 庄原市
全国農業協同組合連合会広島県本部 広島市安佐南区 株式会社ダイセル大竹工場 大竹市
西日本高速道路株式会社中国支社 広島市安佐南区等 戸田工業株式会社大竹サイト 大竹市
山崎製パン株式会社広島工場 広島市安佐北区 三菱レイヨン株式会社大竹事業所 大竹市
一般財団法人中国港湾福利厚生協会呉支部呉港湾福祉センター 呉市 株式会社サンキ東広島支店 東広島市
宇部日新石灰株式会社 呉市 広島ガス株式会社廿日市工場東広島製造所 東広島市
株式会社大之木ダイモ 呉市 有限会社六郷容器検査所 東広島市
株式会社神田造船所 呉市 広島ガス株式会社廿日市工場 廿日市市
株式会社合食呉工場 呉市 株式会社堀場テクノサービス 安芸郡府中町
株式会社サンキ呉支店 呉市 JA安芸本店 安芸郡海田町
株式会社ダイクレ呉工場 呉市 広島ガス株式会社海田基地 安芸郡海田町
株式会社中国防災管理協会 呉市 株式会社トップ・イン 安芸郡坂町
株式会社広島マツダ広店 呉市

３　自主防災会・消防団
団体名 所在地 団体名 所在地

楽々園学区自主防災会 広島市佐伯区 福山市消防団 福山市
原地区自主防災会，廿日市立原小学校，原保育園 廿日市市 津久茂自主防災会 江田島市
法常寺町内会防災会 三原市

４　福祉施設
団体名 所在地 団体名 所在地

障害者支援施設いくせい 広島市西区 介護老人保健施設呉中央コスモス園 呉市
コスモス園天応デイサービスセンター 呉市 特別養護老人ホーム呉本通コスモス園 呉市
社会福祉法人かるが会 呉市 特別養護老人ホーム常楽園 呉市
社会福祉法人成寿会 呉市 障害者支援施設広島聖光学園 三原市
社会福祉法人白寿会特別養護老人ホームコスモス園 呉市 社会福祉法人白寿会老人保健施設あきまろ園 東広島市
社会福祉法人白寿会特別養護老人ホームあかさき園 呉市 特別養護老人ホームあきまろ園 東広島市
介護老人保健施設阿賀コスモス園 呉市 県立障害者リハビリテーションセンター若草園，若草療育園 東広島市



(別紙２）

協賛企業・団体 参加店舗数 特設コーナー設置店舗

イオンリテール株式会社 8 宇品店，尾道店，海田店，廿日市店，広店，広島祇園店，広島府中店，三原店

株式会社イズミ 12 学園店，呉店，祇園店，安古市店，蔵王店，東広島店，黒瀬店，松永店，江田島店，吉田店，大竹店，広島店

エディオン広島本店 1 広島本店

株式会社コメリ 19
加計店，八千代佐々井店，向原店，能美店，御調店，瀬戸田店，千代田有田店，安浦店，蒲刈店，倉橋店，川手店，世羅西店，
佐伯店，豊栄鍛冶屋店，広島河内店，白木店，沼隈店，布野店，三次秋町店

株式会社ジュンテンドー 25
五日市店，吉田店，黒瀬店，庚午店，千代田店，大崎店，仁保店，可部南店，安芸府中店，甲山店，竹原店，古市店，大野店，
沼田店，宮内店，庄原店，東城店，高屋店，廿日市店，水呑店，中庄店，音戸店，八本松店，大柿店，佐伯店

生活協同組合ひろしま 10 （全店商品POPの設置のみ）

株式会社セブン-イレブン・ジャパン 11 （全店商品POPの設置のみ）

そごう広島店 1 広島店

株式会社天満屋ストア 2 みどり町店，向島店

東急ハンズ広島店 1 広島店

株式会社ニチエー 9 （全店商品POPの設置のみ）

株式会社ファミリーマート 184 （全店商品POPの設置のみ）

株式会社福屋 1 八丁堀本店

株式会社フジ 14 神辺店，緑井店

株式会社ポプラ 103 （全店商品POPの設置のみ）

マックスバリュ西日本株式会社 26
世羅店，本郷店，西条西店，高屋店，高陽店，可部西店，西風新都店，フォレオ広島東店，段原店，
(以下ビッグ)戸坂店，五日市店，宮内店，安古市店，庄原店，焼山店，大門店，新市店，神辺店

株式会社ユアーズ 34 （全店商品POPの設置のみ）

株式会社ユーホー 18
福山店，松永店，神辺店，三原店，三次店，向島店，瀬戸店，尾道店，福山南店，駅家店，因島店，高木店，広店，庄原店，
伊勢丘店，春日店，東広島店，緑町店

計 479 108



防災クイズ～協賛企業・団体から提供された防災用品～　　　　　　    　　         　   　　　　　  　　　　　（別紙３）

番号 商品名 規格 写真 対象者

1 避難リュック１９点セット

リュック，毛布，エア枕，貼るカイロ，手回し充電ミニラ
ジオライト，懐中電灯ランタン，単３形アルカリ乾電
池，ウォータータンク１０リットル，携帯トイレセット３回
分，くすりケース，ゴミ袋，マスク7枚入，除菌ハンディ
ウェットティッシュ，飲料水，パン缶３種類，軍手，レイ
ンコート

1

2 避難リュック１５点セット

リュック，毛布，エア枕，ミニラジオライト（1台５役），
ウォータータンク（１０L），携帯除菌ウェットティッシュ
（１０枚入），からだふき（大判６０枚入），マスク（７枚
入），アルコール除菌ジェル４０ml，携帯トイレセット（３
回分），貼るカイロレギュラー１０個入，レインコート，
軍手，ブルーシート，ゴミ袋

1

3 避難袋１１点セット　

非常持出袋，毛布，ミニラジオライト（1台5役），携帯除
菌ウェットティッシュ（10枚入），マスク（7枚入） ，アル
コール除菌ジェル40ml，携帯トイレセット，張るカイロレ
ギュラー10個入，レインコート，軍手，ゴミ袋

2

4 ダイナモLEDランタンライト　

１秒間に２回転のスピードで１分間回し続けると、約８
分間点灯
光源：ＣＲＥＥ　径５ｍｍ　白色ＬＥＤ×３個
充電容量：３.６Ｖ　１１０ｍＡｈ
明るさ：１５ルーメン
サイズ：径３７ｍｍ×１５５ｍｍ

1

5 ダイナモLEDランタンライト　
連続点灯時間は３分間の充電で約１５分間点灯
サイズ：約６８×７４×２０３mm
重量：約１８５g

1

6 コンパクトソーラーライト

太陽のエネルギーで「創エネ」・充電式エボルタに充電
（単３形２本）
単品サイズ：幅１５．２×奥行１０．４×高さ２．４ｃｍ
重量：約１６０ｇ

1

7
多機能自家発電ラジオ・ライト・
携帯充電

機能： LEDライト，ラジオ，サイレン/ライト点滅機能，
携帯電話充電（iフォン対応）
サイズ： 約１２５×４２×５３mm
重量： 約１１８g

1

8 カップラーメン　12食 しょうゆ味  1食７０g×１２入 1

9 レトルトごはん　３０食 こしひかり２００ｇＸ３食ｾｯﾄ×１０入 2

10 ミネラルウォーター　１２本 ２リットル６本入り×２ケース 1

11 ミネラルウォーター　１２本 １．５リットル１２本入り 2

12 非常食詰め合わせ

・カップラーメン×２
・ミネラルウォーター×２
・レトルトご飯×２
・さば缶×１
・まぐろフレーク缶×１
・さんま蒲焼缶×１

1

13 ポータブル水洗トイレ
・幅４２×奥行３５.５×高さ４０cm
・上部タンク　１２L（ポンプ２００回分）
・下部タンク　２０L

1
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