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開催概要 ／ 開会式

開催概要
● 催 事 名 第5　回「震災対策技術展」大阪 ̶自然災害対策技術展̶

The 5th  Earthquake  Technology  Expo,OSAKA
－Natural Disaster Recovery Technology Expo－

● 会 期 2018年5月 6月31日（木）～ 1日（金）

● 開催日程 開会式 5月31日（木）　  9:40 ～10:00
展示会 5月31日（木）　10:00～18:00
 6月 1日（金）　10:00～17:00

● 会 場 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）

● 主 催 「震災対策技術展」大阪 実行委員会

● 後 援

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

開 会 式
● 開催日程 5月31日（木）

● 開催場所 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）展示ホール前

 

※ 順不同・敬称略

9:40～10:00

● 式 次 第 実行委員長挨拶 関西大学 社会安全研究センター センター長･特別任命教授
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阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター  センター長 河田 惠昭…………………

国立研究開発法人 防災科学技術研究所 理事長 林　 春男………………………………
国土交通省 近畿地方整備局 局長 池田 豊人………………………………………………
大阪府 副知事  竹内 廣行……………………………………………………………………

大阪市 危機管理監 藤原 正樹………………………………………………………………
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内閣府政策統括官（防災担当）／総務省／文部科学省／農林水産省／経済産業省／国土交通省／防衛
省／消防庁／気象庁／警察庁／大阪府／三重県／滋賀県／京都府／兵庫県／奈良県／和歌山県／徳島
県／香川県／愛媛県／高知県／大阪市／京都市／神戸市／全国知事会／全国市長会／全国町村会／公
益財団法人 日本消防協会／公益社団法人 日本地震工学会／公益社団法人 日本技術士会／公益社団法
人 日本地震学会／公益社団法人 土木学会 関西支部／公益社団法人 地盤工学会／公益社団法人 全国
防災協会／公益社団法人 日本地理学会／公益財団法人 地震予知総合研究振興会／公益社団法人 日本
地すべり学会／一般財団法人 関西情報センター／一般社団法人 日本建築学会／一般社団法人 日本応
用地質学会／一般社団法人 地域安全学会／一般財団法人 日本建築防災協会／一般社団法人 日本建設
業連合会／一般財団法人 砂防・地すべり技術センター／一般社団法人 斜面防災対策技術協会／一般
社団法人 日本免震構造協会／国立研究開発法人 防災科学技術研究所／特定非営利活動法人 日本防災
士会／大阪商工会議所／関西広域連合／全国消防長会／アジア防災センター／関西大学社会安全学部／
京都大学防災研究所／日本自然災害学会／日本災害情報学会

※順不同
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実行委員長挨拶

河田 惠昭 氏

　「震災対策技術展」は早いもので、今回で5回を迎えることになりました。１年が経つのが早く、
つい先日であったような記憶がありますが、ご承知のように、南海トラフ巨大地震や首都直下型地震
がいつ起きてもおかしくない状況で、よく考えてみると、災害が起こる前にそれに対してどうするか
という検討をするのは初めてになります。今までわが国だけでなくて、世界各国でも災害が起こって
から対策を進めるというのが通常だったのですが、将来起こる災害が国難になってしまうかもしれな
いという状況で、起こってから何とかするという災害対策基本法の精神では、実はわが国が滅びてし
まいます。ですから災害が起こる前に有効な対策を、実行しなければいけないという時代に入ってい
ます。その知恵を、この2日間の「震災対策技術展」に出展していただいております企業の皆様の協
力を得て、私たち一人ひとりが賢くなる、このようにつながればいいなと思っています。
　さて、来年で平成は終わりです。平成元年というのは1989年です。そして、平成の始まりと共に、
実は我が国だけでなく世界的にも非常に大きな災害が起こりました。例えば、1991年にはバングラ
ディッシュでサイクロンによる高潮氾濫災害が起こり143,000人が亡くなりました。と同時に、我
が国では雲仙普賢岳が噴火しました。その後、我が国では北海道南西沖地震、そして1995年の阪神
淡路大震災というように、この平成30年の間に4つの大きな震災と、その途中で起こった火山ある
いは洪水災害といったもので彩られています。ご承知の様に、1945年9月17日に枕崎台風が起こ
り約3,500人亡くなりましたが、このあと15年間、すなわち1959年9月26日の伊勢湾台風まで、
毎年のように千人以上の自然災害の犠牲者が出るという時代が続きました。災害の特異時代と呼んで
おります。しかし、平成はそれに劣らず、この30年は非常に大きな災害が毎年のように起こったと
いう風に、後世になって位置づけられるのではないかと思います。しかし、まだ終わったわけではあ
りません。冒頭に申し上げました様に、南海トラフあるいは首都直下、また、2017年のアメリカの
ハリケーン・ハービー災害のように5日間で1,000憶トンの雨が降るという異常な災害が発生して
います。1,000憶トンというのは、琵琶湖の貯水量が275憶トンですから5日間で琵琶湖の4杯の
雨が降った訳であります。こんな雨が降ったらどうなるかというのは、私たちは想像できません。で
すから政府をあげて数度にわたって調査に行って参りました。あのような雨がこの大阪、あるいは東
京、名古屋でも降ったらどうなるのか、という風に考えておかなければいけない。地震だけではなく
て風水害についても、地球の温暖化の進展と共にこれまで経験のしたことのないような災害が起こる
かもしれない。それを想定外としてはいけないというのが東日本大震災の大きな教訓であります。
　今日、明日、109の企業・団体の協力を得まして、特に近畿地方を中心とした関係者の皆様に現
代のこの問題の先端を知っていただき、それを次に起こる災害の被害を少しでも減らすことに使って
いただきたいと、私共実行委員会では考えております。その意味でこの2日間が盛況の間に終わりま
すことを期待いたしまして、挨拶にかえさせていただきます。

関西大学 社会安全研究センター　センター長・特別任命教授
阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター　センター長
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来賓挨拶

国土交通省 近畿地方整備局 局長

池田 豊人　氏

　国土交通省近畿地方整備局長の池田豊人でございます。本日は、朝早くから第5回「震災対策技術
展」大阪の開会式にお集まり頂きましてありがとうございます。また、今年も109の企業や団体の
方に出展を頂きありがとうございます。
　いよいよ今年も雨のシーズンに入りました。昨年10月、台風21号が近畿地方に襲来し3年ぶりに
近畿地方全体に大きな被害が発生し、残念ながら3名の方がお亡くなりになりました。近畿地方全体
で3,509棟の床上床下が浸水し、710か所にわたって道路や河川が被災するなどし、復旧を急いで
おるところであります。
　先ほど、河田先生から平成に入って災害の多発期に世界中が入っているという話がありましたとお
り、昨年の台風のこともあり、まさにそういう状況だと私も改めて痛感したところであります。この
ような地震や洪水、台風などの災害にどうやって立ち向かっていくかということについて、いつも河
田先生が仰っているように、災害は自分に被害がないと他人事になりがちです。他人事と思わずに明
日は我が身という気持ちを常に持って、対応するということが一番重要な準備になるのではないかと
思います。
　「震災対策技術展」は、いろいろな技術展示が中心となっておりますが、このような技術も皆さん
に見ていただき、見ていただいた一人ひとりが「やはり災害というのは恐ろしいな」ということに頭
を巡らせていただき、備えるきっかけになるのではないか、と思います。先ほど河田先生のご挨拶で、
昨年も2日間で約11,000人もの来場者があったということであります。ぜひ皆さんも職場に戻られ
た際には、大阪駅前の非常に便利なところで開催しておりますので、周りの方に「震災対策技術展」
に来ていただけるようお声をかけて頂いて、今年の技術展も大いに盛り上げていただきますようにお
願い申し上げまして、開会にあたりまして御礼の挨拶にさせていただきます。どうぞよろしくお願い
します。ありがとうございました。
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来賓挨拶

大阪市 危機管理監

藤原 正樹 　氏

　大阪市危機管理監の藤原でございます。｢震災対策技術展｣大阪の開催都市を代表致しまして、一言
ご挨拶をさせていただきます。本日は、多くの関係機関の皆様のご協力や、また多くの企業の皆様の
ご出展により、2日間、この大阪の地で5回目となる｢震災対策技術展｣大阪が開催出来たことを大変喜
ばしいことと思っております。
　昨年の台風21号の際、大阪市においても大和川流域で4区に対して、平成25年以来、大阪市とし
ては2度目となる避難勧告を発令いたしました。4区66ヶ所の避難所で3,600人を超える市民の方々
が避難される事態になっております。幸いにも大阪市内では河川氾濫はなく、被害は出ませんでした
が、大阪府域、全体を見渡すと岸和田市で土砂災害が発生するなど、各地で多くの被害が報告されて
おります。大阪も決して災害とは無関係の地域ではない、ということを改めて実感した次第です。
　近年、毎年のように日本各地で豪雨災害による被害が発生しており、特に逃げ遅れなどによる人的
被害も多く発生しております。昨年6月に水防法が改正され、障害者施設や高齢者施設といった要配
慮者利用施設への水害時の避難計画の策定や、避難訓練の実施などが義務付けられています。大阪市
はご承知の通り、北には淀川や神崎川、南には大和川、東には寝屋川と、大阪市内の至るところに川
が走っております。大阪は昔から「水の都」として発展してきてはおりますが、その一方でしばしば
大規模な河川氾濫に見舞われる、大変水害リスクの大きな都市でございます。先ほども申しましたよ
うに、水防法の改正により、大阪市内4,000からの要配慮者利用施設がございますが、改めて水害に
対する危機意識を高めていただくとともに、水害が発生した時の避難方法、あるいは避難場所をしっ
かりと検討して対策を立てていただきたいと思います。
　｢震災対策技術展｣は、水害対策に対しましても、大変多くの企業様がご出展いただいております。
また最近はICTを活用した防災対策などの展示もございます。本日はこの｢震災対策技術展｣で実際に
新しい技術を市民の方々、あるいは要配慮者利用施設の方々が見ていただき、知っていただくことで、
避難計画や防災に対する備えへの意識に結びつけていただければと思っております。
　また、既にご承知かと思いますが、現在大阪市では大阪府や国、経済界が一体となり「いのち輝く
未来社会のデザイン」というテーマで、2025年の万博誘致を取り組んでいるところでございます。
万博を開催中、世界から多くの人々に来ていただく際に、いざ災害が起こった時に市民の方、あるい
は来訪された方の命、財産をしっかり守れるまち、災害に強い安全なまちといったことが基本である
と思っております。そのためには私たち行政がしっかりと対策を講じておくことはもちろんのこと、
市民一人ひとりが日頃の災害に対する備えを取り組んでいただくことが不可欠でございます。
　今日、明日と2日間ではございますが、この｢震災対策技術展｣が市民の方々の防災意識の向上とさ
らなる防災技術の発展につながることを祈念いたしまして、私からの挨拶とさせていただきます。



震災対策普及・啓発
映像コーナー

火山防災推進機構
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会場図

火山防災推進機構

震災展
コーナー
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会場図

大阪市 水害ハザードマップ
北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、
港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、
淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、
城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、
東住吉区、平野区、西成区

火山防災推進機構
関西情報センター

地盤工学会
関西支部

堺市
危機管理室

大阪府
危機管理室

（大阪府）

京都DWAT
（京都府災害派遣福祉チーム ）

総務省
近畿総合通信局

茨木市
危機管理課

摂津市
防災管財課

神戸学院大学
防災女子

大阪市
危機管理室

火山防災推進機構

兵庫県立
舞子高等学校
環境防災科



出展者・代表製品一覧

河村電器産業株式会社
感震ブレーカ
プレトラックコンセント

•
• 

センクシア株式会社
什器固定対応フロア ラクロック
Free Rack Floor®（フリーラックフロア ）

•
• 

デザインフィット工法協会
デザインＵフレーム工法
デザインフィット工法

•
• 

那須産業株式会社
窓ガラス飛散防止フィルム•

株式会社テー・シー・アイ
キャビネット用転倒防止装置「Antigal-Glide」•

サンメイト一級建築士事務所
価値ある耐震化開発研究
(耐震コーディネーター®木密耐火®の活用とは）

•

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
－ AUV・加速度センサー －
行政支援６０年のノウハウに基づく、ソフト対策と
ハード対策の組合せ・タイムライン・検証的防災訓練

•

• 

NEW

株式会社ティーエフサービス
       感震式ブレーカー
床・大理石転倒防止 ＤＳグリップ

•
• 

NEW

FSテクニカル株式会社
       FST工法：外壁（タイル・石板・モルタル）剥落防止工法
       DGアンカー：金属系拡底型（アンダーカット型 ）
あと施工アンカー

•
•  

NEW

NEW

株式会社ティーマ
       完全災害対応型 逆浸透膜浄水装置 ライフポセイドン
       災害用リチウムイオン ポータブルバッテリー／電光文字シート

•
•
[共同出展者] 日本船舶薬品株式会社

NEW

NEW

日本船舶薬品株式会社
       全災害対応型 逆浸透膜浄水装置 ライフポセイドン
       災害用リチウムイオン ポータブルバッテリー／電光文字シート

•
•
[共同出展者]株式会社ティーマ

NEW

NEW

トーカイセキュリティ株式会社
       loT緊急地震速報配信サーバ TS-01EQ
       loT熱源監視サーマルカメラシステム AX8

•
•

NEW

NEW

南海電設株式会社
       新配信方式に対応した緊急地震速報S740-P• NEW

株式会社トーケミ
       災害用緊急給水用膜ろ過器 アクティ・サプライフィルター
       非常用浄水膜ユニット（EWS-3000）

•
•

NEW

NEW

内閣府／科学技術振興機構
       SIP「レジリエントな防災・減災機能の強化」により
開発された最新の防災・減災技術
       臨海部コンビナートおよび周辺施設の液状化(耐震)診断と対策

•

•

NEW

NEW

NEW

日栄インテック株式会社
天井落下防止システム(BBカチットワイヤー、BBクリッパー、
N-Safe、その他 天井対策金具）
       吊元補強金具、キティウォーク（天井内簡易足場設置金具）、
その他特殊金具等

•

•

北恵株式会社
       かる～い天井•  NEW

株式会社オルテック
耐震対策金具POMシリーズ（プロセブン耐震マット付き）
       キャビネット用耐震対策金具ジャッキー7
(プロセブン耐震マット付き）

•
•  NEW

構造品質保証研究所株式会社
SRF工法（包帯補強）
       MTD（微動診断 ）

•
•  NEW

株式会社アークリエイト
耐震鉄骨建築 WAWO構法・杭柱一体化工法 KK-ONE工法• 

● 地震対策総合支援 NPO法人日本防災士会
防災士資格取得者による活動•

[共同出展者] 防災士研修センター

NPO法人日本防災士機構
防災士資格•

[共同出展者] 防災士研修センター

防災士研修センター
防災士資格・研修•

[共同出展者] NPO法人日本防災士機構／NPO法人日本防災士会

パナソニック株式会社 エコソリューションズ社
地震あんしん ばん（感震ブレーカー付住宅分電盤）
ホーム保安灯、住宅用火災警報器（ワイヤレス連動型）

•
•

一般社団法人日本防災プラットフォーム
JBP活動紹介ポスター
海外展開についてご相談を随時受け付けます。

•
•

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 京都営業所
貼るだけで耐震ドア『アケルくん 』•

株式会社フォーラムエイト
UC-win/Road Ver.13
Engineer's Studio® Ver.7

•
•

国立研究開発法人 防災科学技術研究所
兵庫耐震工学研究センター（E-ディフェンス）•

ミドリ安全株式会社
設備の移動防止対策商品•

名工建設株式会社
ＳＭＩＣ工法
集合住宅ＳＭＩＣ工法

•
•

株式会社枚方技研
       3D耐震補助グッズ「ビタッピー 」「ビタブロック」「ビタ玉」
耐震粘着マット「ノンブレン・タックゲル 」、防振材「ノンブレン」

•
•

NEW

一般社団法人ADI災害研究所
会員企業防災用品カタログ（6～１０社）•

株式会社エィアンドエィティー
エレベーター閉じ込め対策用品 エレベーターチェア
非常用浄水器 レスキューアクア・シリーズ

•
•

株式会社エクセルシア
携帯トイレ”ほっ！トイレ”
ほっ！トイレタブレット

•
•

尾西食品株式会社
尾西のアルファ米、携帯おにぎり
ひだまりパン、ミルクスティック

•
•

サンスター株式会社
長期保存用ガム・デンタルリンス•

株式会社SN食品研究所
全学栄 救給カレー（150ｇ・250ｇ）・全学栄 救給根菜汁
       全学栄 救給コーンポタージュ

•
• NEW

コニシセイコー株式会社
       非常用マットレス• NEW

株式会社LIXIL鈴木シャッター
不燃シート製防煙たれ壁 スモバリア•

アルファフーズ株式会社
美味しい防災食
美味しい非常食

•
•

● 備蓄品
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出展者・代表製品一覧

総務省 近畿総合通信局
ＩＣＴユニット（専用ケース型ポータブルIP-PBX）
災害対策用移動通信機器（衛星携帯電話等）

•
•

ヒラオカ石油株式会社
緊急時給油契約「きっと」•

株式会社ブイキューブ
xSync Table
xSync Prime Collaboration

•
•

ソフトバンク株式会社
       衛星電話 「SoftBank501TH」
衛星電話 屋内ソリューション 「FDU-XT」

•
•

NEW

ヤマハ株式会社
LTEアクセスVoIPルーター NVR700W
       災害時モード搭載 トライバンド無線LANアクセスポイント
WLX313

•
• NEW

ティ・アール・エイ株式会社
       cheero Power Mountain 50000mAh
cheero Energy Carry 500Wh

•
•

NEW

リプリ株式会社
       基地局（５G）工事用ポータブル蓄電池、
業務用Wifiルーター

• NEW

トーヨーフーズ株式会社
どこでもスイーツ缶
（チーズケーキ・ガトーショコラ・抹茶チーズケーキ）
玄米缶（プレーン・ほんのり醤油）

•

•

ホリカフーズ株式会社
レスキューフーズ コンパクトセット
レスキューフーズ 大型缶詰シリーズ

•
•

株式会社タカオカ
ダンボールベッド 「楽々ベッド」
ダンボールトイレ 「楽レット」 他

•
•

株式会社タキガワ・コーポレーション・ジャパン
災害用給水袋PX•

まいにち株式会社
超耐水災害用トイレセット マイレット WR-100
       女性用防災セット １DAYなでしこ

•
• NEW

株式会社ミヤサカ工業
       非常用ポリタンク型浄水器「コッくん飲めるゾウミニ」
非常用蓄圧式浄水器「コッくん飲めるゾウ」

•
•

NEW

有限会社山本商事
       全天候型携帯圧力鍋「SUR' POT(サポット)」• NEW

株式会社メテックス
       EX.48 マルチキャリーバッグ
       紀州熊野の命水 トイレセット

•
•

NEW

NEW

三徳屋株式会社
       そのまんまＯＫカレー• NEW

株式会社タイカ
       簡易保護帽「でるキャップ」（参考出品）
       災害用備蓄マットレス（参考出品）

•
•

NEW

NEW

四国紙販売株式会社
       水のいらない泡なしシャンプー ウェット手袋
エリエール製品

•
•

NEW

一般財団法人移動無線センター
       MCA無線
（車載型・ポータブル型・携帯型・付加アプリケーション）
 MCA防災行政無線システム（同報系・移動系）

•

•

NEW

株式会社ワタコン
災害時加圧応急給水システム／ミズコン・アウトドア•

● 電力対策・非常時通信対策

株式会社光レジン工業
防災・救命シェルターＣＬ-ＨＩＫＡＲｉ•

株式会社アドテクニカ
安否コール•

株式会社ゼネテック
家族の安心をささえる、絆アプリ 『ココダヨ』
安否確認のその先へ 「ココダヨ」Biz

•
•

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

株式会社アルカディア
地図と時系列で情報共有できるクラウドサービス
「SpeeCAN Timeline（スピーキャンタイムライン）」
 音声合成エンジンに搭載した一斉同報のASPサービス
「SpeeCAN RAIDEN（スピーキャンライデン）」

•

•

一般社団法人ADI災害研究所
活動案内・提言発表・会員募集等一式•

● BCP関連

Ｉ・Ｔ・Ｏ株式会社
       プロパンエアー発生装置 PA-13A8
LPG用発電機

•
• 

NEW

NTTレゾナント株式会社
災害対策マネジメントソリューション
大阪市防災アプリ

•
• 

災害対策研究会
企業や施設の実践的地震防災の検討方法紹介と相談コーナー
マンションや町会の実践的地震防災の検討方法紹介と相談コーナー

•
• 

シューワ株式会社
       命をつなぐ 災害時燃料保管・配送サービス• NEW

日特エンジニアリング株式会社
       耐震装置 N-Grip• NEW

フジワラ産業株式会社
       火山噴石シェルター（パネル）、
ミサイル破片避難シェルター（パネル）、他

• NEW

ガデリウス・インダストリー株式会社
簡易洪水防護システム ボックスウォール
緊急洪水防護システム チューブウォール

•
• 

国立研究開発法人 土木研究所 寒地土木研究所
河川堤防の破堤拡幅推定手法
－堤防決壊時に行う緊急締切作業の効率化に向けた
検討資料(案)の公開－

•

株式会社鶴見製作所
簡単自動運転ポンプ
水害復旧関連機器

•
•

株式会社レスキューナウ
レスキューWeb MAP
ステータスChecker

•
•

シーマン株式会社
      避難搬送用シート• NEW

● 救済・救出支援 火山対策

立誠実業株式会社
       生還者救援信号Wi-Fi発信機• NEW

株式会社小笠原計器製作所
ＩoＴ水位雨量観測システム
クラウド気象観測システム

•
•
[共同出展者] 株式会社日本エレクトリック・インスルメント

● 水害対策
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出展者・代表製品一覧

大阪市消防局
       震災パネル展示• NEW

一般財団法人関西情報センター
ＩＣＴがあなたの命を守る
～救助・避難のための自助＋共助＋公助～

•

公益社団法人地盤工学会 関西支部
ポスター展示（地盤工学会関西支部紹介ポスター、研究委員会活動内容）
60周年記念事業 案内チラシ

•
•

京都DWAT（京都府災害派遣福祉チーム）
京都DWAT紹介パンフレット
紹介ビデオ（予定）

•
•

神戸学院大学 防災女子
防災女子 活動紹介パネル（展示）
災害食アレンジレシピの紹介（レシピ配布・試食）

•
•

国土交通省 近畿地方整備局
パネル展示•

摂津市防災管財課
災害を「我がこと 」として考える防災教育
犠牲者ゼロを目指して地域で作る洪水防災マップ

•
•

阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター
阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター施設紹介
減災グッズチェックリストの無料配布

•
•

東大阪市消防局
東大阪市消防局 防災学習センター•

兵庫県
兵庫県の防災・減災対策等のパネル展示、啓発資料配付•

兵庫県立舞子高等学校環境防災科
活動紹介（パネル）•

高槻市危機管理室
防災啓発パネル•

農林水産省
農林水産省の災害対策と家庭用食料品備蓄に関する展示•

堺市危機管理室
パネル掲示・堺市における防災情報の配信・地区防災計画作成の促進
（アドバイザリー事業）・西区津波避難訓練（訓練内容、京大アプリ）
市民への防災啓発パンフ 他

•

•

大阪市危機管理室
水害ハザードマップ（２４区）
北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、
大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、
東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、
住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区

•

大阪府危機管理室
パネル展示(新・大阪府地震防災アクションプラン等)
及びチラシ配布

•

NPO法人 火山防災推進機構
当法人の業務案内
当法人事業で使用した垂れ幕
（インドネシアでの火山防災研修時に使用したもの）

•
•

大阪府西大阪治水事務所「津波・高潮ステーション」
ダイナキューブ「津波災害体感シアター」
ガイダンス映像「見る」「知る」「備える」津波・高潮のしくみと対策

•

● 特別協力団体

茨木市危機管理課
パネル展示・いばらき女子防災部のみんなにやさしい避難所づくり体験
・指定避難所【再現】訓練

•　

株式会社日本エレクトリック・インスルメント
ＩoＴ水位雨量観測システム
クラウド気象観測システム

•
•
[共同出展者]株式会社小笠原計器製作所

株式会社日本ピット
ＪＰ防水マン•

株式会社タケウチ建設
TNF工法
T-BAGS減震工法・WT工法

•
•
[共同出展者] TNF工法協会

株式会社ヤマト
スペースヤマト•

株式会社ゼネテック
家族の安心をささえる、絆アプリ 『ココダヨ』
安否確認のその先へ 「ココダヨ」Biz

•
•

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

TNF工法協会
TNF工法
T-BAGS減震工法・WT工法

•
•
[共同出展者] 株式会社タケウチ建設

株式会社ユニメーションシステム
       豪雨警戒情報提供システム
浸水警報システム

•
•

NEW

フジワラ産業株式会社
       洪水・水害簡易型止水装置（模型） 、垂直起立式可動ゲート（パネル）、他• NEW

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• NEW

ミドリ安全株式会社
タイガーダムT型•

的場商事株式会社
PCG FRPサポーター工法•

株式会社LIXIL鈴木シャッター
       脱着タイプ防水板 アピアシャット• NEW

シャープマーケティングジャパン株式会社
災害対策ビジュアル情報共有システム•

● 各種災害対策

株式会社アドテクニカ
安否コール•

リプリ株式会社
       一斉メール配信エンジン• NEW

● 災害アプリ体験コーナー

三徳屋株式会社
       そのまんまＯＫカレー• NEW

株式会社SN食品研究所
全学栄 救給カレー（150ｇ・250ｇ）・全学栄 救給根菜汁
       全学栄 救給コーンポタージュ

•
• NEW

ホリカフーズ株式会社
レスキューフーズ コンパクトセット
レスキューフーズ 大型缶詰シリーズ

•
•　

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• NEW

アルファフーズ株式会社
美味しい防災食
美味しい非常食

•
•　

● 非常食試食体験コーナー
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災害アプリ体験コーナー
　災害時の避難所案内や安否確認システム等、災害時
に役立つ防災アプリを体験できるコーナーです。マン
ション居住者向けのソリューションアプリ等、いざと
いう時に活用できるよう、実際にアプリを使用して体
験するコーナーに多くの来場者が集まりました。

・実際に体験することで、購入の検討がしやすくなりました。
・製品が使用されている様子を拝見することができ、その場
　で詳細に説明を受けられたことが良かったです。
・避難訓練アプリは、最新のツールをどのようにお年寄りも
　使えるかなどがイメージでき興味深かったです。
・非常に参考になりました。経費等もありますが、導入を具
　体化出来ればよいと思いました。
・前回来場した時に比べ技術も進歩しており、定期的に知見
　を更新しておく必要性を感じました。

・カタログが豊富で各社の技術が理解できました。
・いろいろな企業の商品を一度に見れ、資料を集めることが
　できました。製品も購入させていただきました。
・展示内容を確認してからブースに行けるので、良い取り組
　みだと感じます。
・興味のある資料を一堂に閲覧でき、必要なものを頂けるの
　が良かったです。
・資料が一堂にあり、ゆっくり見て回る時間のない場合で
　も情報収集がしやすかったです。

非常食試食体験コーナー
　味も技術も進化を遂げている、最新の非常食を試食で
きるコーナーです。美味しいイワシの煮つけ・豚汁・肉
じゃが等のおかず、主食となるカレー等、多彩な非常食
が紹介されました。最近ではアレルギーやインバウンド
に対応した非常食を多くの来場者に試食していただきま
した。

・地震や自然災害への食料や衛生対策について、中央省庁・
　地方自治体の取り組み姿勢が良く分かりました。
・なかなか聞くことができない、自治体のそれぞれの取り組
　みや研究機関の方の話を聞けたことが良かったです。
・危機管理室などの官公庁ブースの方々のやる気が感じら
　れ、非常に興味深く話を聞かせていただきました。
・公的機関と民間団体・企業の取り組みを一度に見て回る事
　の出来る機会として、有意義でした。

・当社も備蓄食料の充実に努めており、食べて検討できるの
　で参考になりました。
・とにかく美味しく、そしてアレルギー対応食やハラル食の
　取り扱いがあり、これから更なる期待を抱きました。
・非常食に日頃からなれ親しんでおく習慣は、非常に大切で
　あると感じました。
・味に趣向が凝らしており、想像以上においしかったです。
・非常食の風味や保存期間、手間、アレンジの仕方など、大
　変良くなってきていました。

来場者の声

来場者の声 来場者の声

来場者の声

出展者資料展示コーナー
　出展者が配布する地震・災害対策製品のパンフレ
ットを一堂に集めて、来場者に配布するコーナーを
設置しました。最新の出展製品・技術の資料や自治
体が提供する避難所マップ、研究機関や団体が発行
する研究発表や会報等を揃えたことにより、来場者
から数多くの情報を集める事が出来たとの声をいた
だきました。

行政機関・教育機関・防災施設ブース
　国土交通省、総務省、大阪府危機管理室、大阪市危
機管理室、兵庫県等が災害対策紹介ブースを設け、推
進する災害への取り組みを紹介しました。日頃聞くこ
とが出来ない行政機関や大学・研究機関、防災施設の
話に来場者は熱心に耳を傾けていました。

特設コーナー
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● 出展社数・小間数 ● 会期中のパンフレット部数

● 名刺交換枚数

● 有益な商談・意見交換が出来た来場者の業種

● 出展の成果 ● 本技術展を選んで頂いた理由

● 営業活動、マーケティングの場

● 出展の目的

出展者分析

109社／165小間 1社平均／455枚 最高／3,000枚

1社平均／70枚 最高／273枚
● 成約となった場合の見込み金額
1社平均／380万円 最高／3,000万円

60.0%

32.0%

30.0%

28.0%

18.7%

9.3%

既存顧客との交流

関西・西日本での自社製品に関するマーケティング

新商品のPR

販売代理店の獲得

社会貢献（CSR） ※ 複数回答

関西・西日本での販路開拓
61.3%

42.7%

37.3%

25.9%

22.7%

20.0%

18.7%

防災関連企業（メーカー、商社）

民間企業

協会、組合、NPO・NGO

建設、設計、土木

学校・研究機関

消防・警察・防衛機関

※ 複数回答

※ 複数回答

国・地方自治体

大変満足
14.3%

満 足
48.1%

普 通
29.3%

不 満
8.3%

66.7%

57.3%

36.0%

33.3%

30.7%

16.0%

関西・西日本での開催だから

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

地震、水害、火山噴火等の自然災害対策専門展示会だから

ビジネスの拡大ができそうだから

継続的に開催しているから

32.8% 出展者・来場者から
情報収集できそうだから

展示会の規模が大きいから

・過去の訪問者様との比較や他団体様の出展状況から、耐震技術関連の流れ
　を定点的に観測でき、マーケティング調査の場として効果がありました。 
・他業種にわたる防災担当者が集まり、想定外の市場での拡販の可能性
　がある事が分かりました。
・業界のトレンド、来場者の考え方等を確認する意味では一定の成果が
　得られました。

・来場者の防災意識が高く、パンフレットの配布時に質問を受けること
　が多く、手ごたえを感じられました。
・新規の来場者も多数有り、商品を知って頂くことができました。
・市場に出回っていない製品の展示でしたが、概ね好評価を得られました。

大変満足
15.0%

満 足
43.7%

普 通
35.6%

不 満
5.7%
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●

来場者数 ●

来場者の内容

● 営業活動で注力しているエリア

● 「震災対策技術展」大阪に出展した成果や感想

出展者分析

満足
47.6%

普通
34.0%

不満
5.1%

大変満足
13.3%

満足
49.3%

普通
34.7%

不満
4.0%

大変満足
12.0%

・防災関係者または関心の高い客層へPRの機会を得たことは大変満足
　でした。
・ゼネコン・設計事務所等の来場者が多くあり、弊社の商品に興味を
　もたれる方が多かったです。

・自治体の方も多く来場されており、行政関係者の割合が多い印象を
　受けました。
・ターゲット顧客が来場され、拡販に役立てられました。
・意識の高い顧客層が多かったように感じました。
・売込先として有力な企業の来場が多数ありました。

30.4%

26.8%

21.4%

19.6% 

12.5%

12.0%

大阪府

全国

近畿地方

東京都

兵庫県

関東地方 ※ 複数回答

● 営業活動に於いて注力している業種

58.7%

42.5%

40.0%

36.0% 

35.4%

32.1%

民間企業

国、地方自治体

病院・介護・福祉施設

防災関連企業（メーカー、商社）

学校・研究機関

建設、設計、土木 ※ 複数回答

・予想を上回るブース来場者数で、アテンドが足りなくなるほどでした。
・弊社の展示内容に興味をもっていただいた方に多く来場していただき、  
　説明が追いつかないほどでした。
・予想以上に来場者が多かったので、たくさんの方に防災啓発ができました。

・弊社ブースに来場者が見込みよりも多くいらっしゃいました。
・例年１万人以上の動員が見込める集客力があるイベントであると思います。
・今回はブース装飾を従来と趣向を変えて実施した結果、以前より多く
　のお客様にアピールできました。

・成約がありました。現在も対応中の案件があり、成果があったと思います。  
・予想以上の反響で、今後に繋がる接触が多数有りました。
・新規で市場に投入する製品に関する情報収集ができ、販路につながる代理店との接点も取れました。 
 

・成立すれば大きな案件が数件あり、期待したいです。
・備蓄品に興味を持つエンドユーザーを多く獲得できました。
・弊社商品のPRが出来ました。商談・見積りの依頼もいただけました。



来場者分析
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● どれくらい滞在されましたか？

● 来場者の業種

● 来場者の業種

● 導入を予定している災害対策製品は?

● 来場者数推移
2018年5月31日（木） 5,452名  （前回  5,682名）
2018年6月1日（金） 6,105名（前回  6,012名）

（前回 11,694名）公式登録総来場者数 11,557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。

7.4%
防災関連企業（メーカー、商社）
小売業

33.6%民間企業

協会、組合、
NPO、NGO

4.7%その他

報道（テレビ、新聞、
ラジオ、雑誌）

14.2%
建設、設計、土木

不動産、ビル・
マンション管理 6.4%

ライフライン（電気・ガス・水道
・通信・交通・金融）

国・地方自治体
消防・警察・防衛機関 15.4%

7.3%

5.2%
学校・研究機関
病院、介護・福祉施設

33.1%

12,000名

9,000名

6,000名

3,000名

第1回 第2回 第3回 第4回 第5回

8,923名 9,227名
10,336名

11,694名 11,557名

23.3%

16.9%

15.8%

15.6%

12.7%

11.8%

耐震技術・製品

災害用トイレ

止水板／ポンプ／土のう

家具転倒防止製品／耐震補強金具／
天井落下対策製品

蓄電池／非常用電源装置

防災無線／衛星電話 ※ 複数回答

非常食

● 来場した感想

・防災に関する最新の知見を得る機会や設備、備品を実際に導入する機会になり、有意義でした。
・セミナーを軸にして毎年、多くの情報が得られ防災に対しての土台づくりが出来る、非常に大事な技術展です。
・災害に備えるためには、自分自身で何かしらの対応策を普段から知識として身につけたり、物品を準備し
　ておくことが必要だと、改めて気付く機会となりました。
・毎年来場していますが、技術や商品が毎年進化していることに驚いています。来年もぜひ参加したいと思います。
・実際に6月18日の大阪北部地震を経験し、来場した際に入手した備蓄品リストやマップがとても役立ちました。

・多彩なセミナーがあり時間・内容で選択できるところが良かったです。
・展示ブースでは普段目にしないものもあり認識を新たにしました。
・いろんな災害対策グッズがあり、大変感銘を受けました。
・災害時には速やかに被災者の方に行き渡る様な態勢作りを望みます。

3.9%

1.9%

1時間以内
18.0%

3時間以内
20.0%

2時間以内
32.8%

終 日
13.5%

4時間以内
15.7%

70.3%
来場に満足した来場者

普通
27.7%

不満
2.0%
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● 来場した目的 ● 勤務先で防災製品の購入に関与していますか？

● 来場エリア ● 印象に残ったブース

※ 複数回答

77.5%

47.9%

17.5%

8.6%

セミナーの参加

導入予定の製品視察

その他

防災製品の情報収集

関与していない
38.8%

決定権はもっていないが
関与している
41.1%

関東
37.2%

東海・中部
32.9%

購入決定権を持っている
20.1%

● 懸念している災害

94.6%

54.6%

50.8%

44.9%

30.8%

津波

水害

台風

土砂災害 ※ 複数回答

地震

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

ミドリ安全（株）

構造品質保証研究所（株）

ヒラオカ石油（株）

尾西食品（株）

サンスター（株）

（株）LIXIL鈴木シャッター

防災士研修センター

（株）ブイキューブ

（株）タケウチ建設／TNF工法協会

ガデリウス・インダストリー（株）

（株）テー・シー・アイ

（株）タイカ

ソフトバンク（株）

（株）トーケミ

シャープマーケティングジャパン（株）

まいにち（株）

I・T・O（株）

（株）日本ピット

（株）フォーラムエイト

（一財）移動無線センター

17位

18位

19位

20位

73.3%
大阪府

近畿エリア 88%

近畿エリア以外 12%

近畿エリア
（大阪府を除く）

26.7%

その他
29.9%
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来場者分析(業種別)

●

●

●

中央省庁・地方自治体・消防・警察・防衛機関

●　来場者の声

ライフライン（電気・ガス・水道・交通・金融）

●　来場者の声

建築・土木・建設・不動産・ビル、マンション管理

●　来場者の声

・情報収集したかった技術等以外にも、多様な防災技術・製品を
見聞きする事ができて、大変参考になりました。パンフレット
等資料も豊富に揃えられており、早速、活用しております。

・最新の震災対策製品やサービスについて知ることができ、有
意義な視察となりました。

・災害に対する意識の高まりを感じました。巨大なマーケッ
トであり、今後もますます進化した製品が開発されるので
はと期待しています。  

・初めての来場でしたが、セミナー・出展等各ブースがすべて
盛況であったのには驚きました。 

・備蓄資材の選定の参考になりました。継続して「震災対策技
術展」の開催を希望します。

・いろいろなブースで直接担当者から、製品の特徴や効果を聞
けてよかったです。

・最新の防災用品、技術について情報収集でき、購入する前に
確かめる環境があってよかったです。

・いざ災害が起きたとき、どのようなことが起こりうるのか、
技術展に参加してシミュレーションすることができました。 

・災害発生時に設営する対策本部用の設備や、備蓄食品等の
進化に驚きを感じました。  

・地震はいつどこで発生するのかわからないので、地震に対して、
日ごろから意識しておかなければならないと痛感しました。

・知りたかった耐震補強技術について、担当技術者から直接伺
うことができ、また内容を理解することができました。 

・展示ブースが興味を引く内容ばかりだったので良かったと思
います。

・広い視点での地震対策に関する展示があり、思いがけない発
見もあり購入を社で検討したものがあり有意義でした。

・今回初めての来場でしたが、防災関係の関心度や意識の高さ
を感じられた展示会でした。

・BCP対策だけでなく建設工事の参考となる工法紹介などのブ
ースも出展されていて、充実したイベントでした。

・管理する商業ビル等の防災備品やBCP対策について、新し
い技術、商品を見ることができました。  

・倉庫業の当社から見て、必要と思われる製品が多数あり、検
討していた製品を購入をさせていただくこととなりました。

・震災対策に特化した内容で参考になりました。実験装置や体
感できる仕組みを準備されている企業もあり、検討する上で
参考になりました。 

・商品の実物を確認でき、直接説明を受けることができたので
よかったです。また会場内はとても盛況で、次回はお客様を
お連れして来場したいと思います。

36.5%

30.1%

24.3%

21.6%

15.9%

10.3%

9.5% ※ 複数回答

●

●

●

購入・導入を検討されている商品及び技術

34.5%

27.8%

25.2%

21.4%

18.5%

17.5%

12.7% ※ 複数回答

購入・導入を検討されている商品及び技術

32.4%

30.3%

25.6%

21.8%

19.2%

15.8%

11.1% ※ 複数回答

購入・導入を検討されている商品及び技術

防災無線、衛星電話

災害用トイレ

蓄電池、非常用電源装置

耐震技術・製品

衛生対策技術・製品

家具転倒防止製品、耐震補強金具、
天井落下対策製品

非常食

非常食

安否確認システム

防災無線、衛星電話

テレビ会議システム

緊急地震速報システム

耐震技術・製品

耐震技術・製品

止水板、ポンプ、土のう

止水板、ポンプ、土のう

災害用トイレ

非常食

家具転倒防止製品、耐震補強金具、
天井落下対策製品

蓄電池、非常用電源装置

地盤工法、液状化対策、地盤調査
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来場者分析(業種別)

●

●

●

 学校・研究機関、病院・福祉施設、商業・遊戯施設

●　来場者の声

 民間企業・防災関連企業（メーカー、商社）

●　来場者の声

 協会・組合・NPO・NGO

●　来場者の声

・ネットで調べた企業が出展していたので来場しました。直接
担当者に話を聞きシステムを製品を検討できたのが非常によか
ったと感じています。

・セミナーは新しい情報提供があり、仕事に生かせます。展示
も最新の防災製品があり、購入時の参考になります。

・弊社は百貨店ですが、緊急時対応やBCPの観点からも技術や
知識を持って至急対策を検討するべく、社として取り組んで
おります。今回、最先端の技術や製品を直に見ることができた
ので、今後の参考とさせていただきます。  

・新たな震災対策の考え方や設備、耐震対策が見ることはでき
て大変満足でした。 

・会場で実施されていたセミナーに参加することができ、自分
が知りえなかった知識を習得することができ、とても参考な
りました。次回もぜひ来場したいと思います。

・展示内容のバリエーションも非常に多く、気づかされる点な
どが多かったです。

・普段の生活では知りえなかった震災対策関連商品を体感でき、
震災に対する意識を高めることができました。 

・防災に関する最新の知見を得る機会や設備、備品を実際に導入
する機会になり、有意義でした。 

・最新の技術・知見を目で見ることができ非常に良かったです。
定期的に最新情報を確認していきたいです。  
 

・水害・津波対策の製品購入検討ができ、満足しています。

・いろんな災害グッズがあり、大変感銘を受けました。自災害時
には速やかに被災者の方に行き渡る様に、この展示会で得た知
識を活用したいと思います。

・災害に対する意識向上が図れたとともに、各メーカーの最新技
術・製品の情報が得られました。

・昨年も来場させていただきました。昨年はビル地下への防水板
をその後購入し、本年は自社ビルが帰宅困難者受け入れ施設に
該当しているため、排便の処理（災害用トイレ等）に重点し、
製品を購入させていただきました。 

・国際協力NGOとして、海外への技術移転に活かせる商品やサ
ービスがないか、リサーチするために来場させて頂きました。
結果、これまでになかった防災の視点や、新しい技術を用いた
国際協力のヒントを得ることができ、大変満足しています。 
 

・セミナーでは東京の脆弱性が心配でしたが、今回大阪で地震が
発生して、防災の必要性を改めて強く感じました。 

・自治会で防災備品等の備蓄品の確認をしており、非常に参考
になりました。今後パンフレット等を見ながら、必要備蓄品
の購入について自治会で検討します。  

・毎年、新しい情報を得られるので、有意義に感じています。

・例年来場しており、産官学・多種にわたり展示・セミナーがあ
り、大変勉強になっています。 

・防災に関する知識が深まり、所有する備蓄品のさらなる充実に
繋がりました。

●

●

●

55.1%

37.7%

24.6%

20.3%

18.8%

15.9%

14.5% ※ 複数回答

購入・導入を検討されている商品及び技術

29.0%

27.1%

27.1%

23.6%

20.4%

17.9%

12.4% ※ 複数回答

購入・導入を検討されている商品及び技術

64.9%

41.9%

24.3%

23.0%

20.3%

18.9%

16.2% ※ 複数回答

購入・導入を検討されている商品及び技術

災害用トイレ

非常食

耐震技術・製品

蓄電池、非常用電源装置

蓄電池、非常用電源装置

家具転倒防止製品、耐震補強金具、
天井落下対策製品

防災無線、衛星電話

止水板、ポンプ、土のう

家具転倒防止製品、耐震補強金具、
天井落下対策製品

止水板、ポンプ、土のう

災害用トイレ

非常食

安否確認システム

衛生対策技術・製品

災害用トイレ

非常食

衛生対策技術・製品

給水対策技術・製品

防災無線、衛星電話

家具転倒防止製品、耐震補強金具、
天井落下対策製品

蓄電池、非常用電源装置
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セミナーA会場

5月31日（木）

2017年ハリケーン・ハーヴィ災害～史上最大の被害になった原因と教訓～

　1900億ドルに達する、史上最大の社会経済被害をもたらしたハリケーンによる広域豪雨災害の実態を災害研究者、国土交通省、
内閣府による現地調査によって明らかにする。とくに、広域都市圏の人口が600万人を超えた全米4位のテキサス州ヒューストンに
おける被害の発生過程からわかったこれまでの対策の問題点、そして、今後の対策を洪水リスクマネジメントの立場から概述する。

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

10：45 ～12：15

基調講演

［基調講演］

パネルディスカッション

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
河田 惠昭 氏

名古屋大学 減災連携研究センター
センター長・教授　福和 伸夫 氏

主催：関西広域連合

10：45～12：45 13：15 ～14：00

14：30 ～15：15

15：45 ～16：30

主催：NPO法人『 人・家・街 安全支援機構』

13：00～16：45

第299回 市民フォーラム「次の南海地震に備える」

【第一部】基調講演
「南海トラフ地震から産業を守る」

【第二部】 パネルディスカッション
● コーディネーター

LSO理事長
関西大学理事・社会安全学部・
社会安全研究センター長・特別任命教授
人と防災未来センター長
河田 惠昭 氏

「南海地震に無関心ではいけない」

6月1日（金）

我が国の防災・減災体制のあり方に関するシンポジウム

　複数府県・政令市で構成する全国初の広域連合組織である関西広域連合で
は、学識者及び実務経験者からなる「我が国の防災・減災体制のあり方に関
する懇話会」を設置し、熊本地震対応から海外事例まで幅広い観点で分析を
行うなど、我が国の防災・減災体制のあり方について検討を進めてきた。本
日は、南海トラフ巨大地震や首都直下地震などの“国難”に対処するにはど
のような防災・減災体制が必要かという観点から、有識者などによる講演、
パネルディスカッションを行う。

関西国際大学副学長
（兵庫県初代防災監・元副知事）
齋藤 富雄 氏

日経BP社 執行役員
日経BP総研 社会インフラ
研究所長　安達 功 氏

河田 惠昭 氏武田 文男 氏

田村 圭子 氏神田 彰 氏

● コーディネーター
政策研究大学院大学教授
防災・危機管理コースディレクター
武田 文男 氏

● パネラー
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　
河田 惠昭 氏

公益社団法人関西経済連合会理事
神田 彰 氏
新潟大学危機管理室教授
田村 圭子 氏

● パネラー
京都大学防災研究所
都市防災計画分野 教授
牧 紀男 氏

国土交通省
近畿地方整備局長　池田 豊人 氏

名古屋大学 減災連携研究センター
センター長・教授
福和 伸夫 氏

LSO理事長
関西大学理事・社会安全学部・
社会安全研究センター長・特別任命教授
人と防災未来センター長
河田 惠昭 氏

大阪の水災害、その歴史と対策

　『水の都』大阪の発達は、水との戦いでもあった。張り巡らされた水路、
発達した舟運は、天下の台所を支える社会基盤であった。その一方で、河川
氾濫、高潮、津波などの水災害に幾度となくみまわれてきた。このような大
阪の発展と水害の歴史を振り返るとともに、今後の水防災を考える一視点を
示したい。

大阪市立大学 都市防災教育研究センター
副所長（工学研究科・教授）　重松 孝昌 氏

津波避難ビル確保から６年が経過して
～現状と数字で見えない課題について～

　平成23年３月の東日本大震災に伴う津波による被害を教訓に、大阪市では
平成23年８月より津波浸水想定のある区において、強固で高い建物を津波避
難ビルとして確保を進めてきました。平成30年３月末現在で、2,855棟、
約138万人分の避難スペースを確保できていますが、数字には表れない課題
とその対応についてご紹介します。

大阪市 危機管理室
係長　橋爪 隆幸 氏

地震調査研究推進本部の活動

　地震調査研究推進本部では、地震防災対策の強化、特に地震による被害
の軽減に資する地震調査研究の推進を行っています。講演では、全国地震
動予測地図2017年版を中心に、地震調査研究推進本部の活動を紹介いた
します。

文部科学省
研究開発局地震・防災研究課
地震調査研究企画官　佐藤 雄大 氏

安達 功 氏

福和 伸夫 氏

河田 惠昭 氏

河田 惠昭 氏

齋藤 富雄 氏

牧 紀男 氏

池田 豊人 氏

河田 惠昭 氏

福和 伸夫 氏
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　日本のみならず世界の主要な災害復興の事例を紹介するとともに、
その復興から教訓を明らかにして、日本のこれからの災害復興のあるべき
姿を示す。

　防災情報が高度化・精緻化する一方で、地域住民にとってはより難解で
分かりにくいものになっているとの指摘があります。では、どのようにす
れば本来、情報の受け手であり、利用者であるはず地域住民にとって有益
な「私の」防災情報となり得るのでしょうか。過去に実施したワークショ
ップなどを紹介しながら、考察を行います。

6月1日（金）

　トリアージとは緊急度と重症度に応じて患者を４段階に区分けすること
をいう。トリアージの法的問題点は、①実施者がミスした場合に保護法令
が無く民事刑事の責任を問われうること、②医師以外の医療関係者が実施
する根拠法令が無いことである。訴訟が提起されて法的責任が問われると
災害医療から医療関係者が撤退する恐れがある。そこで、免責や権限につ
いての立法によってこの問題を解決すべきである。

　我が国の国土は、各国と比較すると極めて厳しい状況下にあり、毎年のよ
うに自然災害が発生している。近畿地方整備局では、種々の大規模災害にも
対応できるよう計画を定めるとともに、平時から訓練を重ね、災害に備えて
います。近年の災害の状況や南海トラフ地震への備え、災害対応状況報告
（TEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）活動）等について講演を行う。

　「南海トラフ沿いの地震観測・評価に基づく防災対応検討ワーキンググル
ープ」の報告を踏まえ、内閣府では、モデル地区において、南海トラフで
異常な現象が観測された場合の新たな防災対応の具体化に向けて検討を進
めているところである。本日はその検討状況について説明を行う。

　京都大学防災研究所の地震予知研究センターでは、中部～西南日本に地
震観測網、地殻変動観測施設等を持ち、内陸地震および南海トラフ巨大地
震の発生過程とその予測に関する研究等を国内外の研究機関とも協力して
行っている。講演では最近のいくつかの研究について紹介する。

　台風や豪雨による気象災害が毎年のように発生します。天気予報の精度は向
上しているものの、気象災害による犠牲者はなくなりません。気象災害から命
を守るためには、台風や豪雨といった異常現象の特徴を理解するとともに、ど
のような気象情報があるのかといったことを知っておくことが大事です。また、
長期的な気象防災を考えるためには、地球温暖化の影響も懸念されます。本講
演では、命を守るための気象情報の接し方についてお話します。

　巨大災害による被害想定が公表され、専門家によって防災・減災対策の
必要性が繰り返し指摘されているにも関わらず、災害に備えて十分な対策
している人は決して多いとはいえません。また避難情報が出ても、人々が
適切な行動ができないことは古くから繰り返し指摘されています。このよ
うに多くの人々が防災が不得意な人間の心理とその対応策について解説し
ます。

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

世界の災害復興の事例に学ぶ
兵庫県立大学大学院
減災復興政策研究科
研究科長・教授　室﨑 益輝 氏

地域住民と考える「私の」防災情報とは
公益財団法人 ひょうご震災記念
21世紀研究機構 人と防災未来センター
研究部 研究員　河田 慈人 氏

南海トラフ巨大地震と内陸地震をさぐる
－京都大学防災研究所地震予知センターにおける研究の紹介－
京都大学 防災研究所 地震予知研究センター
センター長・教授　西上 欽也 氏

台風や豪雨による気象災害から身を守るために
京都大学 防災研究所
准教授　竹見 哲也 氏

災害心理学入門
～防災が不得意な人間の心理を読み解く～
関西大学 社会安全学部
教授　元吉 忠寛 氏

実践的な地震防災対策（災害図上演習ＤＩＧの活用）
災害対策研究会
代表　宮本 英治 氏

　ユニバーサル・スタジオ・ジャパンはお客様の体験価値を向上させるた
めに、世界最高のクオリティを徹底して追求し、数々のエンターテイメン
トを紹介してまいりました。今後も最高のホスピタリティで、感動と魅力
溢れるアトラクションやショーを続々とお届けしてまいります。　世界最
高のクオリティをお客様に提供できるという事は、確固たる安心と安全の
上に成り立っています。その一つが防火・防災対策です。この度は、この
場を借りて防火・防災対策についてご紹介させて頂きます。

　外国人は言語や文化、慣習の違いや、災害経験の少なさといったハンディキ
ャップを持つため、「災害時要配慮者」と位置づけられます。しかし、外国人
は多様のため、外国人の実情をふまえて、外国人への防災支援等の公共サービ
スを提供する必要があります。本講では、過去の災害において、外国人への防
災支援の事例を紹介し、外国人への防災支援の現状と課題を検討します。

災害医療におけるトリアージの法律上の問題点
関西学院大学 災害復興制度研究所
弁護士 研究員　永井 幸寿 氏

近畿地方整備局における防災対策
近畿地方整備局 企画部
緊急災害対策調整官　勝井 厚伺 氏

南海トラフで異常な現象が観測された際の
新たな防災対応の検討状況について
内閣府 政策統括官（防災担当）
参事官（調査・企画担当）付参事官補佐　古屋 智秋 氏

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの防火防災対策
株式会社 ユー・エス・ジェイ
オペレーション本部 オペレーション・エンターテイメント部
セキュリティ セクション 課長　大舘 伸行 氏

外国人への防災支援について
公益財団法人 ひょうご震災記念
21世紀研究機構 人と防災未来センター
研究部 研究員　楊 梓 氏

12：00 ～12：45

14：30 ～15：15

15：45 ～16：30

17：00 ～17：4513：15 ～14：00　

10：45 ～11：30

12：00 ～12：45

14：30 ～15：15

15：45 ～16：30

13：15 ～14：00　

10：45～11：30
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避難所生活における健康二次被害の低減！！
非常用マットレスの開発

　精密機器・分析機器・医療機器の検査・アッセンブリーを得意とする当
社が、これまでの経験・技術・ノウハウを生かして開発した非常用マット
レスの紹介。自然災害に伴う避難所生活における健康二次被害を低減させ
るための特徴を紹介する。

コニシセイコー 株式会社
取締役　小西 由佳子 氏

マンションやホテルの耐震補強に最適な外付けフレーム
耐震補強工法「デザインＵフレーム工法」のご紹介

　低コストで高い設計自由度を実現し、居ながら補強が可能でマンション・
ホテル・オフィスビルなどの耐震補強に最適な現場打ち鉄筋コンクリート造
フレームによる外付け耐震補強工法「デザインＵフレーム工法」のご紹介。

デザインフィット工法協会（宇部興産 株式会社）
建設資材カンパニー 技術開発研究所
コンクリート開発部 構造技術クループ 
グループリーダー  尾﨑 純二 氏

6月1日（金）

　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。地
方自治体におかれては自主防災組織リーダーの育成、きめ細かな訓練の実施に取
り組んでいますが、その指導員や中核的なリーダーが不足しているのが現状です。
こうした中で、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、住民が行う救出救助・搬送・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。防災士制度が生まれた経緯、防災士の現況、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いたします。

　大規模な洪水等により河川堤防が決壊に至った場合における減災技術の
確立が急務でした。そこで私たちは堤防決壊時の対応事例収集、重機や水
防資材を用いた現地実験、さらに数値計算を組み合わせることで、河道特
性に応じた堤防決壊開口部の締切方法について提案し、検討技術資料とし
て公開しましたのでご紹介をします。

　首都直下地震の発生が迫る中、建物の倒壊によって、損害賠償責任が問われる時代に
なりました。講演テーマは、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
用していくために耐震化と同時に何を価値（バリュー）化することができるか等、建物
所有者意向、建物用途変更など建築の再生を含めたデザインをテーマとしています。耐
震構造力学的提案だけでは、所有者の意向が反映していない為、現実的ではありません。
（工事予算を含めて）当事務所のテーマは、機能性、実現性、経済性、社会環境がすべ
てであると考えます。価値を生み出すには、費用対効果を上げる提案力を必要です。昨
今話題の施行直前である住宅宿泊事業法（民泊新法）なども今回ご紹介いたします。

土嚢に代わる簡易型洪水防護システム
「ボックス＆チューブウォール」

　近年増加している局地的な集中豪雨、例年発生する洪水被害から家財や
建物といった構造物を守るため、 高い防護効果と機動性を誇りながら、女
性でも簡単に素早く組み立てができ、繰り返し使えるコストパフォーマン
スの高い洪水防護システムです。具体的な事業所などの活用事例を含め紹
介していただきます。

ガデリウス・インダストリー 株式会社
産業機材事業部　吉本 孝彦 氏

あなたの会社の防災技術の海外展開を産官学でアシストします

　会員企業の海外展開についての事例を交え、JBPの活動紹介をします。
JBPは日本の民間企業の持つ優れた防災技術で世界の減災に貢献すべく、日
本政府と学術界の強いサポートにより、オールジャパンの防災技術の窓口機能
を担っています。100社以上の会員企業/団体の多彩な技術を活かし、協働す
ることで、個社では対応できない様々な場面に貴社のチャンスを広げます。

一般社団法人 日本防災プラットフォーム
事務局 事務局長　土井 章 氏

＜想定を超える地震に耐える＞SRFとMTD
巻くだけで耐震　置くだけで診断

　SRF工法で補強した施設は、東日本大震災、熊本地震でも倒壊しないこ
とはもとより、「揺れが少なく、被害がなかった」との評価を多数頂いて
おります。セミナーでは上記震災で明らかになった新耐震・耐震補強済建
物の課題と対策及び、SRF工法・MTD（微動診断）に使用する材料・装
置・補強実施例等を詳しくご説明いたします。

構造品質保証研究所 株式会社
代表取締役　五十嵐 俊一 氏
　

災害時の燃料調達を考える

　さまざまな資料や過去事例から災害時における石油流通の現状をわかり
やすくご紹介し、BCPにおける石油調達の必要性についてお話させて頂き
ます。

ヒラオカ石油 株式会社
緊急時給油事業部
西日本エリアマネージャー　飯阪 真也 氏

　地震や津波、豪雨、洪水といった災害が多発している昨今、災害前に想定し
ていない人的・物的被害が発生しており、中には防げたであろう被害が生じて
いる状況が見受けられます。本セミナーでは、過去の災害を見直し、起こり得
る事態を的確に把握し、失敗だけでなく成功事例を学ぶことを中心に、自治体
だけでなく、民間企業や病院、福祉施設、地域住民等が実効性の高い防災対策
の策定ができるような、防災計画や訓練、人災育成等のお話をします。

　災害時には経営陣はさまざまな意思決定に迫られます。
CMTによる情報収集、取りまとめの手法と、上がってきた情報をもとに時
間ごとにどんな意思決定が必要になるかを解説します。

地域防災力の向上と防災士の活動について
防災士研修センター
代表取締役　甘中 繁雄 氏

河川堤防の破堤拡幅推定手法
ー堤防決壊時に行う緊急締切作業の効率化に向けた検討資料(案)の公開ー
国立研究開発法人 土木研究所 寒地土木研究所　
寒地水圏研究グループ 寒地河川チーム
研究員　島田 友典 氏

耐震化で出来た資産価値向上とは!
（ホテル旅館・民泊業法にない安心・安全を考える）
サンメイト一級建築士事務所
代表　杉本 重実 氏

災害時に実効性の高い防災対策の策定へ向けて
～防災計画・防災訓練・人材育成～
株式会社 エイト日本技術開発
災害リスク研究センター
研究サブリーダー　三上 卓 氏

「災害対策本部はいつまでに何を決めるのか？
その目的、意義、手法を２・６・２で考える」  
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

11：45 ～12：30

14：15 ～15：00

15：30 ～16：15

16：45 ～17：3013：00 ～13：45　

10：30 ～11：15

11：45 ～12：30

14：15 ～15：00

15：30 ～16：15

13：00 ～13：45　

10：30 ～11：15
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10：30 ～11：15

11：45 ～12：30

14：15 ～15：00

15：30 ～16：15

13：00 ～13：45

5月31日（木）

　サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させ、経済的発展と社会的課
題の解決を両立できる「人間中心の社会」の構築をめざすSociety5.0におい
て、わが国が直面する喫緊の社会的課題である自然災害に対してレジリエン
トな社会の実現に向けた防災科学技術研究所の最新研究を紹介する。

Society 5.0に向けた防災科研のとりくみ
国立研究開発法人 防災科学技術研究所
理事長　林 春男 氏

　本府では、新・大阪府地震防災アクションプランの改訂を行う等、様々な取
組みを実施しております。その内容と取組状況について、説明します。

新・大阪府地震防災アクションプラン
～集中取組期間の取組結果及び今後の取組について～
大阪府 危機管理室 防災企画課
課長　宍戸 英明 氏

6月1日（金）

　東日本大震災を機に実施した、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と、その結果や東日本
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」
について、また、一昨年の熊本地震の被災地での課題を踏まえた本県の最近
の取組についてご説明します。

愛知県の地震防災対策について
愛知県 防災局防災危機管理課
主幹　岡田 晴道 氏

11：45 ～12：30

14：15 ～15：00

15：30 ～16：15

16：45 ～17：3013：00 ～13：45　

10：30 ～11：15

　東日本大震災、熊本地震、九州北部豪雨等の度重なる災害の教訓から、地域
住民の皆様の生命・財産を守るため、災害情報の迅速・確実な収集・分析・伝
達等への要請が高まっています。そこで、昨今注目されている防災分野におけ
るＩｏＴ実装について説明しつつ、総務省の自治体や通信・放送事業者を支援
するための取組を御紹介いたします。

防災分野におけるＩｏＴ実装と
防災・減災のための総務省の取組
総務省 近畿総合通信局 防災対策推進室
防災対策推進室長　大角 豊 氏

　今年3月11日のNHKスペシャルでも報道されたように、南海トラフ巨大
地震からの復興には5年間で162兆円の財政需要が発生する。しかしなが
ら、それだけの巨額の復興資金を調達することは可能なのだろうか。復興
過程においてどのような問題が発生するのか。自治体や企業はどのように
備えなければならないのか、解説します。

南海トラフ巨大地震がもたらす経済・財政リスク
関西大学 社会安全学部
教授　永松 伸吾 氏

　平成26年2月に公表した兵庫県の南海トラフ地震・津波の被害想定結果の
概要を説明します。また、その結果を踏まえ、県民とともに共有する減災社
会像や、その達成に向け具体的に取り組むハード・ソフト両面の減災アクシ
ョンをとりまとめた「南海トラフ地震・津波対策アクションプログラム」の
概要及びその進捗状況について説明します。

南海トラフ巨大地震に対する兵庫県の取り組み
兵庫県 企画県民部防災企画局防災企画課
課長　松久 士朗 氏

　今年に入り、草津白根山、霧島新燃岳で噴火が起き、そのほかの火山でも火山
活動が活発化している兆候が現れています。２０１４年には、御嶽山の噴火で戦
後最悪の火山災害が発生しました。３・１１以降、日本列島の火山は活動期に入
ったと言う専門家もいます。はたしてそうなのでしょうか？世界一の火山大国に
暮らす私たちは、火山とどのように向き合ってゆけば良いのでしょうか？

日本列島は火山活動期に入ったのか？
神戸大学 海洋底探査センター
教授　巽 好幸 氏

　地震等の大規模災害の発生時には、道路の寸断やスーパーの営業中止等に
より、一時的に食料が手に入らなくなる可能性があります。このため、災害
に備えて家庭で３日分（できれば１週間程度）の食料を備蓄しておくことは
非常に大切です。講演では、普段の生活の中で、無理なくできる家庭での食
料備蓄の方法や備蓄食料の特徴について具体的な事例をあげて紹介します。

考えよう、災害への備え
～いつもの食品で無理なく家庭備蓄～
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
清水 友和 氏

　和歌山県にとって最大の脅威は南海トラフで繰り返し発生してきた地震・津
波であるが、風水害についても５０～１００年に一度と言われた平成２３年紀
伊半島大水害はじめ豪雨災害、土砂災害が多発する地理的条件を有している。
県としての危機管理の考え方や施策について説明する。

和歌山県の危機管理
（自然災害・国民保護など）について
和歌山県 危機管理・消防課
課長　酒井 清崇 氏

　ヒューマンエラーと災害・事故との間に密接な関係があることは広く認
識されているが、万全たる対策は必ずしも確立されていない。ヒューマン
エラーに対する誤った認識から誤った対策が導かれ、むしろ安全が損なわ
れることも起こり得る。本講演では、ヒューマンエラーの本質を把握し、
事故・災害を防止するための方策について考察する。

災害・事故への備えとヒューマンエラー
関西大学 社会安全学部
教授　中村 隆宏 氏

　2015年にネパールのゴルカ地方を震源とした地震が発生し、大規模な被
害を出しました。ネパールは、アジア最貧国の1つとされ、支援を一方的に
受ける側と考えられがちです。講演では、被災者へのインタビュー調査の結
果をもとに、私たちが学ぶべき点について紹介し、今後の支援のあり方を考
えたいと思います。

2015年ネパール地震に学ぶこと
関西大学 社会安全学部
准教授　城下 英行 氏
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5月31日（木）

 マンション防災対策は、①死傷者を出さない、②人命救助、③長期在宅避
難ノウハウ普及。この目的を明確にすることが重要です。組織や防災マニ
ュアルがあっても実践的でない場合は、「見える化」「ルール化」「でき
る化」で改善ができます。コンテストで好評価の一枚の防災マニュアル、
地震防災訓練の事例、耐震化へのアプローチについてもお話しします。

　近年、日本では大雨の頻度が増加するなど、地球温暖化の影響が既に気
象現象に現れていると考えられ、今後、人間の社会活動にも地球温暖化の
影響が及ぶのではないかと懸念されています。本セミナーでは、気象庁が
行っている地球温暖化の監視と気候の将来予測について紹介します。

6月1日（金）

　　京都府では、平成25年度より、災害時の重層的な福祉避難支援システ
ム構築の一環として、府内外の一般避難所で活動する災害派遣福祉チーム
（京都DWAT:Disaster Welfare Assistant Team）を組織化してきまし
た。今回は、京都DWATの組織化と活動経過について、熊本地震での支援
活動も含めて紹介します。

【熊本地震】京都ＤＷＡＴ派遣活動内容報告

　平成28年4月に発生した熊本地震。約1ヶ月後に京都府災害派遣福祉チ
ーム（京都ＤＷＡＴ）として派遣活動に参加した際の現場目線での気づき
や難しさ、実際の相談内容、行政、地元民とのコミュニケーションなどの
活動内容報告。

京都府 災害派遣福祉チーム（京都DWAT）
社会福祉法人 南山城学園
障害者支援施設 魁
主任　佐藤 走野 氏

　国立研究開発法人情報通信研究機構にて研究開発をしている対災害SNS
情報分析システム（DISAANA）と災害状況要約システム（D-SUMM）に
ついて紹介します。また、災害対応においてこれらのシステムを実際に使っ
た事例を紹介するとともに、そのための防災訓練等についても紹介します。

　大阪市では、災害対策本部と、各局・区等との情報伝達のために防災情
報システムを導入しています。この度、防災情報システム用のネットワー
クの変更を行い、付随して音声通話が可能な仕組みも導入しました。大阪
市の、防災情報システム用ネットワークの概要と、音声通信網等について
ご紹介します。

ボランティア活動の現実と将来～期待と満足～

　災害ボランティアは、被災地に来てくれる人という概念が暗黙に定着し
ているが、災害ボランティアには誰でも参加できると言われながらも、そ
の目的や仕組みはどうあるべきか等について、明確な根拠が共有されてい
ないようだ。阪神・淡路大震災におけるボランティア元年の実態を振り返
って、今後のあるべき姿を考えてみよう。

　阪神・淡路大震災をきっかけとして設立された舞子高校環境防災科。日
本で初めての防災を専門に学ぶ学科において、生徒と教師はどのように歩
んできたのか。またここで学んだ若者たちが、国内外の災害に対してどの
ように向き合い、被災地・未災地でどのようなつながりを造ろうとしてい
るのか、卒業生の体験談を交えてお話しします。

　2013年の災害対策基本法の改正によって施行された地区防災計画制度
も、内閣府のモデル事業の推進などを通じて浸透しつつある。マニュアル
のない、地域主体の防災・減災の取り組みの現在およびその可能性につい
て、演者が携わった事例等を紹介しつつ明らかにする。

　火山国の日本で直に噴火を体験した人は数少ない。そのため、大地震が
起きると火山が噴火する、噴火は前兆を伴うので予知はできると思い込ん
でいる人や専門家も多い。最近の火山噴火を取り上げ、火山活動の実態や
火山噴火予知と噴火警報の関係などについて解説する。

　第3回国連防災世界会議で採択された国際的な防災の指針である「仙台防
災枠組2015-2030」においては、中央政府だけでなく、地方自治体、民
間企業、学術研究機関、市民団体など多様なステークホルダーの貢献と役
割が強調されています。国際的な防災議論の潮流とともに仙台防災枠組を
解説し、国連総会で採択された仙台防災枠組実施のための指標を含む最近
の進捗などについて報告します。

photo credit : UNIC

　中小零細企業においてはいまだ策定途上の企業が多いBCP・事業継続計
画。本セッションでは、中小企業における身の丈に合った策定手順、非常
時に活用できる現実的なBCPの考え方、BCPを守りだけでなく日常業務へ
活用させるための方法について、具体的なポイントやヒントのご紹介をい
たします。

地震災害に備える実践的マンション防災対策
災害対策研究会
主任研究員兼事務局長　釜石 徹 氏

地球温暖化の現状とこれから
気象庁 大阪管区気象台 気象防災部
気候変動・海洋情報調整官　根本 和宏 氏

京都府災害派遣福祉チーム（京都DWAT）の仕組みと活動
京都府 災害派遣福祉チーム（京都DWAT）
華頂短期大学 幼児教育学科
教授　武田 康晴 氏

SNS上の災害関連情報の分析・要約とその利活用
国立研究開発法人 情報通信研究機構
ユニバーサルコミュニケーション研究所
データ駆動知能システム研究センター
上席研究員　大竹 清敬 氏

防災情報システム用ネットワークについて
大阪市 危機管理室
係長　松村 恵造 氏

一般社団法人 ADI災害研究所
理事長　伊永 勉 氏

災害と向き合う若者たち
兵庫県立舞子高等学校
環境防災科
科長　桝田 順子 氏
卒業生　久保 力也 氏 桝田 順子 氏 久保 力也 氏

火山噴火をめぐる誤解と常識
火山防災推進機構
理事長/火山噴火予知連絡会会長　石原 和弘 氏

地区防災計画の現在
地区防災計画学会／兵庫県立大学大学院
減災復興政策研究科
准教授　澤田 雅浩 氏

「国連を通した防災・減災に関するグローバルな取り組み
：UNISDRと仙台防災枠組」
国際連合国際防災戦略事務局（UNISDR）
UNISDR 駐日事務所
代表　松岡 由季 氏

中小企業のための「身の丈BCP」策定のポイント
ソナエルワークス
BCP策定アドバイザー　高荷 智也 氏
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● セミナー内容への満足度は？

● 今後聞いてみたいセミナーは？

● セミナーを聴講した来場者の声

● 何セッション聴講されましたか？

来場者分析（セミナー）

・BCP策定の要点・注意点、また策定後の各種教育訓練について、また新しい耐震技術、耐震施工方法や
　耐震補強の実例を教えてほしいです。
・防災計画、防災訓練、人材育成に関するセミナーの話を聞いてみたいです。
・エリア別の電源確保の基準となるインフラ耐災害能力について聞いてみたいです。BCPのためにどこまで 
　自助努力の準備をするのか、計画したいからです。

・多様なテーマをとりあげていただき、短時間で有用な情報収集・分析ができました。
・避難所での災害時要支援者への支援、サポート支援のついて、大いに参考になりました。
・災害に対する損失の大きさを知ることができ、災害対策の重要性を痛感しました。
・セミナー講師の話の内容が濃く、初めて参加させてきましたが、効果的に感じました。

・関西の各自治体の防災や災害への取り組みが聞け、大変勉強になりました。今後も継続していただき、益々
　有意義な内容を期待します。
・当社にとって、南海トラフ巨大地震に対する備えは喫緊の課題であり、とても参考になりました。
・備蓄品の具体的な備蓄方法を聞けて、今まで金銭面や保管場所の理由から、なかなか実行できなかった災害
　への備えが少しずつできるようになりました。

満足
55.4%

普通
23.5%

不満
2.8%

1セッション
32.8%

6セッション以上
6.7%

大変満足
18.3%

4～5セッション
16.8%

2～3セッション
43.7%

・南海トラフに対する政府
　や大阪市等の対応や備え
　を改めて確認できました。

 ・｢南海地震に無関心では
　いけない。」が印象深く、
　非常に良かったです。
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会場写真

第5回「震災対策技術展」大阪が開幕

河田実行委員長 池田近畿地方整備局長 藤原危機管理監

最新の災害対策製品の導入の視察のため、11,557名の来場者が来場し、災害に対する備えへの意識の高さを感じられる開催になりました。

中央省庁・地方自治体、建設、ライフライン、病院、民間企業の防災担当者等、様々な業種の方々が参加され、大勢の来場者で賑わいました。
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広報結果

　NHK、NHK大阪放送局、NHK和歌山放送局、テレビ朝日、朝日放送、毎日放送、関西テレビ放
送、読売テレビ放送、テレビ大阪、テレビ岸和田、岡山放送、ラジオ関西、姫路シティFM21、エ
フエムちゅうおう、エフエム西大和、東京マルチメディア放送、朝日新聞社、読売新聞大阪本社、
大阪日日新聞社、大阪建設工業新聞社、日刊工業新聞社、日刊建設工業新聞社、産繊新聞社、日刊
建設通信新聞社、建設産業新聞社、産業新聞社、鉄鋼新聞社、環境新聞社、産業情報新聞社、水道
産業新聞社、食品新聞社、全国賃貸住宅新聞社、油業報知新聞社、燃料油脂新聞社、空調タイム
ス社、ファスニングジャーナル、日本金融通信社、商工経済新聞社、鋼構造出版、他

● 報道各社

● 広告／報道

神戸新聞

建設通信新聞 大阪建設工業新聞 産繊新聞

燃料油脂新聞

薬事日報メディカル版

食品新聞

大阪日日新聞

全国賃貸住宅新聞

水道産業新聞

毎日放送 テレビ岸和田

油業報知新聞

日本物流新聞
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開催のご案内

がんばろう
東北！

AERビル

10:00 17:00～

2018 8年 月 ～30日（ （木 31日（ （金

第9回
 震災対策技術展 東北
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開催のご案内

2019年6月6日（木）～7日（金）

コングレコンベンションセンター

10:00～17:00
（初日のみ18:00）

自然災害対策技術展

地震対策……耐震・制震・免震製品、緊急地震速報、等●

止水板、水位計、監視システム、ポンプ、等水害対策……●

衛星電話、防災無線、情報共有システム、等通信対策……●

発電機、蓄電器、太陽光・水力発電、等電力対策……●

非常食、災害用トイレ、防災グッズ、等備蓄対策……●

土砂災害対策、火山対策、雷害対策、等そ  の  他……●

ABC株式
会社

社名板

スタッキング
チェア

机

システム壁

装飾プランあり イメージ図

W 2.0m
D 2.0m W 3.0m

D 3.0m

H 2.7m 0.3m

プランB イメージ図

〈 出展料金 〉
　装飾プランなし
　170,000円（税別）
　2.0m×2.0m（4m2）

　2.0m×2.0m（4m2）

　※スペース渡し

　装飾プランあり
　199,000円（税別）

　装飾内容……システム壁、社名板、机、スタッキングチェア

●

●

〈 出展料金 〉

　通常小間
　260,000円（税別）
　3.0m×3.0m（9m2）
　※ スペース渡し

〈 装飾プラン 〉
　プランA 39,000円（税別）
　装飾内容……システム壁、社名板

　プランB 79,000円（税別）
　装飾内容……（右図参照）

●

●

●

出展対象

行 政 機 関……
……
……
……
……
……

ライフライン
●

●

●

教 育 機 関
民 間 企 業
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、交通、金融機関、等

建 設 関 係 建設会社、設計会社、建材メーカー、工務店、等
小学校、中学校、高等学校、大学・研究機関、等
防災関連企業、不動産・ビル、マンション管理、等
商業施設、小売業、病院、介護・福祉施設、等

来場対象

横浜会場大阪会場 ／  東北会場



第6回「震災対策技術展」大阪
2019年6月6日（木）～6月7日（金）
～次回も宜しくお願い申しあげます～


