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令和４年８⽉２４⽇ 
市⺠局  地域防災課 

市政記者各位 
 

9 ⽉ 1 ⽇『防災の⽇』の取組みについて 
 

福岡市では、市⺠の皆様の防災意識の⾼揚や防災知識の普及を図るとともに「災害に対
する備え」を考える機会となるよう、９⽉１⽇の「防災の⽇」に合わせて下記の取組みを
実施します。 

ぜひ、取材していただくとともに、周知していただきますようお願いいたします。 
 

記 
 
１ 福岡市備蓄促進ウィーク 

  毎年9⽉1⽇から7⽇までを「福岡市備蓄促進ウィーク」と定め、家庭や職場での備
蓄促進や防災意識の⾼揚のための取組みを実施  

 （１）備蓄促進キャンペーン（９⽉１⽇〜７⽇・賛同企業の市内店舗で実施） 
    趣旨に賛同いただいた企業の各店舗において、

防災グッズや備蓄品の展⽰・販売コーナーが特設
されます。 
※実施店舗⼀覧は、別紙のとおり 
※各実施店舗への取材につきましては、個別に

調整をさせていただきますので、裏⾯の問い
合わせ先までご連絡をお願いいたします。 

 

 

 （２）防災啓発ブースの設置 
   ①⽇時︓令和４年９⽉１⽇（⽊）〜５⽇（⽕） 9︓00〜17︓00 
                  （※５⽇は、15︓00まで） 
   ②場所︓福岡市役所本庁舎１階ロビー（福岡市中央区天神１丁⽬８番１号） 
   ③主な展⽰ 
    ●備えておくべき備蓄品、⾮常⽤持出品 
    ●災害時の避難⽣活を想定した「防災レシピ」 

（市消防局防災センター提供） 
    ●熊本地震、九州北部豪⾬などの記録写真 
 
 
 
 
 
 

 

過去の備蓄促進キャンペーンの様子 

（ミスターマックス吉塚店） 
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２ NHK福岡放送局及び福岡ソフトバンクホークス（株）とのコラボイベント 

  NHK福岡放送局及び福岡ソフトバンクホークス（株）と共催で、防災・減災につな
がる啓発イベントを実施 

（１）家族で楽しく学ぶ︕「防災・備蓄」体験ひろば 
   ①⽇時︓９⽉２⽇（⾦）11︓00〜17︓00 
   ②場所︓福岡PayPayドーム ４ゲート前（福岡市中央区地⾏浜２丁⽬） 
   ③主な内容 

●浸⽔バーチャル体験 
●「マイ・タイムライン」作成コーナー 
●ホークス選⼿からの防災メッセージ動画の上映 など 

 （２）ホークスビジョンへの防災啓発映像の放映 
   ９⽉２⽇の対ライオンズ戦の試合開始前、ドーム内のホークスビジョンで防災啓

発映像を放映（ホークス選⼿も登場） 
   ①⽇時︓９⽉２⽇（⾦）17︓50頃（開場16︓00、試合開始18︓00） 
   ②場所︓福岡PayPayドーム ホークスビジョン 
       ※⼊場には試合観戦チケットが必要です。 
   ③その他︓当⽇の試合中継放送の中でも積極的に防災に関する呼びかけを実施し

ます。 
  
 

 

 【問い合わせ先】 
福岡市市⺠局 地域防災課 

  担当︓⼩川、中島    
TEL:092-711-4156（内線 1720） 

◆「防災の日」とは？ 

9 月 1 日は、関東大震災（大正 12 年）が発生した日であるとともに、台風シーズンを

迎える時期でもあり、伊勢湾台風（昭和 34 年）で甚大な被害が出たことが契機となっ

て、昭和 35 年に「防災の日」が創設されました。 



備蓄促進キャンペーン 実施店舗⼀覧 17企業87店舗（令和４年８⽉24⽇時点） 【別紙】

企業名または施設名 店舗名 住所
アンカー・ストア株式会社 Anker Store 天神地下街 福岡市中央区天神2-2-211

イオンショッパーズ福岡店 福岡市中央区天神4-4-11
ホームワイド和⽩店 福岡市東区塩浜1-9-19
イオンマリナタウン店 福岡市⻄区豊浜3-1-10
マックスバリュ次郎丸店 福岡市早良区次郎丸4-9-5
イオン野芥店（MVEX野芥駅前店） 福岡市早良区野芥2-1-6
新宮店 福岡市東区和⽩東5-11-25
舞松原店 福岡市東区舞松原1-14-80
花畑店 福岡市南区花畑1-10-10
上⼭⾨店 福岡市⻄区上⼭⾨1-13-30
MUJIキャナルシティ博多

ザ・ノースフェイス+ キャナルシティ博多店
スーパースポーツゼビオ キャナルシティ博多店
グッデイ⻄福岡店 福岡市⻄区福重2-31-4
グッデイ東福岡店 福岡市東区松島5-13-6
グッデイ桧原店 福岡市南区桧原5-10-3
グッデイ⻑尾店 福岡市城南区⻑尾2-8-11
グッデイ南福岡店 福岡市博多区⻄⽉隈1-11-26
グッデイ⼟井店 福岡市東区⼟井1-21-30
⾹椎店 福岡市東区千早5-21-18
七隈店 福岡市城南区七隈3-1-41
藤崎店 福岡市早良区⾼取1-3-25
姪浜店 福岡市⻄区内浜1-16-31
野間店 福岡市南区野間4-17-38
和⽩丘店 福岡市東区和⽩丘1-13-1
唐⼈町店 福岡市中央区唐⼈町3-2-4
サンリブ ⽊の葉モール橋本

スーパースポーツゼビオ ⽊の葉モール橋本店

無印良品 ⽊の葉モール橋本店

コメリパワー 周船寺店 福岡市⻄区⼤字千⾥495-1
コメリハード＆グリーン ⼤岳店 福岡市東区⼤岳3-18-8
サニー⾚坂店 福岡市中央区⾚坂1-9-1
サニー荒江店 福岡市早良区荒江2-11-41
サニー有⽥店 福岡市早良区有⽥5-24-34
サニー駅南店 福岡市博多区博多駅南3-4-34
サニー⼩笹店 福岡市中央区⼩笹3-10-33
サニーオークタウン店 福岡市東区⾹椎駅東4-1-2
サニー北⽚江店 福岡市城南区⽚江1-4-3
サニー警固店 福岡市中央区警固2-10-20
サニー呉服町店 福岡市博多区上呉服町10-10
サニーガーデンズ千早 福岡市東区千早3-6-37
サニー重留店 福岡市早良区重留6-3-2
サニー下⼭⾨店 福岡市⻄区上⼭⾨1-2-26
サニー⾼取店 福岡市早良区⾼取1-1-28
サニー茶⼭店 福岡市城南区茶⼭ 1-7-6
サニー⽉隈店 福岡市博多区⽉隈2-5-7
サニー堤店 福岡市城南区堤団地28-1
サニー⻑尾店 福岡市城南区⻑尾2-4-8
サニー⻑丘店 福岡市南区⻑丘3-3-1
サニー⻑住店 福岡市南区⻑住2-23-7
サニー奈多店 福岡市東区奈多1-12-6
サニー七隈店 福岡市城南区七隈4-1-1
サニー那の川店 福岡市中央区那の川2-6-1
サニー野間店 福岡市南区野間3-10-30
サニー⼋⽥店 福岡市東区⼋⽥1-4-45
サニー原店 福岡市早良区原団地10-12
サニー梅光園店 福岡市中央区梅光園団地8-1
サニー東⽐恵店 福岡市博多区東⽐恵2-15-18
サニー平尾店 福岡市中央区平尾2-20-35

キャナルシティ博多 福岡市博多区住吉1-2

福岡市⻄区橋本2-27-2

イオン九州株式会社

エフコープ⽣活協同組合

株式会社グッデイ

株式会社⻄友

グリーンコープ⽣活協同組合ふくおか

⽊の葉モール橋本

株式会社コメリ
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備蓄促進キャンペーン 実施店舗⼀覧 17企業87店舗（令和４年８⽉24⽇時点） 【別紙】

サニー福岡⻑浜 福岡市中央区港1-10-1
サニー福岡桧原店 福岡市南区桧原7-59-1
サニー福重店 福岡市⻄区拾六町2-3-1
サニー別府店 福岡市城南区⿃飼5-13-15
サニー星の原店 福岡市早良区星の原団地33-1
サニー舞松原店 福岡市東区⻘葉2-8-5
サニー美野島店 福岡市博多区美野島 3-20-5
サニー向新町店 福岡市南区向新町1-14-50
サニー室⾒店 福岡市早良区南庄5-1-1
サニー姪浜店 福岡市⻄区内浜1-7-16
サニー渡辺通店 福岡市中央区清川1-8-18
サニー若久店 福岡市南区若久5-25-5
ダイキョーバリュー弥永店 福岡市南区柳瀬1-32-1
ダイキョーバリュー野多⽬店 福岡市南区野多⽬3-2-1

株式会社東急ハンズ 東急ハンズ博多店 福岡市博多区博多駅中央街1-1
株式会社ビックカメラ ビックカメラ天神２号館 福岡市中央区天神2-4-5

P2⻄⻑住店 福岡市南区⻄⻑住1-12-45
P2ソラリアプラザ店 福岡市中央区天神2-2-43
P2 JR博多シティ店 福岡市博多区中央街1-1
P2 DOG&CAT ⻄新店 福岡市早良区⻄新4-1-1
ミスターマックス ⻑住店 福岡市南区⻄⻑住2-25-25
ミスターマックス ⼟井店 福岡市東区⻘葉7-61-1
ミスターマックス 橋本店 福岡市⻄区橋本１-10-72
ミスターマックス 吉塚店 福岡市東区⾺出６-1-10
ミスターマックス 姪浜店 福岡市⻄区内浜１-7-18
ミスターマックス Select 野芥店 福岡市早良区野芥４-48-37
ミスターマックス Select 美野島店 福岡市博多区美野島2-5-6

株式会社ロフト 天神ロフト 福岡市中央区渡辺通4-9-25

株式会社ダイキョープラザ

株式会社ミスターマックス

ピーツー・アンド・アソシエイツ株式会社
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