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　 まず初めにご出展していただいている皆さまに於かれましては、2度にわたる開催延期で多
大なご迷惑をお掛け致しましたこと、心よりお詫び申し上げます。そして本日無事開催に至る
までご尽力いただいた関係者の皆様に深く感謝を申し上げます。

さて、この「震災対策技術展」は26年前に起きた阪神・淡路大震災をきっかけに、地震対
策および社会の中でどういう形で防災対策を進めていくのかを目的に開催されました。この
「震災対策技術展」は二つの大きな構成で成り立っています。一つは防災に関わる研究・技術
開発により生み出された製品の展示・紹介です。そして、もう一つは防災研究等に携わってい
る様々な分野の方たちに講師として招聘し、災害対策セミナーを開催する、この二つで成り立
っています。展示・紹介につきましては、大変な時期にも関わらず135社800点の製品が今
回展示され、皆さまに色々な情報をお伝えし、活用していただきたいということで、ご出展い
ただいております。また災害対策セミナーでは、58のテーマにつきまして、講師の方が来て
いただき、お話を伺うことになっています。

思い返せば昨年の「震災対策技術展」は、2月6日（木）の開催でした。当時この会場から
も見えましたが、ダイヤモンド・プリンセス号がすぐそばに停泊していました。少なくとも私
自身、その当時は通常の生活と何ら変わらず、我がこととして捉えず生活をしていました。本
日の午後には、そのダイヤモンド・プリンセス号に医療チームを派遣した医療の専門家の講演
もございます。非常に過酷な状況が、すぐ隣で起きていたわけですけども、当時はまだまだ我
がこととして捉えていませんでした。

この新型コロナウイルス感染症の影響を受け、今回の｢震災対策技術展｣では、これまでにな
い試みをいくつか実施いたします。会場とのセミナーと同時にオンライン配信を実施し、全国
何処からでも、何方でも参加可能な形に発展いたしました。更に今後いくつかのセミナーにつ
いてはオンデマンド配信により時間を選ばず、会場やオンライン配信で聴き逃した方、もう一
度拝聴したい方に視聴可能なように配信する予定でございます。安心安全を目的に、実行委員
会および事務局一同、気を引き締めて感染対策、安全対策に十分留意しながら、参加者の皆さ
まが何事もなく、無事2日間の｢震災対策技術展｣が終了することを切に願っております。皆さ
まのご協力をいただきながら成功裏に会を進めさせていただければ大変ありがたく存じます。
2日間に亘りまして、どうぞよろしくお願いいたします。

「震災対策技術展」横浜 実行委員会 委員長
常葉大学 大学院環境防災研究科 教授

重川 希志依 

実行委員長挨拶
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● 救助・救出支援

● 電力対策

・
（株）ベイサン

　デスクトップ・パワーユニット R-ARCA（アールアルカ）

・
・

シーバスリンク（株）
WAGAN FREDLIGHT PRO（ワガン フレッドライト プロ）
WAGAN POWERDOME PLEX（ワガン パワードームプレックス）
［共同出展者］（一社）防災安全協会

・
川本重工（株） 
心肺蘇生法の胸骨骨折のリスクを低減する
「リコイルエイド」

・

・

（株）美貴本
AUKEY 大容量ポータブル電源 PS-MC05（518Wh）、
PS-MC06（626Wh）
AUKEY 折りたたみソーラーパネル SP-GP10-BK（100W）

・

・

伊東産業（株）長野支社
自動水門開閉装置「お助け門」と遠隔監視操作
システム「見知らせ」
水圧モーターによる横引ゲート

・
ガデリウス・インダストリー（株）
ボックスウォールBW102（止水高さ１ｍ版）

・
・

（国研）土木研究所 寒地土木研究所
3D浸水ハザードマップ作成技術
排水ポンプ設置支援装置（自走式）

・
（株）構造計画研究所

リアルタイム洪水予測システム RiverCast

・
関（株）
非常時通信対策　RESCUE REQUEST
ーレスキューリクエストー

・
アムニモ（株）
【NETIS登録製品】簡易無線水位計測サービス（water level）

・
（株）ミズノマリン

水害救助艇 『Whaly 310』

・
・

（株）みどり工学研究所
水位計測・カメラ連動監視システム
マンホール内水位監視システム
［共同出展者］ペンタフ（株）

・
（株）有明電装

水位計

・
・

（株）MK JAPAN
ポータブル電源P302
発電機GS2200i
［共同出展者］（一社）防災安全協会

・
・

Ecoflow Technology Japan（株） 
大容量ポータブル電源 EFDELTA 1300
カスタマイズポータブル電源 EcoFlow RIVER シリーズ

・
Team 防災IoT in Satsumasendai
防災IoT「lowpway」

・
NCCコンサルティング（株）
防災対策情報共有アプリ「防災トーク」
［共同出展者］モバイルクリエイト（株）

・
石井建設（有）
壁用 太陽電池取付金具

・
モバイルクリエイト（株）
【災害時の通信手段にオススメ】 業務用IP
無線システム iMESH
［共同出展者］NCCコンサルティング（株）

・
ホリアキ（株）
インスタントイレ 各種

・
（株）アイ・ディー・エクス

ワイヤレスビデオ伝送装置

・
（有）丸英製紙

超長尺トイレットペーパー（10年保証）
［共同出展者］（公財）高知県産業振興センター

・
（一社）防災安全協会

防災・防疫製品等推奨品認証製品の紹介
［共同出展者］インフィニティ（株）／（株）MK JAPAN／
CONQUER（株）／（株）C&C／（株）C-SOS／
シーバスリンク（株）／（株）バンズネット／（株）美貴本

・
・

ファシル（株）
災害用備蓄スタンド BISTA
ボウサイブロック

・
（株）メニ・テック

BreeZia

・
ビット・パーク（株）
ココBOX

・
（株）MASAI Medical

PCR検査キッド

・
（株）タナカショク

たんぱく質豊富な豆腐ジャーキー
［共同出展者］（公財）高知県産業振興センター

・
（株）吉澤

簡易陰圧装置ブース

・
（株）C&C

二酸化炭素測定機器
［共同出展者］（一社）防災安全協会

・

（株）カワハラ技研
備蓄型・組立式・個室トイレ『ほぼ紙トイレ』

・

（株）ジェック/EZ BARRIER（イージーバリア）事業部
手肌やモノの抗菌に【EZ BARRIER series /
イージーバリア シリーズ】

・
（株）大気社

避難所用シェルター　『バリアーキューブ』

・
・

（株）ハタヤリミテッド
ハタヤ除菌照明シリーズ
USBポート付コードリール

・
（株）光

トドマツ針葉粉体入り避難所用ジョイントマット

・
（有）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

・
（株）タケナカダンボール

暖ダンルーム「間仕切りⅡ」「ベッドⅡ」
［共同出展者］（公財）高知県産業振興センター

・
（株）マシュール

間仕切りスペース
［共同出展者］（公財）高知県産業振興センター

・
（株）ダイイチ

マスクポケット付きウィルス対策セット

・
・

（株）バンズネット
超音波噴霧器『銀の助。』 
安定化銀イオン水『銀の雫。』
［共同出展者］（一社）防災安全協会

・
（株）ダイイチ

充電ソーラーランタン　M・POWERD

・

・

（株）島田小割製材所
非常用・災害用　おがくずトイレ　30回用
国産《ひのき・杉》100％天然素材使用の自然に優しいトイレ
非常用・災害用　おがくずトイレ　ポータブル
国産《ひのき・杉》100％天然素材使用の自然に優しいトイレ

・
・

（株）カスタネット そなえる.com
新発売！自分で中身を考える防災グッズ『防災絆BOX』
企業向け～いざという時すぐに持ち出し『そのまま持ってけBOX』

・
・

(株)SOPIC
虫よけ＆抗ウイルス　【アイスタオル】
虫よけ＆抗ウイルス　【マルチシーツ】 

・
・

三光産業（株）
ペットボトルランタン・人間大好（ダイス）・ブリックブロック
マスク・抗原キット・除菌スプレー

・
CONQUER（株）
ZIA・MEDICAL
［共同出展者］（一社）防災安全協会

・
（株）クラウドポイント

オートディスペンサー＋体表温測定サイネージ
D-SignClean

・

・

エピスタコーポレーション／（株）プリート
「エピスタプロプルやさしいウエットティッシュ」
防災ピロー　ハンディピンク　車載ピロー　Type-C
「エピスタレスキュー」自立型　携帯トイレセット

・
（株）オルテック

新型コロナ感染対策　シールドパーテーション

・
サンメイト一級建築士事務所
脱炭素社会を目指す（木造で耐震化）

・
（株）C&C

ポータブル電源&電気寝袋
［共同出展者］（一社）防災安全協会

・
新光産業（株）
耐震ベッド「ウッドラック」

・
テレネット（株）
緊急地震速報受信機 ハザードプロ

・
アイディールブレーン（株）
免震装置「ミューソレーター」

・
（株）山小電機製作所

マルチ解錠ボックス

・
（株）ニッケン鋼業

高所避難装置『ライフガードリフト』

・
（株）イーズ

移動式強力・大風量スポットエアコン
(冷房・暖房・換気対策)「スポットバズーカ」

・
青木あすなろ建設（株）
ダイス・ロッド式摩擦ダンパー（DRF-DP）

・
KBドレーン工法協会
【液状化対策】泥水式推進による特殊ドレーン管埋設工法

・
東邦電気（株）
感震ブレーカ

・
（株）ナレッジフォーサイト

ゆれMON-3

・
東北大学 東北アジア研究センター
MIMO型　GB-SAR

・
川本重工（株） 
災害発生時ADJ社製の長時間大型ドローンの
専用荷役対象になる階段降下避難装置

・
・

クロスイメージング（株）
防災情報自動アナウンスシステム (Media Voice Station)
緊急地震速報・送出システム (EEW)

・
・

（株）サイエンス構造
バネ付きオイルダンパー
仕口ダンパー

・
・

デザインアンドイノベーション（株）
炭素繊維製脚注部補強板「AIプレート」
炭素繊維補強の片持ちテーブル

・

・

インフィニティ（株）
＊洗浄・除菌・消臭＊植物性の安全な多目的洗浄液
【SC-1000 エスシーセン】
＊アルコール除菌＊植物性の安全なアルコール除菌液
【SC-SANIDRY-65A　サニードライ65A】
［共同出展者］（一社）防災安全協会

・
WOTA（株）
断水時でも水利用を可能にする”どこでもシャワー”
「WOTA BOX+屋外シャワーキット」

・
・

日栄インテック（株）
BBカチットワイヤー(16)・BBクリッパー・N-Safe
BBクリップSP20

・
（株）勝島製作所

地震観測装置 AccuSEIS Cento PRO
（アキュサイス セント プロ）

・
・

安藤ハザマ
安藤ハザマ座屈拘束ブレース（AH-BRB)
豪雨・地震の複合災害に備えた「盛土強靭化技術」

・
（株）オルテック

耐震対策金具POMシリーズ他

・

・

（株）エイト日本技術開発
ＡＵＶ（自律型無人潜水機）を用いた高度な
水ソリューションサービス
ＩＣＴを用いた高度な自治体向け災害対応支援システム
（ＢＯＳＳ・ＳＨＩＦＴ）

・
（株）ミズノマリン

津波救命艇シェルター『＋CAL4F』

・

・

（株）アレン
TAISコード取得：低濃度オゾンO3PREMIUM
東京都救急車100％搭載(同型機)　
オゾン水スプレーLくりんminnie

 ● 水害対策

● 非常時通信対策

● 備蓄品

● 地震対策

● 津波対策

● 避難所・衛生対策
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・
・

認定NPO法人 日本防災士機構／
防災士研修センター／NPO法人 日本防災士会
防災士制度ご紹介並びに防災士の活動状況の報告
防災士研修講座のご紹介

・
・

NPO法人神奈川災害ボランティアネットワーク
災害被災地支援活動・活動パネル
オンライン普及活動　パネル展示

・
（株）近代消防社

消防防災関連の図書

・
・

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

・
早大防災教育支援会WASEND
国内外での防災教育活動

・
・

東京地下鉄（株）
ポスター展示「東京メトロの水害対策」
ポスター展示「東京メトロの震災対策」

・
・

（公社）日本技術士会
地震被害軽減のための減災チェックリスト
家族で考える防災Q&A

・
・

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

・
・

（一社）防災教育普及協会
防災教育カードゲーム
防災教育教材

・
・

日本トイレ研究所 災害用トイレ普及推進プロジェクト
災害時のトイレ問題に関する啓発資料
災害用トイレ普及推プロジェクト参画企業の技術資料

・
・

文部科学省
パンフレット「地震を正しく恐れる」
パンフレット「地震がわかる」

・
・

横浜災害ボランティアネットワーク会議
災害被災地支援活動・活動パネル
オンライン普及活動　パネル展示

・
横浜市消防局 横浜市民防災センター
横浜市消防局 横浜市民防災センター

・
17WCEE，第17回世界地震工学会議 運営委員会
第17回世界地震工学会議（17WCEE）の開催案内

・
（公社）日本地震工学会

日本地震工学会の活動紹介

・
・

NPO法人 都市防災研究会
簡単 ゴミ袋利用の防護服 つくって備えましょう
民間レベルでの防護服の作り方 平常時から備蓄しましょう

・
・

東京大学生産技術研究所 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

・
仙台市宮城野区役所まちづくり推進課
海辺の復興の歩み2020

・
・

自衛隊神奈川地方協力本部
高機動車展示
人命救助セット（一部）展示

・
災害対策研究会
相談コーナー

・
・

（一社）拡張現実防災普及
AR災害体験アプリ「Disaster Scope®」浸水バージョン
AR災害体験アプリ「Disaster Scope®」煙・消火バージョン

・
ベル・データ（株）
被災地から生まれた備蓄食　LIFE STOCK
［共同出展者］（株）ワンテーブル

・
マルキ（株）
揖保乃糸防災食（個包装オールインワンパッケージ）

・
三徳屋（株）
そのまんまOKカレー（中辛・甘口）

・
（株）ベジタルアドバンス

備蓄用栄養補給スープ　『ライフスープ』

・
（株）ワンテーブル

被災地から生まれた備蓄食　LIFE STOCK
［共同出展者］ベル・データ（株）

・
（株）NHKテクノロジーズ

震災記録 「東日本大震災 津波の傷跡2020」

・
・

ホリカフーズ（株）
レスキューフーズシリーズ
NERV指定防災糧食シリーズ

・
・

谷田製菓（株）
谷田の日本一きびだんご
一口きびだんご

・
・

（株）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（甘口・中辛）

・
ふくしまみらいチャレンジプロジェクト
ふくしまの常備食

・
・

（株）たかの
無菌米飯パック
スティックライス

・
（株）セイエンタプライズ

国内製造で賞味期限25年の非常用備蓄食
「サバイバル®フーズ」

・
・

井村屋（株）
えいようかん
チョコえいようかん

・
（株）アドバンス

経口補水塩タブレットO.R.S

・
・

アルファフーズ（株）
UAA食品　美味しい防災食
UAA食品　美味しい非常食

・
・

ペンタフ（株）
web監視ツール　マンホールステーション
web監視ツール　タフネット
［共同出展者］（株）みどり工学研究所

・
モバイルクリエイト（株）
【災害支援スタッフの動きをリアルタイム監視】
動態管理システム モバロケ
［共同出展者］NCCコンサルティング（株）

・ 
（株）ミヤサカ工業

非常用浄水器「飲めるゾウ ミニ」

・
国土交通省 観光庁
災害時情報提供アプリ「Safety tips」

・
（株）パスカル

安否確認サービス「オクレンジャー」

・
・

赤穂化成（株）
熱中対策水：暑さ対策に、塩分を補給できる飲料。
備蓄水：5年保存可能な備蓄水。

・
ビット・パーク（株）
ココBOX

・
（株）サイエンス構造

被害ナビ 

・
・

（株）フォーラムエイト
DX時代の国土強靭化・3DVRソリューション「UC-win/Road」
IM&VRソリューション～設計、FEM解析、浸水氾濫解析、地震シミュレータ～

・
（株）レスキューナウ

災害情報配信サービス「レスキューWebMAP」

・
NCCコンサルティング（株）
防災対策情報共有アプリ「防災トーク」
［共同出展者］モバイルクリエイト（株）

・
日本保安工業（株）
災害時下水直結式仮設式トイレ

・
パーソルプロセス＆テクノロジー（株）
災害対応ドローンソリューション

・
（株）光

屋根・壁の損傷簡易補修工法、ブロック塀の
強度増強・保護コーティング工法

・
（株）ナレッジフォーサイト

KanTen-3

・
（株）トップウォーターシステムズ

災害時移動型浄水装置　ＴＯＰレスキューＲＯⅡ

・
ビット・パーク（株）
ココセンサー

・
・

（株）ブイキューブ
V-CUBE Board
V-CUBE コラボレーション

・
日本防災産業会議
日本防災産業会議の活動および会員の紹介

・
東邦電気（株）
水道連結型スプリンクラー設備(乾式)

・
・

新栄電子計測器（株）
非常用独立電源
収納式ソーラーパネル接続小型電源キット

・
・

（国研）情報通信研究機構
AI防災チャットボット（SOCDA）、レジリエントネットワーク技術
タフな災害時通信技術（衛星通信）、太陽活動が生み出す宇宙天気災害

・
・

（独）都市再生機構
東日本大震災から１０年～被災から復興までの写真展示～
災害対応支援・事前防災の取組紹介（パネル展示等）

・
・

おかもとポンプ（株）
手押しポンプ
ソーラーポンプシステム

・
（公財）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 ／ 関（株） ／ 
（株）タケナカダンボール ／ （株）タナカショク ／
（株）マシュール ／ （有）丸英製紙

・

・

（株）C-SOS
BENKING／便王
高密度発泡スチロールによる簡易トイレ成形
「安心・安全・清潔・快適」を追求した多機能を誇る
３D便座形状と高排便効率を考えた便座高

・
（株）クラウドポイント

デジタルサイネージ防災情報自動配信システムAlertmarker＋

・

・

（株）インキュビット
路面・コンクリート・橋梁等の劣化診断AI
（ひび割れ、腐食、鉄筋露出等）
土砂崩れリスク判定AI開発

・
CONQUER（株）
どこでもdenchi
［共同出展者］（一社）防災安全協会

・
・

平野石油（株）
燃料少量保有サポートサービス
緊急時燃料備蓄配送サービス

・
（株）構造計画研究所

シミュレーションベースの災害対策コンサルティング

・
（株）JX通信社

AIを活用した様々なリスク情報配信サービス

・
（株）アイ・ディー・エクス

ポータブル電源

・
（一社）防災安全協会

災害備蓄管理士　受講者募集！
［共同出展者］インフィニティ（株）／（株）MK JAPAN／
CONQUER（株）／（株）C&C／（株）C-SOS／
シーバスリンク（株）／（株）バンズネット／（株）美貴本

・
・

（株）ジェック/EZ BARRIER（イージーバリア）事業部
手肌やモノの抗菌に【EZ BARRIER series / イージーバリア シリーズ】
空間の空気を清浄する抗菌グリーン
【EZ BARRIER GREEN 365 / イージーバリア グリーン365】

・
テレネット（株）
防災機能ワンパッケージ無線機 ハザードトーク

・
（株）パスカル

安否確認サービス「オクレンジャー」

・
・

（株）日さく
ハンドポンプ
地下水開発・保全について

・
（株）レスキューナウ

安否確認サービス

・
・

和光機械工業（株）
LEDバルーン照明機
LEDポータブルライト

・
・

アイセル（同）
小型海水淡水化装置OASIS BOX30/50
小型海水淡水化装置OASIS CUBE50/100

・
（株）有明電装

ソーラー対応・避難誘導標識

● 協力団体

● 第1回「防災食品展」

● 災害アプリ体験コーナー

● BCP関連

● 防災啓発

● 各種災害対策
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「震災対策技術展」では、災害時の備えや非常食備蓄を推進すべく「非常食試食体験コーナー」を第19回｢震災対策技術展｣
横浜から過去6回実施してきましたが、災害時に備えるだけではなく、平時から非常食・保存食を食べて備え、有事の際、普段か
ら備えた「食」で災害に備えるをテーマに、第1回｢防災食品展｣を開催いたしました。

これまでの賞味期限が3年、5年のように長期保存が可能な非常食の出展だけではなく、福島県内の保存性、携帯性に優れ
たふくしまの常備食シリーズ、きびだんご、野菜スープ等、バラエティ豊かな保存食が出展。アレルギー対応やお年寄りから幼
児まで誰もが食べやすいゼリー、片手で食べられるライススティック等、災害弱者への対策がなされた製品や実際の災害から生
まれた課題に対応する防災食をPRする場として活用いただきました。

第1回「防災食品展」では15社・団体が出展し、多くの来場者が同展へお立ち寄りいただき、最新の防災食や保存食を知って
いただく機会となりました。

第１回「防災食品展」

● 来場者の声

・防災食が進化しており、避難所で少しでも過ごしやすい生
活が送れるような工夫がされていると感じました。

・備蓄食料のコーナーで、こんなに充実していたのは久しぶ
りで、大変参考になりました。

・毎年改良がなされていて、味・バリエーション等、製品が
良くなっている印象を受けました。

・知っているようで知らない物品があり、興味深かったです。
・福島の味噌団子や豆腐ジャーキー、防災羊羹のように、普段
の食事に取り入れられる商品や、おつまみになるような商
品を探しいたので、参考になりました。

・以前に比べ防災食の質が良くなっている印象を受けました。

・各社競合製品の開発状況が活発で、企業の努力が良く伝わ
る展示内容でした。

・防災食品コーナーの拡大に期待します。
・今まではパン類やご飯類が中心でしたが、長期保存できる
羊羹等が開発されていたことに驚きがありました。

・25年保存できる食品は、大変素晴らしいと感じました。
・最新の防災食を知ることができました。特に栄養バランス
のとり方について、勉強になりました。

・アレルゲンフリー製品等良い製品が見ることができました。
・味の良し悪しは重要だと思うので、試食ができらたらよか
ったです。コロナの影響か、サンプルをいただきました。

● 出展者の声

・防災食の用途や新たな販路についての発見がありました。
・商品の見積もり依頼があり、取引に繋がりそうな問い合わ
せもいただいています。

・自社の認知度の向上につながることができたと思います。
・来場者の商談意欲が強かったと思います。

・既存の取引先にはない、普段はなかなか出会えない業種と
の交流ができました。

・来場者と貴重な意見交換ができ、勉強になりました。
・商品に関する認定制度やアワード制度についての紹介をい
ただき、PRとして活用できる可能性を感じました。

● 備蓄の見直しを行っている内容は？

※ 複数回答

非常食74.4%

感染症対策34.6%

トイレ34.3%

電力（発電機、蓄電池等）33.1%

通信対策29.1%

BCP策定19.3%

その他3.1%

● 現在、備蓄の見直しを行っていますか？

行っている
69.4%

行っていない
30.6%
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●  避難所・衛生対策コーナー

　災害時の避難所運営に於いて、新型コロナウイルスを
はじめとする感染症対策が課題となっています。「複合
災害」への備えとして、テントやアルコール除菌液等、感
染症対策製品を紹介するコーナーを設置し、多くの来場
者にご覧いただきました。

・感染症対策の新規商品等が参考になりました。
・製品を見てブースを訪問し、除菌製品の説明を受けました。

・感染症対策を盛り込んだ避難対策を考えていく必要がある
ため、いろいろな製品のことが知れてよかったです。

来場者の声

・今後発生が懸念されている南海トラフ地震等の対策を考え
るきっかけになりました。

・震災から10年が経過し、報道でも取り上げられる機会が多
く、関心がありました。復興の過程等が分かりました。

来場者の声

・自治体のハザードマップ作成状況を知り、隣接区との危険
度等の違いについても興味を持ちました。

・地域のハザードマップを見る機会になり、勉強になりました。

・自宅外の関連場所のハザードマップも入手できました。

来場者の声

・体験したアプリは災害時に有効活用できそうな製品で、今
後の導入を検討するきっかけとなりました。

・防災アプリに興味はあったので、会場で実際に操作するこ
とができ、内容と必要性がより分かりました。

来場者の声

・防災グッズの現状を見る事ができ、とてもよかったです。
・仮設トイレの発達に気付くことができました。

・同コーナーの製品を拝見し、会社で導入を検討する商品が
いくつか見つかり、大変満足しています。

来場者の声

・持ち帰って検討できる資料を得ることができました。
・効率よく情報収集ができ、製品の見落としも防げました。

・同コーナーで事前に情報収集ができ、説明を聞いてみたいブース
の絞り込みができました。

来場者の声

　東日本大震災からの発生から10年の節目を迎え、震災の
記憶を風化させず、伝承し、教訓を未来に活かすよう、宮城
県、仙台市にご協力をいただき、パネルと映像の展示を行
いました。今後発生が懸念されている首都直下地震や、南
海トラフ地震等の巨大災害に向けて、防災啓発をしました。

●  東日本大震災パネル展

●  ハザードマップ配布コーナー

　職場や居住地域等の洪水・土砂災害の危険度を来場者
に把握していただくために、東京都23区と25市、神奈
川県31市、埼玉県3市からご協力いただき、ハザードマ
ップを展示・配布しました。洪水・水害被害の防災意識を
高めるコーナーとなりました。

　避難所をマップ上に表示するアプリや、居住地エリア
の災害リスクの有無が確認できるアプリ等を紹介し、来
場者に実際に操作していただけるコーナーを設けました。
開催地である神奈川県（海老名市、藤沢市、茅ケ崎市、大
和市）の防災アプリも紹介しました。

●  災害アプリ体験コーナー

●  防災グッズ展示コーナー

　災害用トイレや転倒防止グッズ、ヘルメット等、災害
時に必要な防災グッズを取り扱う企業16社の製品を一
堂に展示しました。本コーナーを備えのヒントとして、
ブースを訪問される来場者も多くおり、製品を知ってい
ただく機会となりました。

　出展者の製品パンフレットやカタログを一堂に集めた
コーナーを展開しました。出展者毎にカタログスタンド
を設け資料を配架しました。資料が一括収集でき、来場
者には製品の導入検討、社内の情報共有等に、多くの製
品資料を持ち帰っていただきました。

●  出展者資料配布コーナー

特設コーナー
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満足
12.1%

普通
37.9%

不満
45.5%

普通
19.8%

大変満足
4.5%

● 出展社・小間数
135社／163小間

● 会期中のパンフレット配布枚数
1社平均／212枚 最高 1,000枚

1社平均／49枚 最高 247枚

1社平均／265万円 最高 3,000万円

● 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

● 出展の目的

57.6%

43.9%

42.4%

39.4%

28.8%

12.1%

継続的な開催

来場者の業種内容

東日本大震災から10年が経過し、
防災意識が高まる開催時期

首都圏での開催

開催テーマ（地震、水害、洪水、
火山噴火等の自然災害対策）

※ 複数回答

ターゲット層が来場しているから
来場者の内容が良いから 66.7%

企業名、商品名、製品のPR・認知度向上

40.9%

自社製品に関するマーケティング

37.9%

自治体との交流

36.4%

新商品のPR

31.8%

首都圏への販路開拓
※ 複数回答

56.1%

新規取引先の獲得

達成できた
69.7%

達成
できなかった
30.3%

出 展 者 分 析

● 出展者の声

・商談につながる顧客が多数来場した為、これからも同様の
顧客が集まる展示会開催をお願いします。

・来場者は減ったが、有意義な商談が実現できました。
3,000万円の成約につながりそうです。

・対面での接触機会が減少し、展示会そのものが難しい状況
に置かれていますが、リアルでのPRの場はこれからも確
保し続けたいと感じています。

・展示会のおかげで取引先が商談に来てくださり、密を気に
せず対応ができました。来場者への感染対策もしっかりと
されており、取引の話がスムーズにできました。

・目的意識を持ったお客様にお立ち寄りいただけました。

・コロナ禍でも、ご招待したお客様がいらっしゃった。全体
的には通常より少ないようでしたが、ブースに立ち寄って
くださる方の人数は、それほど変わらなかったです。
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● 来場者の内容について

● 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？

※ 複数回答

67.9% 関東地方

17.9% 関西地方

17.9% 全国

14.3% 東海地方

3.6% 四国

※ 複数回答

大変満足
6.1%

満足
25.8%

普通
57.6%

不満
10.5%

40.9% 国・地方自治体

33.3% 民間企業

27.3% 小売業（量販店、百貨店、商店、通販）

18.2% 建設、設計、土木、測量

16.7% 病院、介護・福祉施設

16.7% ライフライン

18.2% 不動産、ビル・マンション管理

42.4% 防災関連企業
（メーカー、商社）

出 展 者 分 析

● 出展者の声

・東京都23区の自治体や大手鉄鋼メーカー、飲料メーカーと 
次につながる商談ができました。

・横浜開催では関西方面の来場者もあり、新しい出会いがある当
団体を知らない人に存在をアピールすることができました。

・全体の来場者減により名刺獲得枚数は例年より減ったものの、
受注見込みの高い顧客との商談は例年並みに確保できました。

・これから発売を予定している新商品について、ターゲット層
の来場者と有意義な意見交換ができました。

・災害関連の対策意識・目的を持った来場者が多かったです。

・防災関連団体との今後の連携に係る意見交換へつながりました。

・東日本大震災から10年という節目の中で、弊社の災害対応や
講演へ一定数の参加、来場がありました。

・VRを活用した重機シミュレータ、安全教育システム、設計ソ
フト等の商談検討の話をいただきました。

・今回出展した製品に対し商談、取引と繋がり、ターゲット層の
企業とも接触できました。

・コラボ企画のお話等いくつか案件をいただき、出展製品の
今後の可能性を感じました。

・海外での使用や自衛隊の隊員による現場の要望等、防災食の
用途や販路についての新たな気付きがありました。

・コロナ禍でしたが想定以上にパンフレット等を配布できました。

・防災関連団体との今後の連携に係る意見交換へつながりました。

・具体的な受注見込みを得ることができました。
・パンフレットを予想以上の枚数配布でき、ブースおよびプレ
ゼンにも来場者が来てくれました。

・防災ベストの購入見積もりや水位計の見積もり依頼をいただいた。
・出展後に名刺交換した企業や団体からの受注のお問い合わせ
が増えており、弊社ブースへの来場も見込み以上でした。

・防災意識の高い企業の担当者が来場しており、後日防災関連
講演の依頼をいただきました。

・新規販路開拓ができ、出展製品へ生の声を聞く事ができました。
・会場にお越しいただいた企業の防災担当の方と製品導入につな
がる商談を実施することができました。

・コロナ禍でしたが自治体の方と交流できました。
・集合住宅における防災井戸の要望についてニーズを得ること
ができました。受注につなげるべく努力していきたいです。

・既存の取引先では普段なかなか会えない方と交流が出来ました。
・国や地方自治体の方に熱中症対策のニーズがある事が分かりました。
・防災関連の多種多様な業種の担当者の来場がありました。
・マンション管理組合の方が来場され、ソリューションに興味
をもっていただき、後日管理組合の管理会社から導入のご連
絡をいただいたので、出展に非常に満足しています。

・開催時期や開催規模が展示企業にとっては丁度良かったです。
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● 登録来場者数
2021年3月17日（水） 3,008名  （前回  8,825名）
2021年3月18日（木） 2,808名（前回  8,287名）

（前回 17,112名）公式登録総来場者数 5,816名  
オンライン参加者（2日間） 2,284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12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

15,039名

第19回

16,067名

第20回

18,468名

第21回

18,657名

第22回

19,051名

第23回

17,112名

第24回

来場者
5,816名

オンライン
参加者
2,284名

第25回

● 来場された感想は？

※ 複数回答

81.5%

35.5%

19.6%

19.1%

8.7%

6.2%

2.7%

2.1%

セミナーの参加

導入・採用の検討

製品の比較検討

情報収集・製品、
技術等の見学

出展者からの招待

主催者からの招待

その他

対面相談

● 来場回数は？

5回以上
20.0%はじめて

41.0%

2～4 回目
39.0％

● 来場の目的

大変満足
11.0%

不満
3.6%

満足
53.1%

普通
32.3%

来 場 者 分 析

・各社製品は見ないと分からないこともあるため、実際に目
で見て体験できる、会場での開催を希望していました。

・このご時世にも関わらず多くの来場者がおり、災害対策へ
の関心度の高さを感じ、意義のある開催だと思いました。

・「震災対策技術展」は、他の災害対策関連の展示会に比べ、
専門性に特化した開催だと感じます。

・コロナ禍でしたが、開催されてよかったです。毎年来場す
ることが大切だと思います。「感染症を出さない」取り組
みがなされていて、安心して見学することができました。

・何度か来場していますが、年々展示レベルが上がっている
ように思います。連合町内会や自治会・町内会に対する備
蓄食料・飲料水等が揃えている印象です。

・想像よりも活気があり、防災意識の高さを感じました。

・コロナ禍で、社内で長時間の見学がNGとされていたため、
ゆっくりブースを見ることができず残念でしたが、最新の
防災商品の状況がわかり、来場し大変満足しています。

・「震災対策技術展」は、一般市民、生活者にとっても貴重
な情報を得る場で、毎年楽しみに来場しています。

・発生後の対応が迅速かつスムーズに行えるように、平時か
ら心構えを含めて、備えられるように来場しました。

・初めて来場しましたが、得た情報が多く大変有意義でした。
最新の技術に触れられ、次回も来場したいと思います。

・今後もバランス良い展示内容と内容の充実を期待します。こ
れから起こりうる災害に対して、「こんな最新技術で対応で
きる、対策していく」という視点は特に重要だと思います。

・「震災対策技術展」は企業の技術紹介や交流、商談の場であ
り、情報を広げていくプラットホームの役割も有していると
思っています。今後も継続開催されること希望します。

その他（一般）  1.0%

5.1%

不動産、ビル・
マンション管理

15.2%
建設、設計、土木、測量

2.6%
学校、研究機関

0.7%
商業、遊戯、文化、観光施設

ライフライン（ 電気、ガス、水道、
通信、交通、金融、等）

国・地方自治体、自衛隊・消防・
警察、警備 8.9%

6.0%

民間企業 32.2%

3.5%小売業（量販店、百貨店、商店、通販、等） 
病院、介護、福祉施設

1.8%

防災関連企業
（メーカー、商社、代理店、等） 11.1%

協会・組合、NPO、
自主防災組織  9.9%

報道（テレビ、新聞、ラジオ、
雑誌、等）  2.0%

20,000名

15,000名

10,000名
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● 印象に残った出展者・製品

● 訪問された展示ブース数は？ ● ブースを訪問しての感想

10社以上
27.4%

6～9社
27.8%

1～5社
33.8%

セミナー参加のみ
（訪問していない）

11.0%

井村屋（株）

（株）ダイイチ

（公財）高知県産業振興センター

（一社）防災安全協会

（株）ブイキューブ

（株）カワハラ技研

（株）セイエンタプライズ

WOTA（株）

アイディールブレーン（株）

（株）フォーラムエイト

ガデリウス・インダストリー（株）

（株）永谷園

平野石油（株）

（株）ニッケン鋼業

おかもとポンプ（株）

日栄インテック（株）

（国研）情報通信研究機構

NCCコンサルティング（株）

テレネット（株）

（株）アレン

えいようかん、チョコえいようかん

充電ソーラーランタン M・POWERD、マスクポケット付きウィルス対策セット

メイドイン高知の防災関連製品

防災安全協会 会員企業による防災減災対策製品のご紹介

V-CUBE Board、V-CUBE コラボレーション

備蓄型・組立式・個室トイレ『ほぼ紙トイレ』

国内製造で賞味期限25年の非常用備蓄食「サバイバル®フーズ」

断水時でも水利用を可能にする“どこでもシャワー”「WOTA BOX+屋外シャワーキット」

免震装置「ミューソレーター」

DX時代の国土強靭化・3DVRソリューション「UC-win/Road」

ボックスウォールBW102（止水高さ1ｍ版） 

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（甘口・中辛）

燃料少量保有サポートサービス、緊急時燃料備蓄配送サービス

高所避難装置『ライフガードリフト』

手押しポンプ、ソーラーポンプシステム

BBカチットワイヤー(16)・BBクリッパー・N-Safe、BBクリップSP20

AI防災チャットボット（SOCDA）、レジリエントネットワーク技術

防災対策情報共有アプリ「防災トーク」

防災機能ワンパッケージ無線機 ハザードトーク

低濃度オゾンO3PREMIUM、オゾン水スプレーLくりんminnie

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

来 場 者 分 析

・情報収集、製品の比較検討に、毎年来場しています。各ブースの担当者
から直接説明を聞くことができ、その場で疑問点にも答えて貰えるので、
ネット等で説明されるより、深く理解することができました。

・東日本大震災の際に役立ったもの、人気だったもの等、実体験からのア
ドバイスをいただき、会場で得た資料の中に「備えに必要なものリスト」が
あったので、イメージが具体化され、とても参考になりました。

・多くのブースで熱心に情報交換がなされていて、活気がありました。

・来場し沢山の製品に触れたことで、社内の防災用品を再検討する必要性
を感じました。特に防災食品を見直す予定です。

・以前より付き合いのある企業を訪問しましたが、モノを作り上げる能力
が高く、防災に関しても予想以上に手掛けられていて驚きました。

・導入を検討していた製品があり、実機を見ながら施工方法を含めて説明
を受けて、概要がよく理解できました。

・今までにありそうでなかった商品を発見し、後日資料請求をしました。
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● 懸念している災害 ● 災害情報の取得方法

※ 複数回答 ※ 複数回答

来 場 者 分 析

地震93.8%

水害（ゲリラ豪雨、洪水、等）67.1%

台風61.2%

インターネット94.4%

テレビ53.3%

アプリ32.2%

新聞28.7%

ラジオ28.0%

雑誌10.0%

感染症47.5%

土砂災害27.7%

火災24.5%

火山18.0%

猛暑17.1%

雷害11.1%

津波42.5%

● どのような対策を実施、または検討していますか？

・停電時の通信手段として、スマートフォンが充電できるメ
ンテナンス不要の発電機を備蓄準備しました。

・社員全員へヘルメットと3日分の緊急食糧キッドを配布し、
コロナ対策として衛生備品の備蓄追加を行いました。

・コロナ禍での一時避難所等の受入れ準備と、マスク・アル
コール・防護服等の備品を購入しました。

・一昨年の台風を契機に、台風・豪雨対策を見直し、具体的
な対策計画・マニュアルを策定中です。
・浸水被害に遭い、止水板等の設置工事をしました。

・高齢者でも食べやすい備蓄食料の見直しを行いました。

・各現場に応じた防災マップを作成しました。
・定期的にポリタンクの水を入れ替えるようになりました。
・今までは社内で検討していましたが、防災コンサルタント
に相談をして対策を見直しています。

・通常の訓練に加え、抜き打ち訓練を実施しています。
・安否確認サービスを導入し、訓練をしています。
・火山噴火に対する予備品の見直しを行いました。

・顧客データを分散保管しました。

・自治会で、高齢者、身体障害者への支援体制の見直しや、
ペットの扱いをどうするか検討しています。

● 災害が多発していますが、災害対策の
見直しや新たな対策をしていますか？

はい
56.8%

いいえ
43.2%

● 勤務先で防災製品の購入に関与していますか？

購入決定権を
持っている
26.7%

決定権はもって
いないが関与している

41.2%

関与していない
32.1%

● 備蓄対策に関心はありますか？ ● 備蓄対策で関心のある製品

※ 複数回答

59.9% 非常食／飲料水

25.7% 備蓄保管庫・管理システム

24.9% 簡易ベット

24.9% 間仕切り

63.5% 災害用トイレ

興味・関心がある
77.9%

興味・関心が
ない
22.1%
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● 防災担当者はいますか？

● 防災教育・訓練を行っていますか？

● 防災を担当している部署は？

※ 一部紹介

※ 一部紹介

いる
82.8%

行っている
57.0%行っていない

25.3%

実施しているか
分からない
17.7%

総務
54.5%専属部署

（BCP推進室、
災害対策室等）
24.4%

いない
17.2%

その他

11.2%

（安全環境室、
経営企画部等）

経営・役員
9.9%

来 場 者 分 析

● 行っている内容 

・防災訓練、消火訓練、応急給水訓練、他団体との合同訓練

● 行っていない理由

45.9%

26.2%

21.3%

16.4%

担当部署・担当者がいない

その他

実施すべき内容、
やり方がわからない

予算を確保できない

※ 複数回答

● 災害対策でお困りのこと

・社員、地域住民の危機感が薄く、意識改革が必要
・非常時の安否確認（携帯電話網が使えない等）
・BCPを相談できる専門家がいない
・テレワークによる低出社率の状況下での防災体制
・コロナ禍での避難所運営の適正化
・前例のない災害が最近多発していること
・資金不足で、想定する物品の調達が不充分
・施設、設備の耐震対策・補強
・災害時要支援者の避難誘導
・高層階の対応、地下電気設備の浸水対応

・救命訓練（AED操作）、応急手当講習会、被災者救助訓練
・徒歩帰宅訓練、出張先対応訓練
・防災関係のセミナー・研修会への参加、防災e-ラーニング
・BCP訓練、安否確認訓練、情報伝達訓練
・外部避難訓練、避難を想定したアウトドア生活
・避難所、ボランティアセンター開設訓練
・炊き出し訓練、非常食の試食
・災害図上訓練、避難所運営ゲーム
・子供防災(停電ごっこ・断水ごっこ・もしもしごっこ、等）

● 来場者の声

・避難マニュアル、安否確認システム、備蓄食等、ある程度の
準備はしていますが、良いものが次々と開発されているので、
情報収集し常にブラッシュアップしたいと思います。

・防災教育・訓練も行っていますが、社員の災害対策へのモチ
ベーションの維持が課題です。時間経過とともに関心度合い
が低下してしまうので、定期的な意識向上が必要です。

・発災時にきちんと対応ができるのか不安です。

・出張や外出している者が多く、安否確認や連絡方法に課題
があり、情報収集に来場しました。社員一人一人の安否を
確認するには、決して途切れることのない強い通信インフ
ラが必要で、そのような技術と製品を求めています。

・災害時はエレベーターの使用が難しいと想定しています。
10階に事業フロアがあるため、怪我人や身体が不自由な
者がいた場合、サポートしながら避難ができるのか、不安
で、対策が必要だと感じています。

・BCP対策会議を年に２回実施し、毎年備品も更新をしてい
ますが、備えるべきものも多く、収納方法（スペース不足）
や管理方法についての提案も欲しいです。

・オール電化マンションのため、停電時の自家発電装置に関
心があり、セミナーと製品の情報収集に来場しました。

・臨海部のため、巨大台風襲来時の強風対策が必要です。
・自社の対策が、どの程度できているのか正直分かりません。
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来 場 者 分 析

・ ライフライン（電気・ガス・水道・通信・交通・金融）

・前回参加した時とはまた違った情報が、得られました。

・主にセミナーを目的に来場しましたが、来場することで、
セミナー内容に関連する企業の展示が、リアルに見られ
たので良かったです。オンラインだけでは実感が沸かな
かったと思います。たいへん分かりやすく説明して貰い、
とても参考になりました。

・良い製品があり、価格によっては導入を検討します。

・現状で、リスクに応じた対策が取れていると思いますが、
来場して新たな知識が身に付きました。

・水害対策に課題があるので、沢山のハザードマップもい
ただき、今後の対策に活用したいと思いました。

・ブースを訪問し、止水板に興味を持ちました。

・ 建築、設計、土木、測量

・毎回来場していますが、今回は滞在時間を充分に確保で
きず、ゆっくりと見る時間が無く残念でした。

・社内のBCP担当を務めているため、情報収集に来場しま
した。コロナ禍の中、対策を取りながらしっかりした開催
をされている印象を受けました。

・非常用電源、安否確認システム、災害備蓄食料について
知りたかったのですが、3点とも情報収集ができたのでよ
かったです。1社見積を依頼し、非常食は試食をして美味
しかったので、避難訓練用に購入を決めました。

・興味深い展示もあり、良い情報も得られました。沢山の
企業に出展いただけるとうれしいです。

・新たな技術を調査するため、毎年来場しています。

・ 不動産・ビル、マンション管理

・防災食を扱う企業が沢山あり、比較して検討することが
できました。また、防潮板を扱う企業がいくつかあり、管
理組合への提案材料になりました。

・実物展示が多く、非常にわかりやすかったです。新しい発
見もあり、大変満足しています。

・説明を直接伺い、通常ではわからない部分についても丁
寧に説明いただき、今後の指針に繋がりました。

・会場内の資料が一箇所に纏めて配置されていたので、目
的の資料も見落としなく手に入ってよかったです。

・想像以上に展示の見応えがあり、次回はポイントを絞っ
て来場したいと思いました。

・集合住宅向け防災対策を、もっと取り上げて欲しいです。

・ 国・地方自治体、自衛隊、消防、警察、警備

・情報収集のため初めて来場しましたが、震災時の避難所
のトイレ状況についてセミナーで学ぶことができ、ブー
スでは多くの最新トイレを知ることができ、大変有意義
な内容に満足しています。

・災害備蓄の担当をしており、新規備蓄の参考にしたく情
報収集に来場しました。毎回期待している出展者と出会
うことができ、意見交換ができています。

・地方自治体の予算を扱う立場として、防災に関する新し
い技術や製品を学ぶことができました。

・出展企業の各種PRの質が非常に高く、様々な企業を知り、
有益な情報を得ることができました。

・新しい知識が増え、いろいろな製品確認ができました。

● 興味のある製品及び技術

※ 複数回答

76.2% 衛生・備蓄対策

71.4% 電力対策

57.1% 救助・救出支援

52.4% 水害対策

23.8% 防災啓発

47.6% BCP・非常時通信対策

47.6% 各種災害対策

81.2% 地震対策

※ 複数回答

81.0% 各種災害対策

81.0% 電力対策

81.0% 地震対策

76.2% 衛生・備蓄対策

23.8% 防災啓発

66.7% 水害対策

57.1% 救助・救出支援

85.7% BCP・非常時通信対策

※ 複数回答

89.6% 地震対策

76.6% 衛生・備蓄対策

70.1% 電力対策

61.0% 各種災害対策

24.7% 防災啓発

54.5% 水害対策

44.2% 救助・救出支援

90.9% BCP・非常時通信対策

※ 複数回答

88.5% 地震対策

88.5% BCP・非常時通信対策

80.8% 電力対策

73.1% 各種災害対策

26.9% 防災啓発

69.2% 水害対策

42.3% 救助・救出支援

92.3% 衛生・備蓄対策
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来 場 者 分 析

・ 防災関連企業

・転倒防止対策に関心があり、2社の資料請求を検討しています。

・避難所生活を実践的に考えた商品に興味を持ちました。

・今後も必要な展示会であることは変わりなく､引き続き情
報収集に毎年来場したいと思います。

・災害が多発し、BCPを見直しています。やはり現物が見た
いので、会場で沢山の製品展示を希望します。

・今回は、時間が取れずセミナー参加のみでした。次回はブー
ス展示も見てみたいと思っています。

・とある企業の製品は、欲しい商材とマッチしていたのと、
説明が熱心で、製品への熱い想いが伝わりました。

・コロナ禍で現物に触れる機会がかなり減ったので、来場で
きて大変満足しています。

・ 民間企業

・備蓄品や災害に対する知識・経験等、初めて知る事が多
く、見識が高まりました。

・避難の際の担架を探して来場しました。救助・救出支援
に係わる製品を沢山見たいです。

・実際の製品展示は、カタログより特徴が明確にわかり、導
入を検討しやすく、来場してよかったです。

・具体的な案件につながりそうな製品が多かったです。

・防災に関する知見を広めることができ、新しい取り組み
や考え方に触れることができました。

・どの企業も、素晴らしい開発がされていると感じました。

・蓄電池の専門メーカーのブースを訪問し、電池の性能等、
参考になることを聞けました。

・ 協会・組合・NPO・自主防災組織

・コロナ禍でのマンション防災対策はどうあるべきか、参
考にしたいと思い来場しました。情報収集ができて大変
満足しています。技術的なトレンドもわかりました。

・災害時のトイレの重要性を再認識できたので、さっそく
備える準備をはじめたいと思います。

・防災訓練（DIG）の資料として、会場で貰ったハザードマ
ップを活用しました。

・時流を反映した展示がなされており、良かったです。
・バラエティ豊かな展示が見られて良かったです。
・災害を想定したVR技術に興味があり来場しました。
・町内会で活用できる備品、資材を探しに来場しましたが、
有効な資材をいくつか見つけることができました。

・導入すべき防災用品が見つかり満足しています。ブース
の担当より、最新の防災情報を聞くことができました。

・サンプルをいただいた企業の製品は、持ち帰り情報共有
に社内で展示しました。大変参考になっています。

・多岐に亘る展示で、大いに参考になりました。

・来場し、社会の災害対策の現状と、自身の知識のギャッ
プを埋めることができて満足です。

・大規模地震発生時における事業継続計画を見直し中で、
整備が必要な物品等の検討のため、来場しました。

・地震、津波、火山、豪雨等の発生頻度が多くなり、各個人、
各家庭から心構え、対策が必要だと改めて考えました。引
き続き開催し、防災啓発活動をお願いします。

・ 大学・研究機関、学校・教育機関、病院・福祉施設

※ 複数回答

88.5% BCP・非常時通信対策

84.6% 電力対策

84.6% 地震対策

80.8% 各種災害対策

30.8% 防災啓発

73.1% 水害対策

69.2% 救助・救出支援

96.2% 衛生・備蓄対策

※ 複数回答

76.5% 衛生・備蓄対策

70.6% BCP・非常時通信対策

64.7% 各種災害対策

64.7% 地震対策

23.5% 防災啓発

58.8% 水害対策

47.1% 救助・救出支援

82.4% 電力対策

※ 複数回答

80.1% 地震対策

79.6% 衛生・備蓄対策

70.2% 電力対策

63.0% 各種災害対策

23.8% 防災啓発

59.7% 水害対策

48.6% 救助・救出支援

82.3% BCP・非常時通信対策

※ 複数回答

90.2% BCP・非常時通信対策

86.9% 地震対策

75.4% 電力対策

63.9% 各種災害対策

29.5% 防災啓発

57.4% 水害対策

54.1% 救助・救出支援

90.2% 衛生・備蓄対策
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● 3月17日（水） ● 3月18日（木）

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長・特別任命教授
河田 惠昭 氏

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。

・国難災害に備える
～防災省（庁）創設の提案～

11：30～12：15

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

令和2年７月豪雨では、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。

・大規模災害時における環境省の
災害廃棄物の対応

11：00～11：45

神奈川県 温泉地学研究所
所長 加藤 照之 氏

日本の地震予知研究の歴史を学び、それが「予知」は現時点で不可能
とされ、確率に基づく「予測」になった経緯について学ぶ。また、そ
こから、近い将来発生が予測されている南海トラフ地震の予測がどの
ようなものなのか、また、発生の可能性が高まったとして発令される
可能性のある警報・注意報の受け止め方について解説する。

・南海トラフ地震と日本の地震予知研究
12：15～13：00

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 新エネルギーシステム課
課長補佐 佐久間 康洋 氏

近年、太陽光発電、蓄電池、燃料電池などの分散型エネルギーリソースの普及拡大により、大規模集中電源か
ら一方向で供給する流れから、分散型電源と共存した双方向で電力供給する流れが可能となりつつある。さ
らにIoT（モノのインターネット）技術の発展等、日本のエネルギーシステムは「５D」と呼ばれる大きな変革に
直面し、新たな課題・ニーズ・ビジネスチャンスが生じつつある。そのような中、分散型エネルギーリソースを
活用したバーチャルパワープラント（以下、VPP）の実用化が進展しつつある。また、昨今の災害を受けレジ
リエンスへの要請が高まってきている。本講演では、VPPの構築を進める背景、意義、実用化に向けた国の取
組み、レジリエンス向上に資する地域の分散型エネルギーリソースの活用した地域マイクログリッドの構築の
取り組み、さらに、それらに関するライセンス制度の創設等の制度面の取り組みについて解説する。

・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

14：45～15：30

農林水産省 農村振興局
整備部 防災課
課長補佐 篠﨑 剛 氏

全国に約 16 万か所（令和２年３月時点）存在する農業用ため池は、
各地域における貴重な農業用水の水源である。しかし、近年、豪雨
や地震等によってこれらが被災する事例が多発しており、計画的に
防災・減災対策を実施する必要がある。農業用ため池における近年
の被災状況や今後進める防災・減災対策の方向性について紹介する。

・農業用ため池の防災・減災対策について
16：00～16：45

パネルディスカッション
～忘れない・伝承・活かす・備える・未来へ～

・「震災対策技術展」横浜 25 周年記念事業
 大震災に備え持続可能な減災社会への実現

～忘れない・伝承・活かす・備える・未来へ～

13：00～14：30

パネリスト
龍谷大学短期大学部
1回生 先間 直樹 氏

東京福祉大学　
2年生 武山 ひかる 氏

宮城県 気仙沼高等学校　
1年生 菅原 華 氏

コーディネーター
常葉大学 大学院環境防災研究科
教授 重川 希志依 氏

コメンテーター
東北大学 災害科学国際研究所
准教授 佐藤 翔輔 氏

※ 　はオンライン同時配信



B 会場

18

シンポジウム・セミナー

● 3月17日（水） ● 3月18日（木）

東京電力ホールディングス 株式会社
経営企画ユニット
総務・法務室 防災グループ
マネージャー 矢田 照博 氏

首都圏では、首都直下地震による家屋の倒壊や液状化、大規模火災等
により、電力設備へも大きな被害を受けると考えられる。本講演では、
東京電力グループの防災に関する取り組みと、令和元年台風第 15 号
対応から得られた課題への取り組みについて紹介する。

・東京電力グループにおける
　防災に関する取り組みについて

10：30～11：15

デザインアンドイノベーション 株式会社
代表取締役 坂本 明男 氏

首都直下地震に備え、有効な対策が無く放置されてきた木造アパート
の耐震補強を、死者数の最小化の視点に立ち、炭素繊維の特性を生か
した新技術と、投資採算性を重視した販売戦略により実現します。

・木造アパート向け耐震補強
10：30～11：15

長岡技術科学大学 環境社会基盤工学専攻
教授 池田 隆明 氏

M6前後の規模を持ついわゆる中規模地震は構造物に致命的な被害を
与えることはないが、家屋の一部破損やライフラインの機能停止等を
引き起こす。レジリエントな社会の実現のためには発生頻度が高い中
規模地震に対する防災・災害軽減への取り組みが必要であることか
ら、中規模地震の実態を解明し、その危険性について説明する。

・中規模地震にどう備えるか？
　その実態と危険性

11：45～12：30

常葉大学 大学院環境防災研究科
教授 田中 聡 氏

災害発生時における自治体の災害対応業務であるり災証明書の円滑な
発行には、正確な建物被害認定調査が鍵になる。この講演では、建物
被害認定調査のコツ・ポイントやスマートフォン・アプリを使った調
査方法、さらに実建物を使った職員の調査研修の事例などについて紹
介する。

・円滑なり災証明書発行にむけて
13：00～13：45

株式会社 クラウドポイント
ＤS総研グループ
ジェネラルマネージャー
渡辺 剛仁 氏

リアルの場で発報する「有事情報」
災害発生後の「情報」の在り方について
～有事の時のデジタルサイネージ活用法～
・「有事情報」とは
・有事発生72時間「情報」～デジタルサイネージ活用～

・デジタルサイネージで実現する即時の
災害情報等の視覚化

14：15～15：00

自衛隊中央病院
第3内科部長 兼 院内感染対策室長
1等陸佐 青野 茂昭 氏

自衛隊中央病院では令和 2 年１月当初武漢からのチャーター機の新型コロナウイルス感染症疑似
省患者受け入れ、ダイアモンドプリンセス号からの患者受け入れをおこなってきました。現在ま
で 750 名におよぶ新型コロナウイルス感染症患者を受けて入れてきましたがスタッフへの 2 次
感染はおこしていません。当院では大量傷者訓練・感染症患者受け入れ訓練を毎年実施してたこ
とが今回の受け入れに有用であったと考えいています。またN95マスクのフィットテストと防護
衣の着脱訓練を全員に実施して患者の受け入れを実施しました。ダイアモンドプリンセス号での
対応で適切な対策を講じれば感染を防止できるという意識勤務員が持てるようになりました。基
本を守り続けることが重要であると感じています。

・自衛隊中央病院における新型コロナウイルス
感染症対処について

15：30～16：15

サンメイト一級建築士事務所
代表 杉本 重実 氏

新型コロナウイルスは2019年に発生し世界中に広まり、今だ終息が見えません。
昨年の台風から始まり、7月の大雨、8月の猛暑など自然災害は過去に経験のない状
況が続いています。すべておいて記録を更新している状況です。新型コロナウイ
ルスは、生活様式を変えることが必要となっています。ウイルスの原因は特定で
きませんが、生活様式の多様化と温暖化による自然破壊です。経済活動自粛の中
でこれから必要なことは何かを具体的に考察し実行していく内容を公開していき
ます。今後必要なことは、自然循環型サプライチェーンは木材しかありません。

・新型コロナウイルスで変わる
　持続可能社会とは（国土強靭Ⓡ、
　木耐CLTⓇ、木密耐火Ⓡ）

11：45～12：30

株式会社 インキュビット
代表取締役 北村 尚紀 氏

気象や地質、地震などの自然を扱う地球科学の分野では、現在世界的
に AI の活用が始まっています。本プレゼンテーションでは、AI を応
用した竜巻の検知、土砂災害のリスク判断、災害発生後の被災地把握
など、地球科学分野でのAI 活用に関する最先端の事例とともに、防災・
減災における課題や今後の展望についてもご紹介します。

・AIを応用した防災・減災の実現
　～地球科学分野へのAI活用と社会実装 ～

13：00～13：45

東京理科大学
工学部 建築学科
教授 髙𣘺 治 氏

講演者は、長らく設計事務所で実務者として構造設計や研究開発に携わった後（1991～ 2015
年）、2015年4月から母校の東京理科大学の教授となった。所属した構造計画研究所では、創設
者・服部正博士の創業の理念に夢と使命感をもって構造設計に取り組んでこられた。「社会のいか
なる問題にも対処できるよう総合的なバラエティに富んだ専門家を集めた工学を生業とした組織
をつくりたい」構造計画研究所では、いち早く構造設計にコンピュータを導入し、設計者を構造
計算の労力から解放し、創造的な設計ができるように取り組んできたという。現在は、教育者とし
て産業界と学界の領域で活動する人材を育成していきたい。構造技術で出来ることを講演したい。

・構造技術で社会をデザインする
～産学連携のジレンマ～

14：15～15：00

一般社団法人 防災安全協会
参与 水口 健 氏

防災製品等推奨品認証制度は、2014 年に最初の審査会を実施。
2020 年 12 月時点で 400 品目を超える安全で安心な防災製品を認
証しています。
災害備蓄管理士は、企業のみならず自治体や家庭での備蓄を推進する
リーダーを養成する新しい資格です。

・防災製品等推奨品認証制度 および
備蓄推進のための災害備蓄管理士資格紹介

15：30～16：15

※ 　はオンライン同時配信



C 会場

19

シンポジウム・セミナー

● 3月17日（水） ● 3月18日（木）

工学院大学 建築学部
教授 久田 嘉章 氏

2011年東日本大震災など近年の震災・風水害など想定を超える自然
災害の教訓を背景に、近年、複合災害を想定した建物やまちにおける
レジリエントな防災・減災対策が必要となっている。本講演では過去
の震災・風水害の事例や被害想定結果を踏まえ、今後必要となる自助・
共助・公助による防災・減災のための取組みを紹介する。

・震災・風水害等による複合災害と
建築・まちのレジリエントな防災・減災対策

11：00～11：45

株式会社 カワハラ技研
企画開発部
部長 小野 奈々子 氏

今や災害対策は「災害と感染症」の両者への対策が必須。劣悪な環境
下での避難生活で発生する感染症は災害関連死に直結します。そこへ
新たにコロナウイルスの脅威が加わりました。災害関連死を減らす＝
トイレ対策にあるとは専門家の言。コンパクトに備蓄し災害時はすぐ
に工具なしで簡単組立、しかも大容量、プライバシーも確保でき、最
後は焼却可能な「ほぼ紙トイレ」を紹介します。

・「災害×感染症」対策 トイレのさらなる重要性
～備蓄型組立式個室トイレ「ほぼ紙トイレ」が解決～

11：00～11：45

山梨県富士山科学研究所
富士山火山防災研究センター
センター長 吉本 充宏 氏

・富士山の噴火への課題
12：15～13：00

日本防災産業会議 事務局
部長 藤元 正 氏

株式会社 構造計画研究所
上席執行役員
営業本部長 佐藤 壮 氏

日本防災産業会議の成り立ちから、国立研究開発法人防災科学技術研究所
と連携しながら会員向けに展開しているリアルタイム地震被害推定情報
メール配信、および個別企業の拠点を地図上にマッピングして災害リスク
情報を可視化できる災害情報共有システムなど運用中のサービスを紹介。
さらに、企業・自治体のBCP向けに開発中のシステムで、住所を入力する
だけでその地点の災害リスクをはじき出し、それに見合う防災商材・ソ
リューションを提案できる「防災営業支援ツール」の概要について説明する。

・日本から防災イノベーションを
―日本防災産業会議の活動紹介

13：30～14：15

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 髙野 明 氏

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、2019年に関東圏に甚大な被害をもたらした台風第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。

・非常時の外国人旅行者の安全・安心の
確保に向けた取組み

14：45～15：30

中小企業庁 経営安定対策室
室長補佐 山口 徳彦 氏

中小企業が策定した防災・減災の事前対策に関する計画を経済産業大
臣が認定する「事業継続力強化計画」制度を中心に、昨今大規模災害
が頻発していることも踏まえて中小企業の自然災害対策の現状と、こ
れらへの支援策についてご紹介いたします。

・中小企業の強靱化に向けて
16：00～16：45

防災士研修センター
代表取締役 玉田 太郎 氏

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
られます。各自治体では、自主防災組織リーダーの育成、様々な訓練
実施に取り組んでいますが、指導員や中核リーダー不足が課題であり、
地域や学校における防災講演、防災訓練、住民への救出救助・応急手
当訓練等に「防災士」を活用する事例が急増しています。防災士制度
誕生経緯から防災士の現況、自治体と防災士の連携、防災士の活動事
例等について報告致します。

富士山は1707年の宝永噴火以来、噴火がなく静穏な状態を保ってい
ますが、いつ活動が活発化するかわかりません。将来の噴火にむけ
て、現在、火山ハザードマップの改定が行われており、この作業の中
で次期噴火への課題が明らかにされてきました。講演では、富士山噴
火への課題について解説いたします。

・地域防災力の向上と防災士の活動について
13：30～14：15

WOTA 株式会社
総合企画室長/BB.univ 学長
森 健 氏

コロナ禍において現実味を帯びてきた「複合災害」について実務的な
議論を進展させるため、事例演習形式という新たな視点で、出来る限
り実務上の対策が進むことを念頭に、複合災害に対する事前対策の方
向性を提示してまいります。講師は自治体・企業で豊富な実践経験を
有するBB.univ学長/WOTA株式会社 総合企画室長の森がつとめます。

・事例演習で考える「複合災害」に対する
防災・BCPのあるべき姿
～感染症×地震×風水害、官民双方の視点から～

14：45～15：30

株式会社 JX通信社
社長室
マーケティングマネージャー
松本 健太郎 氏

ソーシャル（SNS）は災害対策に有効か。それとも、単なる「おも
ちゃ」なのか。既に欧米ではソーシャル（SNS）を活用した「防災テッ
ク」が浸透し、防災・減災に活かした取り組みが行われています。今
回は、私たちのサービスを例に、SNSを活用した災害対策事例をご紹
介します。

・事例で学ぶソーシャル防災の意義と必要性
～SNSは災害対策に適した手段か？～

16：00～16：45

※ 　はオンライン同時配信
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災害対策研究会
代表 宮本 英治 氏

東日本大震災などの地震災害や、最近の台風災害、感染症などでの対
策本部の意思決定について説明（私見）します。さらに、対策本部の
計画の検討や人材育成に活用される災害図上演習を紹介します。

・対策本部の意思決定（最近の災害・感染症から）
と災害図上演習（防災計画検討や人材育成）

11：00～11：45

東京大学 工学系研究科
教授 古米 弘明 氏

近年甚大な水害を伴う豪雨が頻発しており、気候変動による降雨量の
増加を反映した治水対策への転換が図られている。そこで、令和2年
6月末に公表された提言「気候変動を踏まえた下水道による浸水対策
の推進について」を紹介しながら、既存ストックを最大限活用する方
策など将来に向けた都市浸水リスク管理のあり方について説明する。

・気候変動を踏まえた都市浸水対策の方向性
10：30～11：15

アムニモ 株式会社
セールス 早戸 伸吾 氏

近年、様々な業界で広がりをみせるサブスクリプション。水害対策に
おいてもサブスクリプションを活用することで、初期投資をかけずに
必要な水位情報を収集できます。河川調査や工事現場、自治体管理の
河川やため池の水害対策まで、幅広い分野で利用が進んでいます。本
セミナーでは水位計測の事例とデモンストレーションを中心にご紹介
します。

・甚大化する豪雨・台風被害をIoTで未然に防ぐ
～水位計×サブスクリプションのご提案～

11：45～12：30

株式会社 構造計画研究所
次世代事業開発部 気象防災 ビジネス室
山上 優太 氏

当社は東京大学と共同開発した予測技術を用い、クラウド型のリアル
タイム洪水予測システムを提供しています。本セミナーでは、中小～
大河川に対する令和2年7月豪雨の予測事例をはじめ、施工現場や自治
体、ダム運用における活用事例を紹介します。水位上昇見込みを定量
的・確率的に評価し、合理的な意思決定を支援します。

・水害からヒト・モノを守る
～15時間先までの河川水位を確率的に予測！～

13：00～13：45

国立研究開発法人 海洋研究開発機構
大気海洋相互作用研究プログラム
副主任研究員 茂木 耕作 氏

令和２年７月豪雨は、2020年7月3日から7月31日にかけて、梅雨前
線の停滞に伴い熊本県を中心に九州や中部地方など日本各地で発生し
た一連の集中豪雨を指す。令和２年7月は、黄海の海面水温が例年より
1-3℃ほど低かったことが、梅雨前線の異常な長期停滞の原因であった。

・令和2年7月豪雨をもたらした梅雨前線の
異常な長期停滞の原因

14：15～15：00

株式会社 レスキューナウ
危機管理アドバイザー
袴田 一樹 氏

災害発生時にまず重要なのは“初動対応”です。本部が必要な“情報”
を収集するための実践的な「体制」「手順」「ツール」策定について、多
数の企業の支援実績があるアドバイザーが解説します。
また策定した「体制」「手順」「ツール」を検証し、習熟度をあげるため
の「訓練」方法についてもご紹介します。

・災害対応の情報の”流れ”を構築する
～在宅勤務併用時における実践的な
「体制」「手順」「ツール」「訓練」とは～

15：30～16：15

災害対策研究会
事務局長 兼 主任研究員
釜石 徹 氏

新型コロナ時代におけるマンション防災対策は長期の在宅避難が最強
の防災対策です。地震、台風、風水害などで最も影響が大きい長期停
電に備えて食事、飲料水、トイレ処理などの在宅避難のノウハウを解
説します。また、直下地震時のエレベーター閉じ込め事故の原因と対
策を解説します。

・コロナ時代のマンション防災対策
12：15～13：00

NPO法人 日本トイレ研究所
代表理事 加藤 篤 氏

地震や水害などの自然災害が起きると、水洗トイレの多くは使用でき
なくなります。トイレが劣悪な状態になると、感染症の温床になるだ
けでなく、被災者は水分摂取を控えてしまい体調を崩し死に至ること
もあります。災害時のトイレ事情と時間経過に応じたトイレ対応の考
え方について発表いたします。

・災害時のトイレ対応について
13：30～14：15

NPO法人
全国災害ボランティア支援団体ネットワーク
事務局長 明城 徹也 氏

近年の災害対応を経て、行政、社会福祉協議会（災害ボランティアセンター）、
民間支援セクター（NPO・企業等）等の多様な支援主体の連携が進化してい
る。本セッションでは、令和2年7月豪雨の対応を振り返り、コロナ禍におい
ても「感染のリスクを高めない」ことと「必要な支援を届けること」とをどう
やって両立するのか、多様な支援主体の連携促進と活動調整を担う「中間支
援組織」の役割とは、新たな局面に入ってきた災害支援のあり方を考えます。

・災害時に必要な支援が届けられる
コーディネーション
～「中間支援組」の役割～

14：45～15：30

公益社団法人 神奈川県医師会
理事 久保田 毅 氏

船内における新型コロナウイルス感染拡大が懸念されたダイヤモン
ド・プリンセス号が2020/2/3（月）に横浜港に到着しました。
神奈川県医師会が、船内検疫のため当該船舶に神奈川JMATを派遣
した経緯、検疫業務を終えるまでの経過をお話しいたします。

・ダイヤモンド・プリンセス号への神奈川
JMAT（神奈川県医師会災害医療チーム）
の派遣について

16：00～16：45

※ 　はオンライン同時配信
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シンポジウム・セミナー

神奈川歯科大学
歯学部総合教育部
教授 板宮 朋基 氏

AR/VRの進歩は目覚ましく、防災教育・啓発活動への有用性が示さ
れています。講演者はAR災害疑似体験アプリDisaster Scope®や
VR津波体験ドライビングシミュレーター・地震体験アプリを開発し、
学校や自治体での避難訓練において活用されています。実際の教育効
果や今後の展望について講演します。

10：30～11：15

東京地下鉄 株式会社
安全・技術部
次長（防災担当課長事務取扱） 木暮 敏昭 氏

東京メトロの震災対策について、阪神・淡路大震災、東日本大震災等
の震災の経験を基に対策を強化してきた経緯とともに紹介する。さら
に、東日本大震災時の、地震発生から運転再開、その後の対応につい
て紹介する。

・東京メトロの震災対策
11：00～11：45

株式会社 小曽根マネージメントプロ
缶詰博士 黒川 勇人 氏
災害国ニッポンにあって、常に災害を意識した生活が求められていま
す。缶詰博士として、缶詰が災害備蓄に非常に適した加工食品である
ことを広くお伝えしたいことと、備蓄の仕方についてお伝えします。
福島県の生まれで、家族は東日本大震災で被害を受けた当事者として
もお伝え致します。

・災害と缶詰
～困っている人を助けたい！
缶詰メーカーのあくなき挑戦

12：15～13：00

公益財団法人 味の素ファンデーション
被災地復興応援事業
マネージャー 齋藤 由里子 氏

・「いざという時どうなる？
あなたの食と栄養」vol.4

13：30～14：15

農林水産省
大臣官房政策課食料安全保障室
企画官 鈴木 健太 氏

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。

・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～

14：45～15：30

一般社団法人 日本災害食学会
会長 守 茂昭 氏

災害時の食料供給は備蓄と緊急調達のどちらかで賄うものであるが、
どちらの手段も選択枝に限界があることを示し、食料備蓄を中心に今
後の日本の備蓄のあり方を展望する。

・災害時の備蓄の現状と今後の方向性

・AR/VRを活用した防災教育・啓発アプリ
の開発と社会実装

11：45～12：30

NPO法人プラス・アーツ
東京事務所長
小倉 丈佳 氏
全国の多くの地域・企業の防災訓練はマンネリ化し、参加者減少・担い手不
足に陥っています。そこで今回は「防災は、楽しい」をキーワードにユニーク
なプロジェクトを展開するプラス・アーツの企画ノウハウを一部公開します。
「人を集めたい」、「面白いことがしたい」と思っている自治体・企業の企画担
当者の皆さん必見のセミナーです。

・「伝わらない」から始める
～人が集まる防災訓練：企画のコツ～

13：00～13：45

ソナエルワークス
防災・BCP策定アドバイザー
髙荷 智也 氏

2011年東日本大震災から10年、2016年熊本地震から 5 年を迎
える本年、地震大国日本における地震対策はどのように進化してい
るのでしょうか。明日発生してもおかしくない首都直下地震や南海
トラフ地震に備え、家庭や企業が行うべき地震対策について、基本
から実践ポイントまで、改めて解説をいたします。

・明日生じる大地震への備え
～東日本大震災から10年、今改めて見直す
家庭と企業の地震対策の基本～

14：15～15：00

独立行政法人 都市再生機構
室長 中村 陽介 氏

平成23年3月11日に発生し、甚大な被害をもたらした東日本大震災か
らまもなく10年を迎えます。UR 都市機構は、発災直後から現地に職
員を派遣し、その後も復旧・復興に取り組んでまいりました。復興市
街地整備、災害公営住宅整備等の事業を実施した経験をもとに、地方
公共団体、街づくり団体、コンサルタント等が平時にすべき具体の事前
準備について紹介致します。

・災害に備えた具体の事前準備
～東日本大震災の復興事業経験から～

15：30～16：15

当財団が東日本大震災の復興応援事業として8年半展開してきた参加
型の料理教室、「ふれあいの赤いエプロンプロジェクト」。この事業か
ら得た学びは、「食」は「人と人が繋がる」のにとても有効な手段で
あるということでした。そして今、復興応援から平時へ、平時から防
災へと繋げる展望につき、ご紹介させて頂きます。

※ 　はオンライン同時配信
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跡見学園女子大学 観光コミュニティ学部 教授
一般社団法人 福祉防災コミュニティ協会 代表理事
鍵屋 一 氏

平成2年度、内閣府は高齢者・障がい者等の避難支援対策について、
特に個別計画、福祉避難所、地区防災計画の在り方を検討した。その
ポイント及び今後の自治体の災害時要配慮対策を検討する。

・高齢者・障がい者等の新たな避難支援対策
～個別計画、福祉避難所、地区防災計画～

11：00～11：45

一般社団法人 防災教育普及協会 会長
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推進センター センター長
平田 直 氏
この3月11日で、2011年東日本大震災をもたらして巨大地震の発生
から10年となりました。大震災の復興はまだ道半ばですが、自然現
象としての巨大地震の影響は今でも続いています。2月13日の福島県
沖の地震のような余震は、今後も続くと考えられています。東北地方
だけでなく、南海トラフ沿岸部、北海道太平洋沖でも、巨大地震が発
生する可能性があります。それらに、どのように備えるべきかを議論
します。

・東北地方太平洋沖地震の発生から10年：
改めて考える巨大災害への対応

11：30～12：30

陸上自衛隊 東部方面混成団本部
防衛班長 髙橋 友行 氏

陸上自衛隊の災害派遣根拠、災害派遣（東日本大震災、平成30年度
7月豪雨、平成30年度北海道胆振東部地震等）の概要、国民の声等
を紹介。

・陸上自衛隊の災害派遣
13：00～13：45

文部科学省 研究開発局
地震・防災研究課
地震調査官 中村 航 氏

地震調査研究推進本部（地震本部）の最近の取組について、主に下記
の内容について紹介する。
・情報科学を活用した地震調査研究について
・南海トラフ海底地震津波観測網（N-net）について

・地震調査研究推進本部の最近の
取組について

14：15～15：00

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

近年、地震・風水害による被害が多発しています。災害による被害を
最小限に抑えるためには、公助の取組もさることながら、市民の皆様
による普段からの備えや地域防災力の向上が欠かせません。自助・共
助の推進にむけた課題や横浜市の取り組みについて、ご紹介いたします。

・自助・共助の推進にむけた横浜市の取組
15：30～16：15

復興庁 インフラ構築班
参事官 山田 哲也 氏

東日本大震災から10年が経過し、第1期復興・創生期間の最終年度、
地震・津波被災地域のインフラ関係は、各所において事業が完成し、
復興の礎が築かれつつある。本講演では、「「復興・創生期間」後にお
ける東日本大震災からの復興の基本方針」等を踏まえて、復興庁の位
置付けや役割と東日本大震災の各インフラ対応から得られた課題、取
り組みについて紹介する。

・東日本大震災からの復興に関する現状と
これからの取り組み

12：15～13：00

国土交通省 住宅局 建築指導課
建築設計環境適正化推進官
福井 武夫 氏

最近の台風等による強風や大雨により、激甚な災害が頻発し、建築物
の屋根の脱落・飛散等の被害や建築物の浸水被害が発生している。こ
のような状況を踏まえ、国土交通省では、「総力戦で挑む防災・減災
プロジェクト」を推進している。本プロジェクトで推進している様々
な施策のうち、建築行政における風水害対策の最近の動向を紹介する。

・建築物の風水害対策の最近の動向
13：30～14：15

全国陶器瓦工業組合連合会
理事 神谷 彦二 氏

全国陶器瓦工業組合連合会
幹事 片岡 慶一郎 氏

令和元年房総半島台風をきっかけとした、瓦屋根の強靭化への取り組
み。建築基準法告示改正から業界ガイドラインの改定について。

・近年の強風、地震災害時における屋根の
被害状況と瓦屋根ガイドライン工法への取り組み

・令和元年房総半島台風の強風による
屋根被害について

14：45～15：30

国立研究開発法人 建築研究所
住宅・都市研究グループ
研究員 中野 卓 氏

全国で河川氾濫による被害が頻発する中、建築・土地利用における水
災害対策は喫緊の課題である。本講演では、統計データや建物被害実
態の分析から建築・まちづくりレベルでの水災害対策の課題と方向性
を示すと共に、住宅の耐水化計画案の試設計に基づき検討した、耐水
化に要する追加的建築コストやその費用対効果等の分析結果を報告す
る。

・最近の水災害と建築・まちづくりに
おける水災害対策

16：00～16：45
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主催：公益社団法人 日本技術士会

技術士と日本技術士会の防災支援活動
～組織・活動および神奈川県支部における被災者支援
活動事例、減災まち歩きなど市民啓発活動について～

10：30～12：00

公益社団法人 日本技術士会
防災支援委員会
委員長 野村 貢 氏

技術士は技術者、研究者に与えられる国の最高資格で、20分野にわたり、
全国に約 6万人が活動しています。日本技術士会は、技術士制度の普及、
啓発を図るため、技術士法に明示された組織で、防災支援委員会および
地域本部が連携して公共、民間の防災支援活動を行っています。講演では、
他の士業と連携した実際の活動事例とともに、発災前の防災力向上支援
について紹介します。

今後、首都圏で想定される広域災害に対して、様々な士業が連携した組
織的な支援が必要と考えています。考えを共有する12の士業が「神奈川
県大規模災害対策士業連絡協議会」を組織し、神奈川県と災害時の相談
業務支援の協定を結んでいます。協定に基づく活動事例として、相模原市
への台風19号被災者支援活動を紹介します。

神奈川県支部 
防災委員長 小原 丈二 氏

地域防災力向上には地域住民の防災意識の向上が不可欠です。日本技術
士会は地域住民の中に入り、防災訓練、防災出前講座、減災まち歩きなど
の支援を通じて防災力向上支援を行っています。ここでは「減災まち歩き」
を支援した事例を紹介します。この減災まち歩きは地区防災計画の基本
となりうるものであり、今後も支援活動を続けていく計画です。

防災支援委員会 
元委員長 上野 雄一 氏

次世代安心・安全ICTフォーラム
災害・危機管理ICTシンポジウム2021

主催：次世代安心・安全ICTフォーラム

13：00～15：50

大正12年に発生した関東大震災は日本の有史以来最大の被害を出した自然
災害である。その関東大震災を予測し、一生を防災にささげた地震学者の
今村明恒が生まれてから昨年で150年が経過した。今年で通算40回を迎
える震災予防講演会がこの今村と深いつながりがあることをご存知だろう
か。今村が60年前に設立した震災予防協会は10年前に解散したが、その
精神はこの講演会に引き継がれ、20 年前に協会の支援のもとに生まれた
日本地震工学会によって引き続き開催されている。節目の年にあたり、今
村明恒の波乱万丈の地震学人生を振りかえり、学術（学会）と防災とのか
かわりを考えるとともに震災予防講演会の意味を再確認したい。

近年の度重なる自然災害の発生や新型コロナウイルス感染症対策等
で、社会の危機管理への対応力の向上は喫緊の課題となっています。
次世代安心・安全ICTフォーラムでは従来から、災害対策や危機管理
の問題について、新たなICT技術の発掘とその社会への実装について
取り組んできたところですが、今またこのような流れを一層強化する
必要性に迫られていると感じます。このような問題意識の下で、今回
の講演会では、災害対応におけるICT技術の実装の取り組み例や新し
い5G技術の医療への応用について紹介し、さらには宇宙利用を巻き
込んだ今後の展望としてスペースICTへの期待について紹介します。

13：30～16：40

シンポジウム・セミナー

主催：公益社団法人 日本地震工学会

生誕150周年記念 今村明恒と関東大震災
ｰ震災予防講演会40回のルーツｰ

公益社団法人 日本地震工学会
名古屋大学減災連携研究センター
特任教授 武村 雅之 氏

11：00～12：00

新型コロナによって様変わりした
防災対策とBCPの見直し

世界に猛威を振るった新型コロナをきっかけに企業によっては勤務形態や
仕事の働き方が様変わりしました。このような状況下で災害が発生すると
皆様の会社ではどうなるでしょう。業種や業態によっては現在使用してい
るBCP（事業継続計画）が役に立たなくなる事が予想されます。災害時の
リスクと共にBCPの見直しポイントを解説。

災害リスク評価研究所
代表 松島 康生 氏

※ 　はオンライン同時配信

5Gと医療分野への応用に向けた
取り組みについて
株式会社 ＮＴＴドコモ
ネットワークイノベーション研究所
担当部長 油川 雄司 氏

NTTドコモでは、2020年3月25日より第5世代移動通信システム（5G）
の商用サービスを開始しました。これまで5Gユースケースの創出という形
で、さまざまな業界のパートナー企業とともに数々の実証実験を重ねてき
ました。その適用領域として重要な領域の一つが医療分野です。本講演で
は、NTTドコモにおける5Gの状況について簡単に紹介し、そのエリア展開
や、5Gの特長を活かしたユースケース展開に向けて、無線技術だけではな
くNW全体を用いた回線基盤として産業界に向けて提供する方向性につい
て述べます。さらに、重要な5Gの適用領域として挙げられている医療分野
に向けたソリューションの実現に向け、基本的な方向性、およびより高度な
医療提供をめざして継続中の取り組みについて紹介します。

自然災害へのレジリエンス向上に
寄与する耐災害ICT技術開発

東北大学 大学院情報科学研究科 
准教授 川本 雄一 氏

本講演では、近年多発する事前災害へのレジリエンス向上を考える上で検
討されている情報通信の各課題を踏まえ、災害発生時に要求される ICT
（Information and Communication Technology）技術の在り方について、
我々の研究グループが東日本大震災以降取り組んできた耐災害 ICT技術に
関する研究開発の動向を紹介しつつ今後の展開について述べます。

衛星通信と5G/Beyond5Gの連携

国立研究開発法人 情報通信研究機構 
ワイヤレスネットワーク総合研究センター 
鹿島宇宙技術センター長 高橋 卓 氏

第5世代移動通信（5G）において衛星通信の役割が注目され、連携が期待
されています。本講演では、これまで検討されてきた有効なユースケース
や必要な技術課題等について、NICTで研究開発してきた衛星通信技術と
とともに紹介します。また、スペースICT推進フォーラムにおいても
5G/Beyond5G連携技術分科会を設置し、議論を進めておりますので合わ
せて紹介します。
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聴講者分析

● セミナーを聴講された感想は？

・セミナーを聴講したことで、新たな課題に気付くことができ、
対策すべきことが明確になりました。

・書籍やネットでは知り得ない、深い情報が得られました。

・短時間で網羅的に、最新動向を把握することができました。

・毎回興味を持てるテーマが用意されているので、新たな知識
を習得することができ、役立っています。

・講師が各事業の事例を用いて、掘り下げて説明をしてくださ
るので、内容も理解することができました。

・第一線で活躍している講師の話が聞ける、絶好の機会です。

・国や自治体の最新の災害対策情報を知ることができました。

・従来災害後の対策を中心に考えてきましたが、セミナーを聴
講し、事前の対策を重視、自助を推進するためのサポートが
重要との話を伺い、大変参考になりました。

・2つのセミナーに参加しましたが、災害対応への新たな検討
課題と、その方向を示していただき、理解が深まりました。

・最近の水害対策、BCPの考え方等、参考になりました。

・仕事以外で個人的に災害時のボランティアをしたいと考えて
おり、セミナーを聴講しました。講演内容が現場感覚に溢れ、
大変勉強になりました。防災士の学習教材や体験談を聴くこ
とができ、大変有意義でした。

・セミナーを3セッション聴講しました。なかなか防災セミ
ナーを聞く機会か無いため、非常に良い機会でした。

・大学教授や専門家による災害予測や災害対策
・複合災害に向けた対策（備蓄やBCP策定、等）
・火山・噴火対策（富士山噴火への具体的な対策）
・自助・共助の推進の取組方法、防災組織の活用方法
・実践的な防災訓練の在り方、適正な訓練方法
・分譲マンションや高層マンションでの要支援者対策
・インフラや公共サービス提供企業の防災対策、災害事例
・災害ボランティアセンターの運営、避難所運営
・地震、耐震対策
・水害・浸水対策、異常気象に関する内容
・若い世代や女性講師によるセミナー
・災害廃棄物対策（解体業務、土砂・ガレキ撤去、等）

・災害時の新たな対応方法等を知ることができました。

・感染予防の観点から新たな情報を得る事ができました。

・地震学の歴史を知り、初めて聴く内容に知見が深まりました。

・セミナーを聴講し、日頃抱いていた疑問が解決しました。

・毎回来場しています。聴講したいセミナーの開催時間が重
なることがありますが、テーマが大変充実しているので仕
方がないことだと思っています。今回も知りたい情報が得
られて大変満足しています。次回も聴講します。

・講師が使用した説明資料を、配布もしくは後日入手できる
ようにしてもらえると助かります。聞くだけでは、折角の
貴重な説明内容が、十分に理解、記憶できていない部分が
ありました。資料配布をいただいた講演は、復習しやすく、
非常にわかりやすかったです。

・聴講したセミナーは、課題整理が適切で分かりやすく、初
めて知る情報で参考になる点が多く、有意義な内容でした。

・セミナーを聴講し、導入を検討している製品の方向性が見
えてきました。充実した講演内容でした。

・災害復興の実態がよく分かりました。

● セミナー内容の満足度は？

● ●

●

セミナーは何セッション聴講されましたか?

セミナー参加の理由は？

今後聴講したいテーマは？

大変満足
21.9%

満足
61.7%

普通
13.1%

不満
3.3%

3セッション以上
37.5%

2セッション
26.1%

1セッション
36.4%

85.2%

26.7%

8.0%

5.7%

2.3%

テーマに興味があった

講師に興味があった

講演団体に興味があった

社内の防災教育

その他 ※ 複数回答

※ 一部紹介
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オンライン聴講者分析

● 「震災対策技術展」横浜会場への参加状況 ● オンラインセミナー参加の理由は？

● オンラインセミナーに参加された感想は？

● 参加者エリア

東京都
59.9%神奈川県

25.8%

● オンラインセミナーは何セッション聴講されましたか？ ● オンラインセミナー内容の満足度は？

大変満足
15.9%普通

15.9%

不満
4.7%

満足
63.5％

1セッション
21.3%

2セッション
24.6%

3セッション以上
54.1%

1日は来場し、
1日はオンライン
セミナーに参加した
15.9%

オンラインセミナーのみ
参加した
84.1%

・来場する予定でしたが、当日、急な会議が入ってしまいWEB
参加に切り替えました。当日でも申込が可能で、聞きたいセ
ミナーが視聴できたのは大変良かったです。

・毎年、セミナーを目的に来場していましたが、今年はコロナ
の影響で出張が禁止されており、貴重なセミナーを聞くこと
ができないと思っていました。オンラインで聴講できたこと
は非常に有り難く、参考になる情報が得られました。

・同じテーマの講演でも、前回同様の内容ではなく、情報が新
しくなっており、聴講して良かったです。資料が手元にある
と、理解が深まり更に良いです。

・遠方により宿泊を伴う移動になるため、オンラインは、移動
時間が無く効率的に受講でき、新型コロナウイルス感染リス
ク低減にもつながったと思います。

・通常は来場しなければ聞けなかったセミナーが、オンライ
ンで聞けるようになり、大変有意義でした。

・1日は来場し、1日はオンラインセミナーに参加しました。2
日目は予定があり来場できなかったので、オンライン受講は
大変よい機会となり、大変満足しています。

・オンラインでもセミナー数・内容が豊富でした。有識者に
よるの様々な分野からの見解に、普段なかなか聞くことの
できない話が多く知識が増えました。

・セミナーを聴講し、発災後のインフラの使い方や、共助を
いかに推進すべきか等、考えるきっかけになりました。

・問題無く聴講するができました。自宅で気軽に参加ができ、
スクリーンも良く見えました。移動時間もないため、コロ
ナが終息しても、この形式で聴講できると有り難いと感じ
ました。

※ 複数回答

コロナウイルスにより出張・外出に制限があった

来場に比べ気軽に参加できた

来場する時間が確保できなかった

遠方で来場が難しかったが、配信により参加できた

講演開始直前でも聴講申込ができた

申込をしていたが、急用で会場に行けずオンラインで参加した

57.9%

42.9%

34.1%

25.4%

12.7%

5.6%

愛知県 1.6%
大阪府 0.8% その他 4.7%

茨城県 1.9%
埼玉県 2.3%
千葉県 3.0%

北海道

青森県

岩手県

宮城県

福島県

群馬県

栃木県

長野県

新潟県

静岡県

滋賀県

京都府

兵庫県

和歌山県

鹿児島県

その他のエリア
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 ●　オンラインサービスの拡充

　新型コロナウイルス感染症の拡大により、外出・出
張制限や会場での展示が難しい出展者のために、WEB
出展サービス「オンライン広告」を実施し、「震災対
策技術展」横浜のホームページ上で、製品PRの画像や
動画を紹介できるようにしました。同ホームページで
は、来場できない方にも出展者・出展製品情報をPRで
きるよう出展者の製品紹介動画を掲載し、より分かり
易く製品を紹介することを可能にしました。パンフ
レットデータは12点まで掲載可能とし、資料のダウン
ロードも可能としました。出展者情報は、2021年８
月末まで掲載し、会期後に於いてもホームページ上で
出展者の製品PRを実施します。

 

●　オンラインセミナー配信

　会場で実施されている57セッションのセミナーのう
ち、42セッションのセミナーをオンラインで同時配信
しました。新型コロナウイルス感染症により来場が難
しい方に加え、遠方で来場が難しい方、来場する時間
が確保できない方等にも、防災情報収集いただける機
会を設けました。延べ2,284名もの方々にオンライン
聴講をいただき、多岐に亘るエリアの方々にご参加い
ただく機会となりました。

 

●　オンデマンドセミナー配信

●　オンラインセミナーに参加された感想は？

　「震災対策技術展」チャンネル（YouTube）にて、
セミナーの一部を2021年4月～9月迄の期間にオンデ
マンド配信を実施。それぞれの配信期間を1週間に設
定し、会期終了後のセミナー聴講が可能となりまし
た。当日聴講できなかった方や、社内での情報共有等
に活用いただき、防災について理解を深める機会に、
また次回開催の来場検討につなげる機会とし、併せて
出展者の製品ＰＲ画像・動画と連携が図れるように、
会期後も情報発信に努めて参ります。

オンラインの取り組み

・資料を自分のモニターで見ることができるので、会場よりも
大きく映り、分かりやすかったです。

・有識者に直接意見が伺えるせっかくの機会なので、会場の参
加者のみならず、チャット等で質疑応答や双方向のコミュニ
ケーションができるシステムを導入して欲しいです。

・関心のあるセミナーに、気軽に聴講することができて良かっ
たです。目的をもって受講することができました。

・移動時間を無駄にすることもなく聴講できて、大変良かった
です。場所を選ばずに参加することができるのが良いです。

・同時間帯で聞きたいセミナーが重なっていたこと、リモート
で通信環境や周りの雑音等で聞き逃すこともあることから、
録画を希望します。

・専門性に富んだ内容で、大変勉強になりました。

・AIに関するセミナーを聴講しましたが、課題点が同様であっ
たので、今後の方向性が分かりました。

・会場で参加するのと同様に聴講できました。
・会場のセミナーとの同時配信とのことで、部分的に講師の
音声が聞き取りにくい箇所がありました。もう少しクリア
に聞けると、より良いです。

・期間限定でも良いので、講演内容がアーカイブで残ると更
に有り難いと思いました。BCP対策や社内防災についての
必然性を、社内で共有できると思いました。

・スマートフォンから聴講していたので、資料の上下が切れ
てしまうことがありました。どのような端末からでも、同
様に見られるようになると有り難いです。

・オンラインでも、講師の方々の臨場感も伝わりました。
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徹底した感染症対策のもと、第25回「震災対策技術展」横浜が開催

緊急事態宣言下での開催となりましたが、2日間で5,816名の来場者と2,284名にオンライン参加いただきました

57セッションものセミナーが開催され、今回初の試みとして42セッションがオンラインで同時配信されました

複合災害対策として、避難用テントや除菌スプレー等、感染症・衛生対策製品も多数展示されました

会 場 写 真

令和2年豪雨災害や感染症・衛生対策を含め58セッションもの災害対策セミナーが開催されました。
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対面商談の機会が減少する中、会場内では活発な意見交換が交わされ、名刺交換も数多く実施されました

出展者資料配布コーナーやハザードマップ配布コーナーには、沢山の来訪があり、備えの見直し、製品の導入検討等に活用いただきました

津波シェルターやVRでの災害体験等、実機を使ったデモンストレーションにより具体的に製品を検討する機会となりました

近年、発生している豪雨・台風等の水害対策・電力対策製品が展示され、多くの来場者がブースへ訪れました

会 場 写 真



29

広 報 結 果

● プロモーション活動

● 掲載記事・報道

● 報道各社

中央省庁や地方自治体、関係各所、企業・団体等、多岐に亘る先に案内・誘致活動を実施しました。新聞社、
テレビ局、出版社、報道関係各社にはプレスリリースを配信し、取材協力を依頼しました。また出展者・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た「出展者商品一覧」を
送付し、目的意識をもって取材に来ていただけるよう取り組みました。

TBSテレビ、アール・エフ・ラジオ日本、エフエムさがみ、文化放送、藤沢エフエム放送、横浜エフエム放
送、朝日学生新聞社、神奈川新聞社、共同通信社、金属産業新聞社、鋼構造出版、高齢者住宅新聞社、産業新
聞社、時事通信社、商店建築社、食品新聞社、全国賃貸住宅新聞社、タウンニュース社、電波タイムス社、日
刊自動車新聞社、日本金融通信社、日本経済新聞社、日本水道新聞社、日本設備工業新聞社、日本屋根経済新
聞社、毎日新聞社、ビジネスガイド社、ビル経営研究所、ピーオーピー、ファスニングジャーナル、ヘルスビ
ジネスメディア、舵社、ムックプランニング、アイティメディア、インターネットジャーナル、OFFICE 
MITZ、キラジェンヌ、Media house SUI-SAI、等

タウンニュース 月刊リカバリー 神奈川新聞

日本水道新聞 食品新聞
日本設備工業新聞

朝日小学生新聞

鋼構造ジャーナル

日本屋根経済新聞
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「震災対策技術展」開催のご案内

仙台国際センター
2021 9年 月 ～28　日（ 10月2日（（ （火 土

October

Sep 28- Oct 2,2021 Sendai International Center

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

……
……
……
……
……
……

・

・

・

・

・

・

・



第26回「震災対策技術展」
2022年2月3日（木）～4日（金）

～次回も宜しくお願い申し上げます～ 


