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濱 田　政 則  

実行委員長挨拶

　「震災対策技術展」は、阪神大震災後の1997年に第1回が神戸で開催され、それ以来、
今回で第24回目を迎えることになりました。本年も国・自治体、および民間機関から180
を超える出展と、防災分野の専門家による60以上の講演会・セミナーが予定されておりま
す。このように大規模で且つ毎年継続的に開催されてきました防災関連の技術展は、国際
的にも例がなく、本技術展は、我が国のみならず世界の自然災害の軽減および災害からの
早期復旧復興に、多くの貢献をしてきたのではないかと考えております。

　一昨年から昨年にかけて、地球規模での気候変動に起因しているのではないかと考えられ
る気象災害が世界で多発しております。巨大台風やサイクロンおよび集中豪雨による洪水や大
規模斜面崩壊が世界各地で発生する一方、少雨と異常乾燥に起因している森林火災、砂嵐等に
よる災害も世界的に増えております。IPCC（国連の気候変動に関する政府間パネル）は、
CO2等による温暖化、温室効果ガスがその要因の1つではないかと指摘をしており、我が国も
例外ではありません。平成30年7月豪雨では西日本を中心に47の河川が氾濫し、200名を
超える犠牲者が発生しました。昨年は台風15号、19号により首都圏を含めた関東地域の多
くの河川が氾濫し、広域の洪水、短時間降雨による内水氾濫、および地滑りや倒木に起因した
送電網の被害により大規模停電が長期間に亘って続きました。今後もこのような気候変動に起
因した自然災害が増えることが考えられ、これらの自然災害に対してどのように対応していく
かが、我々に課せられた課題です。ハード技術だけでこれらの激化する自然災害に対応するこ
とは不可能です。警報・避難システム、情報収集と伝達方法、防災教育等のソフト面での対
策、さらには避難民のケアや被災地の早期復旧等の対策の充実が急務な状況です。
　
　本技術展では、自然災害とその影響を軽減するための技術や製品および緊急避難や非常時
通信、救助・救援システム等の技術とシステムをハード、ソフト両面から展示いたします。
また展示と同時に、災害の教訓や災害リスク、情報伝達等に関する講演会・セミナーを本日
と明日に亘って行います。これらの展示と講演会・セミナーが、自然災害軽減のための有用
な情報を参加者の皆様にご提供出来ると期待をしております。
　
　最後になりますが、本技術展の開催にあたり、内閣府をはじめとする多くの支援団体、後
援団体、講演会・セミナーの主催団体、各種の技術製品を出展いただいた団体・企業の皆様
に厚く御礼を申し上げまして開会の挨拶とさせていただきます。

「震災対策技術展」横浜 実行委員会 委員長
早稲田大学 名誉教授
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「震災対策技術展」横浜 実行委員会 委員
公益社団法人 日本地震工学会 会長
東京大学 生産技術研究所 教授

中 埜　良 昭

　日本地震工学会は、研究者、技術者、実務者、行政担当者、教育に関係されている方々が
中心になり、地震防災に寄与しながら社会の発展に貢献していくことを目標に2001年に設
立された学術団体です。地震防災は多岐に亘っており、様々な視点からの活動、議論、取り
組みが必要になって参ります。地震工学あるいは防災工学に関連するような分野を横断しな
がら、横連携で取り組んでいくことが非常に大事であることは論を俟ちません。
　 
　昨今話題になっている巨大地震、南海トラフ地震、あるいは首都直下地震等に適切に対
処していくことを考えると、研究という面では、それぞれの既存のディシプリン（専門分
野）に則り、それを深め精鋭化していく、平たく言うと尖がった研究をしていくことも大
事ですが、これをいかに社会に還元し実装していくかということが非常に大切になって参
ります。おそらくその時には周辺技術、IT等含めて急速に進化している分野もありますので、
その分野と連携しながら社会実装に努めていくことが必要ですが、研究と社会にはギャッ
プがあり、すぐに使いこなせるところまでにはいきません。そのギャップを如何に埋めて
いくかということが極めて重要です。この「震災対策技術展」では、震災対策に関する様
々な製品、技術、ソフトやハードも含めて、最新技術が沢山紹介されております。先程申
し上げたような社会実装という観点からみますと非常にユニークであり、期待もされ、大変
興味深い展示会であると考えております。

　さて、今年の9月13日～18日にかけて「第17回世界地震工学会議」が宮城県仙台市で開
催されます。背景を申し上げますと、1906年にサンフランシスコで大きな地震があり、そ
の50年を記念して1956年に米国のカルフォルニア大学で第1回の「世界地震工学会議」が
開催されました。その4年後の1960年には日本の東京と京都で第2回が開催され、1988
年には日本で2度目の開催、そして今年9月に3度目となる「第17回世界地震工学会議」が
開催されます。3度目を迎える開催国は世界初であり、大変期待をされております。この会
議に於きましては「世界地震工学会議」に併設する形で「防災EXPO」と銘を打ちまして、
この「震災対策技術展」を開催させていただきます。日本の最先端の防災技術を世界の皆様
方に紹介し、アピールし、出来ればビジネスチャンスにもつなげていただければと大変期待
をしております。是非皆様方には、今後もこの「震災対策技術展」にご出展、ご参加等、様
々な観点からご支援・ご協力を賜りますようにお願いを申し上げまして、私からのご挨拶と
させていただきます。

実 行 委 員 挨 拶
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平 田　直 氏  
　第24回「震災対策技術展」横浜、第11回「振動技術展」の開催にあたり、一言お祝いの言葉を
申し上げたいと思います。既に会場には、大勢の方がご来場いただいている様子を拝見しており
ますと、この技術展が大変注目され、盛況に行われていることに非常に嬉しく思っております。

　さて、先週の土曜日未明、夜中2時頃、茨城県で地震が発生しました。茨城県では最大震度4を
観測し、夜更かしをされた方は寝入り端に、起きている人でも「おや、揺れているな」と感じる程度
の地震だったのではないでしょうか。私はちょうど就寝直後だったので、目が覚めたのは揺れでは
なくスマートフォンから発せられた緊急地震速報のアラームによるものでした。その直後、家族に

「揺れるぞ」と言ったところ、5秒程度の地震の揺れを感じました。私自身は都内に住んでおります
ので、茨城県で地震が起きると数秒の時間差があります。この地震はM5.3で、内閣府や東京都
が首都直下地震として想定している地震のエネルギーで表すと、1000分の1の大きさです。で
すから、このくらいの地震が起きた程度ではどういったことではありませんが、調べてみると
M5.3の地震は、この1年間に52回ありました。52回というのは、１年間の週の数です。つまり1
週間に1回程度は、日本のどこかで、皆様が「あれ？」と思うくらいの強い揺れを感じる地震が起き
ています。緊急地震速報は、少し離れた場所、大した揺れではない場所でも反応する性能があり
ます。首都圏の真下や近い場所で大地震が本当に発生した際に、緊急地震速報がうまく働いてく
れるかが問題ですが、気象庁が努力されており、私は役に立つと信じております。それでも、地震
は突然起きると思っていただく必要があるかと思います。

　昨年は6月に山形県沖地震が発生し、40名以上の方が怪我をされ、家屋の被害もあり、家をブルー
シートが覆う映像が沢山放映されました。昨年は地震よりも風水害、台風15号、19号の被害が大
きかったために、地震のことは影が薄くなったと思います。しかし、地震と風水害は関連することが
多くあります。一昨年、北海道胆振東部地震が発生しましたが、この地震の大きさは昨年の山形県
沖地震と同じM6.7です。しかしながら、北海道では40名以上の方がお亡くなりになられており、そ
の多くは土砂災害によるものが原因です。強い揺れがあると山が崩れることがありますが、実は土
砂災害は、基本的に雨により山が崩れるということです。北海道胆振東部地震は、一昨年、去年もそ
うですが、台風の勢力が強く東北や北海道まで影響があり、北海道に沢山の雨が降り、地層に雨が
蓄えられて、強い揺れにより土砂崩れが起きるという流れで、一種の複合災害が発生しているので
す。気象庁の統計を見ても、最近になり地震の数が増えた訳では決してありません。しかし、このよ
うに雨が降って地盤が緩んでいるところに強い揺れがあれば、被害が出ることがありますので、複合
的な災害は増えています。引き続き自然災害に対する備えを進める必要があると思います。

　冒頭に緊急地震速報が上手く機能していると申し上げましたが、技術は日に日に進歩しており、
この技術展で新しい技術が発表されることを期待しております。それが社会に適切に実装され皆
様が努力することによって、私達の社会が自然災害、災害に強い社会になっていくことを祈念しま
して、本日の「震災対策技術展」開催に対する私の言葉とさせていただきます。

来 賓 挨 拶

東京大学 地震研究所 地震予知研究センター 教授・センター長
国立研究開発法人 防災科学技術研究所 
首都圏レジリエンス研究センター センター長　
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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。

近 年 発 生 し た 災 害
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新光産業

ユニメーション
システム

ニッケン
鋼業

東北大学東北アジア
研究センター/
アンテナ技研

テレネット

ジェドスタイル

三嶋電子

テクノ
グリーン販売

USEN

ヤマト
通信工業

勝島製作所

日本アサヒ機工

防災士研修センター/
日本防災士会/
日本防災士機構

安藤ハザマ

和光機械工業湘南ワイパー
サプライ

シナノ
トレーディング

川﨑工業

サイエンス構造/
アークデータ研究所

ホリアキ

NEC

ネポン

MT-NET

日章工業

マイクロ
テック

エナジー
リソース

長田製作所

枚方技研

日本鉄鋼連盟

中部美化企業

アムニモ

U2 System

北村製作所

三恵工作所

機能性外壁
改修工業会

大林 パトライト

ファイトロニクス

Sansei

伊東産業
長野支社

SIP「国家レジリエンス
（防災・減災）の強化」

災害対策
研究会

農林水産省日本技術士会

気象庁東京管区気象台

早大
防災教育支援会

WASEND

近代消防社

17WCEE:
第17回世界地震

工学会議
運営委員会

日本地震工学会

国土交通省

国土交通省
国土地理院

防災教育普及協会

リアルタイム
地震・防災情報利用協議会

東レ合繊クラスター・
エンドプロダクツ分科会/
ギャレックス/丸井織物

システマックス

日本振動技術協会
ゲルブ・ジャパン

三和テッキ

IHIインフラシステム

平和発條

ヤマザキアクティブ

山下製作所/
VICODA GmbH

サンエス

ヤクモ

免制震
ディバイス

日立
インダストリアル

プロダクツ

E&CS

山口産業

レーザー計測

NHKテクノロジーズ

東京大学生産技術研究所
都市基盤安全工学国際研究センター

目黒・沼田研究室
横浜市消防局

横浜市民防災センター

山本商事

防災科学技術研究所
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工学院大学/
エリア防災+新宿

CTCエスピー

819

フォーラムエイト

岐阜
バッテリー

カスタネット
そなえる.com

土木研究所
寒地土木研究所

サンメイト
一級建築士事務所

「震災対策技術展」コーナー

アイシム医療器

Facility Management
防災LAB

ビブス.jp

SN食品研究所

東西商事/
アドテック長谷川製作所

NCCコンサルティング

防災安全協会
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関西広域連合
広域防災局
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赤穗化成

アルファフーズ

SN食品研究所
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アドバンス

三徳屋
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エニダイン

静岡県

トーヨーフーズ

セイエンタプライズ

新成物産

震災遺構伝承コーナー

東京ファイン
フーズ 国土交通省

関東地方整備局

近藤工芸
環境事業部

出展者資料コーナー

スリーエス

都市防災研究会/
神奈川災害ボランティアネットワーク/
横浜災害ボランティアネットワーク

防災グッズ
展示コーナー

気象災害・避難所対策コーナー
ハザードマップ配布コーナー
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国土交通省
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静岡県
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ビット・パーク
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あっとクリエーション

NCCコンサル
ティング

パルテック

「今年の漢字®」

充電コーナー

1012

1013

プロビジョン

クリロン化成

会 場 図
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● アイディールブレーン 株式会社
・世界一薄い免震装置「ミューソレーター」

● おかもとポンプ
・手押しポンプ

● 株式会社 北村製作所
・地震観測所用 アルミ製局舎

● 一般社団法人 機能性外壁改修工業会
・エバーガードSG 外壁タイル剥落防止工法

● CTCエスピー 株式会社
・IT機器用免振装置 ISO-Baseシリーズ

● 株式会社 構造計画研究所
・台風・豪雨に伴う河川氾濫等のシミュレーション及びリスク評価

● 株式会社 オルテック
・耐震対策金具 POMシリーズ
・耐震対策金具 PSDシリーズ

● アキレス 株式会社
・Ｔｎーｐ工法（トンネル裏込補修用ウレタン注入工法）

● 株式会社 アークデータ研究所
・被害ナビ
　共同出展者 : （株）サイエンス構造

● アンテナ技研 株式会社
・MIMO型地滑り監視レーダー
　共同出展者 : 東北大学 東北アジア研究センター

● 公益財団法人 高知県産業振興センター
・メイドイン高知の防災関連製品
　共同出展者 ： （有）四国浄管／（株）島産業／関（株）
　（有）大協工産／高階救命器具（株） 高知工場
　（株）タナカショク／チカミミルテック（株）
　（株）電温／（株）フロムハート／（有）丸英製紙

● 安藤ハザマ
・土木構造物における震災対策技術（盛土強靭化・CPR工法）
・建物における震災対策技術（座屈拘束ブレース）

● 株式会社 エイト日本技術開発
・センシング技術を活用した防災・減災への取組み
・激甚災害における行政支援への取組み

● WOTA 株式会社
・WOTA BOX + 屋外用シャワーキット

● EZDOME JAPAN
・EZDOME HOUSE（イージードームハウス）

● 株式会社 勝島製作所
・ネットワーク型地震収録装置AccuSEIS Cento

● 株式会社近藤工芸 環境事業部
・Ray Asters / レイアスタース 鎖性水域透明度改善

● サンメイト一級建築士事務所
・耐震化を進めるためのツール開発・研究

● 株式会社 サイエンス構造
・被害ナビ
・アラミドロープ
　共同出展者 : （株）アークデータ研究所

● テレネット 株式会社
・高度利用型緊急地震速報受信機 ハザードプロ

● 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）

● 株式会社 トップウォーターシステムズ
・非常時対応型浄水装置 TOPレスキューRoⅡ

● 日栄インテック 株式会社
・BBカチットワイヤー・BBクリッパー・N-Safe
・キティウォーク・BBクリップSP20

● 東北大学 東北アジア研究センター
・MIMO型地滑り監視レーダー
・地雷検知器ALIS
　共同出展者 : アンテナ技研（株）

● 株式会社 ナレッジフォーサイト
・ゆれMON HYPER
・いーMON HYPER

● ビット・パーク 株式会社
・ここBox（災害時遠隔解錠BOX）

● 株式会社 枚方技研
・卓上形除振台「NJシリーズ」、耐震マット「タックゲル」
・3D耐震補助グッズ「ビタシリーズ」

● 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』

● 日本アサヒ機工 株式会社
・ロケットストーブ クックザウルスAM-750

● 株式会社 ビブス.jp
・識別用ビブス
・オーダーメイドビブス

● 株式会社 ビュード
・耐震ドアシステム「アケルくん」

● 株式会社 フォーラムエイト
・UC-win/Road Ver.14

● 国立研究開発法人 防災科学技術研究所
・J-SHIS 地震ハザードステーション

● マイクロテック 株式会社
・海水淡水化装置
・微粒子計

● 三菱電機FA産業機器 株式会社／株式会社 今井鉄工所
・クレーングリッパー
・レールキーパー

● 株式会社 山小電機製作所
・落下センサー（無線方式）
・自動解錠ボックス

● ヤマト通信工業 株式会社
・免震ラック（消火システム搭載）

● 三菱ケミカルインフラテック 株式会社
・ヒシタンク
・サーモストレージ
　共同出展者 : 三菱ケミカル（株）

● 株式会社 防災士研修センター／NPO法人 日本防災士会／
　認定NPO法人 日本防災士機構

・防災士資格制度のご紹介
・防災資格取得研修

● 株式会社 長谷川製作所
・

“

落ちないタイル”カーニバル

● 一般社団法人 日本鉄鋼連盟
・国土強靱化に資する鋼構造技術・工法、維持・管理手法

● 国立研究開発法人土木研究所 寒地土木研究所
・砕石とジオテキスタイルを用いた低コスト地盤改良技術

● 新光産業 株式会社
・耐震ベッド「ウッドラック」

● 株式会社 タキガワ・コーポレーション・ジャパン
・災害対策ＰＲ用ノベリティー

● チカミミルテック 株式会社
・耐震天井廻り縁
　共同出展者 : （公財）高知県産業振興センター

● 大林 株式会社
・既存CB塀を補強する「FITパワー」
・軽量でありながら風圧にも負けない「FIT制震ウォール」

● 株式会社 ティーエフサービス
・落下防止ネット
・冷蔵庫用ベルト

● アキレス 株式会社

・避難所用マット・ボート

● 株式会社 エィアンドエィティー
・エレベーター用防災セット
・災害用浄水器 レスキューアクア

● 株式会社 SN食品研究所
・アレルギー対応非常食 救給シリーズ 五目ごはん
・救給シリーズ（カレー・根菜汁・コーンポタージュ）

● 株式会社 MT－NET
・EBラジオライト
・緊急戦隊トイレマン

● 株式会社 カスタネット そなえる.com
・タクシー向け 災害対応用品セット
・持ち出せる防災グッズ収納箱『そのまま持ってけBOX』

● ギャレックス 株式会社
・リバーシブルベスト
・ポケッタブルベスト
　共同出展者 ： 東レ合繊クラスター エンドプロダクツ分科会

● 株式会社 エクセルシア
・災害用・携帯用トイレ

“

ほっ！トイレ”
・ほっ！トイレタブレット

● 株式会社 カワハラ技研
・災害用備蓄型組立式個室トイレ「ほぼ紙トイレ」
・携帯型冷却装置「ゼロヒート」

震災対策総合支援

備蓄品

● クリロン化成 株式会社
・驚異の防臭素材BOS非常用トイレセット

● 有限会社 四国浄管
・災害トイレ2Ｗａｙｓ大地くん
　共同出展者 : （公財）高知県産業振興センター

● 有限会社 システマックス
・一人搬送担架「タフレンジャー」
・車載拡声器「わんたっちスピーカーセット」

● 株式会社 シナノトレーディング
・被災時用備蓄倉庫用インフレータブルテント

● 株式会社 湘南ワイパーサプライ
・防災備蓄エアーマット暖

● 株式会社 スリーエス
・ソーラーバルーンライト

● 株式会社 ダイイチ
・備蓄関連商品全般

● 株式会社 タイカ
・災害備蓄用高機能マットレス「アルファプラR」
・でるキャップ

● 株式会社 タキガワ・コーポレーション・ジャパン
・非常用給水袋パックエキスパート

● 株式会社 タナカショク
・百三珍 豆腐ジャーキー
　共同出展者 ： （公財）高知県産業振興センター

● 東レ合繊クラスター・エンドプロダクツ分科会
・リバーシブルベスト
・ポケッタブルベスト（アイコンウエア）
　共同出展者 ： ギャレックス（株）／丸井織物（株）

● 株式会社 長田製作所
・見せる防災備蓄保管庫「Stock-Stock」

● ネポン 株式会社
・災害用トイレシステム

● 株式会社 ハタヤリミテッド
・USBポート付コードリール

● ファシル 株式会社
・ボウサイブロック
・車載用防災セット「TRUNCAR 」シリーズ

● 新成物産 株式会社
・デュポン™タイベック®ソフトウェアESB
（Emergency Safety Blanket）緊急用非難寝具（寝袋タイプ）

● 公益財団法人 高知県産業振興センター
・メイドイン高知の防災関連製品
　共同出展者 ： （有）四国浄管／（株）島産業／関（株）
　（有）大協工産／高階救命器具（株） 高知工場
　（株）タナカショク／チカミミルテック（株）
　（株）電温／（株）フロムハート／（有）丸英製紙

● 株式会社 フロムハート
・備蓄用不織布毛布NS-01
　共同出展者 : （公財）高知県産業振興センター

● 丸井織物 株式会社
・リバーシブルベスト
・ポケッタブルベスト
　共同出展者 : 東レ合繊クラスター エンドプロダクツ分科会

● 有限会社 丸英製紙
・10年保証備蓄用トイレットペーパー
・クリーンズファミリー簡易トイレ付100回セット
　共同出展者 : （公財）高知県産業振興センター

● 三菱ケミカル・クリンスイ 株式会社
・クリンスイ５年保存水
・災害用ダンボールベッド
　共同出展者 : 三菱ケミカル（株）

● 株式会社 ミヤサカ工業
・ポリタンク型非常用浄水器「コッくん飲めるゾウミニ」
・手動蓄圧式非常用浄水器「コッくん飲めるゾウＲＯ」

● 有限会社 山本商事
・HOTPLUS発熱剤、マルチウォームバッグ
・全天候型携帯圧力鍋 SUR'POT サポット

● ユニトレンド 株式会社
・マンホール対応トイレ
・テント、間仕切り

● アドテック 株式会社
・ハイブリッド型非常用発電機『エネブリッドシリーズ』
　共同出展者 ： 東西商事（株）

● エナジーリソース 株式会社
・3相 AC200V／5KVA 無停電電源装置
・単相 AC200V／750VA 電源装置

● 株式会社 岐阜バッテリー販売
・家庭用蓄電池兼用ポータブル電源R2000
・高容量ポータブル電源PRIME750

● 株式会社 協和エクシオ
・サバイバル電源・マルチチャージ

● おかもとポンプ
・タンデム式ソーラーポンプシステム

● U2 System,Inc
・ポータブル浄水ボトル「プリソー」
　共同出展者 ： （株）ケイエムケイ／（有）プロビジョン

● 三嶋電子 株式会社
・水に浸せば、発電する、水電池応用製品

● 一般社団法人 防災安全協会
・エレベーター緊急停止時 非常用ＢＯＸ

● ホリアキ 株式会社
・インスタントイレ 各種

● 株式会社 近藤工芸 環境事業部
・独立電源・低照度発電・ 可搬型組立式仮設電源

● 株式会社 Ｓａｎｓｅｉ
・リロケータブル発電機（災害対応）

● ジェドスタイル 株式会社
・非常用電源装置「E.P.SmobileCUBE」
・非常用電源装置「E.P.S POWER STATION」

● 株式会社 ジェーピージェネレーターズ
・インテリジェントタンクシステム
・可搬型長時間発電機JPG900-72H

● 株式会社 湘南ワイパーサプライ
・ポータブルUPS蓄電池

● 株式会社 スリーエス
・アルカス ソーラー街路灯

● 株式会社 電温
・エレクピース
　共同出展者 : （公財）高知県産業振興センター

● デンヨー 株式会社
・LPガス非常用発電機
・非常用ディーゼルエンジン発電機

● 東西商事 株式会社
・ハイブリッド型非常用発電機『エネブリッドシリーズ』
　共同出展者 : アドテック（株）

● 日章工業 株式会社
・NISSYOポータブル電源NPG-5000（500W）
・ソーラーパネルPP-101（100W）

● 日本アサヒ機工 株式会社
・ソーラー電源

● マクセル 株式会社
・ポータブルバッテリー（MES-TR470）

● ヤマト通信工業 株式会社
・非常電源BOX

● アイコム 株式会社
・衛星通信トランシーバー IC-SAT100
・IPトランシーバー IP502H

● 株式会社 構造計画研究所
・水害対策-RiverCast・非常時通信-スマホdeリレー

● 三嶋電子 株式会社
・水をセンサーとして、冠水時でも、無線通信機器の発報用電源

● 公益社団法人 世田谷工業振興協会
・「ソーラー避難誘導搭 AE-TOWER（会えたわ～）」

非常時通信対策

電力対策

● 国立研究開発法人 情報通信研究機構
・衛星通信用小型車載局

● ソフトバンク 株式会社
・ソフトバンク衛星電話 501TH
・衛星電話屋内ソリューション、車載アンテナキット

● 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

● 株式会社 パトライト
・パトライト・サイレンアンプ・無線機器と連携した警報提案

出 展 者 ・ 代 表 製 品 一 覧 出 展 者 ・ 代 表 製 品 一 覧
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● アイディールブレーン 株式会社
・世界一薄い免震装置「ミューソレーター」

● おかもとポンプ
・手押しポンプ

● 株式会社 北村製作所
・地震観測所用 アルミ製局舎

● 一般社団法人 機能性外壁改修工業会
・エバーガードSG 外壁タイル剥落防止工法

● CTCエスピー 株式会社
・IT機器用免振装置 ISO-Baseシリーズ

● 株式会社 構造計画研究所
・台風・豪雨に伴う河川氾濫等のシミュレーション及びリスク評価

● 株式会社 オルテック
・耐震対策金具 POMシリーズ
・耐震対策金具 PSDシリーズ

● アキレス 株式会社
・Ｔｎーｐ工法（トンネル裏込補修用ウレタン注入工法）

● 株式会社 アークデータ研究所
・被害ナビ
　共同出展者 : （株）サイエンス構造

● アンテナ技研 株式会社
・MIMO型地滑り監視レーダー
　共同出展者 : 東北大学 東北アジア研究センター

● 公益財団法人 高知県産業振興センター
・メイドイン高知の防災関連製品
　共同出展者 ： （有）四国浄管／（株）島産業／関（株）
　（有）大協工産／高階救命器具（株） 高知工場
　（株）タナカショク／チカミミルテック（株）
　（株）電温／（株）フロムハート／（有）丸英製紙

● 安藤ハザマ
・土木構造物における震災対策技術（盛土強靭化・CPR工法）
・建物における震災対策技術（座屈拘束ブレース）

● 株式会社 エイト日本技術開発
・センシング技術を活用した防災・減災への取組み
・激甚災害における行政支援への取組み

● WOTA 株式会社
・WOTA BOX + 屋外用シャワーキット

● EZDOME JAPAN
・EZDOME HOUSE（イージードームハウス）

● 株式会社 勝島製作所
・ネットワーク型地震収録装置AccuSEIS Cento

● 株式会社近藤工芸 環境事業部
・Ray Asters / レイアスタース 鎖性水域透明度改善

● サンメイト一級建築士事務所
・耐震化を進めるためのツール開発・研究

● 株式会社 サイエンス構造
・被害ナビ
・アラミドロープ
　共同出展者 : （株）アークデータ研究所

● テレネット 株式会社
・高度利用型緊急地震速報受信機 ハザードプロ

● 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）

● 株式会社 トップウォーターシステムズ
・非常時対応型浄水装置 TOPレスキューRoⅡ

● 日栄インテック 株式会社
・BBカチットワイヤー・BBクリッパー・N-Safe
・キティウォーク・BBクリップSP20

● 東北大学 東北アジア研究センター
・MIMO型地滑り監視レーダー
・地雷検知器ALIS
　共同出展者 : アンテナ技研（株）

● 株式会社 ナレッジフォーサイト
・ゆれMON HYPER
・いーMON HYPER

● ビット・パーク 株式会社
・ここBox（災害時遠隔解錠BOX）

● 株式会社 枚方技研
・卓上形除振台「NJシリーズ」、耐震マット「タックゲル」
・3D耐震補助グッズ「ビタシリーズ」

● 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』

● 日本アサヒ機工 株式会社
・ロケットストーブ クックザウルスAM-750

● 株式会社 ビブス.jp
・識別用ビブス
・オーダーメイドビブス

● 株式会社 ビュード
・耐震ドアシステム「アケルくん」

● 株式会社 フォーラムエイト
・UC-win/Road Ver.14

● 国立研究開発法人 防災科学技術研究所
・J-SHIS 地震ハザードステーション

● マイクロテック 株式会社
・海水淡水化装置
・微粒子計

● 三菱電機FA産業機器 株式会社／株式会社 今井鉄工所
・クレーングリッパー
・レールキーパー

● 株式会社 山小電機製作所
・落下センサー（無線方式）
・自動解錠ボックス

● ヤマト通信工業 株式会社
・免震ラック（消火システム搭載）

● 三菱ケミカルインフラテック 株式会社
・ヒシタンク
・サーモストレージ
　共同出展者 : 三菱ケミカル（株）

● 株式会社 防災士研修センター／NPO法人 日本防災士会／
　認定NPO法人 日本防災士機構

・防災士資格制度のご紹介
・防災資格取得研修

● 株式会社 長谷川製作所
・

“

落ちないタイル”カーニバル

● 一般社団法人 日本鉄鋼連盟
・国土強靱化に資する鋼構造技術・工法、維持・管理手法

● 国立研究開発法人土木研究所 寒地土木研究所
・砕石とジオテキスタイルを用いた低コスト地盤改良技術

● 新光産業 株式会社
・耐震ベッド「ウッドラック」

● 株式会社 タキガワ・コーポレーション・ジャパン
・災害対策ＰＲ用ノベリティー

● チカミミルテック 株式会社
・耐震天井廻り縁
　共同出展者 : （公財）高知県産業振興センター

● 大林 株式会社
・既存CB塀を補強する「FITパワー」
・軽量でありながら風圧にも負けない「FIT制震ウォール」

● 株式会社 ティーエフサービス
・落下防止ネット
・冷蔵庫用ベルト

● アキレス 株式会社

・避難所用マット・ボート

● 株式会社 エィアンドエィティー
・エレベーター用防災セット
・災害用浄水器 レスキューアクア

● 株式会社 SN食品研究所
・アレルギー対応非常食 救給シリーズ 五目ごはん
・救給シリーズ（カレー・根菜汁・コーンポタージュ）

● 株式会社 MT－NET
・EBラジオライト
・緊急戦隊トイレマン

● 株式会社 カスタネット そなえる.com
・タクシー向け 災害対応用品セット
・持ち出せる防災グッズ収納箱『そのまま持ってけBOX』

● ギャレックス 株式会社
・リバーシブルベスト
・ポケッタブルベスト
　共同出展者 ： 東レ合繊クラスター エンドプロダクツ分科会

● 株式会社 エクセルシア
・災害用・携帯用トイレ

“

ほっ！トイレ”
・ほっ！トイレタブレット

● 株式会社 カワハラ技研
・災害用備蓄型組立式個室トイレ「ほぼ紙トイレ」
・携帯型冷却装置「ゼロヒート」

震災対策総合支援

備蓄品

● クリロン化成 株式会社
・驚異の防臭素材BOS非常用トイレセット

● 有限会社 四国浄管
・災害トイレ2Ｗａｙｓ大地くん
　共同出展者 : （公財）高知県産業振興センター

● 有限会社 システマックス
・一人搬送担架「タフレンジャー」
・車載拡声器「わんたっちスピーカーセット」

● 株式会社 シナノトレーディング
・被災時用備蓄倉庫用インフレータブルテント

● 株式会社 湘南ワイパーサプライ
・防災備蓄エアーマット暖

● 株式会社 スリーエス
・ソーラーバルーンライト

● 株式会社 ダイイチ
・備蓄関連商品全般

● 株式会社 タイカ
・災害備蓄用高機能マットレス「アルファプラR」
・でるキャップ

● 株式会社 タキガワ・コーポレーション・ジャパン
・非常用給水袋パックエキスパート

● 株式会社 タナカショク
・百三珍 豆腐ジャーキー
　共同出展者 ： （公財）高知県産業振興センター

● 東レ合繊クラスター・エンドプロダクツ分科会
・リバーシブルベスト
・ポケッタブルベスト（アイコンウエア）
　共同出展者 ： ギャレックス（株）／丸井織物（株）

● 株式会社 長田製作所
・見せる防災備蓄保管庫「Stock-Stock」

● ネポン 株式会社
・災害用トイレシステム

● 株式会社 ハタヤリミテッド
・USBポート付コードリール

● ファシル 株式会社
・ボウサイブロック
・車載用防災セット「TRUNCAR 」シリーズ

● 新成物産 株式会社
・デュポン™タイベック®ソフトウェアESB
（Emergency Safety Blanket）緊急用非難寝具（寝袋タイプ）

● 公益財団法人 高知県産業振興センター
・メイドイン高知の防災関連製品
　共同出展者 ： （有）四国浄管／（株）島産業／関（株）
　（有）大協工産／高階救命器具（株） 高知工場
　（株）タナカショク／チカミミルテック（株）
　（株）電温／（株）フロムハート／（有）丸英製紙

● 株式会社 フロムハート
・備蓄用不織布毛布NS-01
　共同出展者 : （公財）高知県産業振興センター

● 丸井織物 株式会社
・リバーシブルベスト
・ポケッタブルベスト
　共同出展者 : 東レ合繊クラスター エンドプロダクツ分科会

● 有限会社 丸英製紙
・10年保証備蓄用トイレットペーパー
・クリーンズファミリー簡易トイレ付100回セット
　共同出展者 : （公財）高知県産業振興センター

● 三菱ケミカル・クリンスイ 株式会社
・クリンスイ５年保存水
・災害用ダンボールベッド
　共同出展者 : 三菱ケミカル（株）

● 株式会社 ミヤサカ工業
・ポリタンク型非常用浄水器「コッくん飲めるゾウミニ」
・手動蓄圧式非常用浄水器「コッくん飲めるゾウＲＯ」

● 有限会社 山本商事
・HOTPLUS発熱剤、マルチウォームバッグ
・全天候型携帯圧力鍋 SUR'POT サポット

● ユニトレンド 株式会社
・マンホール対応トイレ
・テント、間仕切り

● アドテック 株式会社
・ハイブリッド型非常用発電機『エネブリッドシリーズ』
　共同出展者 ： 東西商事（株）

● エナジーリソース 株式会社
・3相 AC200V／5KVA 無停電電源装置
・単相 AC200V／750VA 電源装置

● 株式会社 岐阜バッテリー販売
・家庭用蓄電池兼用ポータブル電源R2000
・高容量ポータブル電源PRIME750

● 株式会社 協和エクシオ
・サバイバル電源・マルチチャージ

● おかもとポンプ
・タンデム式ソーラーポンプシステム

● U2 System,Inc
・ポータブル浄水ボトル「プリソー」
　共同出展者 ： （株）ケイエムケイ／（有）プロビジョン

● 三嶋電子 株式会社
・水に浸せば、発電する、水電池応用製品

● 一般社団法人 防災安全協会
・エレベーター緊急停止時 非常用ＢＯＸ

● ホリアキ 株式会社
・インスタントイレ 各種

● 株式会社 近藤工芸 環境事業部
・独立電源・低照度発電・ 可搬型組立式仮設電源

● 株式会社 Ｓａｎｓｅｉ
・リロケータブル発電機（災害対応）

● ジェドスタイル 株式会社
・非常用電源装置「E.P.SmobileCUBE」
・非常用電源装置「E.P.S POWER STATION」

● 株式会社 ジェーピージェネレーターズ
・インテリジェントタンクシステム
・可搬型長時間発電機JPG900-72H

● 株式会社 湘南ワイパーサプライ
・ポータブルUPS蓄電池

● 株式会社 スリーエス
・アルカス ソーラー街路灯

● 株式会社 電温
・エレクピース
　共同出展者 : （公財）高知県産業振興センター

● デンヨー 株式会社
・LPガス非常用発電機
・非常用ディーゼルエンジン発電機

● 東西商事 株式会社
・ハイブリッド型非常用発電機『エネブリッドシリーズ』
　共同出展者 : アドテック（株）

● 日章工業 株式会社
・NISSYOポータブル電源NPG-5000（500W）
・ソーラーパネルPP-101（100W）

● 日本アサヒ機工 株式会社
・ソーラー電源

● マクセル 株式会社
・ポータブルバッテリー（MES-TR470）

● ヤマト通信工業 株式会社
・非常電源BOX

● アイコム 株式会社
・衛星通信トランシーバー IC-SAT100
・IPトランシーバー IP502H

● 株式会社 構造計画研究所
・水害対策-RiverCast・非常時通信-スマホdeリレー

● 三嶋電子 株式会社
・水をセンサーとして、冠水時でも、無線通信機器の発報用電源

● 公益社団法人 世田谷工業振興協会
・「ソーラー避難誘導搭 AE-TOWER（会えたわ～）」

非常時通信対策

電力対策

● 国立研究開発法人 情報通信研究機構
・衛星通信用小型車載局

● ソフトバンク 株式会社
・ソフトバンク衛星電話 501TH
・衛星電話屋内ソリューション、車載アンテナキット

● 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

● 株式会社 パトライト
・パトライト・サイレンアンプ・無線機器と連携した警報提案

出 展 者 ・ 代 表 製 品 一 覧 出 展 者 ・ 代 表 製 品 一 覧
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● 株式会社 ファイトロニクス
・全天候型LED表示装置ファイサインシリーズ

● 一般社団法人 防災安全協会
・新資格：備蓄専門員養成「災害備蓄管理士」の紹介

● NPO法人 リアルタイム地震・防災情報利用協議会
・リアルタイム地震被害推定情報

● 株式会社 レスキューナウ
・レスキューWebMAP
・ステータスChecker

● 環境システム 株式会社
・気泡式水位計 Bubbler　
・河川表面流速計

● 株式会社 三恵工作所
・手差し式止水パネル ライトゲート
・浮力昇降式無人防潮扉 シグゲート

● 星和電機 株式会社
・防災・減災対策ツール S-boxシリーズ　

● 中部美化企業 株式会社
・Ｗａｔｅｒ Ｓｈｕｔｔｅｒ

● 帝人フロンティア 株式会社
・まるごと防災（室内安全対策から水防対策まで）

● 国立研究開発法人 土木研究所 寒地土木研究所
・排水ポンプ設置支援装置（自走型）

● 株式会社 パトライト
・ネットワーク信号灯による監視状態の見える化提案

● 株式会社 ミズノマリン
・水難救助艇（ウォーレイボート）

● 和光機械工業 株式会社
・土のう製造機 DM-1

● 株式会社 ユニメーションシステム
・河川水位・道路冠水監視システム
・豪雨警戒情報提供システム

● SIP「国家レジリエンス(防災・減災)の強化」
・避難・緊急活動支援統合システム　
・市町村災害対応統合システム　

● 高階救命器具 株式会社 高知工場
・ブルーシーシルトフェンス
　共同出展者 : （公財）高知県産業振興センター

● 株式会社 北村製作所
・水文観測所用 アルミ製局舎（水位観測・雨量観測・警報局用）

● 株式会社 アバンセシステム

・安否確認システム【ANPIC】

● NCCコンサルティング 株式会社

・「防災トーク」地域コミュニティ、防災組織での情報共有システム

● 株式会社 JX通信社

・FASTALERT

● 南海電設 株式会社

・緊急地震速報 QCAST S740-P

● 株式会社 パスカル

・安否確認サービス「オクレンジャー」

● Facility Management 防災Ｌａｂ

・防災研修
・Facility・DIG

● 株式会社 フォーラムエイト

・避難解析ソリューション EXODUS

● 株式会社 フロムハート

・EFSAP
　共同出展者 ： （公財）高知県産業振興センター

● 株式会社 フューチャーイン

・安否確認システム「安否コール」　

● 株式会社 Spectee（スペクティ）

・SNS緊急情報配信サービス「Spectee (スペクティ)」

● 国立研究開発法人 情報通信研究機構

・被災状況をリアルタイムに把握するためのAIシステム

● インフォコム 株式会社

・緊急連絡／安否確認システム「エマージェンシーコール」
・情報管理ポータルシステム「BCPortal」

BCP関連

● 篠田 株式会社
・プラティパスアンカー土砂災害応急システム

● 株式会社 島産業
・太陽光発電のLED防犯灯
　共同出展者 ： （公財）高知県産業振興センター

● 関 株式会社
・RESCUE REQUEST
　共同出展者 ： （公財）高知県産業振興センター

● 有限会社 大協工産

・防災ＢＯＸシリーズ
・ダイヤルＢＯＸ
　共同出展者 ： （公財）高知県産業振興センター

● 三菱ケミカル 株式会社
・防災・減災貢献製品
　共同出展者 ： 三菱ケミカルアクア・ソリューションズ（株）／
　三菱ケミカル・クリンスイ（株）／
　三菱ケミカルインフラテック（株）

● 三菱ケミカルアクア・ソリューションズ 株式会社
・地下水膜ろ過システム
　共同出展者 ： 三菱ケミカル（株）

● 株式会社 ブイキューブ
・V-CUBE コラボレーション
・V-CUBE Board

● 国立研究開発法人 防災科学技術研究所
・気象災害軽減イノベーションセンター

● マクセル 株式会社
・業務用オゾン除菌消臭器（最大30畳用）

● 株式会社 USEN
・外国語アナウンスアプリ「おもてなしキャスト」

● 南海電設 株式会社
・超高密度気象観測・情報提供サービス POTEKA

● 株式会社 セイエンタプライズ
・サバイバル®フーズ

● あっとクリエーション 株式会社
・クラウド版「カンタンマップ」防災パッケージ
・空き家・標識・電柱・街路灯など調査「カンタン施設点検マップ」

● 株式会社 アバンセシステム
・安否確認システム【ANPIC】

● NCCコンサルティング 株式会社
・「防災トーク」地域コミュニティ、防災組織での情報共有システム

● 国土交通省 観光庁
・Safety tips

● 静岡県
・総合防災アプリ「静岡県防災」

● 株式会社 テンフィートライト
・安否確認システム『安否ねっと』
・災害時ICTサービス『ゆいぽた』

● 株式会社 パスカル
・安否確認サービス「オクレンジャー」

● ビット・パーク 株式会社
・ここBox（災害時遠隔解錠BOX）

● 株式会社 エスイーアイ
・防災情報伝達アプリＳアラートplus

● 東京ファインフーズ 株式会社
・非常食 紙コップパン
　（バター、チョコレート、ストロベリー）
・非常食 ひとくちやわらかラスク
　（ホワイトラスク、メープル、メロン）

● トーヨーフーズ 株式会社
・どこでもスイーツ缶
　（チーズケーキ風味など3種×2サイズ）
・カップケーキ缶詰（メープル風味など3種）

● 株式会社 永谷園
・災害備蓄用フリーズドライご飯
・5年保存 エーラベルカレー

● 三徳屋 株式会社
・そのまんまOKカレー

● マルキ 株式会社
・揖保乃糸 温素麺 防災麺

● ファーストメディア 株式会社
・防災情報 全国避難所ガイド

● 株式会社 フューチャーイン
・安否確認システム「安否コール」　

● 横浜市港北区役所
・港北区防災情報アプリ

● アジア防災センター
・パネル展示

● 株式会社 ＮＨＫテクノロジーズ
・震災３Ｄ展示「東日本大震災 津波の傷跡2018」

● 神奈川県
・普及啓発用リーフレット等

● 関西広域連合 広域防災局
・パンフレットの配布
・ポスターによる取組事例の紹介

● 株式会社 近代消防社
・消防防災関係の図書

● 工学院大学／エリア防災＋新宿
・自衛消防訓練用VR 
　̶ 臨場感あふれる防災訓練を疑似体験 ̶
・びゆるれコール 
　̶ 超高層建物のための長周期地震動情報アプリ ̶

● 国土交通省
・TEC-FORCE、ハザードマップポータル、
　防災ポータル、DiMAPS（パネル）
・ハザードマップポータル、防災ポータル、
　DiMAPS、防災教育ポータル（チラシ）

● 国土交通省 関東地方整備局
・排水ポンプ車（30m3／min）

● 国土交通省 国土地理院
・防災や災害対応に関する取組紹介

● 災害対策研究会
・地震防災の考え方と取り組み方
・企業の実践的防災対策の考え方

● 自衛隊 神奈川地方協力本部
・高機動車

● 静岡県
・地震防災センターリニューアル

● 早大防災教育支援会WASEND
・国内外での防災教育活動

● 公益財団法人 日本漢字能力検定協会
・「今年の漢字®」

● 公益社団法人 日本技術士会
・技術士が地域の方に提供できる防災に関することを展示

● 公益社団法人 日本地震工学会
・学会の活動紹介

● 農林水産省
・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

● 一般社団法人 防災教育普及協会
・防災教育教材
・活動紹介・セミナーチラシ

● 横浜市消防局 横浜市民防災センター
・横浜市民防災センター来場促進
・横浜市民防災センター広告

● 17WCEE： 第17回世界地震工学会議 運営委員会
・開催案内、パンフレット、パネル

● 東京大学生産技術研究所
   都市基盤安全工学国際研究センター 目黒・沼田研究室

・ハードとソフトの両面からの防災研究
　（パネルによる研究紹介）
・東京大学の災害対策トレーニングセンターのご紹介

● NPO法人 都市防災研究会／
   NPO法人 神奈川災害ボランティアネットワーク／
   横浜災害ボランティアネットワーク

・防災グッズ、冊子
・パネル展示

● 気象庁 東京管区気象台
・気象や地震、火山等に関するパネルの展示
・気象や地震、火山等に関するパンフレット、リーフレットの配布

協力団体

災害アプリ体験コーナー

● 赤穂化成 株式会社
・備蓄水
・熱中対策水

● 株式会社 アドバンス
・経口補水液が作れるタブレットO.R.S

● アルファフーズ 株式会社
・美味しい防災食・非常食
・美味しいやわらか食

● 井村屋 株式会社
・えいようかん
・チョコえいようかん

● 株式会社 SN食品研究所
・アレルギー対応非常食 救給シリーズ 五目ごはん
・救給シリーズ（カレー・根菜汁・コーンポタージュ）

非常食試食体験コーナー

● 川﨑工業 株式会社

・ツウテン レスキュージャッキ『AGETECO』

● 株式会社 ダイキ

・非常用階段避難車「エクセルチェアー」

● テクノグリーン販売 株式会社

・HALO

● 株式会社 長谷川製作所

・マッスルスーツEvery

● 株式会社 パルテック

・ここココソリューション

● ビット・パーク 株式会社

・津波救命艇シェルター（タスカル8）

● 株式会社 ミズノマリン

・LEDバルーン照明機

● 和光機械工業 株式会社

・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 ケイエムケイ

・レスキューバッグ
　共同出展者 ： U2 System,Inc

● 有限会社 プロビジョン

・レスキューバッグ
　共同出展者 ： U2 System,Inc

救助・救出支援

● アムニモ 株式会社

・簡易無線水位計測サービス

● 株式会社 テクノテック

・イージーレインタンク

● NEC

・スマート街路灯（センサーやカメラでの水位検知、避難案内など）

● 伊東産業 株式会社 長野支社

・お助け門、太陽光発電･遠隔装置により水門を完全自動化
・水圧駆動による防潮堤横引ゲート

水害対策

● 株式会社 アイシム医療器

・アルファダック治療器

● NEC

・高度自然言語処理プラットフォーム

● 株式会社 協和エクシオ

・自治体向け防災・地域情報配信システム

● CTCエスピー 株式会社

・WinActor

● 株式会社 テクノテック

・かさ上げ防水パン専用転倒防止器具 イージーセーフティ

各種災害対策

出 展 者 ・ 代 表 製 品 一 覧 出 展 者 ・ 代 表 製 品 一 覧

11



● 株式会社 ファイトロニクス
・全天候型LED表示装置ファイサインシリーズ

● 一般社団法人 防災安全協会
・新資格：備蓄専門員養成「災害備蓄管理士」の紹介

● NPO法人 リアルタイム地震・防災情報利用協議会
・リアルタイム地震被害推定情報

● 株式会社 レスキューナウ
・レスキューWebMAP
・ステータスChecker

● 環境システム 株式会社
・気泡式水位計 Bubbler　
・河川表面流速計

● 株式会社 三恵工作所
・手差し式止水パネル ライトゲート
・浮力昇降式無人防潮扉 シグゲート

● 星和電機 株式会社
・防災・減災対策ツール S-boxシリーズ　

● 中部美化企業 株式会社
・Ｗａｔｅｒ Ｓｈｕｔｔｅｒ

● 帝人フロンティア 株式会社
・まるごと防災（室内安全対策から水防対策まで）

● 国立研究開発法人 土木研究所 寒地土木研究所
・排水ポンプ設置支援装置（自走型）

● 株式会社 パトライト
・ネットワーク信号灯による監視状態の見える化提案

● 株式会社 ミズノマリン
・水難救助艇（ウォーレイボート）

● 和光機械工業 株式会社
・土のう製造機 DM-1

● 株式会社 ユニメーションシステム
・河川水位・道路冠水監視システム
・豪雨警戒情報提供システム

● SIP「国家レジリエンス(防災・減災)の強化」
・避難・緊急活動支援統合システム　
・市町村災害対応統合システム　

● 高階救命器具 株式会社 高知工場
・ブルーシーシルトフェンス
　共同出展者 : （公財）高知県産業振興センター

● 株式会社 北村製作所
・水文観測所用 アルミ製局舎（水位観測・雨量観測・警報局用）

● 株式会社 アバンセシステム

・安否確認システム【ANPIC】

● NCCコンサルティング 株式会社

・「防災トーク」地域コミュニティ、防災組織での情報共有システム

● 株式会社 JX通信社

・FASTALERT

● 南海電設 株式会社

・緊急地震速報 QCAST S740-P

● 株式会社 パスカル

・安否確認サービス「オクレンジャー」

● Facility Management 防災Ｌａｂ

・防災研修
・Facility・DIG

● 株式会社 フォーラムエイト

・避難解析ソリューション EXODUS

● 株式会社 フロムハート

・EFSAP
　共同出展者 ： （公財）高知県産業振興センター

● 株式会社 フューチャーイン

・安否確認システム「安否コール」　

● 株式会社 Spectee（スペクティ）

・SNS緊急情報配信サービス「Spectee (スペクティ)」

● 国立研究開発法人 情報通信研究機構

・被災状況をリアルタイムに把握するためのAIシステム

● インフォコム 株式会社

・緊急連絡／安否確認システム「エマージェンシーコール」
・情報管理ポータルシステム「BCPortal」

BCP関連

● 篠田 株式会社
・プラティパスアンカー土砂災害応急システム

● 株式会社 島産業
・太陽光発電のLED防犯灯
　共同出展者 ： （公財）高知県産業振興センター

● 関 株式会社
・RESCUE REQUEST
　共同出展者 ： （公財）高知県産業振興センター

● 有限会社 大協工産

・防災ＢＯＸシリーズ
・ダイヤルＢＯＸ
　共同出展者 ： （公財）高知県産業振興センター

● 三菱ケミカル 株式会社
・防災・減災貢献製品
　共同出展者 ： 三菱ケミカルアクア・ソリューションズ（株）／
　三菱ケミカル・クリンスイ（株）／
　三菱ケミカルインフラテック（株）

● 三菱ケミカルアクア・ソリューションズ 株式会社
・地下水膜ろ過システム
　共同出展者 ： 三菱ケミカル（株）

● 株式会社 ブイキューブ
・V-CUBE コラボレーション
・V-CUBE Board

● 国立研究開発法人 防災科学技術研究所
・気象災害軽減イノベーションセンター

● マクセル 株式会社
・業務用オゾン除菌消臭器（最大30畳用）

● 株式会社 USEN
・外国語アナウンスアプリ「おもてなしキャスト」

● 南海電設 株式会社
・超高密度気象観測・情報提供サービス POTEKA

● 株式会社 セイエンタプライズ
・サバイバル®フーズ

● あっとクリエーション 株式会社
・クラウド版「カンタンマップ」防災パッケージ
・空き家・標識・電柱・街路灯など調査「カンタン施設点検マップ」

● 株式会社 アバンセシステム
・安否確認システム【ANPIC】

● NCCコンサルティング 株式会社
・「防災トーク」地域コミュニティ、防災組織での情報共有システム

● 国土交通省 観光庁
・Safety tips

● 静岡県
・総合防災アプリ「静岡県防災」

● 株式会社 テンフィートライト
・安否確認システム『安否ねっと』
・災害時ICTサービス『ゆいぽた』

● 株式会社 パスカル
・安否確認サービス「オクレンジャー」

● ビット・パーク 株式会社
・ここBox（災害時遠隔解錠BOX）

● 株式会社 エスイーアイ
・防災情報伝達アプリＳアラートplus

● 東京ファインフーズ 株式会社
・非常食 紙コップパン
　（バター、チョコレート、ストロベリー）
・非常食 ひとくちやわらかラスク
　（ホワイトラスク、メープル、メロン）

● トーヨーフーズ 株式会社
・どこでもスイーツ缶
　（チーズケーキ風味など3種×2サイズ）
・カップケーキ缶詰（メープル風味など3種）

● 株式会社 永谷園
・災害備蓄用フリーズドライご飯
・5年保存 エーラベルカレー

● 三徳屋 株式会社
・そのまんまOKカレー

● マルキ 株式会社
・揖保乃糸 温素麺 防災麺

● ファーストメディア 株式会社
・防災情報 全国避難所ガイド

● 株式会社 フューチャーイン
・安否確認システム「安否コール」　

● 横浜市港北区役所
・港北区防災情報アプリ

● アジア防災センター
・パネル展示

● 株式会社 ＮＨＫテクノロジーズ
・震災３Ｄ展示「東日本大震災 津波の傷跡2018」

● 神奈川県
・普及啓発用リーフレット等

● 関西広域連合 広域防災局
・パンフレットの配布
・ポスターによる取組事例の紹介

● 株式会社 近代消防社
・消防防災関係の図書

● 工学院大学／エリア防災＋新宿
・自衛消防訓練用VR 
　̶ 臨場感あふれる防災訓練を疑似体験 ̶
・びゆるれコール 
　̶ 超高層建物のための長周期地震動情報アプリ ̶

● 国土交通省
・TEC-FORCE、ハザードマップポータル、
　防災ポータル、DiMAPS（パネル）
・ハザードマップポータル、防災ポータル、
　DiMAPS、防災教育ポータル（チラシ）

● 国土交通省 関東地方整備局
・排水ポンプ車（30m3／min）

● 国土交通省 国土地理院
・防災や災害対応に関する取組紹介

● 災害対策研究会
・地震防災の考え方と取り組み方
・企業の実践的防災対策の考え方

● 自衛隊 神奈川地方協力本部
・高機動車

● 静岡県
・地震防災センターリニューアル

● 早大防災教育支援会WASEND
・国内外での防災教育活動

● 公益財団法人 日本漢字能力検定協会
・「今年の漢字®」

● 公益社団法人 日本技術士会
・技術士が地域の方に提供できる防災に関することを展示

● 公益社団法人 日本地震工学会
・学会の活動紹介

● 農林水産省
・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

● 一般社団法人 防災教育普及協会
・防災教育教材
・活動紹介・セミナーチラシ

● 横浜市消防局 横浜市民防災センター
・横浜市民防災センター来場促進
・横浜市民防災センター広告

● 17WCEE： 第17回世界地震工学会議 運営委員会
・開催案内、パンフレット、パネル

● 東京大学生産技術研究所
   都市基盤安全工学国際研究センター 目黒・沼田研究室

・ハードとソフトの両面からの防災研究
　（パネルによる研究紹介）
・東京大学の災害対策トレーニングセンターのご紹介

● NPO法人 都市防災研究会／
   NPO法人 神奈川災害ボランティアネットワーク／
   横浜災害ボランティアネットワーク
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各種災害対策

出 展 者 ・ 代 表 製 品 一 覧 出 展 者 ・ 代 表 製 品 一 覧
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特 設 コ ー ナ ー 特 設 コ ー ナ ー

●  気象災害・避難所対策コーナー
昨年は台風15号・19号といった大型台風が発生し、気象災害への備えも課題となっています。本コーナーでは、気
象災害対策製品の展示、災害発生時に重要となる避難所対策製品の展示に加え、気象災害関連セミナーと、認知度・
関心が高まっているハザードマップを配布するコーナーを設けました。職場や居住地域にどのような危険が潜んでい
るか、ハザードマップを事前に確認し把握していただくことで、備えの大切さ、防災意識の向上を図りました。

来場者の声
・居住地及び会社の場所が海と離れているので水害とは無縁だと思っていまし
たが、近隣の河川に水害の危険があることがわかり、情報収集をしました。
・勤務地、居住地以外の複数の自治体のハザードマップを一度に見ることが出
来たので、区ごとの特色や違いがわかりやすかったです。
・ハザードマップの配布は、注意喚起にもなるのでよい試みだと思いました。
・水害対策セミナーは、BCP見直しのヒントが発見出来て大変有意義でした。
・気象災害が頻繁し、対策が急務のためセミナーを聴講しました。

  気象災害関連セミナー
昨年の台風19号では、多くの河川が氾濫、全国各地で洪水による
浸水被害、土砂災害等、甚大な被害をもたらし、関東・東北地方を
中心に計140箇所で堤防が決壊しました。開催地である神奈川県で
は川崎市や相模原市で浸水被害が広範囲に及び、箱根町で観測史上
最大となる24時間の降水量が1,000㎜を超える等、多くの被害が
報告され、また大雨特別警報が一つの災害では最多となる13都県
（東京、神奈川、埼玉、栃木、群馬、茨城、福島、宮城、岩手、新
潟、山梨、長野、静岡）に発令されました。
本展では、近年被害が激甚化する気象災害をテーマに、計11セッション
ものセミナーが開催され、満席となる等、関心度の高さが伺えてました。

●  非常食試食体験コーナー
味と質の向上（保存期間、栄養価）に加え、アレルギー対応食、ハラ
ル対応食、デザート等、バラエティ豊かになっている非常食。備蓄対
策のきっかけに、11社の非常食を来場者に試食いただきました。
来場者の声
・アレルギ－対応の非常食が多くなり、購入時の選択肢が広がりました。
・災害時だからこそ、手軽に美味しいものが食べられたら嬉しいと思いました。
・試食をして美味しさに感動し、社内備蓄品として担当部署に紹介しました。
・カタログでは美味しさは分からないので、試食が出来て参考になりました。

●  防災グッズコーナー
災害用のトイレや発電機、LEDライト、救助ジャッキ等、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、備えに必要な製品を紹介しました。

来場者の声
・高層マンションに住んでいるので、自宅での避難生活の参考になりました。
・購入の検討材料となり大いに役立ったので、コーナー拡大を希望します。
・トイレ、非常食、ヘルメット、電力対策製品の備蓄を進めており、何を揃え
たらよいか参考にさせていただきました。

●  震災遺構伝承コーナー
震災の記憶と教訓を伝える「3.11伝承ロード」の取り組みが進められ
ています。震災の実情や教訓を語り継ぎ、情報発信し災害に対する防災
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、遺構伝承施設を紹介しました。

来場者の声
・「震災遺構伝承コーナー」は、2011年当時を思い出すきっかけとなり、災
害を忘れないためにも必要で、有意義なコーナーだと思いました。
・東北地方で震災を体験した身として、当時の状況を伝承する取り組みは非常
に重要であると感じました。

●  特殊車輌展示コーナー
緊急時に活躍する災害対策車輌である、国土交通省の排水ポンプ車、
自衛隊の高機動車を展示しました。普段目にすることの出来ない車輌
を、間近で御覧いただける貴重な機会となりました。
来場者の声
・実際に使用されている車輌が展示してあり、また乗車も出来たので大変貴重
な体験となりました。現職の方に対応いただき活動時の様子も伺えました。
・車輌の内部まで拝見し、災害派遣時に頼もしい存在だと思いました。
・説明いただき、自衛隊の車輌の大半がオートマということも知れました。

●  「今年の漢字®」「震」「災」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」、阪神淡路大震災が発生した1995年は
「震」が選出されており、2つを合わせて「震災」として展示し、災
害対策を啓発しました。

●  出展者資料コーナー
出展者のカタログや、研究機関や団体が発行する会報、セミナー資料等
を一堂に集めて来場者に配布するコーナーを設けました。情報収集や製
品の見落とし防止に活用いただき、ブース来訪にもつながりました。

来場者の声
・沢山の企業の資料が集められており、訪問予定にはなかった出展ブースにも
興味を持ち話を聞く事が出来ました。新たな発見となりました。
・出席出来なかったセミナーの資料も配布されていて、大変良かったです。

ハザードマップ提供先
東京都 神奈川県
東京都23区（足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、江東区、
大田区、北区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、
世田谷区、台東区、千代田区、中央区、豊島区、中野区、
練馬区、文京区、港区、目黒区）、武蔵野市

厚木市、伊勢原市、海老名市、大磯町、大井町、小田原市、
鎌倉市、川崎市、相模原市、座間市、逗子市、茅ヶ崎市、
中井町、二宮町、箱根町、秦野市、平塚市、松田町、三浦市、
南足柄市、山北町、大和市、横須賀市、横浜市西区

●  災害アプリ体験コーナー
災害情報配信や避難所案内、安否確認システム、防災組織の情報共有シ
ステム等、災害時に役立つ防災アプリを体験出来るコーナーを設け、
12社・団体の様々な防災アプリを実際に体験いただきました。

来場者の声
・災害アプリ（安否確認システム）の刷新を検討していたので、一度に多くの
製品を見ることが出来てよかったです。実際の使用イメージが出来ました。
・自治会の年配の方から要望があり、アプリが使いこなせない年配の方にも情
報が届くようなシステムがないかと、情報収集をしました。

13



特 設 コ ー ナ ー 特 設 コ ー ナ ー

●  気象災害・避難所対策コーナー
昨年は台風15号・19号といった大型台風が発生し、気象災害への備えも課題となっています。本コーナーでは、気
象災害対策製品の展示、災害発生時に重要となる避難所対策製品の展示に加え、気象災害関連セミナーと、認知度・
関心が高まっているハザードマップを配布するコーナーを設けました。職場や居住地域にどのような危険が潜んでい
るか、ハザードマップを事前に確認し把握していただくことで、備えの大切さ、防災意識の向上を図りました。

来場者の声
・居住地及び会社の場所が海と離れているので水害とは無縁だと思っていまし
たが、近隣の河川に水害の危険があることがわかり、情報収集をしました。
・勤務地、居住地以外の複数の自治体のハザードマップを一度に見ることが出
来たので、区ごとの特色や違いがわかりやすかったです。
・ハザードマップの配布は、注意喚起にもなるのでよい試みだと思いました。
・水害対策セミナーは、BCP見直しのヒントが発見出来て大変有意義でした。
・気象災害が頻繁し、対策が急務のためセミナーを聴講しました。

  気象災害関連セミナー
昨年の台風19号では、多くの河川が氾濫、全国各地で洪水による
浸水被害、土砂災害等、甚大な被害をもたらし、関東・東北地方を
中心に計140箇所で堤防が決壊しました。開催地である神奈川県で
は川崎市や相模原市で浸水被害が広範囲に及び、箱根町で観測史上
最大となる24時間の降水量が1,000㎜を超える等、多くの被害が
報告され、また大雨特別警報が一つの災害では最多となる13都県
（東京、神奈川、埼玉、栃木、群馬、茨城、福島、宮城、岩手、新
潟、山梨、長野、静岡）に発令されました。
本展では、近年被害が激甚化する気象災害をテーマに、計11セッション
ものセミナーが開催され、満席となる等、関心度の高さが伺えてました。

●  非常食試食体験コーナー
味と質の向上（保存期間、栄養価）に加え、アレルギー対応食、ハラ
ル対応食、デザート等、バラエティ豊かになっている非常食。備蓄対
策のきっかけに、11社の非常食を来場者に試食いただきました。
来場者の声
・アレルギ－対応の非常食が多くなり、購入時の選択肢が広がりました。
・災害時だからこそ、手軽に美味しいものが食べられたら嬉しいと思いました。
・試食をして美味しさに感動し、社内備蓄品として担当部署に紹介しました。
・カタログでは美味しさは分からないので、試食が出来て参考になりました。

●  防災グッズコーナー
災害用のトイレや発電機、LEDライト、救助ジャッキ等、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、備えに必要な製品を紹介しました。

来場者の声
・高層マンションに住んでいるので、自宅での避難生活の参考になりました。
・購入の検討材料となり大いに役立ったので、コーナー拡大を希望します。
・トイレ、非常食、ヘルメット、電力対策製品の備蓄を進めており、何を揃え
たらよいか参考にさせていただきました。

●  震災遺構伝承コーナー
震災の記憶と教訓を伝える「3.11伝承ロード」の取り組みが進められ
ています。震災の実情や教訓を語り継ぎ、情報発信し災害に対する防災
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、遺構伝承施設を紹介しました。

来場者の声
・「震災遺構伝承コーナー」は、2011年当時を思い出すきっかけとなり、災
害を忘れないためにも必要で、有意義なコーナーだと思いました。
・東北地方で震災を体験した身として、当時の状況を伝承する取り組みは非常
に重要であると感じました。

●  特殊車輌展示コーナー
緊急時に活躍する災害対策車輌である、国土交通省の排水ポンプ車、
自衛隊の高機動車を展示しました。普段目にすることの出来ない車輌
を、間近で御覧いただける貴重な機会となりました。
来場者の声
・実際に使用されている車輌が展示してあり、また乗車も出来たので大変貴重
な体験となりました。現職の方に対応いただき活動時の様子も伺えました。
・車輌の内部まで拝見し、災害派遣時に頼もしい存在だと思いました。
・説明いただき、自衛隊の車輌の大半がオートマということも知れました。

●  「今年の漢字®」「震」「災」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」、阪神淡路大震災が発生した1995年は
「震」が選出されており、2つを合わせて「震災」として展示し、災
害対策を啓発しました。

●  出展者資料コーナー
出展者のカタログや、研究機関や団体が発行する会報、セミナー資料等
を一堂に集めて来場者に配布するコーナーを設けました。情報収集や製
品の見落とし防止に活用いただき、ブース来訪にもつながりました。

来場者の声
・沢山の企業の資料が集められており、訪問予定にはなかった出展ブースにも
興味を持ち話を聞く事が出来ました。新たな発見となりました。
・出席出来なかったセミナーの資料も配布されていて、大変良かったです。

ハザードマップ提供先
東京都 神奈川県
東京都23区（足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、江東区、
大田区、北区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、
世田谷区、台東区、千代田区、中央区、豊島区、中野区、
練馬区、文京区、港区、目黒区）、武蔵野市

厚木市、伊勢原市、海老名市、大磯町、大井町、小田原市、
鎌倉市、川崎市、相模原市、座間市、逗子市、茅ヶ崎市、
中井町、二宮町、箱根町、秦野市、平塚市、松田町、三浦市、
南足柄市、山北町、大和市、横須賀市、横浜市西区

●  災害アプリ体験コーナー
災害情報配信や避難所案内、安否確認システム、防災組織の情報共有シ
ステム等、災害時に役立つ防災アプリを体験出来るコーナーを設け、
12社・団体の様々な防災アプリを実際に体験いただきました。

来場者の声
・災害アプリ（安否確認システム）の刷新を検討していたので、一度に多くの
製品を見ることが出来てよかったです。実際の使用イメージが出来ました。
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● 出展社・小間数
183社／231小間

● 会期中のパンフレット配布枚数
1社平均／466枚 最高 2,300枚

1社平均／61枚 最高 350枚

1社平均／118万円 最高 1,000万円

● 名刺交換枚数
 

● 成約となった場合の見込み金額
 

● 来場者の数

● 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｣横浜に出展した感想は？

● 出展の目的

53.7%

46.3%

41.7%

29.6%

25.0%

21.3%

71.3%

62.0%

47.2%

39.8%

35.2%

34.3%

ビジネスの拡大が出来そうだから  

出展者・来場者から情報収集出来そうだから

来場者数が多いから

継続的に開催しており、
首都圏の開催であるから

地震、水害、火山噴火等の
自然災害対策専門展示会だから

※ 複数回答

ターゲット層が来場し、
来場者の内容が良いから

首都圏への販路開拓

新規取引先の獲得

新商品のPR

自社製品に関するマーケティング

国・自治体との交流
※ 複数回答

企業名、商品名、製品のPR・認知度向上

● 来場者の内容について

● 出展者の声

● 有益な商談が出来た来場者の業種は？

● 営業活動において注力している地域は？

88.2%

27.5%

19.6%

11.8%

9.8%

関東地方

関西地方

全国

中部地方／九州地方

東海地方 ※ 複数回答

59.5%

47.6%

38.1%

29.4%

27.0%

20.6%

19.8%

23.8%

防災関連企業　（メーカー、商社）

病院、介護・福祉施設

不動産、ビル・マンション管理

出展企業

建設、設計、土木

学校・研究機関 ※ 複数回答

国・地方自治体

民間企業

出 展 者 分 析 出 展 者 分 析

・コロナウイルスの影響が広がる前で、まずは開催されてよかっ
たです。また、影響もありながら、自社ブースへは昨年よりも
多くの来訪者があり、名刺交換も出来たので満足です。

・コロナウイルスの影響で、来場者が減ることは予想していまし
たが、来場者数はまずまずであったと思います。

・通常業務内では知りえない業者様と出会え、興味を持っていた
だくことが出来たので、期待通りの成果が得られました。

・コロナウイルスが警戒されている中で来場された方々は、防災
意識が高い方ばかりで、実りのある意見交換も出来ました。

・時勢が厳しい状況で期待には届きませんでしたが、概ね満足です。

・弊社のターゲット層（管理会社等）が多数来場されたので、満
足していますが、コロナウイルスの影響だと思いますが、例年
より来場者が2,000人程減少してしまったのは残念でした。

・今回は予想以上の良い商談ばかりで、次につながるお問い合わ
せを多くいただき、大変満足しています。

・来場者は昨年を下回りましたが、常時来訪がありました。

・コロナウイルスの感染拡大前の時期でよかったです。来場者は減り
ましたが、少ない中でも自社のターゲット層と商談出来ました。

・前年を大幅に超える部数のパンフレット配布が出来ました。認
知度向上のためには、まずは多くの来場者への情報発信が必要
であると思っているので、コロナウイルスの状況下でも一定の
来場者があり満足しています。

・昨年は災害が多発したせいか、例年よりも備蓄の入れ替えを検
討されている方が多く、商品の事も下調べし理解されている方
もいらっしゃり、話がスムーズに進みました。

・災害時の停電対応への関心が高く、大手企業の防災担当者や災
害商品取扱店と交流することが出来ました。

・来場者の防災意識が高まり、BCPの導入や見直しを検討されて
いる企業が増えているように思いました。

・地震対策に対する意識の高まりを個々から感じることが出来ま
した。プラスとなるご意見を伺うことも出来ました。

・自治体関係の方は、幅広い層の利用も見据えてか、ハイテク製品
だけではなくアナログ製品も好む傾向にあるように感じました。

・様々な業種、職種の来場者より幅広く意見が聞けました。前年
発生した災害によるものと思われますが、ダムの事前放流に関
する関心が高く質問を受けました。

・今回は展示を工夫し、大型のジオラマを持ち込み、ビジュアル
でシステムを訴求し、大いに成果があったと感じています。休
む時間がない程、来場者対応に追われました。

・民間企業と接点が持て、マーケティングに一定の効果が出ました。

・会期後アプリ登録者が増えたので、出展の成果を感じています。

・個々での来場から、団体で来場される方が増えた印象です。

・来場者が、震災に限らず幅広い災害を想定するようになってきて
います。製品の特長や機能を聞き、評価する方が増えました。

・今年は、電力対策、断水対策への関心が非常に高かったです。

・毎年出展していますが、当社の製品PRの場としては来場者の質
が最適だと考えています。継続出展することで、来場者に我々
の商品認知度が高まっていると感じています。

・継続出展し、毎回展示している製品ですが、今回は例年以上の
反響をいただき驚いています。

・ブース来訪者の数よりも、質の高さを重視しています。弊社製品
に関心の高い顧客が多く訪問されたので満足です。

・大勢の方にブースに足を運んでいただき来場者数は満足していま
すが、売上に繋がっておらず成果としては未達です。例年より弊
社製品に興味を持たれる方が多く、今後もアプローチします。

・弊社のブースに限って言えば来訪者が少ないと感じましたが、他社
を見て展示方法、展示内容等の見直しも必要だと思いました。次回、
または他会場の出展も検討したいと思います。

・着実に来場者からの評価が上がっており、継続出展の成果を感
じ、目標も達成出来て満足しています。

・新商品についてのニーズをつかむことが出来ました。

73.8%
達成できた企業

普通
40.5%

満足
29.4%

不満
23.0%

大変満足
7.1%

普通
47.6%

満足
38.2%

不満
7.0%

大変満足
7.2%
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● 出展社・小間数
183社／231小間

● 会期中のパンフレット配布枚数
1社平均／466枚 最高 2,300枚

1社平均／61枚 最高 350枚

1社平均／118万円 最高 1,000万円

● 名刺交換枚数
 

● 成約となった場合の見込み金額
 

● 来場者の数

● 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｣横浜に出展した感想は？

● 出展の目的

53.7%

46.3%

41.7%

29.6%

25.0%

21.3%

71.3%

62.0%

47.2%

39.8%

35.2%

34.3%

ビジネスの拡大が出来そうだから  

出展者・来場者から情報収集出来そうだから

来場者数が多いから

継続的に開催しており、
首都圏の開催であるから

地震、水害、火山噴火等の
自然災害対策専門展示会だから

※ 複数回答

ターゲット層が来場し、
来場者の内容が良いから

首都圏への販路開拓

新規取引先の獲得

新商品のPR

自社製品に関するマーケティング

国・自治体との交流
※ 複数回答

企業名、商品名、製品のPR・認知度向上

● 来場者の内容について

● 出展者の声

● 有益な商談が出来た来場者の業種は？

● 営業活動において注力している地域は？

88.2%

27.5%

19.6%

11.8%

9.8%

関東地方

関西地方

全国

中部地方／九州地方

東海地方 ※ 複数回答

59.5%

47.6%

38.1%

29.4%

27.0%

20.6%

19.8%

23.8%

防災関連企業　（メーカー、商社）

病院、介護・福祉施設

不動産、ビル・マンション管理

出展企業

建設、設計、土木

学校・研究機関 ※ 複数回答

国・地方自治体

民間企業

出 展 者 分 析 出 展 者 分 析

・コロナウイルスの影響が広がる前で、まずは開催されてよかっ
たです。また、影響もありながら、自社ブースへは昨年よりも
多くの来訪者があり、名刺交換も出来たので満足です。

・コロナウイルスの影響で、来場者が減ることは予想していまし
たが、来場者数はまずまずであったと思います。

・通常業務内では知りえない業者様と出会え、興味を持っていた
だくことが出来たので、期待通りの成果が得られました。

・コロナウイルスが警戒されている中で来場された方々は、防災
意識が高い方ばかりで、実りのある意見交換も出来ました。

・時勢が厳しい状況で期待には届きませんでしたが、概ね満足です。

・弊社のターゲット層（管理会社等）が多数来場されたので、満
足していますが、コロナウイルスの影響だと思いますが、例年
より来場者が2,000人程減少してしまったのは残念でした。

・今回は予想以上の良い商談ばかりで、次につながるお問い合わ
せを多くいただき、大変満足しています。

・来場者は昨年を下回りましたが、常時来訪がありました。

・コロナウイルスの感染拡大前の時期でよかったです。来場者は減り
ましたが、少ない中でも自社のターゲット層と商談出来ました。

・前年を大幅に超える部数のパンフレット配布が出来ました。認
知度向上のためには、まずは多くの来場者への情報発信が必要
であると思っているので、コロナウイルスの状況下でも一定の
来場者があり満足しています。

・昨年は災害が多発したせいか、例年よりも備蓄の入れ替えを検
討されている方が多く、商品の事も下調べし理解されている方
もいらっしゃり、話がスムーズに進みました。

・災害時の停電対応への関心が高く、大手企業の防災担当者や災
害商品取扱店と交流することが出来ました。

・来場者の防災意識が高まり、BCPの導入や見直しを検討されて
いる企業が増えているように思いました。

・地震対策に対する意識の高まりを個々から感じることが出来ま
した。プラスとなるご意見を伺うことも出来ました。

・自治体関係の方は、幅広い層の利用も見据えてか、ハイテク製品
だけではなくアナログ製品も好む傾向にあるように感じました。

・様々な業種、職種の来場者より幅広く意見が聞けました。前年
発生した災害によるものと思われますが、ダムの事前放流に関
する関心が高く質問を受けました。

・今回は展示を工夫し、大型のジオラマを持ち込み、ビジュアル
でシステムを訴求し、大いに成果があったと感じています。休
む時間がない程、来場者対応に追われました。

・民間企業と接点が持て、マーケティングに一定の効果が出ました。

・会期後アプリ登録者が増えたので、出展の成果を感じています。

・個々での来場から、団体で来場される方が増えた印象です。

・来場者が、震災に限らず幅広い災害を想定するようになってきて
います。製品の特長や機能を聞き、評価する方が増えました。

・今年は、電力対策、断水対策への関心が非常に高かったです。

・毎年出展していますが、当社の製品PRの場としては来場者の質
が最適だと考えています。継続出展することで、来場者に我々
の商品認知度が高まっていると感じています。

・継続出展し、毎回展示している製品ですが、今回は例年以上の
反響をいただき驚いています。

・ブース来訪者の数よりも、質の高さを重視しています。弊社製品
に関心の高い顧客が多く訪問されたので満足です。

・大勢の方にブースに足を運んでいただき来場者数は満足していま
すが、売上に繋がっておらず成果としては未達です。例年より弊
社製品に興味を持たれる方が多く、今後もアプローチします。

・弊社のブースに限って言えば来訪者が少ないと感じましたが、他社
を見て展示方法、展示内容等の見直しも必要だと思いました。次回、
または他会場の出展も検討したいと思います。

・着実に来場者からの評価が上がっており、継続出展の成果を感
じ、目標も達成出来て満足しています。

・新商品についてのニーズをつかむことが出来ました。

73.8%
達成できた企業

普通
40.5%

満足
29.4%

不満
23.0%

大変満足
7.1%

普通
47.6%

満足
38.2%

不満
7.0%

大変満足
7.2%
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● 登録来場者数
2020年2月6日（木） 8,825名  （前回  9,610名）

2020年2月7日（金） 8,287名 （前回  9,441名）

（前回 19,051名）公式登録総来場者数 17,112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。

※ 同時開催の第11回「振動技術展」の来場者も含まれています。

● 来場者の業種

● 来場者推移

● 来場者の声

34.7%民間企業

その他

6.1%
不動産、ビル・
マンション管理

0.7%商業・遊戯施設

2.8%学校・研究機関

2.1%病院、介護・福祉施設2.1%
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）

建設、設計、土木

国・地方自治体
自衛隊・消防・警察 7.9%

14.9%

11.7%

6.8%
防災関連企業
（メーカー、商社）

16,067名

18,468名 18,657名 19,051名

第20回 第21回 第22回 第23回

17,112名

第24回

● 来場の目的

76.7%

46.9%

14.6%

6.1%

セミナーの参加

製品・技術の導入検討

取引先との交流 ※ 複数回答

製品・技術の情報収集

10000

15000

20000

● 来場回数は？● 来場された感想は？

5.7%
協会、組合、
NGO、NPO

1.8%
報道（テレビ、新聞、
ラジオ、雑誌）

2.7%

・災害が多発しているせいか会場内は活気があり、企業や各種団
体、個人の意識が高まっていると感じました。

・地震のみならず、風水害をテーマとした製品も増えてきた印象を
受けました。浸水対策資機材の展示では、見識が深まりました。

・来場したことで、自社が抱える新たな課題にも気付きました。

・訪問したブースでは、当所の災害リスクに対して十分な情報収
集が出来たと感じています。1社には資料請求をしました。

・震災対策と言っても、様々な企業が、様々な製品の提供に努め
られていることを知ることが出来ました。

・BCP担当になったので、情報収集のために初来場しました。時間が
足りず見切れませんでしたが、見るもの全てが参考になりました。

・社内の災害対策の課題解決のためにセミナーを目的に来場しまし
たが、自宅でも置いておけたらいいな、と思う商品やサービスも
発見することが出来ました。次回も来場したいと思います。

・「震災対策技術展」は、行くたびに新しい発見があり、とても
楽しみにしている展示会です。何より勉強になります。

・出展製品がバラエティに富み、多種多様な最新技術・製品を見聞
きすることが出来、また各企業の取り組みも理解出来ました。

・自然災害の多発により、製品レベルも上がっていると思いました。

・既存の製品も、素材にこだわった製品が多く（エコロジー等）、
今日のニーズ、現状を確認出来たと思います。

・大学との共同研究等も見られ、どのような方向性で減災を考え
ているのかがわかり有意義な展示でした。

・展示を見て、家庭でも備えておくことが望ましい物があること
がわかり、意識が高まり大変参考になりました。

・来場し災害時の備蓄品の購入選定を行う際の知識が増えました。

・企業の防災に対する強い思い入れが感じられる製品ばかりでした。

不満
1.5%

普通
25.0%

満足
59.9%

大変
満足
13.6%

はじめて
55.4% 2～3回

25.7%

4～5回
11.0%

6回目
以上
7.9%

● 印象に残った出展者・製品

● 訪問された展示ブース数は？

29.2%

（公財）高知県産業振興センター

（国研）防災科学技術研究所

井村屋（株）

（株）セイエンタプライズ

デンヨー（株）

（株）構造計画研究所

（株）JX通信社

（株）カワハラ技研　

WOTA（株）

湘南ワイパーサプライ（株）

（株）Spectee（スペクティ）

（株）エィアンドエィティ―

ファシル（株）

クリロン化成（株）

マルキ（株）

（株）レスキューナウ

中部美化企業（株）

（株）ダイイチ

（国研）情報通信研究機構

日栄インテック（株）

メイドイン高知の防災関連製品

気象災害軽減イノベーションセンター、J-SHIS 地震ハザードステーション

えいようかん、チョコえいようかん

サバイバル®フーズ

LPガス非常用発電機、非常用ディーゼルエンジン発電機 

台風・豪雨に伴う河川氾濫等のシミュレーション及びリスク評価、水害対策-RiverCast・非常時通信-スマホdeリレー

FASTALERT

災害用備蓄型組立式個室トイレ「ほぼ紙トイレ」、携帯型冷却装置「ゼロヒート」

WOTA BOX + 屋外用シャワーキット

防災備蓄エアーマット暖、ポータブルUPS蓄電池

SNS緊急情報配信サービス「Spectee (スペクティ)」

エレベーター用防災セット、災害用浄水器 レスキューアクア

ボウサイブロック、車載用防災セット「TRUNCAR」シリーズ

驚異の防臭素材BOS非常用トイレセット

揖保乃糸 温素麺 防災麺

レスキューWebMAP、ステータスChecker

Ｗａｔｅｒ Ｓｈｕｔｔｅｒ

備蓄関連商品全般

衛星通信用小型車載局、被災状況をリアルタイムに把握するためのAIシステム

BBカチットワイヤー・BBクリッパー・N-Safe、キティウォーク・BBクリップSP20

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

16位

17位

18位

19位

20位

製 品 名出展者名順位

セミナー参加のみ
（訪問していない）
9.0%

1～5社
30.7%

6～9社
30.6%

10社以上
29.7%

● ブースを訪問しての感想
・防災、減災に向けた最新の技術や商品を間近で見ることが出来、詳細は

担当者から直接説明が受けられるので有意義です。

・資料を丁寧に説明していただいたので、よく理解出来ました。パンフ
レットも沢山貰い、社内に持ち帰った際にも役立ちます。

・もともと興味のある製品でしたが、ブースで色々と説明いただき、説得
力があり購入検討したいと思いました。

・実際の適用事例を伴う説明があり、イメージしやすかったです。

・デモンストレーション＋事例紹介で魅力を感じました。

・製品が大型にも関わらず展示されており、実物を見ることで説明が非常
にわかりやすかったです。

・蓄電池の購入を検討しており5社に見積を依頼しました。1社からは既
に購入済で、もう1社とは商談中です。

・オプション商品についての案内が、的確でわかりやすく見積依頼をしました。

・実際に製品を使用させて貰ったところ、とても画期的で検討となりました。
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● 登録来場者数
2020年2月6日（木） 8,825名  （前回  9,610名）

2020年2月7日（金） 8,287名 （前回  9,441名）

（前回 19,051名）公式登録総来場者数 17,112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。

※ 同時開催の第11回「振動技術展」の来場者も含まれています。

● 来場者の業種

● 来場者推移

● 来場者の声

34.7%民間企業

その他

6.1%
不動産、ビル・
マンション管理

0.7%商業・遊戯施設

2.8%学校・研究機関

2.1%病院、介護・福祉施設2.1%
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）

建設、設計、土木

国・地方自治体
自衛隊・消防・警察 7.9%

14.9%

11.7%

6.8%
防災関連企業
（メーカー、商社）

16,067名

18,468名 18,657名 19,051名

第20回 第21回 第22回 第23回

17,112名

第24回

● 来場の目的

76.7%

46.9%

14.6%

6.1%

セミナーの参加

製品・技術の導入検討

取引先との交流 ※ 複数回答

製品・技術の情報収集

10000

15000

20000

● 来場回数は？● 来場された感想は？

5.7%
協会、組合、
NGO、NPO

1.8%
報道（テレビ、新聞、
ラジオ、雑誌）

2.7%

・災害が多発しているせいか会場内は活気があり、企業や各種団
体、個人の意識が高まっていると感じました。

・地震のみならず、風水害をテーマとした製品も増えてきた印象を
受けました。浸水対策資機材の展示では、見識が深まりました。

・来場したことで、自社が抱える新たな課題にも気付きました。

・訪問したブースでは、当所の災害リスクに対して十分な情報収
集が出来たと感じています。1社には資料請求をしました。

・震災対策と言っても、様々な企業が、様々な製品の提供に努め
られていることを知ることが出来ました。

・BCP担当になったので、情報収集のために初来場しました。時間が
足りず見切れませんでしたが、見るもの全てが参考になりました。

・社内の災害対策の課題解決のためにセミナーを目的に来場しまし
たが、自宅でも置いておけたらいいな、と思う商品やサービスも
発見することが出来ました。次回も来場したいと思います。

・「震災対策技術展」は、行くたびに新しい発見があり、とても
楽しみにしている展示会です。何より勉強になります。

・出展製品がバラエティに富み、多種多様な最新技術・製品を見聞
きすることが出来、また各企業の取り組みも理解出来ました。

・自然災害の多発により、製品レベルも上がっていると思いました。

・既存の製品も、素材にこだわった製品が多く（エコロジー等）、
今日のニーズ、現状を確認出来たと思います。

・大学との共同研究等も見られ、どのような方向性で減災を考え
ているのかがわかり有意義な展示でした。

・展示を見て、家庭でも備えておくことが望ましい物があること
がわかり、意識が高まり大変参考になりました。

・来場し災害時の備蓄品の購入選定を行う際の知識が増えました。

・企業の防災に対する強い思い入れが感じられる製品ばかりでした。

不満
1.5%

普通
25.0%

満足
59.9%

大変
満足
13.6%

はじめて
55.4% 2～3回

25.7%

4～5回
11.0%

6回目
以上
7.9%

● 印象に残った出展者・製品

● 訪問された展示ブース数は？

29.2%

（公財）高知県産業振興センター

（国研）防災科学技術研究所

井村屋（株）

（株）セイエンタプライズ

デンヨー（株）

（株）構造計画研究所

（株）JX通信社

（株）カワハラ技研　

WOTA（株）

湘南ワイパーサプライ（株）

（株）Spectee（スペクティ）

（株）エィアンドエィティ―

ファシル（株）

クリロン化成（株）

マルキ（株）

（株）レスキューナウ

中部美化企業（株）

（株）ダイイチ

（国研）情報通信研究機構

日栄インテック（株）

メイドイン高知の防災関連製品

気象災害軽減イノベーションセンター、J-SHIS 地震ハザードステーション

えいようかん、チョコえいようかん

サバイバル®フーズ

LPガス非常用発電機、非常用ディーゼルエンジン発電機 

台風・豪雨に伴う河川氾濫等のシミュレーション及びリスク評価、水害対策-RiverCast・非常時通信-スマホdeリレー

FASTALERT

災害用備蓄型組立式個室トイレ「ほぼ紙トイレ」、携帯型冷却装置「ゼロヒート」

WOTA BOX + 屋外用シャワーキット

防災備蓄エアーマット暖、ポータブルUPS蓄電池

SNS緊急情報配信サービス「Spectee (スペクティ)」

エレベーター用防災セット、災害用浄水器 レスキューアクア

ボウサイブロック、車載用防災セット「TRUNCAR」シリーズ

驚異の防臭素材BOS非常用トイレセット

揖保乃糸 温素麺 防災麺

レスキューWebMAP、ステータスChecker

Ｗａｔｅｒ Ｓｈｕｔｔｅｒ

備蓄関連商品全般

衛星通信用小型車載局、被災状況をリアルタイムに把握するためのAIシステム

BBカチットワイヤー・BBクリッパー・N-Safe、キティウォーク・BBクリップSP20

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

16位

17位

18位

19位

20位

製 品 名出展者名順位

セミナー参加のみ
（訪問していない）
9.0%

1～5社
30.7%

6～9社
30.6%

10社以上
29.7%

● ブースを訪問しての感想
・防災、減災に向けた最新の技術や商品を間近で見ることが出来、詳細は

担当者から直接説明が受けられるので有意義です。

・資料を丁寧に説明していただいたので、よく理解出来ました。パンフ
レットも沢山貰い、社内に持ち帰った際にも役立ちます。

・もともと興味のある製品でしたが、ブースで色々と説明いただき、説得
力があり購入検討したいと思いました。

・実際の適用事例を伴う説明があり、イメージしやすかったです。

・デモンストレーション＋事例紹介で魅力を感じました。

・製品が大型にも関わらず展示されており、実物を見ることで説明が非常
にわかりやすかったです。

・蓄電池の購入を検討しており5社に見積を依頼しました。1社からは既
に購入済で、もう1社とは商談中です。

・オプション商品についての案内が、的確でわかりやすく見積依頼をしました。

・実際に製品を使用させて貰ったところ、とても画期的で検討となりました。
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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

● 台風15号・19号等の災害を経て、災害対策の
見直しや新たな対策・検討をしていますか？

※ 複数回答

88.4%

22.3%

21.8%

6.9%

インターネット

アプリ

新聞

雑誌

● 行っている備蓄対策は？

※ 複数回答

非常食

トイレ

ヘルメット

電力対策製品（発電機、蓄電池、等）

熱中症対策製品

担架

エレベーター閉じ込め対策製品

避難所対策製品（間仕切り、毛布等）

衛生用品

地震

津波

台風

土砂災害

火山

水害（ゲリラ豪雨など）

91.8%

72.0%

70.8%

33.0%

31.8%

17.7%

いいえ
42.6%

はい
57.4%

● 備蓄対策は行っていますか？

行って
いない
9.5%

行っている
90.5%

● どのような対策を実施、または検討していますか？
・ハザードマップを確認し、BCPに風水害時の対策を追加しました。

・水害と地震災害では避難所が違うので、事前周知しました。

・車載用脱出ハンマーを全社に配備しました。

・テレワークの推奨のため設備が整えられてきています。

・被害を想定し社内のレイアウト、書庫の固定方法を見直しました。

・備蓄品の見直しと補充をしました。また、新たに蓄電池やガ
スコンロ等、電源損失時に於ける対策を検討しています。

・土のうを購入し、止水板は購入の最終段階です。

・安否確認システム導入の検討をしています。

・地域との連携等について、仕組みの構築を検討中です。

● 災害対策でお困りのこと

● 来場者の声

● 行っている内容

● 防災担当はいますか？

● 防災教育・訓練を行っていますか？  

● 行っていない理由

47.3%

29.1%

27.3%

7.3%

担当部署・担当者がいない

予算を確保できない

実施すべき内容、やり方がわからない

その他

● 防災を担当している部署は？

いない
11.0%

いる
89.0%

代表者
・役員
10.9%

専属部署
（BCP推進室、
災害対策室等）
30.4%

総務
51.1%

その他
7.6%

実施しているか
分からない
5.2%

行って
いない
12.3%

行っている
82.5%

・防災備品の使用訓練、避難訓練、消火・消火栓放水訓練

・防災リーダー養成講座、救命救急講習会（AED操作）

・災害ボランティアセンター開設・運営訓練

・徒歩帰宅訓練、帰宅難民対策訓練

・震災時の初動対応訓練、災害対策本部立ち上げ訓練

・安否確認、一時集合、情報伝達訓練

・炊き出し訓練、非常食の実食体験、起震車体験

・定例会開催、防災だよりの発行

・待ち歩きによる危険個所調査

・防災施設見学、災害図上訓練、避難所運営ゲーム

・大規模水害時の海抜ゼロメートル地帯にある事業所の避難方法

・災害廃棄物の一次仮置き場情報、効率的な処理方法

・マンション内の防災対策・自主防衛組織の構築等が進まない

・備蓄品の管理、水災害対策、避難訓練の実施方法及び内容

・旧耐震基準の設計で建てられたビルやマンションの耐震化

・災害情報の収集、被害地域・規模の予測、災害時の連絡手段

・実効性のあるBCP策定・見直し・運用方法

・職員の出勤手段、院内宿泊環境整備、設備対策

・要支援者及び要配慮者の避難誘導、安否確認

・地域住民の危機管理意識が低いこと、その対策

・備蓄品の消費期限、入れ替え等の管理、保管場所の確保

・ここは安全と決めつけず、危機意識を持ち対策をすることが大切
だと感じます。身内が被災し、防災への考えが変わりました。

・災害対策は、人任せで何も手をつけていないのが問題です。ま
ず地震対策、備蓄から始めようと思います。

・台風、水害等の「予報」がある災害への初動対応の整備中です。
ある程度の気象災害は、備えれば予防出来ると考えます。

・災害対応経験が少ないため、こうした場所で情報と知識を補い、
より細部まで行き届いた対応方法を策定したいと思っています。

・台風15号・19号等の災害を経て、社内の対応体制を見直して
いるところなので、展示もセミナー大いに役立ちました。

・災害対応訓練は、形式的なことしかしていないので、実際の災
害時に対応出来るのか疑問と不安を感じ来場しました。

・南海トラフ特別強化地域に指定されているので地震対策はして
いましたが、昨年度の台風を受け風水害の対応が急務となりま
した。関係各所と多種多様な協定を結び、また短期開設避難所
の資機材も見直しています。

・地震が危惧されていますが、当所が立地している地区は台風15
号により護岸が崩壊する等、水災に対するリスクが高まったので、
水災対策が急務です。来場し情報収集が出来て大変満足です。

・対策は必須ですが、事業所が複数エリアにあり、地域毎に合わせ
たBCPの策定・改定、備蓄の見直し等、労力を要しています。

・自分を含め大半の社員が被災経験がありません。発災時にどの
ように動いたらいいのか？各地で発生した災害の教訓を活かし
備えたいです。

84.3%

71.1%

39.8%

38.6%

31.3%

15.7%

13.3%

12.0%

3.6%

※ 複数回答

決定権は
もっていないが
関与している
44.5%

購入決定権を
持っている
21.5%関与していない

34.0%
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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

● 台風15号・19号等の災害を経て、災害対策の
見直しや新たな対策・検討をしていますか？

※ 複数回答

88.4%

22.3%

21.8%

6.9%

インターネット

アプリ

新聞

雑誌

● 行っている備蓄対策は？

※ 複数回答

非常食

トイレ

ヘルメット

電力対策製品（発電機、蓄電池、等）

熱中症対策製品

担架

エレベーター閉じ込め対策製品

避難所対策製品（間仕切り、毛布等）

衛生用品

地震

津波

台風

土砂災害

火山

水害（ゲリラ豪雨など）

91.8%

72.0%

70.8%

33.0%

31.8%

17.7%

いいえ
42.6%

はい
57.4%

● 備蓄対策は行っていますか？

行って
いない
9.5%

行っている
90.5%

● どのような対策を実施、または検討していますか？
・ハザードマップを確認し、BCPに風水害時の対策を追加しました。

・水害と地震災害では避難所が違うので、事前周知しました。

・車載用脱出ハンマーを全社に配備しました。

・テレワークの推奨のため設備が整えられてきています。

・被害を想定し社内のレイアウト、書庫の固定方法を見直しました。

・備蓄品の見直しと補充をしました。また、新たに蓄電池やガ
スコンロ等、電源損失時に於ける対策を検討しています。

・土のうを購入し、止水板は購入の最終段階です。

・安否確認システム導入の検討をしています。

・地域との連携等について、仕組みの構築を検討中です。

● 災害対策でお困りのこと

● 来場者の声

● 行っている内容

● 防災担当はいますか？

● 防災教育・訓練を行っていますか？  

● 行っていない理由

47.3%

29.1%

27.3%

7.3%

担当部署・担当者がいない

予算を確保できない

実施すべき内容、やり方がわからない

その他

● 防災を担当している部署は？

いない
11.0%

いる
89.0%

代表者
・役員
10.9%

専属部署
（BCP推進室、
災害対策室等）
30.4%

総務
51.1%

その他
7.6%

実施しているか
分からない
5.2%

行って
いない
12.3%

行っている
82.5%

・防災備品の使用訓練、避難訓練、消火・消火栓放水訓練

・防災リーダー養成講座、救命救急講習会（AED操作）

・災害ボランティアセンター開設・運営訓練

・徒歩帰宅訓練、帰宅難民対策訓練

・震災時の初動対応訓練、災害対策本部立ち上げ訓練

・安否確認、一時集合、情報伝達訓練

・炊き出し訓練、非常食の実食体験、起震車体験

・定例会開催、防災だよりの発行

・待ち歩きによる危険個所調査

・防災施設見学、災害図上訓練、避難所運営ゲーム

・大規模水害時の海抜ゼロメートル地帯にある事業所の避難方法

・災害廃棄物の一次仮置き場情報、効率的な処理方法

・マンション内の防災対策・自主防衛組織の構築等が進まない

・備蓄品の管理、水災害対策、避難訓練の実施方法及び内容

・旧耐震基準の設計で建てられたビルやマンションの耐震化

・災害情報の収集、被害地域・規模の予測、災害時の連絡手段

・実効性のあるBCP策定・見直し・運用方法

・職員の出勤手段、院内宿泊環境整備、設備対策

・要支援者及び要配慮者の避難誘導、安否確認

・地域住民の危機管理意識が低いこと、その対策

・備蓄品の消費期限、入れ替え等の管理、保管場所の確保

・ここは安全と決めつけず、危機意識を持ち対策をすることが大切
だと感じます。身内が被災し、防災への考えが変わりました。

・災害対策は、人任せで何も手をつけていないのが問題です。ま
ず地震対策、備蓄から始めようと思います。

・台風、水害等の「予報」がある災害への初動対応の整備中です。
ある程度の気象災害は、備えれば予防出来ると考えます。

・災害対応経験が少ないため、こうした場所で情報と知識を補い、
より細部まで行き届いた対応方法を策定したいと思っています。

・台風15号・19号等の災害を経て、社内の対応体制を見直して
いるところなので、展示もセミナー大いに役立ちました。

・災害対応訓練は、形式的なことしかしていないので、実際の災
害時に対応出来るのか疑問と不安を感じ来場しました。

・南海トラフ特別強化地域に指定されているので地震対策はして
いましたが、昨年度の台風を受け風水害の対応が急務となりま
した。関係各所と多種多様な協定を結び、また短期開設避難所
の資機材も見直しています。

・地震が危惧されていますが、当所が立地している地区は台風15
号により護岸が崩壊する等、水災に対するリスクが高まったので、
水災対策が急務です。来場し情報収集が出来て大変満足です。

・対策は必須ですが、事業所が複数エリアにあり、地域毎に合わせ
たBCPの策定・改定、備蓄の見直し等、労力を要しています。

・自分を含め大半の社員が被災経験がありません。発災時にどの
ように動いたらいいのか？各地で発生した災害の教訓を活かし
備えたいです。

84.3%

71.1%

39.8%

38.6%

31.3%

15.7%

13.3%

12.0%

3.6%

※ 複数回答

決定権は
もっていないが
関与している
44.5%

購入決定権を
持っている
21.5%関与していない

34.0%

来 場 者 分 析 来 場 者 分 析
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※ 複数回答

※ 複数回答

・  ライフライン（電気・ガス・水道・通信・交通・金融）

※ 複数回答

※ 複数回答

・ 建築・設計・土木

・ 不動産、ビル・マンション管理

・ 学校・研究機関、病院・介護、福祉施設

73.5%

47.1%

45.1%

37.3%

37.1%

35.3%

31.4%

避難所支援

地震対策

※ 複数回答

備蓄品

水害対策

非常時通信対策

電力対策

BCP関連

61.3%

51.6%

51.6%

45.2%

40.3%

32.3%

14.5%

BCP関連

備蓄品

非常時通信対策

水害対策

地震対策

電力対策

避難所支援

65.6%

51.9%

42.9%

40.2%

31.7%

29.6%

28.0%

BCP関連

備蓄品

電力対策

水害対策

避難所支援

地震対策

非常時通信対策

67.1%

65.8%

43.0%

41.8%

26.6%

20.3%

17.7%

水害対策

地震対策

電力対策

非常時通信対策

BCP関連

備蓄品

避難所支援

・ 防災関連企業（メーカー、商社）

47.6%

40.5%

39.7%

38.1%

38.1%

35.7%

31.0%

地震対策

電力対策

水害対策

備蓄品

BCP関連

非常時通信対策

● 関心のある製品及び技術と来場しての感想

・多発している自然災害に対して、先進的研究事例、企業
の最新機器等の展示、セミナーはどれも有意義でした。

・新たな防災備品等の情報が得られ、参考になりました。
・とても広い会場内で、多くの出展ブースや資料、説明が

受けられ自身のスキルアップになったと感じました。
・今回の内容を業務、町会活動等で活かしていきたいです。
・今年は風水害系の展示が多かったと思います。実災害が多

発したことから、関心も高く良いことだと思いました。
・沢山の防災製品・対策に感心し、来場したことで防災す

る意識、関心が強くなりました。
・各行政の防災対策についても知ることが出来て、参考にな

りました。知見を広めることが出来て大変有意義です。
・新しい発想の展示が見られて、今後の参考となりました。

・初めて来場しましたが、蓄電池、トイレ用品、水の浄化
装置が多くを占めている印象です。ここ数年の災害を経
験し、被災者の要求する製品がわかりました。

・普段表立って見かける機会のない技術を、見て触れるこ
とが出来て大変有意義でした。次回も来場します。

・各企業が災害対策に尽力していることを、想像以上に垣
間見ることが出来て、勉強にもなり良い機会でした。

・展示を見てセミナーを聞くことで、事前準備や実際の災
害時に行動への気づきとなりました。

・短時間で多くの情報や知識が収集出来て、災害対策をす
る上でとても有効でした。

・カタログでしか見られない製品を、実際に触れることが出
来るのは展示会ならではで、来場の意義を感じました。

・地方より来場しましたが、情報が溢れているのでとても
有意義であり、継続して来場したいと思いました。

・有事に於ける技術は、平時は軽視されがちで余り注目されてい
ません。しかしながら、社内でもこれまでの災害等を経験者か
ら報告させ、その都度纏めておくことが必要だと感じました。

・初めて来場しましたが、東日本大震災後に話題になった
ような非常食や防災グッズよりも数段進化していて感心
しました。今後は、担当役員も含めて意識改革、グッズ
の見直し等をしていきたいです。

・毎年開催されているので、最新情報に触れられて良い機
会です。発売・発表前の新しい技術や注目技術ももっと
アピールしていただきたいです。

・昨年は通信設備が被害を受け復旧工事も多く、工事をより
効率化出来る機器・装備がないか探しに来場しました。

・自然災害が読めない時代となり、重要なイベントだと再認
識しました。大変参考になり、規模拡大を期待します。

・実際に装置を体験、試食出来るブースが多数あり、使
用イメージも想像出来て、非常に良かったです。

・発災による施設の被害防止につながる出展業者を確認出
来たので、業務の参考になり助かりました。

・出展ブースも多く、短時間では全て見ることが出来なか
ったので、次回は時間の余裕をもって来場します。

・震災以外の被害が増えているので、その他災害の対策を
具体的に見られて満足しています。

・マンション防災に関する知識が得られました。
・毎年来場していますが、災害物品が非常に充実してきて

いる印象を受けました。

・遠方（北海道）から来場しました。規模が大きく実際に
初めて見るものも多く、有意義な時間となりました。

・その時々の社会背景が反映されていて、情報収集がしや
すかったです。ソーラーパネル・蓄電池に関心があり見
積を依頼しました。水害対策が急務です。

・VR等、以前に比べて新しい技術が印象に残りました。
・提案商材の発掘をしており、とても参考になりました。
・想像以上に多彩な商品が並んでいて、世の中には色んな

商材が展開されていることに感心しきりでした。
・あるブースでは担当者の説明と情報発信が良く、印象に

残りました。丁寧に対応していただき助かりました。
・耐震装置を扱っており、新製品を探しに来場しました。
・緊急時の連絡網を強化したいと思い来場しました。

※ 複数回答

※ 複数回答

・ 民間企業

・ 協会・組合・NPO

・ 国・地方自治体、自衛隊・消防・警察

69.7%

51.5%

48.5%

47.0%

40.9%

39.4%

18.2%

電力対策

地震対策

※ 複数回答

備蓄品

非常時通信対策

避難所支援

BCP関連

水害対策

56.7%

49.6%

41.1%

40.8%

34.0%

31.8%

16.4%

BCP関連

地震対策

電力対策

非常時通信対策

水害対策

備蓄品

避難所支援

66.7%

62.2%

46.7%

44.4%

37.8%

35.6%

33.3%

避難所支援

地震対策

電力対策

非常時通信対策

救助・救出支援

備蓄品

水害対策

・被災経験者ということもありますが、聴覚の障害者には
どのように情報発信をしていく必要があるのか、勉強し
たく来場しています。毎年ながら、出展企業の防災への
関心の深さに感心させられます。

・セミナーや大学・研究機関のブースで、災害対応に関す
る取り組み、研究についての情報が得られ満足です。

・減災を進めていく中で、知識や経験談を積むための機会
が少なすぎると感じているので、このような大規模な展
示と多彩なセミナーは情報収集、向学に役立ちました。

・とある企業のテントは、感染症対策の隔離施設としても
利用出来るのではと思い、話を伺いました。

・事務所用にも家庭用にも使えるポータブル蓄電池を見つ
け、購入しやすい価格帯だったので興味を持ちました。

・年々防災物品が進化していることを感じました。

・来場し、自然災害全般の対策の必要性を感じました。
・各都道府県のメーカーにより、対策技術に特色がありまし

た。地域の特性や被災経験が反映されているようです。
・数年来来場していますが、製品が非常食等の備蓄や各種

グッズの備え・対応にシフトしているように感じます。
・自分が関与していることもありますが、観測技術やセン

サー関連の最新技術の紹介に期待したいです。
・製造業なので、災害後も生産を出来るだけ維持するため

の技術提案をもっとしていただきたいです。
・非常に良い内容なので、今までの大災害等を風化させな

いためにも毎年開催して貰いたいです。
・災害対策製品の商品開発はなかなか難しいと思いますが、

これまでの技術の応用や思いがけない製品が防災に役立つ
等、今後の開発、情報発信にも期待しています。

・年々出展する企業の幅が広くなっていて、大変興味深いです。
・各ブースでは、担当者に事細かく質問出来て有意義でした。
・ソフトによる取り組みが増えてきた印象です。ハードに

関しては、サービスの採用者がプロだけとは限らないの
で、ハードを稼働させるための電源、通信回線等、使用
シーンを想定しながら提案いただけると助かります。

・情報収集の場として非常に役立ちました。定期的に開催
されている事が良いと思います。

・個人でも購入可能か尋ねると、いくつかのブースでは難
しい旨の回答がありました。素晴らしい製品なので、企
業だけでなく、個人として備える場合にも対応してくれ
る方策があるとよいです。

・救難救助に役立つ製品を見つけることが出来ました。丁
寧に対応いただき興味が深まりました。

避難所支援

来 場 者 分 析 （ 業 種 別 ） 来 場 者 分 析（ 業 種 別 ）
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※ 複数回答

※ 複数回答

・  ライフライン（電気・ガス・水道・通信・交通・金融）

※ 複数回答

※ 複数回答

・ 建築・設計・土木

・ 不動産、ビル・マンション管理

・ 学校・研究機関、病院・介護、福祉施設

73.5%

47.1%

45.1%

37.3%

37.1%

35.3%

31.4%

避難所支援

地震対策

※ 複数回答

備蓄品

水害対策

非常時通信対策

電力対策

BCP関連

61.3%

51.6%

51.6%

45.2%

40.3%

32.3%

14.5%

BCP関連

備蓄品

非常時通信対策

水害対策

地震対策

電力対策

避難所支援

65.6%

51.9%

42.9%

40.2%

31.7%

29.6%

28.0%

BCP関連

備蓄品

電力対策

水害対策

避難所支援

地震対策

非常時通信対策

67.1%

65.8%

43.0%

41.8%

26.6%

20.3%

17.7%

水害対策

地震対策

電力対策

非常時通信対策

BCP関連

備蓄品

避難所支援

・ 防災関連企業（メーカー、商社）

47.6%

40.5%

39.7%

38.1%

38.1%

35.7%

31.0%

地震対策

電力対策

水害対策

備蓄品

BCP関連

非常時通信対策

● 関心のある製品及び技術と来場しての感想

・多発している自然災害に対して、先進的研究事例、企業
の最新機器等の展示、セミナーはどれも有意義でした。

・新たな防災備品等の情報が得られ、参考になりました。
・とても広い会場内で、多くの出展ブースや資料、説明が

受けられ自身のスキルアップになったと感じました。
・今回の内容を業務、町会活動等で活かしていきたいです。
・今年は風水害系の展示が多かったと思います。実災害が多

発したことから、関心も高く良いことだと思いました。
・沢山の防災製品・対策に感心し、来場したことで防災す

る意識、関心が強くなりました。
・各行政の防災対策についても知ることが出来て、参考にな

りました。知見を広めることが出来て大変有意義です。
・新しい発想の展示が見られて、今後の参考となりました。

・初めて来場しましたが、蓄電池、トイレ用品、水の浄化
装置が多くを占めている印象です。ここ数年の災害を経
験し、被災者の要求する製品がわかりました。

・普段表立って見かける機会のない技術を、見て触れるこ
とが出来て大変有意義でした。次回も来場します。

・各企業が災害対策に尽力していることを、想像以上に垣
間見ることが出来て、勉強にもなり良い機会でした。

・展示を見てセミナーを聞くことで、事前準備や実際の災
害時に行動への気づきとなりました。

・短時間で多くの情報や知識が収集出来て、災害対策をす
る上でとても有効でした。

・カタログでしか見られない製品を、実際に触れることが出
来るのは展示会ならではで、来場の意義を感じました。

・地方より来場しましたが、情報が溢れているのでとても
有意義であり、継続して来場したいと思いました。

・有事に於ける技術は、平時は軽視されがちで余り注目されてい
ません。しかしながら、社内でもこれまでの災害等を経験者か
ら報告させ、その都度纏めておくことが必要だと感じました。

・初めて来場しましたが、東日本大震災後に話題になった
ような非常食や防災グッズよりも数段進化していて感心
しました。今後は、担当役員も含めて意識改革、グッズ
の見直し等をしていきたいです。

・毎年開催されているので、最新情報に触れられて良い機
会です。発売・発表前の新しい技術や注目技術ももっと
アピールしていただきたいです。

・昨年は通信設備が被害を受け復旧工事も多く、工事をより
効率化出来る機器・装備がないか探しに来場しました。

・自然災害が読めない時代となり、重要なイベントだと再認
識しました。大変参考になり、規模拡大を期待します。

・実際に装置を体験、試食出来るブースが多数あり、使
用イメージも想像出来て、非常に良かったです。

・発災による施設の被害防止につながる出展業者を確認出
来たので、業務の参考になり助かりました。

・出展ブースも多く、短時間では全て見ることが出来なか
ったので、次回は時間の余裕をもって来場します。

・震災以外の被害が増えているので、その他災害の対策を
具体的に見られて満足しています。

・マンション防災に関する知識が得られました。
・毎年来場していますが、災害物品が非常に充実してきて

いる印象を受けました。

・遠方（北海道）から来場しました。規模が大きく実際に
初めて見るものも多く、有意義な時間となりました。

・その時々の社会背景が反映されていて、情報収集がしや
すかったです。ソーラーパネル・蓄電池に関心があり見
積を依頼しました。水害対策が急務です。

・VR等、以前に比べて新しい技術が印象に残りました。
・提案商材の発掘をしており、とても参考になりました。
・想像以上に多彩な商品が並んでいて、世の中には色んな

商材が展開されていることに感心しきりでした。
・あるブースでは担当者の説明と情報発信が良く、印象に

残りました。丁寧に対応していただき助かりました。
・耐震装置を扱っており、新製品を探しに来場しました。
・緊急時の連絡網を強化したいと思い来場しました。

※ 複数回答

※ 複数回答

・ 民間企業

・ 協会・組合・NPO

・ 国・地方自治体、自衛隊・消防・警察

69.7%

51.5%

48.5%

47.0%

40.9%

39.4%

18.2%

電力対策

地震対策

※ 複数回答

備蓄品

非常時通信対策

避難所支援

BCP関連

水害対策

56.7%

49.6%

41.1%

40.8%

34.0%

31.8%

16.4%

BCP関連

地震対策

電力対策

非常時通信対策

水害対策

備蓄品

避難所支援

66.7%

62.2%

46.7%

44.4%

37.8%

35.6%

33.3%

避難所支援

地震対策

電力対策

非常時通信対策

救助・救出支援

備蓄品

水害対策

・被災経験者ということもありますが、聴覚の障害者には
どのように情報発信をしていく必要があるのか、勉強し
たく来場しています。毎年ながら、出展企業の防災への
関心の深さに感心させられます。

・セミナーや大学・研究機関のブースで、災害対応に関す
る取り組み、研究についての情報が得られ満足です。

・減災を進めていく中で、知識や経験談を積むための機会
が少なすぎると感じているので、このような大規模な展
示と多彩なセミナーは情報収集、向学に役立ちました。

・とある企業のテントは、感染症対策の隔離施設としても
利用出来るのではと思い、話を伺いました。

・事務所用にも家庭用にも使えるポータブル蓄電池を見つ
け、購入しやすい価格帯だったので興味を持ちました。

・年々防災物品が進化していることを感じました。

・来場し、自然災害全般の対策の必要性を感じました。
・各都道府県のメーカーにより、対策技術に特色がありまし

た。地域の特性や被災経験が反映されているようです。
・数年来来場していますが、製品が非常食等の備蓄や各種

グッズの備え・対応にシフトしているように感じます。
・自分が関与していることもありますが、観測技術やセン

サー関連の最新技術の紹介に期待したいです。
・製造業なので、災害後も生産を出来るだけ維持するため

の技術提案をもっとしていただきたいです。
・非常に良い内容なので、今までの大災害等を風化させな

いためにも毎年開催して貰いたいです。
・災害対策製品の商品開発はなかなか難しいと思いますが、

これまでの技術の応用や思いがけない製品が防災に役立つ
等、今後の開発、情報発信にも期待しています。

・年々出展する企業の幅が広くなっていて、大変興味深いです。
・各ブースでは、担当者に事細かく質問出来て有意義でした。
・ソフトによる取り組みが増えてきた印象です。ハードに

関しては、サービスの採用者がプロだけとは限らないの
で、ハードを稼働させるための電源、通信回線等、使用
シーンを想定しながら提案いただけると助かります。

・情報収集の場として非常に役立ちました。定期的に開催
されている事が良いと思います。

・個人でも購入可能か尋ねると、いくつかのブースでは難
しい旨の回答がありました。素晴らしい製品なので、企
業だけでなく、個人として備える場合にも対応してくれ
る方策があるとよいです。

・救難救助に役立つ製品を見つけることが出来ました。丁
寧に対応いただき興味が深まりました。

避難所支援

来 場 者 分 析 （ 業 種 別 ） 来 場 者 分 析（ 業 種 別 ）
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● セミナー内容の満足度

● セミナー参加の目的は？

● セミナー全体を通しての聴講者の声

●

●

セミナーは何セッション聴講されましたか?

今後聴講したいセミナーは？

来 場 者 分 析 （ セ ミ ナ ー ）

普通
17.9%

満足
57.7%

大変満足
21.9%

不満
2.5%

2～3
セッション
44.2%

4セッション
以上
24.2%

1セッション
31.6%

・大学教授や専門家による災害予測や対策

・国・自治体の事前防災の取り組み

・南海トラフや首都直下地震等の地震対策

・水害対策（洪水、内水氾濫、土砂災害対策、等）

・気象災害、地球温暖化による影響や対策

・BCP関連（策定、改善、他社の具体事例、等）

・効果的な防災訓練や避難訓練の実施方法

・要支援者対策（避難方法、介護施設の継続支援方法、等）

・災害医療、感染症対策

・災害心理（避難時の心理、心のケア、等）

・災害時の対応事例、被災者による経験談

・災害時の情報伝達方法、SNSの活用方法

・地震のみならず、風水害をテーマとしたものも多く、テーマ設
定が時宜に合っており、有意義な内容でした。

・専門の講師による講演により、自分の未熟な部分、理解不足で
あった部分を把握することが出来ました。

・どのセミナーでも、災害に対する備えが大事と言っていたので、
自社で実施している対策も方向性は合っている事が確信出来、自
信が持てました。大変勉強になりました。

・南海トラフをテーマとしたセミナーは、関東近郊ではなかなか
聞けない内容だったので大変満足しています。

・行政の災害に対する考え方、市民への期待等、行政からの声を
直接聞くことが出来、最新の情報が得られました。

・過去、現在、将来の気象の変化と対策の違いを考えさせられました。

・災害対策の心得や、大企業が災害時に実際何をしたか等、真似
は出来ないまでも、とても参考になる内容でした。

・毎回持ち帰り教えられる事があるので、非常に役立っています。

・今後の災害設計計画を実施するうえで、参考になる内容でした。

・専門的な内容でしたが、丁寧でわかりやすかったです。

・セミナーで新しい情報、考え等を得て、自身や自主防災での展開
を検討することにつながります。今後に役立てられそうです。

・初めて来場しましたが、セミナーではタイムリーなコロナウイ
ルスについても触れられており勉強になりました。

※ 複数回答

テーマに関心があった 

気象災害セミナーに興味があった 

災害対策の情報収集 

講師に関心があった 

社内の防災教育

84.7%

57.5%

24.3%

20.9%

12.6%
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２月6 日（木）

国立研究開発法人 防災科学技術研究所 理事長 林 春男 氏 

10：30～12：00

● G 会場

13：00～15：10

丸の内総合法律事務所 弁護士 中野 明安 氏

・令和元年に発生した災害における防災科研の対応と今後の取り組み

・首都圏での大地震時のリスク
  －地盤・建物の被害は？ 災害時の法的対策は？－

・災害時における企業等の法的課題と対策

工学院大学 建築学部 まちづくり学科 教授 久田 嘉章 氏 
・過去から学び、首都直下地震に備える建物・まちの対策

主催：一般社団法人 日本建築学会 災害委員会（市民講座WG） 

シンポジウム・セミナー

令和元年に頻発した風水害は、わが国の災害対応能力の限界を垣間見せた。
中でも台風19号では、激しい自然の脅威を受けて、昨年の西日本水害以上の規模の被害が
発生し、来るべき南海トラフ地震による広域災害対応の難しさを予期させる災害となった。
こうした災害に対する防災科研の対応と今後に向けた取り組みを紹介する。

首都圏に大地震が発生したとき、いったい何が起きるのか。これを正しく理解し把握しておくことは、レジリエンス
な災害対策の第一歩です。そこで本シンポジウムでは、首都圏で大地震が発生したときに想定される建物・まちの被
害と、その法的対策に焦点を当てることにしました。
久田教授からは「過去から学び、首都直下地震に備える建物・まちの対策」と題し、海溝型巨大地震による1923年
関東大震災や2011年東日本大震災、活断層帯地震による1995年阪神・淡路大震災と2016年熊本地震などで得ら
れた特徴的な地震動や建物・まちの被害と対策に関する貴重な教訓を振り返り、今後想定される様々なタイプの首都
直下地震に対するハード（耐震対策）・ソフト（自助・共助・公助）を融合したレジリエントな建物・まちの対策に
ついて、事例を交えて紹介します。
中野弁護士からは「災害時における企業等の法的課題と対策」と題し、災害時に企業が負う、従業員、顧客、利用者に対
する安全配慮義務と、またその一方で、業務を継続して利益を上げることが要求されるなか、具体的な対応はどのように
すればよいのか。これまでの各種災害から災害時における企業の各種の法的課題を抽出し、その対策を検討します。

海溝型巨大地震による1923年関東大震災や2011年東日本大震災、活断層帯地震に
よる1995年阪神・淡路大震災と2016年熊本地震などで得られた特徴的な地震動や
建物・まちの被害と対策に関する貴重な教訓を振り返り、今後想定される様々なタイ
プの首都直下地震に対するハード（耐震対策）・ソフト（自助・共助・公助）を融合
したレジリエントな建物・まちの対策について事例を交えて紹介します。

企業においては、災害時においても、従業員、顧客、利用者に対して安全配慮義務を負い
ます。また、一方で、業務を継続して利益を上げることを要求されています。その具体的
な対応はどのようにすればよいか。これまでの各種災害から災害時における企業の各種の
法的課題を抽出し、その対策を検討する。
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２月6日（木）
● H 会場

● I 会場

● J 会場

２月6日（木）
● I+J 会場

国立研究開発法人 防災科学技術研究所
NPO法人 リアルタイム地震・防災情報利用協議会（REIC）

主　催：

文部科学省、内閣府、公益財団法人 地震予知総合研究振興会、
東京商工会議所、日本防災産業会議、NPO法人 日本防災士会

後　援：

シンポジウム・セミナー シンポジウム・セミナー

工学院大学 建築学部 まちづくり学科 教授 久田 嘉章 氏 

10：45～11：45
・首都圏で想定される震災等による複合災害とレジリエントな防災・減災対策

2011年東日本大震災や2019年台風19号など近年の想定を超える自然災害の教訓を背景
に、近年、災害前の防止策と災害後の対応・復旧力の向上を目的とするレジリエントな防災・
減災対策が必要とされている。本講演では過去の震災・水災の事例や公表されている被害想
定結果を踏まえ、今後必要となる自助・共助・公助による取組みを紹介する。

NPO法人 プラス・アーツ 東京事務所長 小倉 丈佳 氏 

13：00～14：30
・防災をクリエイティブに！社員を巻き込む新しい防災啓発のカタチ

防災マニュアルや災害用備蓄品の用意はできていたとしても、そのことを一部の社員しか知
らない状況だと有効に運用できません。より多くの社員に届くユニークな仕掛けの社内向け
防災啓発キャンペーンを、実際に展開している企業の事例などを紹介しながら解説します。

主催：公益社団法人 日本技術士会
関西大学 社会安全学部 准教授 小山 倫史 氏 

15：00～16：30
・防災の日常化－自主的防災を継続的に機能させるために必要な工夫－

高齢化が進む中山間集落であり、土砂災害リスクが高いとされる福井市高須町において、地
域防災活動の日常化を図るべく、住民を対象としたヒアリング調査および専門家による現地
踏査の結果をもとに観測機器を設置し、住民自らが危険個所を監視し、日常とは異なる意見
に気づく仕組みの構築を試みた事例について紹介する。

東京大学地震研究所 地震予知研究センター 教授・センター長
国立研究開発法人 防災科学技術研究所 首都圏レジリエンス研究センター センター長
平田 直 氏 

10：30～12：00
・首都直下地震災害に備える

2019年6月に山形県沖でM6.7の地震が発生し、山形県・新潟県で被害が発生した。昨年
の11月に発生した北海道胆振東部と同規模の地震であったが、幸い人的な被害は多くなか
った。2019年は、台風15号、19号、21号により関東から東北にかけて広域な災害とな
った。この災害は、大規模・広域の震災への対応を考えるうえで貴重な教訓をもたらした。
首都圏の地震災害に備えるために私たちが取り組まなければならないことを議論する。

災害リスク評価研究所 代表 松島 康生 氏 

10：45～12：15
・被害現場から学ぶBCPの見直しポイントと帰宅困難よりも深刻な「参集困難」の現状

御社のBCP（事業継続計画）は、大規模災害時にどれだけ役に立つでしょうか？これまで自
治体の地震被害想定調査から地域防災計画やハザードマップの策定に携わり、現在は大手企
業や医療機関、福祉施設などの防災計画やBCP（事業継続計画）のアドバイスをしてきまし
た。御社の計画書は「絵に描いた餅」になっていませんか？被害にあった企業の防災対策は
どれだけ機能したのでしょうか。被災事例の教訓をもとにBCPの見直しポイントを解説しま
す。併せて帰宅困難よりも深刻化するであろう参集困難の現状やその解決案をご紹介します。

13：00～16：30
・第19回 国土セイフティネットシンポジウム
　激甚災害から社会・経済を守る

名古屋大学 減災連携研究センター 教授 西川 智 氏 
・南海トラフ地震・首都直下地震など広域巨大災害にどう備える？企業のBCP

南海トラフ地震津波や首都直下地震等の大規模災害の被害軽減には、各企業が個社単独で
のBCP「点のBCP」から視野を拡げ、取引先企業や自社のサプライチェーンの関係「線の
BCP」や事業所立地の地理的特性や地域内の他者との関係を確認・相談し「面のBCP」、
準備を進める必要があり、さらには、それを支える道路等の産業インフラの強化と早期復
旧戦略が欠かせない。

近年、巨大地震の切迫性が高まる一方、台風や集中豪雨など気象災害も激甚化しつつある。都市の自然災害リスクが
高まる中、災害強靭性（レジリエンス）のある社会・経済を構築するためには、産官学が連携して防災・減災技術の
普及・開発促進を行う必要がある。
本シンポジウムでは、「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）」第2期における、自然災害による広域経済活
動の早期復旧を主軸に、産官学それぞれの視点から、ライフライン・インフラ事業の減災・防災対策を報告する。

国立研究開発法人 海洋研究開発機構 付加価値情報創生部門 部門長 堀 宗朗 氏 
・SIPプロジェクト第2期が目指す社会実装への課題

SIP第2期「国家レジリエンス（防災・減災）の強化」では先端的防災技術の研究開発と社
会実装を進めている。先端防災技術は、社会の変化に対応する維持・更新も重要である。
陳腐化を防ぐ先端防災技術の社会実装の在り方を模索している。

国立研究開発法人 防災科学技術研究所 マルチハザードリスク評価研究部門 部門長 藤原 広行 氏 
・マルチハザードリスク評価の共通情報基盤を目指して

災害レジリエンスの向上のためには、事前の対策に資するハザード・リスクの評価技術及
び災害発生時には迅速で適切な対応を可能とするための被害状況の推定・把握技術が不可
欠となります。地震災害を対象として、ハザード情報を集約した地震ハザードステーショ
ン（J-SHIS）、地震被害状況を推定するシステム（J-RISQ)などを開発してきた経験を
踏まえ、各種災害のリスク評価に向けた取り組みについて講演します。　　

国立研究開発法人 防災科学技術研究所 水・土砂防災研究部門 主任研究員 清水 慎吾 氏 
・世界最先端の水蒸気観測が拓く新しい線状降水帯対策

線状降水帯による大規模水害による犠牲者を減らすために、事前に線状降水帯の発生を予
測し、避難に必要なリードタイムを確保する必要がある。最新の水蒸気観測技術等を用い
て、半日から数時間前の予測技術を向上させることで、自治体等の避難勧告・指示の意思
決定に資する情報提供を行い、確実な避難の実現をめざす。

首都高速道路 株式会社 執行役員 土橋 浩 氏 

・インフラデータプラットフォームの活用
　～インフラマネジメントから防災情報システムへ～　

近年目覚ましい進歩をとげているICTを活用し、GISにインフラの各種管理情報を統合す
るデータプラットフォームについて紹介するとともに、当該プラットフォームを活用した
高度なインフラマネジメントシステム及び災害時のリアルタイム情報を統合した拡張性の
高い総合防災情報システムの社会実装について述べる。
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２月6日（木）
● H 会場

● I 会場

● J 会場

２月6日（木）
● I+J 会場

国立研究開発法人 防災科学技術研究所
NPO法人 リアルタイム地震・防災情報利用協議会（REIC）

主　催：

文部科学省、内閣府、公益財団法人 地震予知総合研究振興会、
東京商工会議所、日本防災産業会議、NPO法人 日本防災士会

後　援：

シンポジウム・セミナー シンポジウム・セミナー

工学院大学 建築学部 まちづくり学科 教授 久田 嘉章 氏 

10：45～11：45
・首都圏で想定される震災等による複合災害とレジリエントな防災・減災対策

2011年東日本大震災や2019年台風19号など近年の想定を超える自然災害の教訓を背景
に、近年、災害前の防止策と災害後の対応・復旧力の向上を目的とするレジリエントな防災・
減災対策が必要とされている。本講演では過去の震災・水災の事例や公表されている被害想
定結果を踏まえ、今後必要となる自助・共助・公助による取組みを紹介する。

NPO法人 プラス・アーツ 東京事務所長 小倉 丈佳 氏 

13：00～14：30
・防災をクリエイティブに！社員を巻き込む新しい防災啓発のカタチ

防災マニュアルや災害用備蓄品の用意はできていたとしても、そのことを一部の社員しか知
らない状況だと有効に運用できません。より多くの社員に届くユニークな仕掛けの社内向け
防災啓発キャンペーンを、実際に展開している企業の事例などを紹介しながら解説します。

主催：公益社団法人 日本技術士会
関西大学 社会安全学部 准教授 小山 倫史 氏 

15：00～16：30
・防災の日常化－自主的防災を継続的に機能させるために必要な工夫－

高齢化が進む中山間集落であり、土砂災害リスクが高いとされる福井市高須町において、地
域防災活動の日常化を図るべく、住民を対象としたヒアリング調査および専門家による現地
踏査の結果をもとに観測機器を設置し、住民自らが危険個所を監視し、日常とは異なる意見
に気づく仕組みの構築を試みた事例について紹介する。

東京大学地震研究所 地震予知研究センター 教授・センター長
国立研究開発法人 防災科学技術研究所 首都圏レジリエンス研究センター センター長
平田 直 氏 

10：30～12：00
・首都直下地震災害に備える

2019年6月に山形県沖でM6.7の地震が発生し、山形県・新潟県で被害が発生した。昨年
の11月に発生した北海道胆振東部と同規模の地震であったが、幸い人的な被害は多くなか
った。2019年は、台風15号、19号、21号により関東から東北にかけて広域な災害とな
った。この災害は、大規模・広域の震災への対応を考えるうえで貴重な教訓をもたらした。
首都圏の地震災害に備えるために私たちが取り組まなければならないことを議論する。

災害リスク評価研究所 代表 松島 康生 氏 

10：45～12：15
・被害現場から学ぶBCPの見直しポイントと帰宅困難よりも深刻な「参集困難」の現状

御社のBCP（事業継続計画）は、大規模災害時にどれだけ役に立つでしょうか？これまで自
治体の地震被害想定調査から地域防災計画やハザードマップの策定に携わり、現在は大手企
業や医療機関、福祉施設などの防災計画やBCP（事業継続計画）のアドバイスをしてきまし
た。御社の計画書は「絵に描いた餅」になっていませんか？被害にあった企業の防災対策は
どれだけ機能したのでしょうか。被災事例の教訓をもとにBCPの見直しポイントを解説しま
す。併せて帰宅困難よりも深刻化するであろう参集困難の現状やその解決案をご紹介します。

13：00～16：30
・第19回 国土セイフティネットシンポジウム
　激甚災害から社会・経済を守る

名古屋大学 減災連携研究センター 教授 西川 智 氏 
・南海トラフ地震・首都直下地震など広域巨大災害にどう備える？企業のBCP

南海トラフ地震津波や首都直下地震等の大規模災害の被害軽減には、各企業が個社単独で
のBCP「点のBCP」から視野を拡げ、取引先企業や自社のサプライチェーンの関係「線の
BCP」や事業所立地の地理的特性や地域内の他者との関係を確認・相談し「面のBCP」、
準備を進める必要があり、さらには、それを支える道路等の産業インフラの強化と早期復
旧戦略が欠かせない。

近年、巨大地震の切迫性が高まる一方、台風や集中豪雨など気象災害も激甚化しつつある。都市の自然災害リスクが
高まる中、災害強靭性（レジリエンス）のある社会・経済を構築するためには、産官学が連携して防災・減災技術の
普及・開発促進を行う必要がある。
本シンポジウムでは、「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）」第2期における、自然災害による広域経済活
動の早期復旧を主軸に、産官学それぞれの視点から、ライフライン・インフラ事業の減災・防災対策を報告する。

国立研究開発法人 海洋研究開発機構 付加価値情報創生部門 部門長 堀 宗朗 氏 
・SIPプロジェクト第2期が目指す社会実装への課題

SIP第2期「国家レジリエンス（防災・減災）の強化」では先端的防災技術の研究開発と社
会実装を進めている。先端防災技術は、社会の変化に対応する維持・更新も重要である。
陳腐化を防ぐ先端防災技術の社会実装の在り方を模索している。

国立研究開発法人 防災科学技術研究所 マルチハザードリスク評価研究部門 部門長 藤原 広行 氏 
・マルチハザードリスク評価の共通情報基盤を目指して

災害レジリエンスの向上のためには、事前の対策に資するハザード・リスクの評価技術及
び災害発生時には迅速で適切な対応を可能とするための被害状況の推定・把握技術が不可
欠となります。地震災害を対象として、ハザード情報を集約した地震ハザードステーショ
ン（J-SHIS）、地震被害状況を推定するシステム（J-RISQ)などを開発してきた経験を
踏まえ、各種災害のリスク評価に向けた取り組みについて講演します。　　

国立研究開発法人 防災科学技術研究所 水・土砂防災研究部門 主任研究員 清水 慎吾 氏 
・世界最先端の水蒸気観測が拓く新しい線状降水帯対策

線状降水帯による大規模水害による犠牲者を減らすために、事前に線状降水帯の発生を予
測し、避難に必要なリードタイムを確保する必要がある。最新の水蒸気観測技術等を用い
て、半日から数時間前の予測技術を向上させることで、自治体等の避難勧告・指示の意思
決定に資する情報提供を行い、確実な避難の実現をめざす。

首都高速道路 株式会社 執行役員 土橋 浩 氏 

・インフラデータプラットフォームの活用
　～インフラマネジメントから防災情報システムへ～　

近年目覚ましい進歩をとげているICTを活用し、GISにインフラの各種管理情報を統合す
るデータプラットフォームについて紹介するとともに、当該プラットフォームを活用した
高度なインフラマネジメントシステム及び災害時のリアルタイム情報を統合した拡張性の
高い総合防災情報システムの社会実装について述べる。
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２月7日（金）
● G 会場

２月7 日（金）
● H 会場

シンポジウム・セミナー シンポジウム・セミナー

関西大学 社会安全学部 社会安全研究センター センター長・特別任命教授 河田 惠昭 氏 

10：30～12：00
・東京を襲う国難災害
　～直下地震と風水害の連続災害～

これまで、国難災害としては、首都直下地震や東京水没が単独で発生すると想定してき
た。しかし、安政年代の1855年東京直下地震と1856年東京暴風雨は連年災害として
起こっている。この連続災害が今、時間差で起こればどうなるのか。その被害構造の概
略を紹介する。

主　催：公益社団法人 日本地震工学会

13：15～16：10
・直下地震と地震防災

清水建設 株式会社 宮腰 淳一 氏
・首都直下地震と安政江戸地震

名古屋大学 減災連携研究センター 教授 武村 雅之 氏  
・大正12年関東大震災と復興の持つ現代的意味

2020年は阪神淡路大震災の発生からちょうど25年となる。阪神淡路大震災は、都市部の直下で発生した地震で、神
戸市を中心に甚大な被害をもたらした。横浜市を含む首都圏でも、過去には関東大震災や安政江戸地震など、直下で
発生した地震によってたびたび被害を被ってきた。本講演会では、過去に発生した首都圏の直下地震における当時の
被害の特徴を改めて見つめ直す。また、現代において同じような直下地震が発生した場合に、どのような状況になる
のかについて紹介し、今後の地震防災のヒントを探る。

●  セミナー全体を通しての聴講者の声

・有識者による講演を直接聞くことが出来て、非常に有意義です。

・セミナーに参加することで防災に対する認識を新たにすることが
出来ました。非常に役立ちました。

・セミナーは有意義でしたが聴講した一部のセミナーは、配布資料
がありませんでした。自分では理解をしても他社にフィードバッ
クするには十分ではなく、資料があると更によいです。

・年々セミナーがバラエティに富み、内容も濃くなっています。聴
講者も多くみなさん熱心に耳を傾けていたので、危機意識が更に
高まりました。業務に役立つ内容でした。

・台風や集中豪雨等の知見が聴取出来たので満足しています。

・実務者の経験談は実際に災害が発生した際のイメージもしやす
く、今後に活かせる内容で、とても勉強になりました。

・興味ある内容だったので聴講しましたが、期待以上の内容でした。

・想定災害として地震を主にしてきましたが、台風等についての対
策の必要性を感じ、気象災害関係のセミナーも受講しました。

・社内での具体的取組の参考となる、ヒントが得られました。

・セミナーが豊富で、聴講したいテーマが重なってしまったので、
聴講せずとも資料がいただけると嬉しいです。

・講演の構成、内容、ともに素晴らしく、大変満足しています。

・既に知っていた内容もありましたが、講師のまとめ方がよく、再
確認する上で大変理解しやすかったです。

・要配慮者向けの備蓄食料について、重要性や各自治体の取組等、
セミナーに参加したことで、新発見もあり参考になりました。

・私も防災士のため講師の話を身近に聞けたことや、現在の災害活
動状況が聞けたこと等、とても勉強になりました。

・今回初めてセミナーを聴講しましたが、専門的な防災に関する考
え方を初めて知ることが出来て有意義でした。

・都市計画と連動した説明がわかりやすかったです。

・シンポジウムを中心に聴講しましたが、各方面への危機管理意識
の向上につながったと思います。

・セミナーのジャンルが多く、興味のある分野や講師を選択し、1
日で沢山のセミナーに参加出来るので有意義でした。

・国の取組み、課題、実行すべき事項等の情報が得られました。

・レジュメ資料が揃っていたことと、危機管理について多方面から
の説明があったのでよかったです。

・セミナーを受講することで、基礎的内容の理解が深まりました。

・2日間でセミナーを7つ受講しました。どれも興味深かったです。

・発災時の緊急連絡や被災後の支援物資の連絡等を、どのように効
果的に告知出来るか等、色々情報を得ることが出来ました。

・企業向けの災害対策でしたが、考え方等、日常生活でも活かせる
と内容だったので、直ぐに取り組みたいと思いました。

陸上自衛隊 陸上総隊司令部 運用部 運用課 災害派遣班長 久保 淳平 氏 

10：45～11：30
・各種災害に関する自衛隊の取り組みについて

令和元年に発生した台風１５号・１９号、８月の前線に伴う九州北部地方の大雨等、近年増
加する災害に対応するための自衛隊の取り組みについて、災害派遣を指揮する司令部や実際
に隊員が活動する現場レベルで紹介します。　

国土交通省 水管理・国土保全局 防災課 防災政策調整官 岩舘 知哉 氏 

13：00～13：45
・大規模災害に対する国土交通省の取組について

令和元年台風第15号、台風第19号など、近年発生した災害に対して、国土交通省が実施し
た災害対応を振り返るほか、切迫する首都直下地震や頻発化・激甚化が懸念される水災害等
の大規模災害に備えるため、国土交通省が取り組んでいる対策や施策を紹介します。

ソナエルワークス 防災・BCP策定アドバイザー 髙荷 智也 氏 

14：15～15：45
・家族と従業員の生命を守る防災対策
　～2019年台風19号の「想定されていた被害」はなぜ「想定外」になったのか、
　事前準備のポイントとは～

2019年台風15号・19号・北九州豪雨、2018年台風21号・24号・西日本豪雨、全国で
相次ぐ大地震。「100年にいちど」の災害が頻繁に生じる昨今、生命と生活を守るために何
をすべきでしょうか。浸水被害とハザードマップの比較から得られる教訓、改めて見直した
い大地震への備えなど、「死なないための防災」をご紹介します。

宮腰 淳一 氏 武村 雅之 氏

災害対策研究会 代表 宮本 英治 氏 

10：30～12：00
・災害図上演習DIGの体験と活用方法の紹介

災害図上演習DIGについて疑似体験をしていただくとともに活用方法を紹介します。
・災害図上演習入門（水害・土砂災害編）の体験
・対応マニュアルとタイムラインの検討方法の紹介
・地震防災の基礎①（家庭の防災）の体験
・地震防災の基礎②（地域の防災、マンション防災）の紹介
・地震防災の基礎③（職場の防災）の紹介
・企業防災（BCP）での活用の紹介
・防災授業（水害編、地震編、津波編）の紹介

● I 会場
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２月7日（金）
● G 会場

２月7 日（金）
● H 会場

シンポジウム・セミナー シンポジウム・セミナー

関西大学 社会安全学部 社会安全研究センター センター長・特別任命教授 河田 惠昭 氏 

10：30～12：00
・東京を襲う国難災害
　～直下地震と風水害の連続災害～

これまで、国難災害としては、首都直下地震や東京水没が単独で発生すると想定してき
た。しかし、安政年代の1855年東京直下地震と1856年東京暴風雨は連年災害として
起こっている。この連続災害が今、時間差で起こればどうなるのか。その被害構造の概
略を紹介する。

主　催：公益社団法人 日本地震工学会

13：15～16：10
・直下地震と地震防災

清水建設 株式会社 宮腰 淳一 氏
・首都直下地震と安政江戸地震

名古屋大学 減災連携研究センター 教授 武村 雅之 氏  
・大正12年関東大震災と復興の持つ現代的意味

2020年は阪神淡路大震災の発生からちょうど25年となる。阪神淡路大震災は、都市部の直下で発生した地震で、神
戸市を中心に甚大な被害をもたらした。横浜市を含む首都圏でも、過去には関東大震災や安政江戸地震など、直下で
発生した地震によってたびたび被害を被ってきた。本講演会では、過去に発生した首都圏の直下地震における当時の
被害の特徴を改めて見つめ直す。また、現代において同じような直下地震が発生した場合に、どのような状況になる
のかについて紹介し、今後の地震防災のヒントを探る。

●  セミナー全体を通しての聴講者の声

・有識者による講演を直接聞くことが出来て、非常に有意義です。

・セミナーに参加することで防災に対する認識を新たにすることが
出来ました。非常に役立ちました。

・セミナーは有意義でしたが聴講した一部のセミナーは、配布資料
がありませんでした。自分では理解をしても他社にフィードバッ
クするには十分ではなく、資料があると更によいです。

・年々セミナーがバラエティに富み、内容も濃くなっています。聴
講者も多くみなさん熱心に耳を傾けていたので、危機意識が更に
高まりました。業務に役立つ内容でした。

・台風や集中豪雨等の知見が聴取出来たので満足しています。

・実務者の経験談は実際に災害が発生した際のイメージもしやす
く、今後に活かせる内容で、とても勉強になりました。

・興味ある内容だったので聴講しましたが、期待以上の内容でした。

・想定災害として地震を主にしてきましたが、台風等についての対
策の必要性を感じ、気象災害関係のセミナーも受講しました。

・社内での具体的取組の参考となる、ヒントが得られました。

・セミナーが豊富で、聴講したいテーマが重なってしまったので、
聴講せずとも資料がいただけると嬉しいです。

・講演の構成、内容、ともに素晴らしく、大変満足しています。

・既に知っていた内容もありましたが、講師のまとめ方がよく、再
確認する上で大変理解しやすかったです。

・要配慮者向けの備蓄食料について、重要性や各自治体の取組等、
セミナーに参加したことで、新発見もあり参考になりました。

・私も防災士のため講師の話を身近に聞けたことや、現在の災害活
動状況が聞けたこと等、とても勉強になりました。

・今回初めてセミナーを聴講しましたが、専門的な防災に関する考
え方を初めて知ることが出来て有意義でした。

・都市計画と連動した説明がわかりやすかったです。

・シンポジウムを中心に聴講しましたが、各方面への危機管理意識
の向上につながったと思います。

・セミナーのジャンルが多く、興味のある分野や講師を選択し、1
日で沢山のセミナーに参加出来るので有意義でした。

・国の取組み、課題、実行すべき事項等の情報が得られました。

・レジュメ資料が揃っていたことと、危機管理について多方面から
の説明があったのでよかったです。

・セミナーを受講することで、基礎的内容の理解が深まりました。

・2日間でセミナーを7つ受講しました。どれも興味深かったです。

・発災時の緊急連絡や被災後の支援物資の連絡等を、どのように効
果的に告知出来るか等、色々情報を得ることが出来ました。

・企業向けの災害対策でしたが、考え方等、日常生活でも活かせる
と内容だったので、直ぐに取り組みたいと思いました。

陸上自衛隊 陸上総隊司令部 運用部 運用課 災害派遣班長 久保 淳平 氏 

10：45～11：30
・各種災害に関する自衛隊の取り組みについて

令和元年に発生した台風１５号・１９号、８月の前線に伴う九州北部地方の大雨等、近年増
加する災害に対応するための自衛隊の取り組みについて、災害派遣を指揮する司令部や実際
に隊員が活動する現場レベルで紹介します。　

国土交通省 水管理・国土保全局 防災課 防災政策調整官 岩舘 知哉 氏 

13：00～13：45
・大規模災害に対する国土交通省の取組について

令和元年台風第15号、台風第19号など、近年発生した災害に対して、国土交通省が実施し
た災害対応を振り返るほか、切迫する首都直下地震や頻発化・激甚化が懸念される水災害等
の大規模災害に備えるため、国土交通省が取り組んでいる対策や施策を紹介します。

ソナエルワークス 防災・BCP策定アドバイザー 髙荷 智也 氏 

14：15～15：45
・家族と従業員の生命を守る防災対策
　～2019年台風19号の「想定されていた被害」はなぜ「想定外」になったのか、
　事前準備のポイントとは～

2019年台風15号・19号・北九州豪雨、2018年台風21号・24号・西日本豪雨、全国で
相次ぐ大地震。「100年にいちど」の災害が頻繁に生じる昨今、生命と生活を守るために何
をすべきでしょうか。浸水被害とハザードマップの比較から得られる教訓、改めて見直した
い大地震への備えなど、「死なないための防災」をご紹介します。

宮腰 淳一 氏 武村 雅之 氏

災害対策研究会 代表 宮本 英治 氏 

10：30～12：00
・災害図上演習DIGの体験と活用方法の紹介

災害図上演習DIGについて疑似体験をしていただくとともに活用方法を紹介します。
・災害図上演習入門（水害・土砂災害編）の体験
・対応マニュアルとタイムラインの検討方法の紹介
・地震防災の基礎①（家庭の防災）の体験
・地震防災の基礎②（地域の防災、マンション防災）の紹介
・地震防災の基礎③（職場の防災）の紹介
・企業防災（BCP）での活用の紹介
・防災授業（水害編、地震編、津波編）の紹介

● I 会場
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２月7 日（金） ２月7 日（金）

シンポジウム・セミナー シンポジウム・セミナー

13：00～16：50

気象庁 気象研究所 地震津波研究部 部長 橋本 徹夫 氏 
・続発する大規模地震～南海トラフ地震～

南海トラフ地震は今後30年以内に70－80％の確率でM8～9の地震の規模として発生す
ると予測されています。この地震は、静岡県から宮崎県の沖合を震源域とし、過去の発生
履歴から、潮岬から東の領域と西の領域が、ほぼ同時に破壊する場合と時間差をおいて続
発する場合があることが知られています。このような続発する地震の事例を世界の地震に
ついて紹介するとともに、箱根山などについて、現状なども紹介します。

日本アンテナ 株式会社 事業戦略室 新規事業企画グループ グループ長 北井 信則 氏 
・豪雨災害に対する日本アンテナの取組

日本は温暖で湿潤な気候により豊富な水資源に恵まれ、歴史的に水と深い関わりを持ってきまし
た。近年の異常気象による相次ぐ豪雨災害において、ダム建設などハード対策による治水事業が
限界に達しており、ソフト対策での減災が重要性を増しています。そこで今回は、早期避難を実
現するための水蒸気時点での観測網構築、内水氾濫警戒のための危機管理型水位計、内水氾濫蘭
時の安全な避難を実現させる冠水位計の開発・提案を通した降雨循環の観測取組を紹介します。

次世代安心・安全ICTフォーラムと国立研究開発法人情報研究機構では、情報通信技術（ICT）の活用による安心・安
全な社会の実現を目指した取り組みを、産学官の連携により進めています。
本シンポジウムでは、大規模な地震災害について最新の事例紹介や、頻発する気象災害に対応するための早期情報収集
の取り組みを紹介するとともに、災害発生時の通信手段の確保など、ICTの役割や有効性についての講演を行います。

株式会社 KDDI総合研究所 モバイルネットワークグループ グループリーダー 北辻 佳憲 氏 

・KDDIおよびKDDI総合研究所の災害対応と研究開発

携帯電話通信は社会インフラとしての重要性が高まってきています。特に非常災害時においては、緊急通報
による救助要請や被災・避難情報等の取得、家族との安否連絡などの手段として携帯電話が利用され、ライ
フラインの役割も果たすことが期待されています。本講演では、KDDIおよびKDDI総合研究所による、災
害時にも携帯電話の活用を可能にする取り組み、およびその活用を広げる研究開発について紹介します。

国立研究開発法人 情報通信研究機構 ソーシャルイノベーションユニット 総合テストベッド研究開発推進センター 
主任研究員 大和田 泰伯 氏 

・大規模な災害を想定した情報通信技術

大規模災害時には、通信障害により携帯電話をはじめインターネットアクセスが利用できなくなくなる可能性が
あります。行政をはじめとする支援組織において災害状況把握や迅速な対応に通信は不可欠であり、この状況下
においても使い続けられる通信手段の確保が重要です。本講演では、この様な場面で役立つ通信システムの研究
開発としてSIP第1期から第2期にて取り組んでいる研究の紹介と、その社会実装事例や活用事例を紹介します。

沖電気工業 株式会社 情報通信事業本部 社会インフラソリューション事業部 
地域ソリューション第一部 部長 越野 仁明 氏 

・自助・共助におけるICTの役割

昨今の気象変動の変化、特に風水害の大規模化、多発化により、防災・減災の施策の変革が迫られて
います。土木、建築による対応と同様に、自律的な最善の対応を自助、共助により実施することが求
められています。本発表では、この自助・共助をICTはどのように支えられるのか、また、今後何がで
きるかについて、ICTの役割やICTの有効性、OKIの防災・減災に関する取組みを含めて紹介します。

主　催：次世代安心・安全ICTフォーラム
　　　　国立研究開発法人 情報通信研究機構

・災害・危機管理ICTシンポジウム2020 ～災害に備える～
一般社団法人 地域防災支援協会 事務局長 野呂 順正 氏 

11：00～11：45
・憂いなければ備えなし～マイ・タイムラインの効用～

東日本豪雨や台風19号でも繰り返された避難の遅れが招く尊い人命の犠牲、大切な人の命
やくらしを守るために何をすべきか。いくつかの事例を振りかえり、マイ・タイムラインに
ついて紹介しながら、その防災活動上の効用を考える。　

株式会社 レスキューナウ 危機管理アドバイザー 市川 啓一 氏 

13：00～13：45
・「なぜ急ぐ？夜間休日の災害対応」

夜間休日、通勤途上に災害が発生する確率は実に7割！
平日の業務時間以外に災害が発生した際にどのように対応すれば良いのか？その基本的な考え方
を、体制、手順、ツール、訓練の事例を交えて構築すべき夜間休日プロトコルをご紹介します。

イオン 株式会社 総務部 
BCM推進グループ マネージャー 兼 イオン小牧危機管理センター長 上田 奈穂子 氏 

14：15～15：00
・イオン 株式会社グループにおける防災・減災に関する取組みについて

阪神・淡路大震災や新潟中越地震、東日本大震災など過去の災害の教訓を起点として、
2019年秋の台風第15号、第19号等の災害対応における取組みや、2016年から地域社会
と一体となった防災の仕組み作りとして推進をしている「イオンBCMプロジェクト」につ
いてを中心に、訓練や外部パートナーとの活動等について説明する。

●  セミナー全体を通しての聴講者の声

・災害対策の重要性は感じているものの、何をするべきか、何から
するべきかわからなかったので参考になりました。

・限られた時間ですが、もっと掘り下げた内容も聞きたいです。

・真面目な内容ですが、講師の話が大変面白く興味深いものだった
ので、楽しみながら知識が習得出来ました。

・BCPを策定中なので、セミナーが大変参考になりました。

・時間がタイトなので質疑応答が出来ないセミナーもありましたが、
講師と名刺交換をさせていただき、後日改めて質問しました。

・今回コロナが世間を騒がせており、自身が軽度の喘息気味なので、
周りの方に配慮しセミナーは残念ながら自粛しました。毎回有意
義な内容なので、資料配布やネット配信等希望します。

・現状の課題などについて、的確に話をされていたのが参考になり
ました。視点を変えた防災教育への取り組みも有意義でした。

・災害対応の実例等を伺うことで、今後の業務の参考になりました。

・普段接する分野と異なる話が聞けて、視野が広がりました。

・AIやIoT等、最新技術を活かした災害対策も学べました。

・災害発生のメカニズムの解明がなされており、他地域の事例ではあ
りますが、命を守るのに必要な最低限の知識習得に役立ちました。

・事前申込みをしていないセミナーでも、当日参加が出来てよかっ
たです。聴いてよかったと思える内容でした。

・毎年同じ講師のセミナーを聴講していますが、説得力があります。

● I 会場 ● J 会場
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２月7 日（金） ２月7 日（金）

シンポジウム・セミナー シンポジウム・セミナー

13：00～16：50

気象庁 気象研究所 地震津波研究部 部長 橋本 徹夫 氏 
・続発する大規模地震～南海トラフ地震～

南海トラフ地震は今後30年以内に70－80％の確率でM8～9の地震の規模として発生す
ると予測されています。この地震は、静岡県から宮崎県の沖合を震源域とし、過去の発生
履歴から、潮岬から東の領域と西の領域が、ほぼ同時に破壊する場合と時間差をおいて続
発する場合があることが知られています。このような続発する地震の事例を世界の地震に
ついて紹介するとともに、箱根山などについて、現状なども紹介します。

日本アンテナ 株式会社 事業戦略室 新規事業企画グループ グループ長 北井 信則 氏 
・豪雨災害に対する日本アンテナの取組

日本は温暖で湿潤な気候により豊富な水資源に恵まれ、歴史的に水と深い関わりを持ってきまし
た。近年の異常気象による相次ぐ豪雨災害において、ダム建設などハード対策による治水事業が
限界に達しており、ソフト対策での減災が重要性を増しています。そこで今回は、早期避難を実
現するための水蒸気時点での観測網構築、内水氾濫警戒のための危機管理型水位計、内水氾濫蘭
時の安全な避難を実現させる冠水位計の開発・提案を通した降雨循環の観測取組を紹介します。

次世代安心・安全ICTフォーラムと国立研究開発法人情報研究機構では、情報通信技術（ICT）の活用による安心・安
全な社会の実現を目指した取り組みを、産学官の連携により進めています。
本シンポジウムでは、大規模な地震災害について最新の事例紹介や、頻発する気象災害に対応するための早期情報収集
の取り組みを紹介するとともに、災害発生時の通信手段の確保など、ICTの役割や有効性についての講演を行います。

株式会社 KDDI総合研究所 モバイルネットワークグループ グループリーダー 北辻 佳憲 氏 

・KDDIおよびKDDI総合研究所の災害対応と研究開発

携帯電話通信は社会インフラとしての重要性が高まってきています。特に非常災害時においては、緊急通報
による救助要請や被災・避難情報等の取得、家族との安否連絡などの手段として携帯電話が利用され、ライ
フラインの役割も果たすことが期待されています。本講演では、KDDIおよびKDDI総合研究所による、災
害時にも携帯電話の活用を可能にする取り組み、およびその活用を広げる研究開発について紹介します。

国立研究開発法人 情報通信研究機構 ソーシャルイノベーションユニット 総合テストベッド研究開発推進センター 
主任研究員 大和田 泰伯 氏 

・大規模な災害を想定した情報通信技術

大規模災害時には、通信障害により携帯電話をはじめインターネットアクセスが利用できなくなくなる可能性が
あります。行政をはじめとする支援組織において災害状況把握や迅速な対応に通信は不可欠であり、この状況下
においても使い続けられる通信手段の確保が重要です。本講演では、この様な場面で役立つ通信システムの研究
開発としてSIP第1期から第2期にて取り組んでいる研究の紹介と、その社会実装事例や活用事例を紹介します。

沖電気工業 株式会社 情報通信事業本部 社会インフラソリューション事業部 
地域ソリューション第一部 部長 越野 仁明 氏 

・自助・共助におけるICTの役割

昨今の気象変動の変化、特に風水害の大規模化、多発化により、防災・減災の施策の変革が迫られて
います。土木、建築による対応と同様に、自律的な最善の対応を自助、共助により実施することが求
められています。本発表では、この自助・共助をICTはどのように支えられるのか、また、今後何がで
きるかについて、ICTの役割やICTの有効性、OKIの防災・減災に関する取組みを含めて紹介します。

主　催：次世代安心・安全ICTフォーラム
　　　　国立研究開発法人 情報通信研究機構

・災害・危機管理ICTシンポジウム2020 ～災害に備える～
一般社団法人 地域防災支援協会 事務局長 野呂 順正 氏 

11：00～11：45
・憂いなければ備えなし～マイ・タイムラインの効用～

東日本豪雨や台風19号でも繰り返された避難の遅れが招く尊い人命の犠牲、大切な人の命
やくらしを守るために何をすべきか。いくつかの事例を振りかえり、マイ・タイムラインに
ついて紹介しながら、その防災活動上の効用を考える。　

株式会社 レスキューナウ 危機管理アドバイザー 市川 啓一 氏 

13：00～13：45
・「なぜ急ぐ？夜間休日の災害対応」

夜間休日、通勤途上に災害が発生する確率は実に7割！
平日の業務時間以外に災害が発生した際にどのように対応すれば良いのか？その基本的な考え方
を、体制、手順、ツール、訓練の事例を交えて構築すべき夜間休日プロトコルをご紹介します。

イオン 株式会社 総務部 
BCM推進グループ マネージャー 兼 イオン小牧危機管理センター長 上田 奈穂子 氏 

14：15～15：00
・イオン 株式会社グループにおける防災・減災に関する取組みについて

阪神・淡路大震災や新潟中越地震、東日本大震災など過去の災害の教訓を起点として、
2019年秋の台風第15号、第19号等の災害対応における取組みや、2016年から地域社会
と一体となった防災の仕組み作りとして推進をしている「イオンBCMプロジェクト」につ
いてを中心に、訓練や外部パートナーとの活動等について説明する。

●  セミナー全体を通しての聴講者の声

・災害対策の重要性は感じているものの、何をするべきか、何から
するべきかわからなかったので参考になりました。

・限られた時間ですが、もっと掘り下げた内容も聞きたいです。

・真面目な内容ですが、講師の話が大変面白く興味深いものだった
ので、楽しみながら知識が習得出来ました。

・BCPを策定中なので、セミナーが大変参考になりました。

・時間がタイトなので質疑応答が出来ないセミナーもありましたが、
講師と名刺交換をさせていただき、後日改めて質問しました。

・今回コロナが世間を騒がせており、自身が軽度の喘息気味なので、
周りの方に配慮しセミナーは残念ながら自粛しました。毎回有意
義な内容なので、資料配布やネット配信等希望します。

・現状の課題などについて、的確に話をされていたのが参考になり
ました。視点を変えた防災教育への取り組みも有意義でした。

・災害対応の実例等を伺うことで、今後の業務の参考になりました。

・普段接する分野と異なる話が聞けて、視野が広がりました。

・AIやIoT等、最新技術を活かした災害対策も学べました。

・災害発生のメカニズムの解明がなされており、他地域の事例ではあ
りますが、命を守るのに必要な最低限の知識習得に役立ちました。

・事前申込みをしていないセミナーでも、当日参加が出来てよかっ
たです。聴いてよかったと思える内容でした。

・毎年同じ講師のセミナーを聴講していますが、説得力があります。

● I 会場 ● J 会場
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２月6日（木）

高知県
危機管理部 
部長 堀田 幸雄 氏

10:45～11:30
・ 高知県の南海トラフ地震対策について

シンポジウム・セミナー

南海トラフ地震の今後30年以内の発生確率が70～80％と発表され、
年々切迫度が高まってきています。甚大な被害が想定される南海トラ
フ地震対策として、現在高知県が特に重点的に取り組んでいる、津波
や揺れから「命を守る」対策、助かった「命をつなぐ」対策の施策を
中心に、ご紹介します。

神奈川県
温泉地学研究所
所長 加藤 照之 氏

11:50～12:35
・ 神奈川県の地震・火山災害リスク

神奈川県を襲う地震と火山噴火のリスクについて概観する。地震につ
いては南海トラフ地震や首都直下地震が懸念される。火山では箱根山
が2015年の小規模噴火に続き、今年も噴火警戒レベル引き上げが
あった。富士山噴火による降灰被害についても備えが必要である。

国土交通省 国土地理院
応用地理部 地理調査課
課長 前田 比呂明 氏

12:55～13:40
・ 災害から生命と暮らしを守る地理空間情報

国土地理院では、災害に備える地理空間情報として、活断層図、治水地
形分類図、土地条件図、明治期の低湿地データ及び自然災害伝承碑等、
様々な地理空間情報を提供しているが、これらの内容を紹介する。また、
災害発生時には被災状況を把握するための地理空間情報を提供している
が、平成30年9月の北海道胆振東部地震及び令和元年10月の台風19号
の時に国土地理院が提供した地理空間情報を紹介する。

中小企業庁
経営安定対策室
室長補佐（企画調整） 山口 徳彦 氏

14:00～14:45
・ 中小企業の強靱化に向けて

災害による被害は、事前の備えの有無により大きく異なるため、中小
企業庁では事業者が策定する、防災・減災に係る取組を認定する制度
を開始し、事前対策を後押ししております。今回の講演では事業継続
力強化計画認定制度とその支援策の概要をご説明いたします。

警察庁
警備局警備運用部 警備第二課災害対策室
災害対策室長 日吉 知洋 氏

15:05～15:50

・ 警察における災害対策
　～オリンピック・パラリンピック開催を見据えて～

農林水産省
大臣官房 政策課 食料安全保障室
食料安全保障専門官 渕上 恵子 氏

・ 災害時に備えて食品の家庭備蓄を始めよう
　～乳幼児や高齢者向けの情報もご紹介～

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。

16:10～16:55

警察が実施する災害警備活動及びそれに対応する部隊（警察災害派遣
隊、広域緊急援助隊等）の任務について解説するとともに、警察が被
害規模の早期把握のために実施する被害情報収集の流れ、オリンピッ
ク・パラリンピックを見据えた災害対策について講演します。

常葉大学 
大学院環境防災研究科 
教授 重川 希志依 氏

10:30～11:15
・ 平成の災害をふり返りこれからの防災を考える

平成7年1月17日、阪神・淡路大震災が発生し、あれから4半世紀が過ぎました。大都
市を襲ったこの未曽有の地震により、私たちは防災に対する考え方を大きく転換し、自
助・共助を主役とした防災に取り組んできました。その後平成の30年の間に、新潟県
中越地震や東日本大震災、熊本地震などの大規模地震や、豪雨・台風災害が頻繁に日本
列島を襲いました。そして令和を迎え、これまでの災害から何を学び、どのように防災
の新しい形を実現していくべきなのか、過去の教訓から考えてみたいと思います。

国立歴史民俗博物館 
研究部 
テニュアトラック助教 橋本 雄太 氏

11:35～12:20
・ 市民参加による歴史地震史料の
　大規模テキスト化「みんなで翻刻」

「みんなで翻刻」は、膨大な分量の歴史災害資料を多数の市民の参画
により一挙にテキスト化する市民参加型プロジェクトです。プロジェ
クトの解説を通じて、災害研究における専門家と市民との協力の可能
性について考えます。

株式会社 カワハラ技研 企画開発部 
部長 小野 奈々子 氏

12:40～13:25
・ 災害時における最適なトイレを開発する中から
　見えてきた、その問題と解決策。
　備蓄型 組立式 個室トイレ『ほぼ紙トイレ』

3.11東日本大震災以降、日本は全国各地で震災、豪雨災害、台風災害と
見舞われ、年々その数は増している。その度にトイレの問題が取り上げら
れ続けているが、一向に解決されていないのが現状。災害による直接死よ
り災害関連死が2倍3倍になっている現状はトイレ問題を解決することで
激減するといわれている。災害用トイレの種類は数多くあるが、それぞれ
のトイレの課題を抽出し、今までにない発想のトイレ解決策を提案する。

国立研究開発法人 土木研究所 寒地土木研究所
寒地基礎技術研究グループ 寒地地盤チーム
主任研究員 橋本 聖 氏

13:45～14:30
・ 経済的な軟弱地盤対策工における盛土の耐震効果について
　 ～グラベル基礎補強工法の紹介～

今後、軟弱地盤上に構築される土構造物は検討すべき作用力、特に地
震動に応じて必要な要求性能を満たす必要があります。そこで、私た
ちは経済的な軟弱地盤技術であるグラベル基礎補強工法を提案し、軟
弱地盤上盛土の地震動に対して、本工法によるその変形抑制効果を動
的遠心力載荷模型実験で検証しましたので報告します。

株式会社 JX通信社
マーケティング・セールス局
ジェネラル・マネージャー(執行役員) 高橋 宜潤 氏

14:50～15:35

・ SNSで手遅れを防ぐ！
　最新実例で学ぶ、災害情報収集の新常識

災害対策研究会
事務局長 兼 主任研究員 釜石 徹 氏

・ 自然災害とマンション防災対策

昨年は台風によって多くのマンションが被害を受けました。地震
や台風などの自然災害に対して、被害の軽減化と被災時生活の備
えが重要な課題となります。マンション防災対策の検討手順であ
る「見える化」「 ルール化」「 できる化」と長期在宅避難に備えての
食事、飲料水、トイレ処理について解説します。

15:55～16:40

最近の災害でのSNS活用例のご紹介とSNSを通じた災害情報収集の
ポイントをお伝えします。

２月6日（木）

森ビル 株式会社
震災対策室 
事務局長 細田 隆 氏

10:45～11:30
・ 逃げ出す街から逃げ込める街へ　
　～森ビルにおける事例紹介～

シンポジウム・セミナー

・街づくりのミッション、ビジョン～レジリエントな街づくり～
・災害対策の取り組み（ハード/ソフト）
・最新プロジェクトにおける事例

防災士研修センター
代表取締役 玉田 太郎 氏

11:50～12:35
・ 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 NTTデータ経営研究所
ライフ・バリュー・クリエイションユニット
シニアマネージャー 江井 仙佳 氏

12:55～13:40
・ V2X（電動自動車から外部給電）が生み出す
　レジリエントな地域と社会

地球レベルでの気候変動などを受け、大規模災害の頻発化、激甚化が
進んでいる。その影響を大きく受ける日本社会において、どのように
安全を確保していくべきか。自立・協調・分散型社会システムの実現
に向けた一つの解答として、V2X（Vehicle to X：自動車からの外
部給電）に着目し、その活用方法とビジネスチャンスを追う。

株式会社 日本設計
構造設計群 
構造設計群長 小林 秀雄 氏

14:00～14:45
・ 構造設計者として自然災害とどのように向き合うか

首都圏直下型地震や東海・東南海・南海地震など日本はすぐにでも大
地震に遭遇する可能性がある。また、2019年の台風被害も記憶に新
しい。迫りくる自然災害と直面しながらも、構造設計者は超高層建物
など構造設計に際して、何を考え、何に配慮しながら設計を進めるの
か述べる。

環境省
環境再生・資源循環局 廃棄物適正処理推進課 
課長 名倉 良雄 氏

15:05～15:50

・ 大規模災害時における環境省の災害廃棄物の対応

国土交通省 観光庁
外客受入担当参事官付 外客安全対策室　
室長 高野 明 氏

・ 非常時の外国人旅行者の
　安全・安心の確保に向けた取組

災害等の非常時においては、外国人旅行者に対して迅速かつ正確な情報
発信を行うことが重要です。これまで観光庁では、関係省庁・機関、関
係事業者と連携して、情報提供体制の強化に努めてまいりました。本講
演では、先般の台風第19号の事例を交えながら、非常時の外国人旅行
者の安全・安心の確保に向けた取組をご紹介します。

16:10～16:55

台風第19号をはじめとする令和元年度の災害では、環境省職員、災
害廃棄物処理支援ネットワーク（D.Waste-Net）の専門家等を被災
自治体に派遣し、仮置場の管理・運営、広域処理の支援等を実施して
いる。これらの災害時における環境省の関係機関との連携や平時の災
害廃棄物対策の推進に係る取組について紹介する。

横浜国立大学　
教育学部 
准教授 筆保 弘徳 氏

10:30～11:15
・ 台風列島でどう生き延びるか？ 
　～台風学からの提言～

2018年の台風21号、2019年の台風15号と19号と、近年、大型
の台風が襲来し、日本各地に甚大な被害をもたらすようになった。日
本に住んでいる以上、台風はいつでもどこにでもやってくると認識を
変えて、日頃から防災・減災への意識と対策を取るべきである。本講
演では、近年の台風の傾向、そして世界初の台風ハザードマップの開
発など、最新の台風防災の研究について紹介する。

東京大学
先端科学技術研究センター
教授 中村 尚 氏

11:35～12:20
・ 近年我が国を襲った豪雨のメカニズムと
　地球温暖化の影響

広域に甚大な被害をもたらした平成30年7月の「西日本豪雨」や令和
元年10月の台風19号による豪雨について、それらの実態と要因、並び
に地球温暖化の影響を解説するとともに、今後の温暖化の進行に伴って
深刻化し得る台風・豪雨災害や複合災害のリスクについて論ずる。

ユニオンテック 株式会社
経営企画室
金村 剛史 氏

12:40～13:25
・ 千葉県台風被災家屋へブルーシート展張の取組み。
　『工事会社データベース』を活用した職人手配

令和元年台風15号・19号の被災家屋を対象としたブルーシート展張
事業の活動実績や課題を紹介し、官民一体の復旧支援のあるべき姿を
考えたい。

NPO法人 気象キャスターネットワーク
副代表 岩谷 忠幸 氏

13:45～14:30
・ 甚大な気象災害に備える！
　～気象情報活用の視点から～

近年、記録的な大雨によって甚大な災害が相次いでいます。しかし、
2019年の台風19号では数日前から警戒を強く呼び掛けるなど、事
前に予想された大雨でもありました。どうしたら、危機感（切迫感）
が市民に伝わるのか、的確な避難により、市民や従業員の命をいかに
守るか、気象情報の活用の視点でお話します。

（※ 講師の都合により講演中止となりました）

防衛大学校
地球海洋学科
教授 小林 文明 氏

14:50～15:35

・ 台風・竜巻から身を守る
　― 令和元年台風15号で何が起こったのか？―

株式会社 構造計画研究所
事業開発部 気象防災ビジネス室
熊井 暖陽 氏

・ 豪雨から組織を守る 
　～リアルタイム洪水予測システムのご紹介～

当社は東京大学と共同開発した予測技術を用い、リアルタイムで洪水
予測を行うクラウドシステムを提供しています。本セミナーでは、平
成30年7月豪雨、令和元年台風19号の予測事例をはじめ、自治体の
水防活動や工事現場におけるご活用事例を紹介します。合理的な意思
決定で、頻発する豪雨被害の低減を目指します。

15:55～16:40

平成30年台風21号や令和元年台風15号により、近畿圏や首都圏で
はこれまでに経験したことのない強風を受け、想像を絶する被害が生
じた。”非常に強い”台風が大都市を襲った場合、何が起きて、どの
ように備えればよいかを考える。また、令和元年台風19号に伴い千
葉県市原市では竜巻が発生した。わが国における竜巻発生の実態と被
害の特徴についても言及する。

● A 会場 ● B 会場 ● C 会場 ● D 会場

31



２月6日（木）

高知県
危機管理部 
部長 堀田 幸雄 氏

10:45～11:30
・ 高知県の南海トラフ地震対策について

シンポジウム・セミナー

南海トラフ地震の今後30年以内の発生確率が70～80％と発表され、
年々切迫度が高まってきています。甚大な被害が想定される南海トラ
フ地震対策として、現在高知県が特に重点的に取り組んでいる、津波
や揺れから「命を守る」対策、助かった「命をつなぐ」対策の施策を
中心に、ご紹介します。

神奈川県
温泉地学研究所
所長 加藤 照之 氏

11:50～12:35
・ 神奈川県の地震・火山災害リスク

神奈川県を襲う地震と火山噴火のリスクについて概観する。地震につ
いては南海トラフ地震や首都直下地震が懸念される。火山では箱根山
が2015年の小規模噴火に続き、今年も噴火警戒レベル引き上げが
あった。富士山噴火による降灰被害についても備えが必要である。

国土交通省 国土地理院
応用地理部 地理調査課
課長 前田 比呂明 氏

12:55～13:40
・ 災害から生命と暮らしを守る地理空間情報

国土地理院では、災害に備える地理空間情報として、活断層図、治水地
形分類図、土地条件図、明治期の低湿地データ及び自然災害伝承碑等、
様々な地理空間情報を提供しているが、これらの内容を紹介する。また、
災害発生時には被災状況を把握するための地理空間情報を提供している
が、平成30年9月の北海道胆振東部地震及び令和元年10月の台風19号
の時に国土地理院が提供した地理空間情報を紹介する。

中小企業庁
経営安定対策室
室長補佐（企画調整） 山口 徳彦 氏

14:00～14:45
・ 中小企業の強靱化に向けて

災害による被害は、事前の備えの有無により大きく異なるため、中小
企業庁では事業者が策定する、防災・減災に係る取組を認定する制度
を開始し、事前対策を後押ししております。今回の講演では事業継続
力強化計画認定制度とその支援策の概要をご説明いたします。

警察庁
警備局警備運用部 警備第二課災害対策室
災害対策室長 日吉 知洋 氏

15:05～15:50

・ 警察における災害対策
　～オリンピック・パラリンピック開催を見据えて～

農林水産省
大臣官房 政策課 食料安全保障室
食料安全保障専門官 渕上 恵子 氏

・ 災害時に備えて食品の家庭備蓄を始めよう
　～乳幼児や高齢者向けの情報もご紹介～

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。

16:10～16:55

警察が実施する災害警備活動及びそれに対応する部隊（警察災害派遣
隊、広域緊急援助隊等）の任務について解説するとともに、警察が被
害規模の早期把握のために実施する被害情報収集の流れ、オリンピッ
ク・パラリンピックを見据えた災害対策について講演します。

常葉大学 
大学院環境防災研究科 
教授 重川 希志依 氏

10:30～11:15
・ 平成の災害をふり返りこれからの防災を考える

平成7年1月17日、阪神・淡路大震災が発生し、あれから4半世紀が過ぎました。大都
市を襲ったこの未曽有の地震により、私たちは防災に対する考え方を大きく転換し、自
助・共助を主役とした防災に取り組んできました。その後平成の30年の間に、新潟県
中越地震や東日本大震災、熊本地震などの大規模地震や、豪雨・台風災害が頻繁に日本
列島を襲いました。そして令和を迎え、これまでの災害から何を学び、どのように防災
の新しい形を実現していくべきなのか、過去の教訓から考えてみたいと思います。

国立歴史民俗博物館 
研究部 
テニュアトラック助教 橋本 雄太 氏

11:35～12:20
・ 市民参加による歴史地震史料の
　大規模テキスト化「みんなで翻刻」

「みんなで翻刻」は、膨大な分量の歴史災害資料を多数の市民の参画
により一挙にテキスト化する市民参加型プロジェクトです。プロジェ
クトの解説を通じて、災害研究における専門家と市民との協力の可能
性について考えます。

株式会社 カワハラ技研 企画開発部 
部長 小野 奈々子 氏

12:40～13:25
・ 災害時における最適なトイレを開発する中から
　見えてきた、その問題と解決策。
　備蓄型 組立式 個室トイレ『ほぼ紙トイレ』

3.11東日本大震災以降、日本は全国各地で震災、豪雨災害、台風災害と
見舞われ、年々その数は増している。その度にトイレの問題が取り上げら
れ続けているが、一向に解決されていないのが現状。災害による直接死よ
り災害関連死が2倍3倍になっている現状はトイレ問題を解決することで
激減するといわれている。災害用トイレの種類は数多くあるが、それぞれ
のトイレの課題を抽出し、今までにない発想のトイレ解決策を提案する。

国立研究開発法人 土木研究所 寒地土木研究所
寒地基礎技術研究グループ 寒地地盤チーム
主任研究員 橋本 聖 氏

13:45～14:30
・ 経済的な軟弱地盤対策工における盛土の耐震効果について
　 ～グラベル基礎補強工法の紹介～

今後、軟弱地盤上に構築される土構造物は検討すべき作用力、特に地
震動に応じて必要な要求性能を満たす必要があります。そこで、私た
ちは経済的な軟弱地盤技術であるグラベル基礎補強工法を提案し、軟
弱地盤上盛土の地震動に対して、本工法によるその変形抑制効果を動
的遠心力載荷模型実験で検証しましたので報告します。

株式会社 JX通信社
マーケティング・セールス局
ジェネラル・マネージャー(執行役員) 高橋 宜潤 氏

14:50～15:35

・ SNSで手遅れを防ぐ！
　最新実例で学ぶ、災害情報収集の新常識

災害対策研究会
事務局長 兼 主任研究員 釜石 徹 氏

・ 自然災害とマンション防災対策

昨年は台風によって多くのマンションが被害を受けました。地震
や台風などの自然災害に対して、被害の軽減化と被災時生活の備
えが重要な課題となります。マンション防災対策の検討手順であ
る「見える化」「 ルール化」「 できる化」と長期在宅避難に備えての
食事、飲料水、トイレ処理について解説します。

15:55～16:40

最近の災害でのSNS活用例のご紹介とSNSを通じた災害情報収集の
ポイントをお伝えします。

２月6日（木）

森ビル 株式会社
震災対策室 
事務局長 細田 隆 氏

10:45～11:30
・ 逃げ出す街から逃げ込める街へ　
　～森ビルにおける事例紹介～

シンポジウム・セミナー

・街づくりのミッション、ビジョン～レジリエントな街づくり～
・災害対策の取り組み（ハード/ソフト）
・最新プロジェクトにおける事例

防災士研修センター
代表取締役 玉田 太郎 氏

11:50～12:35
・ 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 NTTデータ経営研究所
ライフ・バリュー・クリエイションユニット
シニアマネージャー 江井 仙佳 氏

12:55～13:40
・ V2X（電動自動車から外部給電）が生み出す
　レジリエントな地域と社会

地球レベルでの気候変動などを受け、大規模災害の頻発化、激甚化が
進んでいる。その影響を大きく受ける日本社会において、どのように
安全を確保していくべきか。自立・協調・分散型社会システムの実現
に向けた一つの解答として、V2X（Vehicle to X：自動車からの外
部給電）に着目し、その活用方法とビジネスチャンスを追う。

株式会社 日本設計
構造設計群 
構造設計群長 小林 秀雄 氏

14:00～14:45
・ 構造設計者として自然災害とどのように向き合うか

首都圏直下型地震や東海・東南海・南海地震など日本はすぐにでも大
地震に遭遇する可能性がある。また、2019年の台風被害も記憶に新
しい。迫りくる自然災害と直面しながらも、構造設計者は超高層建物
など構造設計に際して、何を考え、何に配慮しながら設計を進めるの
か述べる。

環境省
環境再生・資源循環局 廃棄物適正処理推進課 
課長 名倉 良雄 氏

15:05～15:50

・ 大規模災害時における環境省の災害廃棄物の対応

国土交通省 観光庁
外客受入担当参事官付 外客安全対策室　
室長 高野 明 氏

・ 非常時の外国人旅行者の
　安全・安心の確保に向けた取組

災害等の非常時においては、外国人旅行者に対して迅速かつ正確な情報
発信を行うことが重要です。これまで観光庁では、関係省庁・機関、関
係事業者と連携して、情報提供体制の強化に努めてまいりました。本講
演では、先般の台風第19号の事例を交えながら、非常時の外国人旅行
者の安全・安心の確保に向けた取組をご紹介します。

16:10～16:55

台風第19号をはじめとする令和元年度の災害では、環境省職員、災
害廃棄物処理支援ネットワーク（D.Waste-Net）の専門家等を被災
自治体に派遣し、仮置場の管理・運営、広域処理の支援等を実施して
いる。これらの災害時における環境省の関係機関との連携や平時の災
害廃棄物対策の推進に係る取組について紹介する。

横浜国立大学　
教育学部 
准教授 筆保 弘徳 氏

10:30～11:15
・ 台風列島でどう生き延びるか？ 
　～台風学からの提言～

2018年の台風21号、2019年の台風15号と19号と、近年、大型
の台風が襲来し、日本各地に甚大な被害をもたらすようになった。日
本に住んでいる以上、台風はいつでもどこにでもやってくると認識を
変えて、日頃から防災・減災への意識と対策を取るべきである。本講
演では、近年の台風の傾向、そして世界初の台風ハザードマップの開
発など、最新の台風防災の研究について紹介する。

東京大学
先端科学技術研究センター
教授 中村 尚 氏

11:35～12:20
・ 近年我が国を襲った豪雨のメカニズムと
　地球温暖化の影響

広域に甚大な被害をもたらした平成30年7月の「西日本豪雨」や令和
元年10月の台風19号による豪雨について、それらの実態と要因、並び
に地球温暖化の影響を解説するとともに、今後の温暖化の進行に伴って
深刻化し得る台風・豪雨災害や複合災害のリスクについて論ずる。

ユニオンテック 株式会社
経営企画室
金村 剛史 氏

12:40～13:25
・ 千葉県台風被災家屋へブルーシート展張の取組み。
　『工事会社データベース』を活用した職人手配

令和元年台風15号・19号の被災家屋を対象としたブルーシート展張
事業の活動実績や課題を紹介し、官民一体の復旧支援のあるべき姿を
考えたい。

NPO法人 気象キャスターネットワーク
副代表 岩谷 忠幸 氏

13:45～14:30
・ 甚大な気象災害に備える！
　～気象情報活用の視点から～

近年、記録的な大雨によって甚大な災害が相次いでいます。しかし、
2019年の台風19号では数日前から警戒を強く呼び掛けるなど、事
前に予想された大雨でもありました。どうしたら、危機感（切迫感）
が市民に伝わるのか、的確な避難により、市民や従業員の命をいかに
守るか、気象情報の活用の視点でお話します。

（※ 講師の都合により講演中止となりました）

防衛大学校
地球海洋学科
教授 小林 文明 氏

14:50～15:35

・ 台風・竜巻から身を守る
　― 令和元年台風15号で何が起こったのか？―

株式会社 構造計画研究所
事業開発部 気象防災ビジネス室
熊井 暖陽 氏

・ 豪雨から組織を守る 
　～リアルタイム洪水予測システムのご紹介～

当社は東京大学と共同開発した予測技術を用い、リアルタイムで洪水
予測を行うクラウドシステムを提供しています。本セミナーでは、平
成30年7月豪雨、令和元年台風19号の予測事例をはじめ、自治体の
水防活動や工事現場におけるご活用事例を紹介します。合理的な意思
決定で、頻発する豪雨被害の低減を目指します。

15:55～16:40

平成30年台風21号や令和元年台風15号により、近畿圏や首都圏で
はこれまでに経験したことのない強風を受け、想像を絶する被害が生
じた。”非常に強い”台風が大都市を襲った場合、何が起きて、どの
ように備えればよいかを考える。また、令和元年台風19号に伴い千
葉県市原市では竜巻が発生した。わが国における竜巻発生の実態と被
害の特徴についても言及する。

● A 会場 ● B 会場 ● C 会場 ● D 会場

32



２月7日（金）

横浜市
総務局 危機管理室 地域防災課
担当係長 時枝 道太 氏

10:45～11:30
・ 横浜市の災害対策について
　～自助・共助・公助の取組～

シンポジウム・セミナー

横浜市の被害想定では、最大震度７が発生し、火災により77,700棟
が全焼するなど、甚大な被害をもたらすことが予想されています。こ
れらの被害をいかに少なくできるかは、公助の取り組みもさることな
がら、市民の皆様方の普段からの自助・共助における活動がキーポイ
ントとなります。横浜市が目指す、自助・共助のあり方や、これに対
する横浜市の取り組みについて、ご紹介いたします。

総務省 関東総合通信局
総括調整官／防災対策推進室長
今井 力 氏

11:50～12:35
・ ICTを活用した防災、減災に向けた取組について
　<令和元年度台風15号及び19号への対応等>

昨年、甚大な被害をもたらした台風・風水害等の教訓から、命を守る
ための情報伝達の重要性が改めて認識されました。災害発生時には、
地域の皆様に、迅速・確実な災害情報の提供が必要となります。その
ため、各自治体、電気通信事業者及び放送事業者様による情報伝達を
はじめ、多様化が進む災害情報伝達手段等について、総務省の支援等
取り組みについてお話いたします。

関西広域連合 広域防災局 広域企画課
人と防災未来センター長 
関西大学社会安全研究センター長・特別任命教授
関西広域連合：「我が国の防災・減災体制のあり方に関する懇話会」座長
河田 惠昭 氏

12:55～13:40
・ 国難災害に備える(2)～防災省（庁）創設の提案～

南海トラフ巨大地震や首都直下地震などの「国難」レベルの災害には、過
去の対策の延長では対処できないため、防災の主流化を国全体に浸透でき
る強い調整能力、幅広い知見の蓄積、豊かな知識や経験を持ったスタッフ
陣を有する新たな双眼的組織である防災省（庁）の創設が必要と説く。

文部科学省 
研究開発局 地震・防災研究課
地震調査管理官 林 豊 氏

14:00～14:45
・ 震災対策や防災行動に地震調査研究の成果を
　～地震動予測地図と大地震後の地震活動の見通し情報の紹介～

地震調査研究推進本部（地震本部）の活動の中から、
・「全国地震動予測地図」（活断層帯やプレート境界で将来発生する

地震の規模や発生確率の長期評価と、特定の震源断層に基づく揺れ
の分布の強震動評価を統合したもの）

・「大地震後の地震活動の見通しに関する情報」　
について、事例や活用の考え方を含めて紹介する。

静岡県
危機管理部 危機情報課
課長 吉永 尚史 氏

15:05～15:50

・ 南海トラフ地震等大規模災害への対応
　～静岡県の取組～

愛知県
防災安全局 防災危機管理課
主幹 岡田 晴道 氏

・あいちのゼロメートル地帯の防災対策について

本県の地震防災・減災対策の抜本的な見直しの前提となる南海トラ
フ地震に係る新たな被害想定に基づき、東日本大震災の教訓を踏ま
えて策定した「第3次あいち地震対策アクションプラン」及び同アク
ションプランに基づく個別取組のなかから、ゼロメートル地帯にお
ける防災・減災対策を中心に紹介します。

16:10～16:55

南海トラフ地震が発生した際に想定される犠牲者を１０年間（２０２２年
まで）で８割減少させることを目標に、地震・津波対策をソフト・ハード
の両面で進めています。また、近年多発化する風水害への対応も踏まえ、
自助・共助を主体として、効果的な公助を行い、災害への備えと発災後の
対応力の更なる向上を目指す静岡県の取組を紹介します。

株式会社 USEN
社長室 USEN SOUND Lab.
部長 齋藤 淳 氏

10:30～11:15
・ グローバル社会における多言語アナウンスの重要性

・訪日外国人が増えてきている中、商業施設や宿泊施設での館内アナ
ウンスの現状と課題

・災害時の館内アナウンスの多言語化の重要性
・課題解決ツールとして外国語アナウンスアプリ『おもてなしキャス

ト』のサービス紹介
・導入事例の紹介

サンメイト一級建築士事務所
沿道耐震®
代表 杉本 重実 氏

11:35～12:20
・ これからの建物資産活用と耐震化の状況について
　ー安全な建物に避難するとは？ー

昭和、平成から年号が令和に変わり建物の資産価値が問われる時代となっています。講演テーマは、昨
年大きな自然災害が発生し、建物の多くが被害にあいました。そこで今回の被害状況を検証し、建物所
有者が、これからも建物を所有し価値ある建物を使用していくためにどのような対策を考えなければな
らないかを具体的にご説明いたします。今後、自己の建物資産を守ることの重要性が高まっています。
この度、木密耐火®の商標を活用し新たな事業を展開していきます。皆さまのご協力なくして日本を守る
ことができません。木密耐火®は、防災上危険な全国の木造密集地域の不燃化を目的に活動しています。

株式会社 Spectee（スペクティ）
代表取締役CEO 村上 建治郎 氏

12:40～13:25
・ AI防災の最前線！災害時のAIをどう活用するか
　最新事例紹介や、SNSによる緊急情報収集とデマ対策など。

様々分野浸透し始めているAIは、防災技術としても活用が進んでいます。
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、国内や海外の活用事例を交え、最新の防災・減災技術を紹介します。
当社は自治体や官公庁、民間企業などの多くのお客様にSNSから収集した
災害情報をいち早く正確に伝えるサービス「Spectee（スペクティ）」を
展開している、SNS緊急情報速報サービスの国内最大手の会社です。

独立行政法人 都市再生機構
本社 震災復興支援室
室長 草場 優昭 氏

13:45～14:30
・ 東日本大震災からの復興支援における
　UR都市機構の取り組み

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。今回は東日本大震災か
らの復興支援におけるＵＲ都市機構の取り組みを、具体的な事例を織
り交ぜながらご説明いたします。

２月7日（金）

横浜国立大学大学院
工学研究院   
教授 大山 力 氏

10:45～11:30
・ 北海道ブラックアウトと電力レジリエンス

シンポジウム・セミナー

2018年、北海道胆振東部地震によってブラックアウトが発生した。
ブラックアウトとは電力システム全体が電源を失い停電することであ
り、日本の電力供給システムが初めて経験する事態であった。さらに
2019年には台風による大規模な停電が起きた。ここでは昨年の講演
「北海道ブラックアウトの経過と直接的原因の分析」をベースに電力
レジリエンスについて考える。

経済産業省 資源エネルギー庁 
省エネルギー・新エネルギー部 
室長補佐 小倉 政貴 氏

11:50～12:35
・ 分散型エネルギーリソースを活用した
　エネルギーシステムの普及拡大に向けた取組

近年、従来のエネルギー需給構造に変化が起きており、「大手電力会社
が大規模電源と需要地を系統でつなぐ従来の電力システム」から「分散
型エネルギーリソースも柔軟に活用する新たな電力システム」へと大き
な変化が生まれつつあり、需給一体型の電力モデル（分散型エネルギー
モデル）の普及をより一層促進することが求められています。

全国社会福祉協議会 地域福祉部長
全国ボランティア・市民活動振興 センター長
高橋 良太 氏

12:55～13:40
・ 災害ボランティアによる被災地支援活動の実際
　～社会福祉協議会による災害ボランティア
　センターの取り組みを中心に～

昨年の台風19号の被災地では、延べ104の災害ボランティアセンターが
設置・運営され、約20万人のボランティアが活動した。本講演では、昨
年の災害を振り返りながら、その成果や課題を明らかにするとともに、
社会福祉協議会が地域住民やＮＰＯ、企業、ＪＣ、生協等多様な主体と
協働して運営する災害ＶＣについてお話したい。

インフォコム 株式会社
サービスビジネス事業本部 モバイルクラウド事業部
危機管理コンサルタント 髙橋 克彦 氏

14:00～14:45
・ BCはコストからバリューへ
　～他社より一歩先ゆく信頼を得るために～

多くの企業において、BC（事業継続）や防災対策はコストだと考えられているのが実情だと思い
ます。しかし、防災準備が出来ている会社は、顧客や取引先から見れば信頼できる相手、つまり
信頼を得る価値（Value）に繋がるといえるでしょう。BCや防災対策は災害がなくても平常時か
らその価値があり、品質管理の一環と考えられます。バリューであるからこそ、ピンチをチャン
スに活かせる考え方がBCS（事業継続戦略）に盛り込まれる必要があります。本セミナーでは事
業継続を企業の価値を高める「バリュー」であるという考え方のもとにご説明してまいります。

LINE 株式会社
公共政策・CSR担当
執行役員 江口 清貴 氏

15:05～15:50

・ LINEの活用による災害対応能力の
　高い社会の実現へ向けて

一般社団法人 東京都マンション管理士会
前理事、業務支援委員会 前委員長現委員 戸部 素尚 氏

・ 台風・大雨からマンションを守るために、
　管理組合にできることとは

最近は毎年台風時期になるとあちこちで被害が報告されています。昨
年は、特にマンションの風水害に対する脆弱性が露見されました。台
風や水害は地震と違い、十分な準備が可能です。管理組合として、
事前にできる対策は何か、自分のマンションの弱いところはどこか等
「風水害」への対応として何をしなければならないかを学びます。

16:10～16:55

コミュニケーションアプリ「LINE」とAI技術を組み合わせること
で、発災前から発災後、復興期まで一気通貫で、被災者や行政の災
害対応を支援する仕組みづくりなど、LINEの防災・減災の取組に
ついて紹介する。

信州大学 工学部
水環境・土木工学科
教授 吉谷 純一 氏

10:30～11:15
・ 令和元年千曲川災害の現状と課題

令和元年10月台風19号は信濃川水系上流部の千曲川での1カ所の
越水破堤氾濫、12カ所の越水氾濫等、多数の箇所で大被害が発生し
た。千曲川の気象・地形特性と現在の治水計画を解説した上で、今
回の破堤氾濫被害発生の特徴と避難等に関する課題を解説する。

気象庁 
予報部 予報課 気象防災推進室
防災気象官 髙橋 賢一 氏

11:35～12:20
・ 風水害から身を守るために

気象庁の発表する様々な気象情報は、風水害については状況が悪化する
前の早め早めの対応に役に立てていただくために、段階に応じて発表し
ています。近年の通信事情の変化なども踏まえ変わってきている気象情
報について、上手に利活用するために、どういった点に注目すれば良い
のか、令和元年度の事例を紹介しつつ出し手側の考えを述べたいと思っ
ていますので、一緒に考えていく機会として頂ければと思います。

総務省 消防庁
国民保護・防災部 防災課
防災企画係長 亀田 朋未 氏

12:40～13:25
・ 消防庁の災害対応について

近年、雨の降り方が局地化・集中化・激甚化しています。最近では、
佐賀県を中心とした九州地方の豪雨災害にはじまり、台風第15号、
広域的で甚大な被害をもたらした台風第19号が発生するなど災害の
深刻化がみられますが、今般の避難対策や緊急消防援助隊の活動状況
等、消防庁の災害対応を紹介させていただきます。

農研機構
農村工学研究部門 施設工学研究領域土構造物ユニット
ユニット長 堀 俊和 氏

13:45～14:30
・ ため池防災支援システム 
　～災害時のため池の決壊に関する情報共有と緊急対策への活用～

東日本大震災や九州北部豪雨、西日本豪雨では、ため池が決壊して下流に住む住民の尊い命が奪われる多大な二次
災害が発生しました。大災害時のため池の決壊による二次被害を防止するため、農研機構を中心した研究開発グ
ループは、内閣府の研究プロジェクトSIP（戦略的イノベーション創造プログラム）において、地震、豪雨時のた
め池の決壊を予測し、現地の被害情報を関係者間で共有する災害情報システム「ため池防災支援システム」を開発
しました。本講演では、災害時のため池の決壊の事例を紹介し、情報共有の重要性について述べます。さらに、開
発した「ため池防災支援システム」についての機能やため池防災関係機関における活用方法について講演します。

東京大学
工学系研究科
教授 古米 弘明 氏

14:50～15:35

・ 市街地における浸水対策の高度化への挑戦

東京大学 
生産技術研究所
教授 芳村 圭 氏

・ 全球陸域水文量モニタリングシステム
　Today's Earthによる2019年台風19号の洪水予測

東京大学とJAXAでは、全球陸域水文量モニタリングシステム「Today's 
Earth」を用い、洪水氾濫の予測を定常的に行っている。台風19号の際
も、10月13日未明に千曲川が氾濫した長野県長野市での危険性が、11
日時点で予測されていた。本講演では、そのシステムの開発経緯や技術
的な背景等について説明するとともに、洪水予報の法規制を踏まえつつ
今後の我が国の洪水予測のあり方について議論したい。

15:55～16:40

令和元年は多くの水災害が発生した。なかでも、10月の台風19号で
は多くの河川が氾濫し浸水被害が発生したが、都市部での内水氾濫被
害も甚大であった。あらためて、内水氾濫のメカニズムを整理すると
ともに、集中豪雨よる市街地における浸水や氾濫への対策のあり方や
浸水リスクの高度な管理・制御技術について講演を行う。

● A 会場 ● B 会場 ● C 会場 ● D 会場

14:50～15:35

東京大学
生産技術研究所
准教授 沼田 宗純 氏

・ 自治体・企業における災害対応業務の
　標準化に向けた取り組み

災害発生後の混乱した状況において効果的かつ確実に災害対応を実施
するためには、災害対応の全体像や流れを理解し、平時から教育・訓
練を行うことが重要となります。本講演では、近年の災害対応や災害
対策本部において発生した課題を紹介すると共に、我々の研究グルー
プが進めている災害対応の標準化に向けた取り組みを紹介します。

株式会社 エイト日本技術開発
災害リスク研究センター
研究員 井上 雅志 氏 沼田 宗純 氏 井上 雅志 氏

15:55～16:40

WOTA 株式会社
COO 前田 瑶介 氏

・ 首都直下地震発生時の本社籠城戦
　（従業員の帰宅抑制）
　～「本社避難所化（従業員の帰宅抑制）」と
　「本社機能維持（事業の継続）」の両立～

首都直下地震など都市部において地震災害が発生した場合、各企業は従業
員に対する安全配慮義務履行の観点から、従業員の帰宅抑制の実施と同時
に事業継続に向けて本社の各機能の維持が求められることになる。本セミ
ナーでは、企業防災・ＢＣＰの観点から企業本社の弱点補強の視点や本社
籠城戦（帰宅抑制問題）の課題と解決方法について実務的に論じていく。

WOTA 株式会社
総合企画室長 森 健 氏

前田 瑶介 氏 森 健 氏
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横浜市
総務局 危機管理室 地域防災課
担当係長 時枝 道太 氏

10:45～11:30
・ 横浜市の災害対策について
　～自助・共助・公助の取組～

シンポジウム・セミナー

横浜市の被害想定では、最大震度７が発生し、火災により77,700棟
が全焼するなど、甚大な被害をもたらすことが予想されています。こ
れらの被害をいかに少なくできるかは、公助の取り組みもさることな
がら、市民の皆様方の普段からの自助・共助における活動がキーポイ
ントとなります。横浜市が目指す、自助・共助のあり方や、これに対
する横浜市の取り組みについて、ご紹介いたします。

総務省 関東総合通信局
総括調整官／防災対策推進室長
今井 力 氏

11:50～12:35
・ ICTを活用した防災、減災に向けた取組について
　<令和元年度台風15号及び19号への対応等>

昨年、甚大な被害をもたらした台風・風水害等の教訓から、命を守る
ための情報伝達の重要性が改めて認識されました。災害発生時には、
地域の皆様に、迅速・確実な災害情報の提供が必要となります。その
ため、各自治体、電気通信事業者及び放送事業者様による情報伝達を
はじめ、多様化が進む災害情報伝達手段等について、総務省の支援等
取り組みについてお話いたします。

関西広域連合 広域防災局 広域企画課
人と防災未来センター長 
関西大学社会安全研究センター長・特別任命教授
関西広域連合：「我が国の防災・減災体制のあり方に関する懇話会」座長
河田 惠昭 氏

12:55～13:40
・ 国難災害に備える(2)～防災省（庁）創設の提案～

南海トラフ巨大地震や首都直下地震などの「国難」レベルの災害には、過
去の対策の延長では対処できないため、防災の主流化を国全体に浸透でき
る強い調整能力、幅広い知見の蓄積、豊かな知識や経験を持ったスタッフ
陣を有する新たな双眼的組織である防災省（庁）の創設が必要と説く。

文部科学省 
研究開発局 地震・防災研究課
地震調査管理官 林 豊 氏

14:00～14:45
・ 震災対策や防災行動に地震調査研究の成果を
　～地震動予測地図と大地震後の地震活動の見通し情報の紹介～

地震調査研究推進本部（地震本部）の活動の中から、
・「全国地震動予測地図」（活断層帯やプレート境界で将来発生する

地震の規模や発生確率の長期評価と、特定の震源断層に基づく揺れ
の分布の強震動評価を統合したもの）

・「大地震後の地震活動の見通しに関する情報」　
について、事例や活用の考え方を含めて紹介する。

静岡県
危機管理部 危機情報課
課長 吉永 尚史 氏

15:05～15:50

・ 南海トラフ地震等大規模災害への対応
　～静岡県の取組～

愛知県
防災安全局 防災危機管理課
主幹 岡田 晴道 氏

・あいちのゼロメートル地帯の防災対策について

本県の地震防災・減災対策の抜本的な見直しの前提となる南海トラ
フ地震に係る新たな被害想定に基づき、東日本大震災の教訓を踏ま
えて策定した「第3次あいち地震対策アクションプラン」及び同アク
ションプランに基づく個別取組のなかから、ゼロメートル地帯にお
ける防災・減災対策を中心に紹介します。

16:10～16:55

南海トラフ地震が発生した際に想定される犠牲者を１０年間（２０２２年
まで）で８割減少させることを目標に、地震・津波対策をソフト・ハード
の両面で進めています。また、近年多発化する風水害への対応も踏まえ、
自助・共助を主体として、効果的な公助を行い、災害への備えと発災後の
対応力の更なる向上を目指す静岡県の取組を紹介します。

株式会社 USEN
社長室 USEN SOUND Lab.
部長 齋藤 淳 氏

10:30～11:15
・ グローバル社会における多言語アナウンスの重要性

・訪日外国人が増えてきている中、商業施設や宿泊施設での館内アナ
ウンスの現状と課題

・災害時の館内アナウンスの多言語化の重要性
・課題解決ツールとして外国語アナウンスアプリ『おもてなしキャス

ト』のサービス紹介
・導入事例の紹介

サンメイト一級建築士事務所
沿道耐震®
代表 杉本 重実 氏

11:35～12:20
・ これからの建物資産活用と耐震化の状況について
　ー安全な建物に避難するとは？ー

昭和、平成から年号が令和に変わり建物の資産価値が問われる時代となっています。講演テーマは、昨
年大きな自然災害が発生し、建物の多くが被害にあいました。そこで今回の被害状況を検証し、建物所
有者が、これからも建物を所有し価値ある建物を使用していくためにどのような対策を考えなければな
らないかを具体的にご説明いたします。今後、自己の建物資産を守ることの重要性が高まっています。
この度、木密耐火®の商標を活用し新たな事業を展開していきます。皆さまのご協力なくして日本を守る
ことができません。木密耐火®は、防災上危険な全国の木造密集地域の不燃化を目的に活動しています。

株式会社 Spectee（スペクティ）
代表取締役CEO 村上 建治郎 氏

12:40～13:25
・ AI防災の最前線！災害時のAIをどう活用するか
　最新事例紹介や、SNSによる緊急情報収集とデマ対策など。

様々分野浸透し始めているAIは、防災技術としても活用が進んでいます。
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、国内や海外の活用事例を交え、最新の防災・減災技術を紹介します。
当社は自治体や官公庁、民間企業などの多くのお客様にSNSから収集した
災害情報をいち早く正確に伝えるサービス「Spectee（スペクティ）」を
展開している、SNS緊急情報速報サービスの国内最大手の会社です。

独立行政法人 都市再生機構
本社 震災復興支援室
室長 草場 優昭 氏

13:45～14:30
・ 東日本大震災からの復興支援における
　UR都市機構の取り組み

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。今回は東日本大震災か
らの復興支援におけるＵＲ都市機構の取り組みを、具体的な事例を織
り交ぜながらご説明いたします。

２月7日（金）

横浜国立大学大学院
工学研究院   
教授 大山 力 氏

10:45～11:30
・ 北海道ブラックアウトと電力レジリエンス

シンポジウム・セミナー

2018年、北海道胆振東部地震によってブラックアウトが発生した。
ブラックアウトとは電力システム全体が電源を失い停電することであ
り、日本の電力供給システムが初めて経験する事態であった。さらに
2019年には台風による大規模な停電が起きた。ここでは昨年の講演
「北海道ブラックアウトの経過と直接的原因の分析」をベースに電力
レジリエンスについて考える。

経済産業省 資源エネルギー庁 
省エネルギー・新エネルギー部 
室長補佐 小倉 政貴 氏

11:50～12:35
・ 分散型エネルギーリソースを活用した
　エネルギーシステムの普及拡大に向けた取組

近年、従来のエネルギー需給構造に変化が起きており、「大手電力会社
が大規模電源と需要地を系統でつなぐ従来の電力システム」から「分散
型エネルギーリソースも柔軟に活用する新たな電力システム」へと大き
な変化が生まれつつあり、需給一体型の電力モデル（分散型エネルギー
モデル）の普及をより一層促進することが求められています。

全国社会福祉協議会 地域福祉部長
全国ボランティア・市民活動振興 センター長
高橋 良太 氏

12:55～13:40
・ 災害ボランティアによる被災地支援活動の実際
　～社会福祉協議会による災害ボランティア
　センターの取り組みを中心に～

昨年の台風19号の被災地では、延べ104の災害ボランティアセンターが
設置・運営され、約20万人のボランティアが活動した。本講演では、昨
年の災害を振り返りながら、その成果や課題を明らかにするとともに、
社会福祉協議会が地域住民やＮＰＯ、企業、ＪＣ、生協等多様な主体と
協働して運営する災害ＶＣについてお話したい。

インフォコム 株式会社
サービスビジネス事業本部 モバイルクラウド事業部
危機管理コンサルタント 髙橋 克彦 氏

14:00～14:45
・ BCはコストからバリューへ
　～他社より一歩先ゆく信頼を得るために～

多くの企業において、BC（事業継続）や防災対策はコストだと考えられているのが実情だと思い
ます。しかし、防災準備が出来ている会社は、顧客や取引先から見れば信頼できる相手、つまり
信頼を得る価値（Value）に繋がるといえるでしょう。BCや防災対策は災害がなくても平常時か
らその価値があり、品質管理の一環と考えられます。バリューであるからこそ、ピンチをチャン
スに活かせる考え方がBCS（事業継続戦略）に盛り込まれる必要があります。本セミナーでは事
業継続を企業の価値を高める「バリュー」であるという考え方のもとにご説明してまいります。

LINE 株式会社
公共政策・CSR担当
執行役員 江口 清貴 氏

15:05～15:50

・ LINEの活用による災害対応能力の
　高い社会の実現へ向けて

一般社団法人 東京都マンション管理士会
前理事、業務支援委員会 前委員長現委員 戸部 素尚 氏

・ 台風・大雨からマンションを守るために、
　管理組合にできることとは

最近は毎年台風時期になるとあちこちで被害が報告されています。昨
年は、特にマンションの風水害に対する脆弱性が露見されました。台
風や水害は地震と違い、十分な準備が可能です。管理組合として、
事前にできる対策は何か、自分のマンションの弱いところはどこか等
「風水害」への対応として何をしなければならないかを学びます。

16:10～16:55

コミュニケーションアプリ「LINE」とAI技術を組み合わせること
で、発災前から発災後、復興期まで一気通貫で、被災者や行政の災
害対応を支援する仕組みづくりなど、LINEの防災・減災の取組に
ついて紹介する。

信州大学 工学部
水環境・土木工学科
教授 吉谷 純一 氏

10:30～11:15
・ 令和元年千曲川災害の現状と課題

令和元年10月台風19号は信濃川水系上流部の千曲川での1カ所の
越水破堤氾濫、12カ所の越水氾濫等、多数の箇所で大被害が発生し
た。千曲川の気象・地形特性と現在の治水計画を解説した上で、今
回の破堤氾濫被害発生の特徴と避難等に関する課題を解説する。

気象庁 
予報部 予報課 気象防災推進室
防災気象官 髙橋 賢一 氏

11:35～12:20
・ 風水害から身を守るために

気象庁の発表する様々な気象情報は、風水害については状況が悪化する
前の早め早めの対応に役に立てていただくために、段階に応じて発表し
ています。近年の通信事情の変化なども踏まえ変わってきている気象情
報について、上手に利活用するために、どういった点に注目すれば良い
のか、令和元年度の事例を紹介しつつ出し手側の考えを述べたいと思っ
ていますので、一緒に考えていく機会として頂ければと思います。

総務省 消防庁
国民保護・防災部 防災課
防災企画係長 亀田 朋未 氏

12:40～13:25
・ 消防庁の災害対応について

近年、雨の降り方が局地化・集中化・激甚化しています。最近では、
佐賀県を中心とした九州地方の豪雨災害にはじまり、台風第15号、
広域的で甚大な被害をもたらした台風第19号が発生するなど災害の
深刻化がみられますが、今般の避難対策や緊急消防援助隊の活動状況
等、消防庁の災害対応を紹介させていただきます。

農研機構
農村工学研究部門 施設工学研究領域土構造物ユニット
ユニット長 堀 俊和 氏

13:45～14:30
・ ため池防災支援システム 
　～災害時のため池の決壊に関する情報共有と緊急対策への活用～

東日本大震災や九州北部豪雨、西日本豪雨では、ため池が決壊して下流に住む住民の尊い命が奪われる多大な二次
災害が発生しました。大災害時のため池の決壊による二次被害を防止するため、農研機構を中心した研究開発グ
ループは、内閣府の研究プロジェクトSIP（戦略的イノベーション創造プログラム）において、地震、豪雨時のた
め池の決壊を予測し、現地の被害情報を関係者間で共有する災害情報システム「ため池防災支援システム」を開発
しました。本講演では、災害時のため池の決壊の事例を紹介し、情報共有の重要性について述べます。さらに、開
発した「ため池防災支援システム」についての機能やため池防災関係機関における活用方法について講演します。

東京大学
工学系研究科
教授 古米 弘明 氏

14:50～15:35

・ 市街地における浸水対策の高度化への挑戦

東京大学 
生産技術研究所
教授 芳村 圭 氏

・ 全球陸域水文量モニタリングシステム
　Today's Earthによる2019年台風19号の洪水予測

東京大学とJAXAでは、全球陸域水文量モニタリングシステム「Today's 
Earth」を用い、洪水氾濫の予測を定常的に行っている。台風19号の際
も、10月13日未明に千曲川が氾濫した長野県長野市での危険性が、11
日時点で予測されていた。本講演では、そのシステムの開発経緯や技術
的な背景等について説明するとともに、洪水予報の法規制を踏まえつつ
今後の我が国の洪水予測のあり方について議論したい。

15:55～16:40

令和元年は多くの水災害が発生した。なかでも、10月の台風19号で
は多くの河川が氾濫し浸水被害が発生したが、都市部での内水氾濫被
害も甚大であった。あらためて、内水氾濫のメカニズムを整理すると
ともに、集中豪雨よる市街地における浸水や氾濫への対策のあり方や
浸水リスクの高度な管理・制御技術について講演を行う。

● A 会場 ● B 会場 ● C 会場 ● D 会場

14:50～15:35

東京大学
生産技術研究所
准教授 沼田 宗純 氏

・ 自治体・企業における災害対応業務の
　標準化に向けた取り組み

災害発生後の混乱した状況において効果的かつ確実に災害対応を実施
するためには、災害対応の全体像や流れを理解し、平時から教育・訓
練を行うことが重要となります。本講演では、近年の災害対応や災害
対策本部において発生した課題を紹介すると共に、我々の研究グルー
プが進めている災害対応の標準化に向けた取り組みを紹介します。

株式会社 エイト日本技術開発
災害リスク研究センター
研究員 井上 雅志 氏 沼田 宗純 氏 井上 雅志 氏

15:55～16:40

WOTA 株式会社
COO 前田 瑶介 氏

・ 首都直下地震発生時の本社籠城戦
　（従業員の帰宅抑制）
　～「本社避難所化（従業員の帰宅抑制）」と
　「本社機能維持（事業の継続）」の両立～

首都直下地震など都市部において地震災害が発生した場合、各企業は従業
員に対する安全配慮義務履行の観点から、従業員の帰宅抑制の実施と同時
に事業継続に向けて本社の各機能の維持が求められることになる。本セミ
ナーでは、企業防災・ＢＣＰの観点から企業本社の弱点補強の視点や本社
籠城戦（帰宅抑制問題）の課題と解決方法について実務的に論じていく。

WOTA 株式会社
総合企画室長 森 健 氏

前田 瑶介 氏 森 健 氏
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第24回｢震災対策技術展｣横浜が開催 

日本の災害経験と最新の防災技術を長年発信してきた本展に、2日間で17,112名が来場され、各業種の防災力向上に繋がる開催となりました。

地震対策や気象災害対策をはじめ65セッションもの災害対策関連セミナーが開催されました。

濱田実行委員長  東京大学地震研究所 平田教授日本地震工学会 中埜会長 日本振動技術協会 藤田会長

ハザードマップ配布コーナーや出展者資料コーナーには沢山の来訪があり、備えの見直し、製品導入の検討等に資料を活用いただきました。

2019年は、台風15号、19号等、自然災害が多発。災害対策への関心の高まりから多くの報道機関も来場され、TVや新聞で紹介いただきました。

所属先に導入を検討する地震・災害対策製品、ソリューションを求めて、数多くの商談や名刺交換が行われました。

ドーム型テントや屋外シャワーキット等、最新の災害対策製品が展示され、出展者の説明に来場者は熱心に耳を傾けていました。

会 場 写 真 会 場 写 真
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● プロモーション活動

● 報道各社

● 掲載記事・報道
・ NHK WORLD

・ 毎日新聞
・ 電波新聞

・ 日本屋根経済新聞 ・ 管材新聞

・ CBCテレビ

・ 産繊新聞

・ ヨコハマ経済新聞 ・ 神奈川新聞

・ 食品新聞

広 報 結 果

朝日放送テレビ、イッツ・コミュニケーションズ、大阪放送、CBCテレビ、TBSテレビ、テレビ朝日、
テレビ神奈川、テレビ静岡、日本テレビ放送網、日本放送協会、福岡放送、毎日放送、湘南平塚コミュニティ放送、
日経ラジオ社、横浜エフエム放送、朝雲新聞社、朝日新聞社、神奈川新聞社、環境新聞社、教育家庭新聞社、
共同通信社、協報、金属産業新聞社、鶏卵肉情報センター、建設工業新聞社、建通新聞社、高齢者住宅新聞社、
産業新聞社、産業タイムズ社、時事通信社、商工経済新聞社、食品新聞社、住宅環境社、しんぶん赤旗、
石油化学新聞社、石油産業新聞社、鉄鋼新聞社、新日本保険新聞社、電波新聞社、電波タイムス社、
十勝毎日新聞社、日刊警察新聞社、日刊自動車新聞社、日本金属通信社、日本教育新聞社、日本経済新聞社、
日本設備工業新聞、日本電気協会新聞部、日本屋根経済新聞社、保険毎日新聞社、毎日新聞社、
リフォーム産業新聞社、経済調査会、Gichoビジネスコミュニケーションズ、ダイセン、フォームタイムス社、
ボイックス、緑書房、等

 総合報道・

※ 一部抜粋

開催地である神奈川県・横浜市を含む首都圏、中央省庁や地方自治体、関係各所、過去数年内に地震災害や水
害が発生した地域に案内・誘致活動を実施しました。また、新聞社、テレビ局、ラジオ局、出版社、報道関係
各社へプレスリリースと、出展製品への関心拡大、製品PRを目的に、要望のあった出展者のパンフレットを
一覧化し“出展者商品カタログ”として発信し、取材協力依頼を行いました。
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産業新聞社、産業タイムズ社、時事通信社、商工経済新聞社、食品新聞社、住宅環境社、しんぶん赤旗、
石油化学新聞社、石油産業新聞社、鉄鋼新聞社、新日本保険新聞社、電波新聞社、電波タイムス社、
十勝毎日新聞社、日刊警察新聞社、日刊自動車新聞社、日本金属通信社、日本教育新聞社、日本経済新聞社、
日本設備工業新聞、日本電気協会新聞部、日本屋根経済新聞社、保険毎日新聞社、毎日新聞社、
リフォーム産業新聞社、経済調査会、Gichoビジネスコミュニケーションズ、ダイセン、フォームタイムス社、
ボイックス、緑書房、等

 総合報道・

※ 一部抜粋

開催地である神奈川県・横浜市を含む首都圏、中央省庁や地方自治体、関係各所、過去数年内に地震災害や水
害が発生した地域に案内・誘致活動を実施しました。また、新聞社、テレビ局、ラジオ局、出版社、報道関係
各社へプレスリリースと、出展製品への関心拡大、製品PRを目的に、要望のあった出展者のパンフレットを
一覧化し“出展者商品カタログ”として発信し、取材協力依頼を行いました。

第7 回
 震災対策技術展 大阪

仙台国際センター屋外 せんだい青葉山交流広場
2021年開催予定 詳細はHPにて公開

 震災対策技術展 in仙台

同時開催

「震災対策技術展」開催のご案内

2020年10月14日（水）～15日（木）10:00～17:00

出展対象 来場対象
省庁・自治体
ライフライン
建 設 関 係
学 校 関 係
病 院 関 係
福 祉 関 係
そ  の　他  

…… 中央省庁、地方自治体、消防、警察、防衛機関、等
電気、ガス、水道、鉄道、金融機関、等
建設会社、建材メーカー、設計会社、工務店、等
小・中・高等学校、大学、研究機関、等
民間病院、国立病院、大学病院、自治体病院、等
介護施設、福祉施設、リハビリテーション、等
不動産、防災関連企業、民間企業、等

……
……
……
……
……
……

・

・

・

・

・

・

・

地 震 対 策
電 力 対 策
通 信 対 策
水 害 対 策
火 山 対 策
備 蓄 対 策
そ の 他

……緊急地震速報、免震装置、地盤工法、等
発電機、蓄電池、太陽光・風力発電、等
防災無線、衛星電話、防災スピーカー、等
止水板、土のう、監視システム、ポンプ、等
防護マスク、シェルター、ヘルメット、等
非常食、災害用トイレ、間仕切り、等
救助機器、雷害対策製品、土砂災害対策、等

……
……
……
……
……
……

・

・

・

・

・

・

・

新日程

コングレコンベンションセンター
（グランフロント大阪内）
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第25回「震災対策技術展」横浜
2021年2月4日（木）～5日（金）

～次回も宜しくお願い申し上げます～ 


