
「震災対策技術展」in 仙台
2020年9月14日（月）～18日（金）

仙台国際センター屋外 せんだい青葉山交流広場

～次年度も宜しくお願い申し上げます～

第10回
「震災対策技術展」東北

自然災害対策技術展

結果報告書

主 催 ： 「震災対策技術展」東北 実行委員会
運 営 ： 「震災対策技術展」東北 事務局 ／ エグジビション テクノロジーズ 株式会社

2019年11月10日（日）～11月11日（月）

The 10th Earthquake Technology Expo,Tohoku
－Natural Disaster Recovery Technology Expo－

～災害に強いまちづくりを推進し、東北から拡げる「防災対策」～



長 谷 川  昭 氏

「震災対策技術展」東北 実行委員会 委員長
東北大学 名誉教授

　「天災は忘れた頃にやってくる」とは昔の寺田寅彦の言葉とされていますが、今では、忘れた頃どころか忘
れないうちに次々とやってくるようになってしまいました。2011年東日本大震災以降でも、2012年九州北
部豪雨、2014年広島土砂災害、御岳山噴火、2015年関東・東北豪雨、2016年熊本地震、2017年九州北
部豪雨、2018年草津白根山噴火、大阪府北部地震、西日本豪雨、北海道胆振東部地震、今年に入っても台風
15号、19号と毎年のように頻繁に、繰り返し大きな災害に見舞われています。人口集中/都市化が進み自然
災害に対して脆弱になったこと、地球温暖化で異常気象が頻発するようになったことなどが主な原因ですが、
プレートの沈み込み帯に位置し、そのため河川の勾配が急峻な我が国では、地震や火山噴火、豪雨災害から逃
れることはできません。忘れないうちに次々とやってくるようになったのですから、当然そのことを念頭に置
ききちんと対策が立てられているかというと、現状は必ずしもそうではありません。残念ながら、対策は不十
分なままです。当然のことながら、今第一に必要なのは、被害軽減に向けた様々な対策を立てそれらを着実に
実行していくことです。それに加えて、補助的ではありますが大きく貢献すると期待されるものに、自然災害
対策技術があります。技術の向上は災害の軽減に確実に貢献するはずですし、今やそれが強く求められていま
す。震災対策技術展は、このことを強く意識し、災害に強い安心で安全な社会の構築に貢献することを目的と
して開催するものです。本技術展が、そのことに少しでも貢献できることを願っています。

開催概要
● 催 事 名 第10回「震災対策技術展」東北 ―自然災害対策技術展―

● 会 期 2019年11月10日（日）～11日（月）10：00 ～ 17:00

● 会 場 仙台国際センター 展示棟

● 主 催 「震災対策技術展」東北 実行委員会
委　員　長

委  　　員

委  　　員

長谷川 昭　
東北大学 名誉教授
源栄 正人　
東北大学 名誉教授
佐藤 健
東北大学 災害科学国際研究所
防災教育国際協働センター センター長・教授

● 後 援

● 運 営 「震災対策技術展」東北 事務局 ／ エグジビション テクノロジーズ 株式会社

※順不同

内閣府政策統括官（防災担当）／復興庁／総務省／文部科学省／農林水産省／経済産業省
国土交通省／防衛省／気象庁／警察庁／消防庁／宮城県／青森県／岩手県／秋田県／山形県／福島県
仙台市／一般社団法人日本建築学会／公益社団法人日本地震工学会／公益社団法人日本技術士会
公益社団法人日本地震学会／公益社団法人土木学会／公益社団法人地盤工学会
東北六県商工会議所連合会／一般社団法人宮城県建築士事務所協会／一般社団法人宮城県建築士会
一般社団法人東北経済連合会／独立行政法人中小企業基盤整備機構 東北本部
特定非営利活動法人日本防災士会／東北大学災害科学国際研究所

開 　 催 　 概 　 要

実行委員長 挨拶
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実行委員長 挨拶

　11月9日（土）～12日（火）まで、仙台国際センター等を会場に、防災3イベントが開催されました。特に11月
10日（日）は、防災に関する国際会議である「世界防災フォーラム」、東日本大震災の経験や教訓を未来の防災につな
げる「仙台防災未来フォーラム」、「震災対策技術展」と3つのイベントが同時開催されました。

● 世界防災フォーラム　11月9日（土）～12日（火）
　国内外の災害リスク削減を可能とする解決策をさまざまな立場から提案し、互いに学びあい、新たな価値
を創造しながら、仙台防災枠組を推進することを目的に、スイスの防災ダボス会議と連携し、国内外から
産・官・学・民の防災関係者が参集する日本発（仙台発）の国際フォーラムが2017年から隔年でスタート
しました。2回目を迎える本開催では、仙台防災枠組2015-2030におけるグローバルターゲットE
（2020年までに国家・地方の防災戦略を有する国家数を大幅に増やす）の達成のため、よりよい復興、
心の復興とは何か、また、近年深刻化する気候変動による災害への対応やAI・IoT技術などの先進技術の防
災への応用・試み等、魅力的なコンテンツを発信することを目指し、4日間に亘って開催されました。

シンポジウムの様子 仙台市の魅力も発信

● 仙台防災未来フォーラム　11月10日（日）
　東日本大震災の経験や教訓を未来の防災につなぐため、セッションやブース展示、体験型イベント等を
通じて、市民のみなさまが防災を学び、日頃の活動を発信できる“仙台防災未来フォーラム”を開催、
約3,700名が来場されました。仙台市では、子どもから若者、高齢者まで、また性別や国籍の違い、障害
の有無等によらず、すべての関係者（ステークホルダー）が自助・共助を担う地域づくりを進めています。
本フォーラムは、こうした防災の担い手たちが自分たちの取り組みを発表・共有・継承することで、国連
防災世界会議での市民発信を一過性のものとすることなく、新たなネットワークや交流を生み出し、未来
の防災に貢献することを目指しています。

防災エンスショーの様子 賑わうブース展示

第10回
「震災対策技術展」東北

防災3イベント 同時開催
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仙台市役所5区（青葉区、宮城野区、若林区、大白
区、泉区）石巻市役所、岩沼市役所、大崎市役所、
角田市役所、気仙沼市役所、栗原市役所、塩竈市
役所、白石市役所、多賀城市役所、富谷市役所、登
米市役所、名取市役所、東松島市役所、女川町役
場、蔵王町役場、南三陸町役場

● 宮城県
石巻市復興まちづくり情報交流館、石巻ニューゼ、唐
桑半島ビジターセンター・津波体験館、気仙沼市東
日本大震災遺構･伝承館、震災遺構 仙台市荒浜地
区住宅基礎、震災遺構 仙台市立荒浜小学校、震災
伝承スペースつなぐ館、震災伝承ネットワーク協議会
事務局、千年希望の丘交流センター、高野会館、津波
復興祈念資料館『閖上の記憶』、東日本大震災メモリ
アル 南浜つなぐ館、東松島市 震災復興伝承館

● 岩手県
いのちをつなぐ未来館、大槌町文化交流センター、大
船渡市立博物館、釜石祈りのパーク、震災遺構明戸
海岸防潮堤、震災メモリアルパーク中の浜、たろう潮
里ステーション、田老防潮堤、地下水族科学館もぐら
んぴあ、津波遺構たろう観光ホテル、島越ふれあい公
園／羅賀ふれあい公園、東日本大震災津波伝承館、
宮古市市民交流センター 防災プラザ

● 福島県
アクアマリンふくしま、いわき市地域防災交流センタ
ー久之浜・大久ふれあい館、いわき市ライブいわき
ミュウじあむ「3.11いわきの東日本大震災展」、伝承
鎮魂祈念館

カワハラ技研、CSインターナショナル、ダイキ、凸版
印刷、トーヨーフーズ、長瀬産業、ネクセル、防災備
蓄センター、ホリカフーズ

　

車中泊対策コーナー

　

セミナーD会場

会場図 会場図
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震災対策総合支援

備蓄品

電力対策 災害対策plus

特別協力団体

非常時通信対策

BCP関連

救助・救出支援、水害対策

エポコラム協会 東北支部
 ・　　　エポコラム －Loto、Taf、Pls工法－

サンメイト一級建築士事務所
 ・　　　耐震建築のデザイン開発・研究

（建物資産価値維持・向上研究等）、木耐CLT普及

独立行政法人 都市再生機構
 ・パネル展示（ＵＲ都市機構の災害対応支援）

パナソニック 株式会社 ライフソリューションズ社
 ・感震ブレーカー、ワイヤレス連動型住警器
 ・感熱お知らせコンセント、ホーム保安灯

日晴金属 株式会社
 ・　　　LPG壁面固定金具 LPG隔壁 ガスメーター架台
 ・　　　薄型テレビ用 転倒防止金具

NPO法人 日本防災士会
 ・防災士の活動事例の紹介

[共同出展者] 防災士研修センター

防災士研修センター
 ・防災士資格制度の紹介

（防災士とは？、防災士になるには？、防災士の活動）
[共同出展者] NPO法人 日本防災士会

株式会社 ニッケン鋼業
 ・　　　高所避難装置『ライフガードリフト』
 ・ベッド型シェルター『防災ベッド』

東北企業 株式会社／TNF工法協会

テレネット 株式会社
 ・緊急地震速報受信機 ハザードプロ

株式会社 勝島製作所
 ・ネットワーク型デジタル収録装置AccuSEIS Cento

　　　

 ・TNF工法（軟弱地盤特殊基礎工法）
 ・　　　TNF-D工法（台形基礎工法）

株式会社 SN食品研究所 東北支店
 ・救給カレー 150g・250g・救給根菜汁 150g・

救給コーンポタージュ 130g
 ・　　　救給五目ごはん 130g・200g

トーヨーフーズ 株式会社
 ・どこでもスイーツ缶（チーズケーキ、ガトーショコラなど）
 ・どこでもスイーツ缶カップケーキ（メープル風味など）

株式会社 長田製作所
 ・　　　防災備蓄保管庫「Stock-Stock」

株式会社 フューチャードリーム 
 ・　　　緊急用直結式飲料貯水装置 『水蔵』 みずのくら
 ・　　　組立てトランク型自動ラップ式トイレ 『ラップポン・トレッカー3』

株式会社 防災備蓄センター
 ・エレベーター備蓄ボックス
 ・防災用品（保存水・非常食料・防災グッズ、資機材）

[共同出展者] 綜合警備保障 株式会社

ホリカフーズ 株式会社
 ・レスキューフーズ 1食ボックス カレーライス
 ・レスキューフーズ 1食ボックス 牛丼

株式会社 カワハラ技研
 ・　　　ほぼ紙トイレ

 ・　　　広域同報通信システムなどの通信ソリューション
 ・　　　災害時の情報発信・通信 

株式会社 スリーエス
 ・　　　AIカメラ&アルカスソーラー街路灯
 ・　　　LEDソーラーバルーン灯

FKK 株式会社
 ・　　　蓄光搭載LED照明

CSインターナショナル 株式会社
 ・　　　Merlin Solar 32W 小型軽量ソーラパネル

（チャージコントローラ内臓）12Vバッテリ直結タイプ
 ・Merlin Solar 95W 折りたたみ軽量ソーラパネル

長瀬産業 株式会社
 ・　　　ポータブル電源、車両接続型電源
 ・光（LED）無線通信装置

一般財団法人 移動無線センター 東北センター
 ・MCA無線

株式会社 日本デジコム
 ・　　　衛星携帯電話 Thuraya XT-LITE

アイコム 株式会社

日本無線 株式会社
 ・　　　情報混合表示システム Alertmarker+（アラートマーカー）

モバイルクリエイト 株式会社
 ・　　　マルチデバイスIP無線システム iMESH

テレネット 株式会社
 ・　　　防災機能ワンパッケージ無線機 ハザードトーク

ベルフォアジャパン 株式会社
 ・　　　自然災害に有効な災害早期復旧技術

モバイルクリエイト 株式会社
 ・　　　動態管理システム モバロケ

星和電機 株式会社
 ・　　　防災・減災対策ツール S-boxシリーズ

創機工業 株式会社
 ・　　　垂直屋根昇降装置「キャッスルハッチ®」

 ・ALSOK安否確認サービス
 ・BCPソリューションサービス

[共同出展者] 株式会社 防災備蓄センター

綜合警備保障 株式会社

 ・SNSリアルタイム緊急情報サービス
「Spectee（スペクティ）」

株式会社 Spectee（スペクティ）

 ・V-CUBE コラボレーション
 ・V-CUBE Board

株式会社 ブイキューブ

恵和興業 株式会社
 ・災害がれきリサイクル技術
 ・再生土木資材「造粒石」

 ・AR災害疑似体験アプリ「Disaster Scope」
 ・VR地震体験アプリ「地震列島VR」

株式会社 カワハラ技研
 ・ゼロヒート

株式会社 JX通信社
 ・FASTALERT

ENELL 株式会社
 ・　　　WATERMAKER（ウォーターメーカー）

株式会社 USEN
 ・　　　防災センター用 多言語アナウンス支援システム

凸版印刷 株式会社
 ・津波・水害体験VR(ヴァーチャル・リアリティ）
 ・防災ソリューション

 ・　　　震災伝承の取組のパネル展示
 ・TEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）による災害対応支援のパネル展示

国土交通省 東北地方整備局

愛知工科大学 板宮研究室

 ・震災3Dドキュメンタリー「東日本大震災 津波の傷跡2018」

株式会社 NHKテクノロジーズ

 ・実践的な防災計画の考え方（企業編）
 ・実践的な防災計画の考え方（地域編）

災害対策研究会

 ・衛星携帯電話、MCA用無線機
 ・臨時災害放送局用設備

総務省 東北総合通信局

 ・災害科学国際研究所における研究・活動内容の紹介

東北大学 災害科学国際研究所

 ・VR(Virtual Reality)システムによる３Ｄ体験
　「地球の内部を見てみよう！」

東北大学 地震・噴火予知研究観測センター

 ・「今年の漢字®」

公益財団法人 日本漢字能力検定協会

 ・ヘラセオン（豪雨暴風疑似体験アトラクション）

一般財団法人 日本気象協会

 ・多賀城高校の防災・減災学習

宮城県 多賀城高等学校

 ・みやぎの復興まちづくりパネル

宮城県 土木部復興まちづくり推進室

 ・災害時に備えた食品ストックガイド
 ・要配慮者のための災害時に備えた食品ストックガイド

農林水産省

 ・ポスター展示
 ・パンフレット配布

17WCEE，第17回世界地震工学会議 運営委員会

 ・「マンションの防災」に関する相談コーナー
 ・「マンションの防災」に関する資料配布

一般社団法人 宮城県マンション管理士会／
ＮＰＯ法人 東北マンション管理組合連合会／
一般社団法人 日本マンション学会東北支部

 ・みやぎの地域防災力パネル
 ・　　　みやぎの地域防災力パンフレット2019 

宮城県 総務部危機対策課

株式会社 ダイキ
 ・油圧式救助機器（レスキューセット）
 ・防災用爪つきジャッキ

株式会社ネクセル
 ・LED充電式投光器

 ・　　　UAA美味しい防災食 23品
 ・UAA美味しい非常食 5品

アルファフーズ 株式会社

株式会社 ネクセル
 ・　　　蓄電池

出展者・代表製品一覧
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震災対策総合支援

備蓄品

電力対策 災害対策plus

特別協力団体

非常時通信対策

BCP関連

救助・救出支援、水害対策

エポコラム協会 東北支部
 ・　　　エポコラム －Loto、Taf、Pls工法－

サンメイト一級建築士事務所
 ・　　　耐震建築のデザイン開発・研究

（建物資産価値維持・向上研究等）、木耐CLT普及

独立行政法人 都市再生機構
 ・パネル展示（ＵＲ都市機構の災害対応支援）

パナソニック 株式会社 ライフソリューションズ社
 ・感震ブレーカー、ワイヤレス連動型住警器
 ・感熱お知らせコンセント、ホーム保安灯

日晴金属 株式会社
 ・　　　LPG壁面固定金具 LPG隔壁 ガスメーター架台
 ・　　　薄型テレビ用 転倒防止金具

NPO法人 日本防災士会
 ・防災士の活動事例の紹介

[共同出展者] 防災士研修センター

防災士研修センター
 ・防災士資格制度の紹介

（防災士とは？、防災士になるには？、防災士の活動）
[共同出展者] NPO法人 日本防災士会

株式会社 ニッケン鋼業
 ・　　　高所避難装置『ライフガードリフト』
 ・ベッド型シェルター『防災ベッド』

東北企業 株式会社／TNF工法協会

テレネット 株式会社
 ・緊急地震速報受信機 ハザードプロ

株式会社 勝島製作所
 ・ネットワーク型デジタル収録装置AccuSEIS Cento

　　　

 ・TNF工法（軟弱地盤特殊基礎工法）
 ・　　　TNF-D工法（台形基礎工法）

株式会社 SN食品研究所 東北支店
 ・救給カレー 150g・250g・救給根菜汁 150g・

救給コーンポタージュ 130g
 ・　　　救給五目ごはん 130g・200g

トーヨーフーズ 株式会社
 ・どこでもスイーツ缶（チーズケーキ、ガトーショコラなど）
 ・どこでもスイーツ缶カップケーキ（メープル風味など）

株式会社 長田製作所
 ・　　　防災備蓄保管庫「Stock-Stock」

株式会社 フューチャードリーム 
 ・　　　緊急用直結式飲料貯水装置 『水蔵』 みずのくら
 ・　　　組立てトランク型自動ラップ式トイレ 『ラップポン・トレッカー3』

株式会社 防災備蓄センター
 ・エレベーター備蓄ボックス
 ・防災用品（保存水・非常食料・防災グッズ、資機材）

[共同出展者] 綜合警備保障 株式会社

ホリカフーズ 株式会社
 ・レスキューフーズ 1食ボックス カレーライス
 ・レスキューフーズ 1食ボックス 牛丼

株式会社 カワハラ技研
 ・　　　ほぼ紙トイレ

 ・　　　広域同報通信システムなどの通信ソリューション
 ・　　　災害時の情報発信・通信 

株式会社 スリーエス
 ・　　　AIカメラ&アルカスソーラー街路灯
 ・　　　LEDソーラーバルーン灯

FKK 株式会社
 ・　　　蓄光搭載LED照明

CSインターナショナル 株式会社
 ・　　　Merlin Solar 32W 小型軽量ソーラパネル

（チャージコントローラ内臓）12Vバッテリ直結タイプ
 ・Merlin Solar 95W 折りたたみ軽量ソーラパネル

長瀬産業 株式会社
 ・　　　ポータブル電源、車両接続型電源
 ・光（LED）無線通信装置

一般財団法人 移動無線センター 東北センター
 ・MCA無線

株式会社 日本デジコム
 ・　　　衛星携帯電話 Thuraya XT-LITE

アイコム 株式会社

日本無線 株式会社
 ・　　　情報混合表示システム Alertmarker+（アラートマーカー）

モバイルクリエイト 株式会社
 ・　　　マルチデバイスIP無線システム iMESH

テレネット 株式会社
 ・　　　防災機能ワンパッケージ無線機 ハザードトーク

ベルフォアジャパン 株式会社
 ・　　　自然災害に有効な災害早期復旧技術

モバイルクリエイト 株式会社
 ・　　　動態管理システム モバロケ

星和電機 株式会社
 ・　　　防災・減災対策ツール S-boxシリーズ

創機工業 株式会社
 ・　　　垂直屋根昇降装置「キャッスルハッチ®」

 ・ALSOK安否確認サービス
 ・BCPソリューションサービス

[共同出展者] 株式会社 防災備蓄センター

綜合警備保障 株式会社

 ・SNSリアルタイム緊急情報サービス
「Spectee（スペクティ）」

株式会社 Spectee（スペクティ）

 ・V-CUBE コラボレーション
 ・V-CUBE Board

株式会社 ブイキューブ

恵和興業 株式会社
 ・災害がれきリサイクル技術
 ・再生土木資材「造粒石」

 ・AR災害疑似体験アプリ「Disaster Scope」
 ・VR地震体験アプリ「地震列島VR」

株式会社 カワハラ技研
 ・ゼロヒート

株式会社 JX通信社
 ・FASTALERT

ENELL 株式会社
 ・　　　WATERMAKER（ウォーターメーカー）

株式会社 USEN
 ・　　　防災センター用 多言語アナウンス支援システム

凸版印刷 株式会社
 ・津波・水害体験VR(ヴァーチャル・リアリティ）
 ・防災ソリューション

 ・　　　震災伝承の取組のパネル展示
 ・TEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）による災害対応支援のパネル展示

国土交通省 東北地方整備局

愛知工科大学 板宮研究室

 ・震災3Dドキュメンタリー「東日本大震災 津波の傷跡2018」

株式会社 NHKテクノロジーズ

 ・実践的な防災計画の考え方（企業編）
 ・実践的な防災計画の考え方（地域編）

災害対策研究会

 ・衛星携帯電話、MCA用無線機
 ・臨時災害放送局用設備

総務省 東北総合通信局

 ・災害科学国際研究所における研究・活動内容の紹介

東北大学 災害科学国際研究所

 ・VR(Virtual Reality)システムによる３Ｄ体験
　「地球の内部を見てみよう！」

東北大学 地震・噴火予知研究観測センター

 ・「今年の漢字®」

公益財団法人 日本漢字能力検定協会

 ・ヘラセオン（豪雨暴風疑似体験アトラクション）

一般財団法人 日本気象協会

 ・多賀城高校の防災・減災学習

宮城県 多賀城高等学校

 ・みやぎの復興まちづくりパネル

宮城県 土木部復興まちづくり推進室

 ・災害時に備えた食品ストックガイド
 ・要配慮者のための災害時に備えた食品ストックガイド

農林水産省

 ・ポスター展示
 ・パンフレット配布

17WCEE，第17回世界地震工学会議 運営委員会

 ・「マンションの防災」に関する相談コーナー
 ・「マンションの防災」に関する資料配布

一般社団法人 宮城県マンション管理士会／
ＮＰＯ法人 東北マンション管理組合連合会／
一般社団法人 日本マンション学会東北支部

 ・みやぎの地域防災力パネル
 ・　　　みやぎの地域防災力パンフレット2019 

宮城県 総務部危機対策課

株式会社 ダイキ
 ・油圧式救助機器（レスキューセット）
 ・防災用爪つきジャッキ

株式会社ネクセル
 ・LED充電式投光器

 ・　　　UAA美味しい防災食 23品
 ・UAA美味しい非常食 5品

アルファフーズ 株式会社

株式会社 ネクセル
 ・　　　蓄電池

出展者・代表製品一覧

北海道胆振東部地震（M6.7 最大震度7）
2018年9月6日午前3時7分発生

●

　

平成30年台風21号
2018年9月4日上陸

●

　山形県沖を震源とし、新潟県村上
市で震度6強、山形県鶴岡市で震度
6弱を観測。気象庁は、大きな揺れ
に見舞われた村上市や鶴岡市で大雨
警報・注意報、土砂災害、警戒情報
の発表基準を引き下げて運用するこ
とを決定。山形、新潟両県では19
日に雨が降り、村上市では大雨警報
が出されました。

山形県沖地震（M6.7 最大震度6強）
2019年6月18日午後10時22分発生

●

　猛烈な台風の上陸に備え、首都圏
の主な交通機関は事前に計画運休を
発表。大雨特別警報を一つの災害で
は最多の13都県に発令。特別警報
は5段階の警戒レベルのうち、最も
高いレベル5となり、政府はこの台
風の被害に対し、激甚災害、台風と
しては初となる特定非常災害、大規
模災害復興法の非常災害の適用を行
いました。52河川73か所の堤防が
決壊。東日本エリアの延べ142河
川で越水も確認され、洪水、浸水、
土砂災害、竜巻等により、33都府
県で被害が報告されました。

令和元年台風第19号
2019年10月12日上陸

●

　上陸した台風により、千葉県内で
は約2000本の電柱が損傷し、神
奈川県と千葉県を中心に最大時は
93万戸が停電。千葉・東京・静岡
の3都県では、停電による断水も発
生し、最大断水戸数は12万戸にも
及びました。

令和元年台風第15号
2019年9月9日上陸

●

　震源地は胆振地方中東部（厚真町、むかわ町、安平
町）。広い範囲で土砂崩れが発生しました。また、道
内全域でブラックアウト（停電）が発生し、地震発生2
日後には、99％の家庭で停電が解消されましたが、節
電要請され、完全な電気復旧まで29日を要しました。

　非常に強い勢力を維持したまま、関西地方
へ台風が上陸。記録的な暴風雨と大阪湾と紀
伊水道の沿岸では記録的な高潮が発生。大阪
府では、漂流したタンカーの衝突により関西
国際空港連絡橋の一部が破損しました。

　

日向灘地震 （M6.3震度5弱）
2019年5月10日午前8時48分発生

●

　南海トラフの西端に位置する日向灘にて地
震が発生。大きな被害は発生しなかったもの
の、過去より繰り返し地震・津波が発生する
エリアとして、注意喚起されました。

　

令和元年8月九州北部豪雨
2019年8月27日～8月28日

●

　秋雨前線の影響による集中豪雨が発生し、
長崎県、佐賀県、福岡県の3県に大雨特別警
報が発令されました。河川の氾濫、浸水被害
等の被害に加え、鉄工所からの油流出による
被害、体調不良も問題となりました。

2018年9月～2019年10月までに発生した災害
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● 出展社・小間数
59社／67小間

● 会期中のパンフレット配布枚数
1社平均／283枚 最高 1,500枚

1社平均／45枚 最高 200枚

1社平均／129万円 最高 900万円

● 名刺交換枚数
 

● 成約となった場合の見込み金額
 

● 本技術展を選んでいただいた理由

● 出展の成果について

● ｢震災対策技術展｣東北に出展した感想は？

● 出展の目的

70.8%

50.0%

45.8%

33.3%

29.2%

20.8%

16.7%

8.3%

 

※ 複数回答

東北地方での開催であるから

※ 複数回答

・東日本大震災で被災した仙台市や東北地方の方々の意見を
伺うことが出来、今後に活かしたいと思いました。

・東北会場は、明確な目的をもって来場する方が多いため出
展しています。期待通りのアプローチが出来ました。

・来場者、出展者側が「防災という共通意識を持っているの
で、価値のある開催であると思いました。

・市民の方でも防災意識が高く、日曜日は情報取得のため　
来場された一般の方を多数対応しました。

・仙台会場は昨年に比べ大きくなり、展示会そのものがより
大きく意義深いものになっていると感じました。

・今回は、海外からのお客様が多く来場された印象です。
・今回は、防災3イベント同時開催ということで、一般客が多

く、マーケティングの場として活用出来ました。
・ローカルテレビの取材を受け、ニュースで当社が放送され

ました。反響があり次回も出展を検討します。
・ターゲット層の来訪があり、十分にPRが出来ました。

ターゲット層が来場し来場者の内容が良いから

地震、水害、台風、火山噴火等、自然災害対策の専門展示会だから

全国で災害が多発し、災害に対する意識が高まっていると感じたから

継続的に開催しているから

「世界防災フォーラム」、「仙台防災未来フォーラム」と同時開催であったから

情報収集が出来そうだから／一般来場者への認知度を高めたかったから

展示会の規模が適しているから

58.3%

50.0%

45.8%

33.3%

25.0%

20.8%

16.7%

4.2%

東北地方への販路開拓／新規取引先の獲得

新商品のPR

地方自治体との交流

自社製品に関するマーケティング／販売代理店の獲得

企業名、製品PR・認知度向上／一般来場者への製品PR・市場調査

社会貢献

既存顧客との交流

学術組織との交流

● 来場者の内容期待以上に達成出来た
9.1%

達成
出来なかった
30.3%

期待通りに達成出来た
60.6%

大変満足　6.1%

不満
15.1%

満足
36.4%

普通
42.4%

出展者分析
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● 出展社・小間数
59社／67小間

● 会期中のパンフレット配布枚数
1社平均／283枚 最高 1,500枚

1社平均／45枚 最高 200枚

1社平均／129万円 最高 900万円

● 名刺交換枚数
 

● 成約となった場合の見込み金額
 

● 本技術展を選んでいただいた理由

● 出展の成果について

● ｢震災対策技術展｣東北に出展した感想は？

● 出展の目的
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50.0%
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33.3%
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20.8%

16.7%

8.3%
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・今回は、防災3イベント同時開催ということで、一般客が多
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・ターゲット層の来訪があり、十分にPRが出来ました。
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継続的に開催しているから

「世界防災フォーラム」、「仙台防災未来フォーラム」と同時開催であったから

情報収集が出来そうだから／一般来場者への認知度を高めたかったから

展示会の規模が適しているから
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新商品のPR

地方自治体との交流
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企業名、製品PR・認知度向上／一般来場者への製品PR・市場調査

社会貢献

既存顧客との交流

学術組織との交流

● 来場者の内容期待以上に達成出来た
9.1%

達成
出来なかった
30.3%

期待通りに達成出来た
60.6%

大変満足　6.1%

不満
15.1%

満足
36.4%

普通
42.4%

出展者分析

● 来場者の数● 有益な商談が出来た来場者の業種は？

48.5%

36.4%

33.3%

30.3%

27.3%

12.1%

6.1%

建設、設計、土木

不動産、ビル・マンション管理／
病院・介護・福祉施設

商業・遊戯施設／
小売業（量販店、百貨店、通販）

ライフライン（電気・ガス・水道・通信・交通・金融）
／学校・研究機関／協会、組合、NPO

※ 複数回答

中央省庁・地方自治体

自衛隊・消防・警察／
防災関連企業　（メーカー、商社）

民間企業

・製品的にすぐに販売に結びつくとは思っておらず、まずは
新規客には会社の存在を知って貰い、既存客には製品を実際
に触って体感して頂きたく、継続して出展しています。

・継続出展が大切だと考えます。次回はよりよい成果が出るよ
うに、ブースでのPR方法を検討したいと思います。

・多くの方に弊社コンテンツをじっくり体験頂けました。
・新規客や官公庁と交流し、取引への手応えを感じています。
・弊社製品の魅力を理解頂くことが出来たと思います。

・出展したことで、自社では気付いていなかった製品の利用
方法、魅力があることを気付かせて頂きました。

・何先か提案出来そうなお客様と名刺交換が出来ました。
・新製品に対して、多数のご意見ご要望が伺えました。
・出展にあたり事前に自治体にDM等郵送して案内していた

こともあってか、期待以上に成果が得られました。
・出展者ではありますが、他社を見る事で得られる情報が多

いので、いつも楽しみにしています。

満足
21.2%

普通
45.5%

不満
24.2%

● 営業活動において注力しているエリア・業種は？

出展者の声

●

●

 台風15号・19号関連の問い合せはありましたか？
・直接、台風に特定された問い合わせは有りませんが、展示

品に対する問い合わせが増えたのは、影響を強く受けたこ
とに起因していると思います。

・宮城県内の小学校で、非常食をご使用いただきました。
・ハザードマップの内容を、より自分のこととして認識する

手段としてVR・ARが活用出来ないか相談を受けました。
・地域の災害情報を各戸へ発信する方法を尋ねられました。

・台風の危険度は、数値では伝わりにくく、どうしたら分か
りやすく伝えられるのか？相談を受けました。

・どの時点で、どれぐらいの災害規模を先読みしたらよいの
か？教訓とすべき点は何か？と相談がありました。

・ソーラー街路灯等は停電時でも点灯可能なので、多くの自
治会より問い合わせがありました。

・発電機・蓄電器、土嚢等の問い合わせがありました。

・国内のあらゆる業種の大手企業の広報部がターゲットです。
・ベトナム、ミャンマーへは既に技術を導入済しています。
　今後も海外展開の拡大に注力していきます。
・今後は、アジア圏内の地震多発国との取引を希望します。
・インフラ業界全般を販売対象とし、まずは国内が対象です。
・建築コンサル、国・自治体等への営業に注力しています。
・東京・大阪の防災関連企業への営業を強化しています。
・建築業界、電気工事業界との取引を希望しています。
・東北6県の営業活動に注力しています。
・マンション・ビル関連（デベロッパー・管理）の方に関心

をもっていただけるよう日々取り組んでいます。

大変満足
9.1%

出展者分析
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● 来場者の業種

2019 年11月10日（日）  1,718名  （前回  2,091名）

2019 年11月11日（月） 1,885名 （前回  1,998名）

 （前回　4,089名）公式登録総来場者数 3,603名  

※

※

本来場者数は入場時に受付にて登録いただいた方々の数です。
よって、2 日間にわたってご来場いただいた方も 1 名として
カウントされています。
10日（日）は一般向けとして、11日（月）はビジネス商談
会として開催されました。

● 来場者の業種

27.4%民間企業

その他　7.0%

7.1%
ライフライン（電気、ガス、水道、
通信、交通、金融）

21.6%
建設、設計、土木

不動産、ビル・
マンション管理 3.2%

国・地方自治体
消防・警察・防衛機関 10.9%

防災関連企業
（メーカー、商社）

6.8%

小売業（量販店、
百貨店、通販） 1.3%

学校・研究機関 5.1%病院、介護・福祉施設 2.6%

商業・遊戯施設 0.6%

● 来場の目的

73.5%

54.4%

7.3%

セミナーの参加

商談・購入検討
※ 複数回答

防災製品の情報収集

● 来場回数は？

● 来場者エリア

● 来場された感想は？
不満
2.6%

報道（テレビ、新聞、
ラジオ、雑誌）　2.4%

はじめて
59.2% 2～3回

26.3%

普通
26.4%

協会、組合、
NGO、NPO　4.0%

満足
63.3%

大変満足
7.7%

● 滞在時間は？

2時間以内
32.5%

終日
12.4%

両日
3.0%

4～5回
10.1%

毎回
4.4%

4時間以内
15.4%

3時間以内
13.0%

1時間以内
23.7%

75.9%
東北地方

18.9%
関東地方

5.2%
その他地方

来場者分析
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● 来場者の業種

2019 年11月10日（日）  1,718名  （前回  2,091名）

2019 年11月11日（月） 1,885名 （前回  1,998名）

 （前回　4,089名）公式登録総来場者数 3,603名  

※

※

本来場者数は入場時に受付にて登録いただいた方々の数です。
よって、2 日間にわたってご来場いただいた方も 1 名として
カウントされています。
10日（日）は一般向けとして、11日（月）はビジネス商談
会として開催されました。

● 来場者の業種

27.4%民間企業

その他　7.0%

7.1%
ライフライン（電気、ガス、水道、
通信、交通、金融）
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建設、設計、土木

不動産、ビル・
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国・地方自治体
消防・警察・防衛機関 10.9%

防災関連企業
（メーカー、商社）
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百貨店、通販） 1.3%

学校・研究機関 5.1%病院、介護・福祉施設 2.6%

商業・遊戯施設 0.6%

● 来場の目的

73.5%

54.4%

7.3%

セミナーの参加

商談・購入検討
※ 複数回答

防災製品の情報収集

● 来場回数は？

● 来場者エリア

● 来場された感想は？
不満
2.6%

報道（テレビ、新聞、
ラジオ、雑誌）　2.4%

はじめて
59.2% 2～3回

26.3%

普通
26.4%

協会、組合、
NGO、NPO　4.0%

満足
63.3%

大変満足
7.7%

● 滞在時間は？

2時間以内
32.5%

終日
12.4%

両日
3.0%

4～5回
10.1%

毎回
4.4%

4時間以内
15.4%

3時間以内
13.0%

1時間以内
23.7%

75.9%
東北地方

18.9%
関東地方

5.2%
その他地方

来場者分析

● 印象に残った出展者・製品

● 訪問した展示ブース数は？ ● 展示ブースを訪問しての感想

ENELL（株）

（株）カワハラ技研

凸版印刷（株）

（株）ブイキューブ

テレネット（株）

恵和興業（株）

東北企業（株）／TNF工法協会

日本無線（株）

（株）JX通信社

（株）長田製作所

ベルフォアジャパン（株）

（株）Spectee（スペクティ）

防災士研修センター／NPO法人 日本防災士会

（独）都市再生機構

長瀬産業（株）

WATER MAKER

ほぼ紙トイレ、ゼロヒート

津波・水害体験VR(ヴァーチャル・リアリティ）、防災ソリューション

V-CUBE コラボレーション、V-CUBE Board

防災機能ワンパッケージ無線機 ハザードトーク、緊急地震速報受信機 ハザードプロ

災害がれきリサイクル技術、再生土木資材「造粒石」

TNF工法（軟弱地盤特殊基礎工法）、TNF-D工法（台形基礎工法）

情報混合表示システム Alertmarker+（アラートマーカー）

FASTALERT

防災備蓄保管庫「Stock-Stock」

自然災害に有効な災害早期復旧技術

SNSリアルタイム緊急情報サービス「Spectee（スペクティ）」

防災士資格制度の紹介（防災士とは？、防災士になるには？、防災士の活動）

パネル展示（UR都市機構の災害対応支援）

ポータブル電源、車両接続型電源、光（LED）無線通信装置

1位

2位

3位

4位

5位

6位

7位

8位

9位

10位

11位

12位

13位

14位

15位

製 品 名出展者名順位

10社以上
20.1%

6～9社
33.1%

1～5社
46.8%

・デモンストレーションがリアルだったので、使用イメージが湧きました。
・非常通信・無線、日常使い出来る備蓄品に関心し、見積依頼検討中です。
・展示品を実際に扱わせてもらい、製品が分かりやすく理解出来ました。
・毎回出展されている企業でも、製品の改良や品数も増えていることがあ

り、防災に取り組む姿勢に感心し、状況確認が楽しみでもあります。
・展示されている製品が近未来的で、非常に興味深いものでした。
・使用イメージを細かく説明頂けたので、熱意も伝わりました。
・高価格商品でしたが、画期的で内容がとても素晴らしかったです。
・建設・土木従事者として、提案されていた工法が興味深いものでした。
・説明を伺い、商品開発の発想と仕組みに興味が持てました。

・災害は忘れないうちにやってくる時代になってしまいまし
た。意識を高めるために、今年も来場しました。

・自然災害を無くすことは出来ませんが、来場することで常
に備える意識を持つことの意味を考えさせられます。

・はじめて来場しましたが、出展企業数も多く新しい防災資
機材に触れることが出来て満足しています。

・あらゆる角度からの防災関連の商材があり、東北での開催
ではある程度の規模もあり、大変参考になりました。

・頻発する自然災害への備えが不十分と考え情報収集のため
に来場しましたが、自分では気付かなかった切り口の展示
が沢山あり、とても勉強になりました。

・防災に関する最新情報が得られるので、良い機会だと思い
ます。災害を経ての技術の進歩・進化を感じました。

・知らない知識・製品・企業を沢山知ることが出来ました。
・東日本大震災後、毎年東北地方に訪れ復興状況を確認して

います。今後も継続開催し、情報発信して欲しいです。

来場者の声●

来場者分析
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● 懸念している災害

● 勤務先で防災製品の購入に関与していますか？

※ 複数回答

● 災害情報の取得方法

地震

土砂災害

水害（ゲリラ豪雨など）

津波

火山

雷害

台風

87.2%

77.3%

70.0%

49.0%

47.5%

24.8%

19.8%

● 関心のある製品・技術は？

※ 複数回答

地震対策（免震・制震・耐震技術・製品、
家具転倒防止製品、液状化対策、等） 

水害対策（雨量計測システム、
豪雨警報システム、防水板、ポンプ、土のう、等） 
備蓄品（非常食、災害用トイレ、ラジオ、
ライト、毛布、災害時救急セット、等） 

電力対策（発電機、蓄電池、
非常用電源装置、風力発電、太陽光発電、等） 

BCP関連（BCP策定支援、気象・
災害情報監視システム、情報管理システム、等） 
非常時通信対策（防災無線・システム、
衛星電話、安否確認システム、等） 

救助・救出支援（担架、階段避難者、AED、救助機器、
救命ボート、ライフジャケット、ドローン等） 

避難所支援（間仕切り、テント、ベッド、入浴、等）

火山対策（防塵ゴーグル・マスク、避難シェルター、等） 

56.8%

46.7%

46.2%

39.1%

35.5%

32.5%

24.9%

18.9%

7.1%

※ 複数回答

インター
ネット

アプリ

テレビ

新聞

雑誌

ラジオ

96.9%

61.4%

41.6%

38.3%

31.8%

8.1%

購入決定権を
持っている
22.4%

決定権は
もっていないが
関与している
41.3%

関与していない
36.3%

● 防災担当者はいますか？ ● 防災を担当している部署は？

いる
87.0%

いない
13.0%

総務
63.2%

専属部署
（BCP推進室、
災害対策室等）
24.5%

代表者
・役員
8.2%

その他
4.1%

・社内では、大規模、長期間停電を鑑み、BCPに基づいた電
力所要量の確保と予備発電機の整備が急務となっています。

・備蓄はしていますが、災害を踏まえ保管場所、保管方法も
検討する必要があることを実感しました。

・災害が頻発し、社内の減災意識が高くなったように感じま
す。最新の機器が災害時にどう活かせるか、具体的にイメ
ージしながら展示を見ました。

・災害時の安否確認や情報収集によい方法がないかと思い来場し
ましたが、SNSを活用した情報収集には興味を持ちました。

・とあるブースは、被災した経験を踏まえて未来へつながる
事業を展開しており、素晴らしいと感じました。

・災害を通じて、避難所を把握していても、被災状況により
移動可能な手段やルートも限られてしまうことを学びまし
た。あらゆる災害を想定して対策しておかなければいけな
いこと感じ来場しました。知識も増えました。

・非常時の通信、備蓄品、人的対応の在り方等を一か所で見
て学ぶことが出来るよい機会だと感じました。

・来場したことで、自社の対策不足に気付く事が出来ました。

来場者の声●

来場者分析

11
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● ハザードマップ配布コーナー
　今年は記録的な豪雨により、全国で水害が多発した1年でした。職場や住んでいる地域の最大規模の降水が
あった場合の洪水・土砂災害等の危険度を把握し、初動避難の意識向上につなげていただくために、仙台市5
区をはじめ宮城県内17市町に協力をいただき、ハザードマップを展示・配布しました。

来場者の声
・一度に複数エリアのハザードマップを見

る事が出来、有意義でした。
・仕事での業務エリアが複数市町村にわた

るので、複数エリアのマップが確認出来
て良かったです。

・インターネットで公開されているマップ
より、鮮明なものが確認出来ました。

・自分の住んでいるエリアの状況が確認出
来て、危険度が理解出来ました。

● 防災グッズ展示コーナー
　災害用トイレや発電機、LEDライト等、災害時や避難生活で必要な
最新の防災グッズを紹介するコーナーを設けました。日常でも使用出
来るグッズ、持出に便利なグッズ等を紹介し、実際に手に取っていた
だくことで、備えを身近に感じていただきました。

来場者の声
・最新の防災グッズの進化に驚き、蓄電対策製品を扱うブースを訪問しました。
・参考になる防災グッズを一度にまとめて見られたので、時短で有意義でした。
・震災対策に携わることになり、新たな知見を習得したいと拝見しました。

● VR・AR体験コーナー
　バーチャル空間により可視化し疑似体験することで、災害をより身
近にし、いざ災害が起きた際に率先して動ける人材を増やすことを目
的にVR・AR体験コーナーを設けました。最新技術を用いて、豪雨や
暴風、浸水、地震等を体感し、学びながら防災力向上を図りました。

来場者の声
・初めて体験しましたが、想像以上のVR技術に度肝を抜かれました。
・VRを体験して、災害が分かりやすくイメージ出来ました。言語の壁を越え、

外国の方も災害を体感出来るので、VR・AR防災体験の有効性を感じました。

大崎市

● 震災遺構伝承コーナー
　震災伝承ネットワーク協議会では、震災の記憶と教訓を伝える「3.11
伝承ロード」の取り組みを進めています。震災の実情や教訓を語り継
ぎ、情報発信することで、多発する災害に対する防災力向上と人々の
交流促進による地域活性化を図ることを目的としています。本コーナー
では、資料配布を行い、震災伝承施設を紹介しました。

来場者の声
・3.11を後世に伝承すため一生懸命取り組まれていることが伝わりました。
・「3.11伝承ロード」の存在を知らなかったので、非常に良い取り組みでした。
・震災のリアルな経験を後世に残すことは、非常に重要だと感じました。

● 東日本大震災パネル展
 宮城県、岩手県、福島県に協力をいただき、東日本大震災から復興
する様子と、復興に向けた地域の取り組みをまとめたパネル展示を行
いました。多くの被害をもたらした東日本大震災から8年が経過。震
災を風化させず、次の世代に伝える取り組み、また地域・世代を超え
て教訓を共有化し減災意識を高める目的として設置しました。

来場者の声
・震災２年目より復興のため赴任し、生活が戻ってきた状況ではありますが、

当時の状況をみると危機管理は忘れてはならないことを実感しました。
・大災害であったことを改めて感じました。

● 「今年の漢字®」 「震」・「災」・「絆」展示
　「今年の漢字®」は1年の世相を表す漢字として日本漢字能力検定協会が公募
を行い、年末に最多数となった漢字を発表しています。災害が多発した2018年
は「災」が選出、阪神淡路大震災が発生した1995年は「震」が選出され、防災
意識を高めていただく取り組みとして、合わせて「震災」として展示。また今回
は、東日本大震災が発生した2011年選出の「絆」の展示も行いました。

来場者の声
・「絆」という文字を見て、東日本大震災を思い出しました。被災経験を風化

させず、今後に活かさなければいけないと改めて感じました。
・「災」は2度目の選出ということで、災害多発国だと意識させられました。

● 車中泊対策コーナー
　小旅行、キャンプ等、余暇を充実させる車であったキャンピングカー
が、災害時にストレスなく生活出来る空間、またペットと共に避難出来
る手段としても注目されています。キャンピングカーを展示し、実際に
車内をご覧いただき、新たな避難対策として提案しました。
来場者の声
・キャンピングカーを避難所としての提案することが意外でしたが、実際に見

てみることで、立派な移動仮設住宅であることがわかりました。
・災害時以外でも使用可で、事前に慣れておくことも出来て良いと思いました。

● 出展者資料コーナー
　出展者の最新の製品パンフレットやカタログを一堂に集めて、来場者
へ配布するコーナーを設けました。研究機関や団体が発行する会報、今
回実施したセミナー資料等もまとめて展示し、情報収集に活用いただき
ました。製品の見落とし防止や、ブース来訪にも繋がりました。
来場者の声
・一堂に出展企業のソリューションや製品を検討出来るので、重宝しました。
・何社か通信関係の企業が出展していたので、後日問い合わせをしました。
・会場を見る時間があまりなかったので、資料を一括収集出来て助かりました。

特設コーナー 特設コーナー
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11月10日（日）

東北大学 災害科学国際研究所 災害理学研究部門 教授
遠田 晋次 氏

10：30～11：15

11月11日（月）

令和元年山形県沖地震 
～なぜ日本海で大地震・津波が発生するのか

　令和元年6月18日に発生した山形県沖の地震（マグニチュード6.7）で
は、新潟県村上市で震度6強、山形県鶴岡市で震度6弱を観測し、ごく小
規模ながらも津波も観測された。本講演では、同地震の全容とともに、日
本海東縁で津波をもたらす大地震がなぜ、どのように発生するのか、地学
的側面から解説する。

総務省東北総合通信局 総括調整官
山田 誠哉 氏

10：45～11：30 10：30～11：15 12：00～12：45

防災・減災のための総務省東北総合通信局の取組
＜令和元年台風第19号被害への対応等＞

　当局では、今年度の重点施策の一つとして「安心・安全なくらしの確保」を掲げ、
地震、津波、台風等の非常災害時において、被災した市町村等に貸与するための移動
通信機器や移動電源車、臨時災害放送局用機器等を整備するとともに、これらの貸与
について広く周知を行っております。講演ではこれらの貸出機器等についてご説明す
るとともに外国人を含めた防災・減災など当局の取組についてお話いたします。

東北大学 大学院理学研究科 教授
日野 亮太 氏

15：30～16：15

「日本海溝沿いの地震活動の長期評価」の読み方

　「日本海溝沿いの地震活動の長期評価」（地震調査委員会、平成31年
2月）について、1）「地震発生可能性の長期評価」の考え方、２）海溝
型地震の評価における着目点、3）今回の評価の根拠、のそれぞれの観点
から解説します。

株式会社Spectee（スペクティ） 代表取締役CEO
村上 建治郎 氏

15：45～16：30

AI防災の最前線！AIはどのように防災・減災に活用できるか。
～SNS解析や、被害予測など最新の防災・減災技術を紹介します。

　スペクティは自治体や官公庁、民間企業など、全国260社以上にSNSから収集した
災害情報をいち早く伝えるサービス「Spectee（スペクティ）」を展開しており、
SNS緊急情報速報サービスでは国内最大手の会社です。AIを活用したSNSからの災害
情報収集から、被害予測、ドローンを活用した被害状況のリアルタイム分析、AIによ
る河川や道路状況のカメラ解析など、最新の防災・減災技術を紹介します。

災害対策研究会 代表
宮本 英治 氏

14：15～15：00

実践的な地震防災対策（災害図上演習DIGの活用）

　災害図上演習DIGは、地域防災力向上、防災授業、施設・企業の実践的
防災対策、防災関係者の連携などに活用されています。この講演では短い
時間ではありますが、地域・施設・企業等の実践的な地震防災対策の検討
方法をご紹介します。
　1 地震防災の基礎（家庭の防災を例に）2 地域や職場の防災（予防対策
と対応）3 対象とする地震と対応（想定外をなくすために）

仙台市役所 危機管理室減災推進課 主幹
大友 嘉章 氏

14：30～15：15

東日本大震災を踏まえて 【仙台市の避難所運営】

以下の内容につきまして講演いたします。
・ 東日本大震災時の避難所運営について、上手くいった地域と
　 上手くいかなかった地域の違い
・ そしてその反省を踏まえた仙台市の避難所に関する考え方
・ 避難所の種別について　　　　・ 備蓄物資について
・ 避難所運営のための事前準備　・ 災害発生後の行動

仙台管区気象台 気象防災部予報課 水害対策気象官
小澤 茂 氏

13：00～13：45

大雨による風水害から命を守るために

　近年、東北地方でも大雨による河川の急な増水や氾濫などの水害、ま
た、がけ崩れなどの土砂災害により、甚大な被害が発生しています。こ
の講演では、万が一の風水害に備えた行動や心がまえについて説明しま
す。また、そのための参考として、気象庁が提供している大雨警報(浸水
害)・洪水警報・土砂災害の危険度分布などの防災気象情報について紹介
します。

宮城県 土木部復興まちづくり推進室復興まちづくり推進班 
技術補佐（班長）
宮腰 俊也 氏

13：15～14：00

宮城県の復興まちづくりの計画と現状

　東日本大震災からの復興に向けて市町で進められている復興まちづくり
の計画の概要と、その進捗状況及び県が進めている「災害に強いまちづく
り宮城モデル」について説明します。

国土交通省 東北地方整備局 河川部 水災害予報センター 
水災害対策専門官
大平 知秀 氏

11：45～12：30

東日本大震災からの産業復興の現状と取組

　近年の雨の降り方や洪水被害状況を示し、洪水被害を防止するための河
川情報の種類や水害リスク情報、防災体制への利用の方法などを紹介する。
合わせて洪水における企業BCP計画の必要性と事例なども紹介する。

復興庁 宮城復興局 参事官（産業支援班）
相馬 広志 氏

12：00～12：45

河川の防災情報等について

　東日本大震災では、あらゆる産業において甚大な被害、影響がありまし
たが、今日までに相当程度、復旧・復興が果たされました。一方で、水産
加工業の販路開拓や観光振興、人材確保等において、なお課題を抱えてい
ます。このあたりを含め東日本大震災からの産業復興の現状と取組状況に
ついて概略をご説明します。

11月10日（日）

11月11日（月）

農林水産省 東北農政局 企画調整室 室長
髙田 文子 氏

14：00～14：30

災害時に備えて食品の家庭備蓄を始めよう

　農林水産省では、災害時に備えてご家庭での最低3日分、できれば1週
間分の食品ストックをおすすめしています。講演では、普段の生活で無理
なく出来るローリングストック法や、乳幼児や高齢者など食事に配慮が必
要な方向けの情報などもご紹介します。

宮城県多賀城高等学校 教諭（防災主任）
高橋 健一 氏

15：00～15：30

多賀城高校における防災学習の取組について

　多賀城高校における防災学習の取組について、全校生徒で取り組んでい
るものと災害科学科で取り組んでいるものを紹介します。授業内容だけで
なく、東日本大震災の伝承として多賀城市内の津波の痕跡を巡る「まち歩
き」や防災委員会が毎年行っている「文化祭での防災コーナー」「小学生
を対象とした防災キャンプのお手伝い」も紹介します。

日本防災士会／防災士会みやぎ  
佐藤 美嶺 氏

11：30～12：00

災害時の「困った！」をなんとかする 
～家にあるもので工夫するヒント～  

　災害時、ライフラインがストップしてしまうと、意外なところに”困った！”が
たくさん出てきます。”困った！”という場面に直面した時、どうしたらよいので
しょうか？家にあるものでなんとかできる工夫を知っておくと、”困った！”を乗
り越えるヒントになります。お子さんと一緒に、大人だけでも、簡単にできる
工夫を一緒にやってみましょう。

防災士研修センター 研修課長
加藤 正也 氏

13：00～13：45

地域防災力の向上と防災士の活動について

　大規模災害に備えて「自助・共助」に基づく地域防災力の強化が求められ
ています。地方自治体では、自主防災組織リーダーの育成、きめ細やかな訓
練の実施に取り組んでいますが、指導員や中核的リーダーの不足が課題とな
っています。こうした中、地域や学校における防災講演、災害図上訓練、避
難所開設運営訓練、住民が行う救助訓練・搬送・応急手当訓練等に十分な知
識と意識をもつ「防災士」を活用していく事例が求められています。防災士
制度が生まれた経緯、現況、自治体防災事業と防災士の連携、地域における
防災士の活動事例等について報告致します。

株式会社JX通信社 代表取締役
米重 克洋 氏

SNSで「手遅れ」を防ぐ！実際の
災害事例で学ぶ、ソーシャル防災の必要性

　今、SNSを通じて、災害被害減に直結する重要情報を収集できるケー
スが増えています。報道・公共発の情報ではカバーできない情報も得られ
ます。本講演では、西日本豪雨などの大雨や台風、地震といった最近の災
害での具体例をご紹介するとともに、SNSを通じた災害情報収集で気を
つけたいポイントもお伝えします。

一般社団法人 宮城県マンション管理士会 会長
高橋 悦子 氏

令和元年台風第19号被害から学ぶ
マンションの水害対策

　令和元年台風第19号は、武蔵小杉の近代的なタワーマンションにも多
大な被害をもたらしました。一方、仙台でも機械式駐車場の地下部分への
浸水、EV機械室への浸水、隣地の土砂崩れによる被害等があります。マ
ンションを水害の被害から守るためには、周囲の地形にも留意する必要が
あります。

ENELL株式会社 代表取締役社長
長谷部 信道 氏

15：30～16：15

水を創り出す「WATER MAKER」
世界的社会貢献と挑戦！

　震災時のライフラインの重要性と、その中でも生き残るための水の重要
性を説きながら、弊社のWATER MAKERの事業化の目的、開発の苦労、
レンタルモデルにした理由と社会貢献、そして、経済的・技術的な衰退が
著しい日本から、世界に向けての勝負を挑んでいく強い想いと、未来構想
を話します。

独立行政法人都市再生機構 宮城震災復興支援本部 本部長
椿 真吾 氏

14：15～15：00

UR都市機構の災害対応支援　
～東日本大震災の復興支援から事前防災へ～

　UR都市機構は東日本大震災からの復興に向け、市街地の整備や災害公
営住宅の建設などに取組んでまいりました。さらに、災害対応支援につい
て業務の大きな柱として事前防災の視点も含め、総合的に取組むこととし
ております。今回は東日本大震災からの復興支援、あわせて総合的な災害
対応支援の取組みに関してご説明します。

東北大学 災害科学国際研究所 
災害科学・安全学国際共同大学院プログラム 助教 杉安 和也 氏

15：45～16：30

令和元年台風第19号に関する調査報告会 
いわきにおける現地調査

　福島県いわき市では、台風19号の通過に伴い、夏井川水系をはじめ、各所で越
流、破堤、冠水が発生、4,456棟の住居被害（25日11時 現在 全壊2棟、床上浸
水3,863棟、床下浸水591棟）が生じた。その後、約2週間におよぶ断水、週末
ごとの大雨の影響により、再被災した世帯や経済活動にも影響が生じている。本
講演では、台風襲来後に実施した3度の現地調査から、同市の避難対応や被害状
況、断水に対する各事業者の対応等について報告する。

エポコラム協会 東北支部 技術部
木寺 智則 氏

13：00～13：45

地盤改良工法【エポコラム工法－Loto工法、Taf工法、
Pls工法－】の震災復興事業への適用と実績

　硬質地盤・大口径（最大φ2,500mm）・地中障害物（PC杭、地盤改
良体等）残置地盤施工・低変位施工と幅広く適応可能で、【工期短縮・コ
ストダウン】を実現する地盤改良工法の概要と、震災復興事業における施
工実績についてご説明いたします。

東北大学 災害科学国際研究所 准教授
柴山 明寛 氏

14：30～15：15

令和元年台風第19号 丸森（阿武隈川）
における現地調査報告

　令和元年台風第19号における丸森町（阿武隈川他）の現地調査報告を
行う。報告は、丸森町の概要及び被災状況、その後の復旧状況のハードの
面と自助、共助、公助などのソフトの面の両面について報告する。

CSインターナショナル株式会社 代表取締役会長
石田 謙三 氏

11：45～12：30

令和元年台風第19号の被害概要
および吉田川現地調査

　非常時に軽量折りたたみ式フレキシブルソーラパネルを利用して非常用
蓄電池に充電するのが一般的になっている。しかしそのソーラパネルの選
定には考慮すべき事項が多く、実際の災害時に役に立つソーラパネルの選
定に考慮すべき事項を説明し、マーリンソーラ社の製品を紹介する。

東北大学 災害科学国際研究所 災害リスク研究部門 助教
橋本 雅和 氏

13：15～14：00

薄型・超軽量ソーラパネルの選定に考慮すべき事項

　令和元年台風第19号によって東日本各地で甚大な被害がありました。
本講演では、一連の降雨イベントを改めて振り返り、水害・土砂災害等の
被害の概要を紹介した後、鳴瀬川水系吉田川の粕川破堤点付近の現地調査
について紹介します。

A 会場 B 会場 C 会場 D 会場

セミナー セミナー

15



11月10日（日）

東北大学 災害科学国際研究所 災害理学研究部門 教授
遠田 晋次 氏

10：30～11：15

11月11日（月）

令和元年山形県沖地震 
～なぜ日本海で大地震・津波が発生するのか

　令和元年6月18日に発生した山形県沖の地震（マグニチュード6.7）で
は、新潟県村上市で震度6強、山形県鶴岡市で震度6弱を観測し、ごく小
規模ながらも津波も観測された。本講演では、同地震の全容とともに、日
本海東縁で津波をもたらす大地震がなぜ、どのように発生するのか、地学
的側面から解説する。

総務省東北総合通信局 総括調整官
山田 誠哉 氏

10：45～11：30 10：30～11：15 12：00～12：45

防災・減災のための総務省東北総合通信局の取組
＜令和元年台風第19号被害への対応等＞

　当局では、今年度の重点施策の一つとして「安心・安全なくらしの確保」を掲げ、
地震、津波、台風等の非常災害時において、被災した市町村等に貸与するための移動
通信機器や移動電源車、臨時災害放送局用機器等を整備するとともに、これらの貸与
について広く周知を行っております。講演ではこれらの貸出機器等についてご説明す
るとともに外国人を含めた防災・減災など当局の取組についてお話いたします。

東北大学 大学院理学研究科 教授
日野 亮太 氏

15：30～16：15

「日本海溝沿いの地震活動の長期評価」の読み方

　「日本海溝沿いの地震活動の長期評価」（地震調査委員会、平成31年
2月）について、1）「地震発生可能性の長期評価」の考え方、２）海溝
型地震の評価における着目点、3）今回の評価の根拠、のそれぞれの観点
から解説します。

株式会社Spectee（スペクティ） 代表取締役CEO
村上 建治郎 氏

15：45～16：30

AI防災の最前線！AIはどのように防災・減災に活用できるか。
～SNS解析や、被害予測など最新の防災・減災技術を紹介します。

　スペクティは自治体や官公庁、民間企業など、全国260社以上にSNSから収集した
災害情報をいち早く伝えるサービス「Spectee（スペクティ）」を展開しており、
SNS緊急情報速報サービスでは国内最大手の会社です。AIを活用したSNSからの災害
情報収集から、被害予測、ドローンを活用した被害状況のリアルタイム分析、AIによ
る河川や道路状況のカメラ解析など、最新の防災・減災技術を紹介します。

災害対策研究会 代表
宮本 英治 氏

14：15～15：00

実践的な地震防災対策（災害図上演習DIGの活用）

　災害図上演習DIGは、地域防災力向上、防災授業、施設・企業の実践的
防災対策、防災関係者の連携などに活用されています。この講演では短い
時間ではありますが、地域・施設・企業等の実践的な地震防災対策の検討
方法をご紹介します。
　1 地震防災の基礎（家庭の防災を例に）2 地域や職場の防災（予防対策
と対応）3 対象とする地震と対応（想定外をなくすために）

仙台市役所 危機管理室減災推進課 主幹
大友 嘉章 氏

14：30～15：15

東日本大震災を踏まえて 【仙台市の避難所運営】

以下の内容につきまして講演いたします。
・ 東日本大震災時の避難所運営について、上手くいった地域と
　 上手くいかなかった地域の違い
・ そしてその反省を踏まえた仙台市の避難所に関する考え方
・ 避難所の種別について　　　　・ 備蓄物資について
・ 避難所運営のための事前準備　・ 災害発生後の行動

仙台管区気象台 気象防災部予報課 水害対策気象官
小澤 茂 氏

13：00～13：45

大雨による風水害から命を守るために

　近年、東北地方でも大雨による河川の急な増水や氾濫などの水害、ま
た、がけ崩れなどの土砂災害により、甚大な被害が発生しています。こ
の講演では、万が一の風水害に備えた行動や心がまえについて説明しま
す。また、そのための参考として、気象庁が提供している大雨警報(浸水
害)・洪水警報・土砂災害の危険度分布などの防災気象情報について紹介
します。

宮城県 土木部復興まちづくり推進室復興まちづくり推進班 
技術補佐（班長）
宮腰 俊也 氏

13：15～14：00

宮城県の復興まちづくりの計画と現状

　東日本大震災からの復興に向けて市町で進められている復興まちづくり
の計画の概要と、その進捗状況及び県が進めている「災害に強いまちづく
り宮城モデル」について説明します。

国土交通省 東北地方整備局 河川部 水災害予報センター 
水災害対策専門官
大平 知秀 氏

11：45～12：30

東日本大震災からの産業復興の現状と取組

　近年の雨の降り方や洪水被害状況を示し、洪水被害を防止するための河
川情報の種類や水害リスク情報、防災体制への利用の方法などを紹介する。
合わせて洪水における企業BCP計画の必要性と事例なども紹介する。

復興庁 宮城復興局 参事官（産業支援班）
相馬 広志 氏

12：00～12：45

河川の防災情報等について

　東日本大震災では、あらゆる産業において甚大な被害、影響がありまし
たが、今日までに相当程度、復旧・復興が果たされました。一方で、水産
加工業の販路開拓や観光振興、人材確保等において、なお課題を抱えてい
ます。このあたりを含め東日本大震災からの産業復興の現状と取組状況に
ついて概略をご説明します。

11月10日（日）

11月11日（月）

農林水産省 東北農政局 企画調整室 室長
髙田 文子 氏

14：00～14：30

災害時に備えて食品の家庭備蓄を始めよう

　農林水産省では、災害時に備えてご家庭での最低3日分、できれば1週
間分の食品ストックをおすすめしています。講演では、普段の生活で無理
なく出来るローリングストック法や、乳幼児や高齢者など食事に配慮が必
要な方向けの情報などもご紹介します。

宮城県多賀城高等学校 教諭（防災主任）
高橋 健一 氏

15：00～15：30

多賀城高校における防災学習の取組について

　多賀城高校における防災学習の取組について、全校生徒で取り組んでい
るものと災害科学科で取り組んでいるものを紹介します。授業内容だけで
なく、東日本大震災の伝承として多賀城市内の津波の痕跡を巡る「まち歩
き」や防災委員会が毎年行っている「文化祭での防災コーナー」「小学生
を対象とした防災キャンプのお手伝い」も紹介します。

日本防災士会／防災士会みやぎ  
佐藤 美嶺 氏

11：30～12：00

災害時の「困った！」をなんとかする 
～家にあるもので工夫するヒント～  

　災害時、ライフラインがストップしてしまうと、意外なところに”困った！”が
たくさん出てきます。”困った！”という場面に直面した時、どうしたらよいので
しょうか？家にあるものでなんとかできる工夫を知っておくと、”困った！”を乗
り越えるヒントになります。お子さんと一緒に、大人だけでも、簡単にできる
工夫を一緒にやってみましょう。

防災士研修センター 研修課長
加藤 正也 氏
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地域防災力の向上と防災士の活動について

　大規模災害に備えて「自助・共助」に基づく地域防災力の強化が求められ
ています。地方自治体では、自主防災組織リーダーの育成、きめ細やかな訓
練の実施に取り組んでいますが、指導員や中核的リーダーの不足が課題とな
っています。こうした中、地域や学校における防災講演、災害図上訓練、避
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株式会社JX通信社 代表取締役
米重 克洋 氏

SNSで「手遅れ」を防ぐ！実際の
災害事例で学ぶ、ソーシャル防災の必要性

　今、SNSを通じて、災害被害減に直結する重要情報を収集できるケー
スが増えています。報道・公共発の情報ではカバーできない情報も得られ
ます。本講演では、西日本豪雨などの大雨や台風、地震といった最近の災
害での具体例をご紹介するとともに、SNSを通じた災害情報収集で気を
つけたいポイントもお伝えします。

一般社団法人 宮城県マンション管理士会 会長
高橋 悦子 氏

令和元年台風第19号被害から学ぶ
マンションの水害対策

　令和元年台風第19号は、武蔵小杉の近代的なタワーマンションにも多
大な被害をもたらしました。一方、仙台でも機械式駐車場の地下部分への
浸水、EV機械室への浸水、隣地の土砂崩れによる被害等があります。マ
ンションを水害の被害から守るためには、周囲の地形にも留意する必要が
あります。

ENELL株式会社 代表取締役社長
長谷部 信道 氏
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水を創り出す「WATER MAKER」
世界的社会貢献と挑戦！

　震災時のライフラインの重要性と、その中でも生き残るための水の重要
性を説きながら、弊社のWATER MAKERの事業化の目的、開発の苦労、
レンタルモデルにした理由と社会貢献、そして、経済的・技術的な衰退が
著しい日本から、世界に向けての勝負を挑んでいく強い想いと、未来構想
を話します。

独立行政法人都市再生機構 宮城震災復興支援本部 本部長
椿 真吾 氏

14：15～15：00

UR都市機構の災害対応支援　
～東日本大震災の復興支援から事前防災へ～

　UR都市機構は東日本大震災からの復興に向け、市街地の整備や災害公
営住宅の建設などに取組んでまいりました。さらに、災害対応支援につい
て業務の大きな柱として事前防災の視点も含め、総合的に取組むこととし
ております。今回は東日本大震災からの復興支援、あわせて総合的な災害
対応支援の取組みに関してご説明します。

東北大学 災害科学国際研究所 
災害科学・安全学国際共同大学院プログラム 助教 杉安 和也 氏

15：45～16：30

令和元年台風第19号に関する調査報告会 
いわきにおける現地調査

　福島県いわき市では、台風19号の通過に伴い、夏井川水系をはじめ、各所で越
流、破堤、冠水が発生、4,456棟の住居被害（25日11時 現在 全壊2棟、床上浸
水3,863棟、床下浸水591棟）が生じた。その後、約2週間におよぶ断水、週末
ごとの大雨の影響により、再被災した世帯や経済活動にも影響が生じている。本
講演では、台風襲来後に実施した3度の現地調査から、同市の避難対応や被害状
況、断水に対する各事業者の対応等について報告する。

エポコラム協会 東北支部 技術部
木寺 智則 氏

13：00～13：45

地盤改良工法【エポコラム工法－Loto工法、Taf工法、
Pls工法－】の震災復興事業への適用と実績

　硬質地盤・大口径（最大φ2,500mm）・地中障害物（PC杭、地盤改
良体等）残置地盤施工・低変位施工と幅広く適応可能で、【工期短縮・コ
ストダウン】を実現する地盤改良工法の概要と、震災復興事業における施
工実績についてご説明いたします。

東北大学 災害科学国際研究所 准教授
柴山 明寛 氏

14：30～15：15

令和元年台風第19号 丸森（阿武隈川）
における現地調査報告

　令和元年台風第19号における丸森町（阿武隈川他）の現地調査報告を
行う。報告は、丸森町の概要及び被災状況、その後の復旧状況のハードの
面と自助、共助、公助などのソフトの面の両面について報告する。

CSインターナショナル株式会社 代表取締役会長
石田 謙三 氏

11：45～12：30

令和元年台風第19号の被害概要
および吉田川現地調査

　非常時に軽量折りたたみ式フレキシブルソーラパネルを利用して非常用
蓄電池に充電するのが一般的になっている。しかしそのソーラパネルの選
定には考慮すべき事項が多く、実際の災害時に役に立つソーラパネルの選
定に考慮すべき事項を説明し、マーリンソーラ社の製品を紹介する。

東北大学 災害科学国際研究所 災害リスク研究部門 助教
橋本 雅和 氏

13：15～14：00

薄型・超軽量ソーラパネルの選定に考慮すべき事項

　令和元年台風第19号によって東日本各地で甚大な被害がありました。
本講演では、一連の降雨イベントを改めて振り返り、水害・土砂災害等の
被害の概要を紹介した後、鳴瀬川水系吉田川の粕川破堤点付近の現地調査
について紹介します。

A 会場 B 会場 C 会場 D 会場

セミナー セミナー
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● セミナー内容の満足度

● 来場者の声

● ●

●

セミナーは何セッション聴講されましたか?

セミナー参加の理由は？

今後聴講したいテーマは？

満足
62.5%

大変満足
12.5%普通

21.9%

不満
3.1%

4セッション以上
25.3%

2～3セッション
46.2%

1セッション
28.5%

・セミナーの種類が豊富で、興味があるテーマを選んで聴　
講出来るので、大変興味深く有意義でした。

・自分が防災活動するうえで大変参考になりました。
・家庭の応急対策についてのワーキングセミナーに参加し、

実用的で活用出来る内容だったので大いに役立ちました。
・現実（実態）が伝わり、災害復旧の参考になりました。
・講師の話に説得力があり、危機感が伝わりました。

・セミナーを聴講したからこそ、ここでしか得られない情報
を得られ、知見も広がりました。

・山形は無災害地域だと思っていましたが、地震の危険地帯
である点が認識出来て、備えの大切さを感じました。

・温暖化による気候変動の動向を知ることが出来ました。
・災害対策には、AIが有効に活用出来ることも分かりました。
・災害での影響や対策等、情報が入手出来て良かったです。

・国土強靭化について

・災害復旧事業等の取り組み

・河川氾濫時の行動

・福祉（要支援者支援）の災害対応法

・タイムライン防災計画

・避難対策

・防災意識の向上について

・大学教授や有識者による講演

・地震、水害、台風等、自然災害対策全般

・内水氾濫対策（公的対策と私的対策）について 

・堤防の決壊のメカニズムと検出方法

・起こりうる災害に対しての防災活動、備え

・気象関係のセミナー

・BCP関連セミナー

・被災経験者による実体験（発災から時系列の状況や物資ニーズ等から学びたい）

● ●台風19号関連セミナーの満足度は? 台風19号関連セミナーを聴講された感想は?

満足
80.9%

大変満足
12.8%

不満
6.3%

※ 複数回答

テーマに
関心があった

社内の防災教育

災害対策の情報収集

講師に関心があった

92.3%

67.0%

15.4%

8.8%

・リアルタイムな内容で、現場状況等を知ることが出来て満足でした。

・身近な地域での災害でしたが、発生状況等不明なことが多く、セミナーを
聞き降雨や河川の状況も理解出来、防災対策の参考になりました。

・最新の情報と、自分の知らなかった被災状況も知ることが出来ました。

・台風により、高層マンションだからこその被害が発生してしまった事
を知りました。自身も居住箇所に被害があり、参考になりました。

・最近の台風の発生過程や被害の傾向がわかり、また災害発生時の情
報収集方法も知ることが出来て有意義でした。

・台風19号の被害があったばかりで、防災に対する関心が高くなっており、
聴講される方も意識の高い方ばかりだったので、身も引き締まりました。

・台風直後の状況が確認出来たのでよかったです。まだ、中間報告の
段階であると思うので、今後の情報にも注目していきたいです。

聴講者分析
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聴講者分析

● 報道各社

● 報道／掲載記事

仙台放送、テレビ岩手、東北放送、長野放送、日本放送協会 仙台放送局、東日本放送、J：COM、
ariTV、酒田エフエム放送、エフエム仙台、朝日新聞社、河北新報社、建設新聞社、鋼構造出版、
産業新聞社、日本建設新聞社、他

鋼構造ジャーナル 河北新報 Weekly

※初日は18：00まで

広報結果
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「震災対策技術展」in 仙台
2020年9月14日（月）～18日（金）

仙台国際センター屋外 せんだい青葉山交流広場

～次年度も宜しくお願い申し上げます～


