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開催概要
● 催 事 名 第6　回「震災対策技術展」大阪 ̶自然災害対策技術展̶

The 6th  Earthquake  Technology  Expo,OSAKA
－Natural Disaster Recovery Technology Expo－

● 会 期 2019年6月6日（木）～6月7日（金） 

● 開催日程 開会式 6月   6 日（木）　  9:40 ～10:00
展示会 6月   6 日（木）　10:00 ～18:00
 6月 7 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 6月6日（木）9:40～10:00

● 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

● 式 次 第 実行委員長挨拶 関西大学 社会安全研究センター長・特別任命教授
 

 

テープカット 関西大学社会安全研究センター長・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長  河田 　惠昭

国土交通省 近畿地方整備局 局長 黒川 純一良……………………………………………

実 行 委 員 挨 拶 大阪府 副知事 田中 　清剛

阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター長  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……………………………
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一般財団法人 関西情報センター 専務理事 田中 　行男…………………………………
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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
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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
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河 田  惠 昭 氏

関西大学 社会安全研究センター長・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長

　「震災対策技術展」大阪は、早いもので今回6回目を迎えることになりました。今日、明日の2日
間で約12,000名の来場者を見込んでおり、110を超える企業・団体が出展し、コングレコンベンシ
ョンセンターの収容スペースを全て使用する規模まできております。従いまして、我々は年々内容の
充実を図る企画を行い実行しています。

　ご承知のように、昨年は6月18日に大阪府北部地震、7月上旬に西日本豪雨、9月4日に台風21号
が大阪湾に上陸、そして9月6日に北海道胆振東部地震が発生し、立て続けに災害が起こりました。
平成最後の年に、平成30年間が災害で彩られていたといったような、実に我々にとって苦い記憶を
もたらしました。しかしながら、これからもこのような状況が続くと考えていただいても良いと思い
ます。要するに、地球温暖化によって気象災害はこれからも激しくなっていくことでしょう。また地
震活動期に入っていますので、プレート境界地震、あるいは直下型地震が発生することも心配です。
そういう意味で昨年6月18日に発生した大阪府北部地震を、私たちは教訓にしなければなりません。

　今月末にG20が大阪で開催されます。昨年、大阪府北部地震により阪神高速道路が5時間20分に
わたって通行止めになり、交通渋滞が14時間続きました。防災科学技術研究所と神戸大学の研究に
よると、最大1兆2,000億円の被害が出たという試算が公表されました。そのような状況の中、今度
のG20では阪神高速道路が2日間にわたって10路線が通行止めになります。大阪市の小、中、高等
学校も休校するということで、ある意味では災害が起こったと同じような社会状況に陥ります。つま
りコンビニエンスストアやスーパーマーケットに行っても、物流が止まってしまい、買うものがない
といったことが起こりえます。ですからG20は災害ではないのですが、起こりうる現象は災害が起こ
った時と同じことが大阪を中心に起こるということです。こういう配慮がまだまだ欠けていると思い
ます。

　震災対策技術展は、これまでは「発生した被害についてどうするか」ということが大きなモチベー
ションになっていましたが、「これから起こる災害に対してどうするか」というところも学んでいた
だかなければなりません。つまり、震災対策技術展に参加して頂いて賢くなっていただく、こういう
ことが私たち実行委員の思いです。そういう意味でこの2日間にわたって展開される色々な展示を見
て、またシンポジウムに参加していただき、災害が起こったらどうするのではなく、「日常防災」つ
まり起こる前から色々な準備にこの技術を使っていただきたいと思います。2日間どうぞ宜しくお願
いします。

実行委員長 挨拶
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大阪府 副知事

田 中  清 剛   氏
　

　第6回「震災対策技術展」大阪の開催にあたりまして、一言ご挨拶申し上げます。この「震災対策
技術展」大阪は今年6回目を迎えます。河田委員長からもお話しがありました通り、年々出展者数、
来場者数が増えているということでございます。これまでの開催にあたり、ご尽力されました河田委
員長を始め、関係者の皆様に心から深く敬意を表す次第でございます。

　昨年はご存知の通り、大阪府北部を震源とする地震、平成30年7月豪雨、台風21号と記録的な災
害が大阪府付近を繰り返し襲い、改めて自然災害の怖さを実感しました。災害への備えの重要性を再
認識したところでございます。

　大阪府ではこうした災害を教訓としまして、今後想定される南海トラフ地震等の大規模災害に備
え、有識者による検討委員会を設置し、本年1月に提言をいただいたところでございます。現在この
提言を元に、災害対応力強化の取り組みを進めているところでございます。また今月にはG20 大阪
サミット、2025年には大阪・関西万博が開催されます。世界の国々から訪れた方々が安心して楽
しんでいただくためには、官民一体となった「オール大阪」での取り組みが重要でございます。引
き続きご理解、ご協力賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

　この「震災対策技術展」は最新の防災・減災に関する製品や技術の紹介、河田委員長の基調講演、
防災関係機関によるセミナーが開催されます。参加された方々には技術展で得られた知識を活用し、
日頃からの備えに積極的に取り組んでいただければ幸いでございます。最後に、大阪の災害対応力が
一層強固なものになりますよう、引き続き皆様のご支援、ご協力賜りたいと考えております。本日は
どうもありがとうございました。

実行委員 挨拶
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実行委員 挨拶

国土交通省 近畿地方整備局 局長

黒 川  純 一 良   氏

　河田委員長から昨年、色々な災害が起こったという話がございました。現象という面では、2月
に大雪による長時間の通行止め、そして地震は通常の地震災害だけではなくて、老朽化した様々な
ライフラインに影響を与えた、こういった形態があったかと思います。そして7月の雨は大河川の
決壊、大規模な土砂災害、あるいは大きな雨による河道閉塞、天然ダムが形成され、そして9月の
台風21号が高潮、そして風による長期間の停電、本当に考えられる限り、色々な災害を一年間、我
々は経験してきました。

　そのような中で去年の秋、国土強靭化による緊急点検というものを政府全体、自治体とともに一
緒になって実施しました。そして政府の予算から考えると去年、今年、来年の3ヵ年で通常の予算
とは別に7兆円もの追加予算を頂きました。これは国土強靭化のための施設整備だけではなくソフ
ト対策も含めて、3年間で7兆円という非常に大きな予算を通常の予算とは別に頂いております。大
阪府の副知事、大阪市の方々も見えておられますが、既に色々な自治体と一緒になって取り組みを
進めております。

　しかしながら我々はそういった取り組みを進めていますが、それだけでは十分ではないと思って
おります。それは地域の方々、一人ひとりに防災の意識を持っていただき、そして正しい行動をと
っていただければと思っております。

　この「震災対策技術展」は日々発展している最新の技術・製品を多くの皆様にお越しいただいて、
知っていただいて、見ていただいて、触れていただく。そして帰った後に皆様のご友人や仲間に広め
ていただく。それにより「震災対策技術展」は10,000人以上の方々がお越しになると思いますが、
効果は10倍、100倍になっていくと思います。大阪、そして関西圏の益々の強靭化に向けて一緒に
汗を流していきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。

実行委員 挨拶
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大阪市（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)、堺市（堺区、中区、東区、西区、南
区、北区、美原区 ）、和泉市、泉大津市、泉
佐野市、大阪狭山市、貝塚市、交野市、門
真市、河内長野市、岸和田市、四條畷市、
吹田市、摂津市、高石市、高槻市、豊中
市、富田林市、寝屋川市、羽曳野市、阪南
市、東大阪市、枚方市、藤井寺市、松原市、
箕面市、守口市、八尾市、神戸市、尼崎市

災害アプリ体験コーナー

出展者
資料コーナー

エイト日本技術開発、近鉄百貨店、CSインター
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 震災対策総合支援 （株）ニッケン鋼業

（株）アークリエイト
 ・耐震鉄骨建築 WAWO構法
 ・杭・柱溶接一体化工法 KK-ONE工法

インクリメントP（株）
 ・地図サービスMapFan
 ・MapFanを使用したサービス

（株）アルカディア製 SpeeCAN Timeline
（株）コギト製 防災アプリ（※予定）

（株）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）

（株）近鉄百貨店
 ・アレルギー対応災害備蓄品セット「1DAY LIFE SET」
 ・アレルギー対応災害備蓄品セット「3DAYS LIFE SET」

構造品質保証研究所（株）
 ・SRF（収震 ）
 ・MTD（微動診断 ）

（株）Spectee
 ・SNS緊急情報サービス「Spectee（スペクティ ）」

（株）勝島製作所
 ・　　　ネットワーク型デジタル収録装置AccuSEIS Cento

（有）Ｍファイン技術サービス

（株）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
 ・簡易地震計（RaspberryShake)・AUV（自律型無人潜水機）
 ・　　　★激甚災害における行政支援への取組み
 ・SHIFT（災害対応人員配置支援システム)・BOSS（災害対応工程管理システム）

　　　

安藤ハザマ
 ・　　　堤体盛土の合理的な安定化対策工法
 ・杭基礎耐震補強工法CPR工法

 ・　　　ムービングハウス組込みバイオトイレ「コンパクトクリナー」

サンメイト一級建築士事務所
 ・　　　耐震建築のデザイン開発・研究（建物資産価値維持・向上研究等）

昭和機器工業（株）
 ・　　　大規模な停電時でも在庫量確認が可能なデジタル

容量表示機能搭載「災害対応型高精度液面計」

第一基礎設計（株）／（株）ピーエルジー
 ・コロンブス工法

（公財）鎮守の森のプロジェクト
 ・津波・地震火災などの災害から命を守る「防災の森」事例（ジオラマ）

（株）ティーエフサービス
 ・オフィス・学校・病院などの地震対策
 ・設備・機器・検査機などの耐震施工

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

（株）テー・シー・アイ
 ・キャビネット用転倒防止装置「Antigal-Glide」

東海ドア（株）
 ・対震ドア「デレマース 」

（独）都市再生機構
 ・パネル展示（UR都市機構の災害対応支援 ）

日栄インテック（株）
 ・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、吊元補強金具、他）
 ・　　　BBクリップSP20（スプリンクラー機能維持システム）、
　 キティウォーク（天井内簡易足場設置金具 ）　　 

（株）ティーマ
 ・完全災害対応用 逆浸透膜浄水装置 ライフポセイドン

[共同出展者] 日本船舶薬品(株)

 ・　　　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』

 ・　　　UAA食品 美味しい防災食 21品目
 ・　　　UAA食品 美味しい非常食 5品目

ビット・パーク（株）
 ・　　　廃プラ油化装置（SDGsへの取組に最適、プラゴミ資源化の切り札）

（株）枚方技研
 ・　　　3D耐震補助グッズ「ビタッピー」「ビタブロック」「ビタボール」
 ・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」

日本船舶薬品（株）
 ・完全災害対応用 逆浸透膜浄水装置 ライフポセイドン

[共同出展者] (株)ティーマ

NPO法人 日本防災士会
 ・「防災士の活動状況」のご紹介

[共同出展者] 防災士研修センター

認定NPO法人 日本防災士機構
 ・「防災士資格制度」のご紹介

[共同出展者] 防災士研修センター

防災士研修センター
 ・「防災士研修講座」のご紹介

[共同出展者] NPO法人日本防災士会／認定NPO法人日本防災士機構

国立研究開発法人 防災科学技術研究所
 ・世界最大規模を誇る震動台（E-ディフェンス）を活用した

実験研究の紹介

（株）LIXIL鈴木シャッター
 ・不燃シート製防煙たれ壁 スモバリア

（株）エクセルシア
 ・ほっ！トイレタブレット
 ・携帯トイレ“ほっ！トイレ”

（株）タイカ
 ・でるキャップ
 ・アルファプラR

（株）リーテック
 ・　　　建物再生は、リーテックの『耐震Reビルド』
 ・耐震診断のご案内

（株）SN食品研究所
 ・防災・非常食「救給カレー150g、250g」「救給コーンポタージュ」「救給根菜汁」 
 ・　　　防災・非常食「救給五目ごはん150g、250g 」

（株）サンワ
 ・階段避難車 キャリダン 
 ・　　　階段避難車 チェアキャリダン

備蓄品

アルファフーズ（株）

 ・　　　エレベーター用防災セット[エレベーターチェア、エレベーター用キャビネット]

（株）エィアンドエィティー

 ・　　　水洗式バイオトイレ「ネイチャー優」

（有）Ｍファイン技術サービス

 ・　　　ほぼ紙トイレ

（株）カワハラ技研

 ・　　　アルファ米（たけのこごはん、塩こんぶがゆ、携帯
おにぎり昆布 ）、山菜玄米めん

 ・アルファ米、携帯おにぎり、ライスクッキー、ひだまりパン、ミルクスティック

尾西食品（株）

 ・　　　COB LED投光器 Ganz（ガンツ ） GZ-304
 ・LEDヘッドライト HEAD WARS（ヘッドウォーズ）HLP-1804

ジェントス（株）

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

（株）防災備蓄センター
 ・防災用品管理代行サービス
 ・エレベーター備蓄ボックス

ホリカフーズ（株）
 ・レスキューフーズ 一食ボックスカレーライス
 ・レスキューフーズ コンパクトセット

（株）ミヤサカ工業
 ・非常用浄水器ポリタンク型「コッくん飲めるゾウミニ」
 ・非常用浄水器大規模型「コッくん飲めるゾウビック」

 ・大規模災害時エネルギーサポート事業
 ・危険物施設総合メンテナンス事業

ホリアキ（株）
 ・インスタントイレ 各種

（株）日本コーイン
 ・　　　「備えちゃん 」災害用テントトイレセット
 ・生徒・教職員向け 帰宅困難者支援セット

まいにち（株）
 ・災害用トイレ処理セット「マイレット」
 ・　　　車載トイレセット CAR-NI

 ・　　　エバーブライト ソーラーパワーバンク
 ・　　　エバーブライト ソーラースーパーミニ

（株）メテックス

 ・　　　EP7000iWE LPガスとレギュラーガソリンが
使えるハイブリッド型インバーター発電機7.0kVA 単相
200V/100Vモデル 別途三相200V仕様もございます。

 ・　　　GM3400iLE LPガス専用インバーター発電機3.4kVA単相100Vモデル

東西商事（株）／アドテック（株）

 ・　　　Merlin Solar 95W 折りたたみ軽量ソーラパネル
 ・　　　Merlin Solar フレキシブル軽量ソーラパネル

[共同出展者] 古河電池（株 ）

CSインターナショナル（株）

 ・　　　ポータブル電源
 ・光（LED ）無線通信装置

長瀬産業（株）

 ・　　　LED充電式投光器

（株）ネクセル

 ・災害用リチウムイオンポータブルバッテリー/電工文字シート
[共同出展者] (株)ティーマ

日本船舶薬品（株）

 ・緊急時に向けた燃料備蓄配送サービス

平野石油（株）

電力対策

三和エナジー（株）

 ・ポータブル蓄電池PowerGo

鈴木商事（株）

 ・災害用リチウムイオンポータブルバッテリー/電工文字シート
[共同出展者] 日本船舶薬品 （株 ）

（株）ティーマ

積水化成品工業（株）

古河電池（株）
 ・　　　ディープサイクルバッテリ（FCR-50-12、FCR-100-6）
 ・マグネシウム空気電池

[共同出展者] CSインターナショナル（株）

アイコム（株）
 ・各種無線通信機器（IPトランシーバー、衛星トランシ

ーバーなど）

（一財）移動無線センター
 ・MCA防災行政無線システム（同報系・移動系）

SCSK（株）
 ・ヤマハ製ネットワーク製品群

（株）構造計画研究所
 ・通信途絶時の情報収集・発信ソリューション 「スマホdeリレー®」

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

（株）アドテクニカ
 ・安否コール

[共同出展者] (株)フューチャーイン

日本無線（株）
 ・　　　Alertmarker

 ・　　　耐震建築のデザイン開発・研究（建物資産価
値維持・向上研究等）

（一財）日本気象協会
 ・ヘラセオン（豪雨暴風疑似体験アトラクション）
 ・防災啓発用DVD、ポスターなど

（株）フューチャーイン
 ・安否コール

[共同出展者] (株)アドテクニカ

（株）レスキューナウ
 ・レスキューWeb MAP
 ・ステータスChecker

（株）タキガワ・コーポレーション・ジャパン
 ・災害用ノベリティポーチ

 ・CFRP製持ち運びスロープ

フドー（株）
 ・CFRP製持ち運びスロープ

 ・　　　止水板（KH-003型）
 ・　　　止水板（KH-005型）

ビット・パーク（株）
 ・　　　「ここココ」減災貢献システム
　　（地すべり検知、どこでも警告灯、自動解錠BoX、どこでも勤怠）

立誠実業（株）
 ・　　　WIFI SOS（2.4Ghz Wi-fi 救助信号発信）

（株）構造計画研究所
 ・リアルタイム河川水位・ダム流入量予測技術「RiverCast」

昭和機器工業（株）
 ・ポンプ・モーター部の浸水を未然に防止する世界初
　 の災害対応支援機器「ポンプエアシェルター」

積水化成品工業（株）
 ・雨水貯留浸透槽「アクアロード」

フドー（株）
 ・CFRP製止水板

（株）LIXIL鈴木シャッター
 ・脱着タイプ防水板 アピアシャット

（株）カワハラ技研
 ・ゼロヒート

（株）鶴見製作所
 ・水害対策関連機器
 ・各種水中ポンプ

国立研究開発法人 土木研究所 寒地土木研究所
 ・破堤拡幅の推定手法
 ・堤防決壊時に行う緊急対策工事の効率化に向けた検討資料

（株）ユニメーションシステム
 ・豪雨警戒情報提供システム
 ・河川水位警報ユニット・冠水警報ユニット

阪神高速道路（株）
 ・阪神高速道路における防災の取組紹介

（株）濱口商会／（株）ケイ・メック

 ・TNF工法
 ・T-BAGS減震工法・WT工法・ハイブリッド工法・D工法

新品川商事（株）／TNF工法協会

（株）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

 ・コミュニティの防災能力の強化に関するポスター展示
 ・国際復興プラットフォームのより良い復興について

のパンフレット展示

大阪市 危機管理室
 ・水害ハザードマップ

大阪市 消防局
 ・震災パネル展示

大阪府 危機管理室
 ・パネル展示及びチラシ配布

（一財）関西情報センター
 ・スマート無線ソリューション ～多目的無線のご紹介～

特別協力団体

アジア防災センター

 ・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
　 台風第２１号の記録（西大阪治水管内）

大阪府 西大阪治水事務所「津波・高潮ステーション」

 ・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）

神戸学院大学 防災女子

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

災害対策研究会

 ・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）

総務省 近畿総合通信局

 ・「今年の漢字®」

（公財）日本漢字能力検定協会

 ・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

農林水産省

 ・ハザードチェッカー 

兵庫県立大学

 ・兵庫県（関西広域連合）の防災・滅災対策等のパネル展示、啓発資料の配布

兵庫県

 ・活動紹介（パネル）

兵庫県立舞子高等学校 環境防災科

 ・多賀城高校の防災・減災学習

宮城県多賀城高等学校

 ・NHK
 ・（株）NHKテクノロジーズ
 ・大阪府 西大阪治水事務所「津波・高潮ステーション」
 ・気象庁 大阪管区気象台
 ・ヤフー（株）

映像提供

 ・阪神・淡路大震災の経験と教訓を伝えるパネル展示
 ・施設リーフレット、減災グッズチェックリスト等の配布

阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター

 ・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）
 ・他市民への防災啓発パンフ他

堺市 危機管理室

 ・パネル展示

国土交通省 近畿地方整備局

非常時通信対策

Ｉ・Ｔ・Ｏ（株）

 ・　　　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）

（一財）移動無線センター

 ・　　　命を繋ぐ災害時燃料保管・配送サービス

日本BCP（株）

 ・　　　南海トラフ巨大地震 大阪中心部津波浸水3Dシミュレーション
 ・　　　BCP Active Care Promotion

AIG損害保険（株）

BCP関連

 ・非常用浄水器 レスキューアクア・シリーズ

（株）エィアンドエィティー

救助・救出支援

 ・　　　ソフトバンク衛星電話501TH
 ・　　　衛星電話屋内ソリューション及び車載キット

ソフトバンク（株）

（株）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）」

大塚消火器（株）
 ・災害対策、自主防災用救出救助資機材
 ・　　　分散型コンパクト防災収納庫、照明灯

（株）ミズノマリン
 ・津波救命艇シェルター タスカル8
 ・　　　水害救助艇

 ・次世代型緊急洪水防護システム Boxwall (ボックスウォール)

水害対策

ガデリウス・インダストリー（株）

 ・　　　WATER MAKER（ウォーターメーカー）

WATER MAKER

 ・　　　ハイブリッド・山辰サイフォン排水装置

（株）山辰組 

各種災害対策

 ・　　　外国人生活サポートアプリケーション（MeetsWorld）
 ・　　　外国人向け 多言語問診システム（ＭＭＱシステム）

（株）キットプランニング

ファーストメディア（株）
 ・防災情報 全国避難所ガイド
 ・　　　防災情報スマートスピーカー

（株）タキガワ・コーポレーション・ジャパン
 ・災害用給水袋PX

名工建設（株）
 ・SMIC工法
 ・集合住宅SMIC工法

出展者・代表製品一覧 出展者・代表製品一覧
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 震災対策総合支援 （株）ニッケン鋼業

（株）アークリエイト
 ・耐震鉄骨建築 WAWO構法
 ・杭・柱溶接一体化工法 KK-ONE工法

インクリメントP（株）
 ・地図サービスMapFan
 ・MapFanを使用したサービス

（株）アルカディア製 SpeeCAN Timeline
（株）コギト製 防災アプリ（※予定）

（株）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）

（株）近鉄百貨店
 ・アレルギー対応災害備蓄品セット「1DAY LIFE SET」
 ・アレルギー対応災害備蓄品セット「3DAYS LIFE SET」

構造品質保証研究所（株）
 ・SRF（収震 ）
 ・MTD（微動診断 ）

（株）Spectee
 ・SNS緊急情報サービス「Spectee（スペクティ ）」

（株）勝島製作所
 ・　　　ネットワーク型デジタル収録装置AccuSEIS Cento

（有）Ｍファイン技術サービス

（株）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
 ・簡易地震計（RaspberryShake)・AUV（自律型無人潜水機）
 ・　　　★激甚災害における行政支援への取組み
 ・SHIFT（災害対応人員配置支援システム)・BOSS（災害対応工程管理システム）

　　　

安藤ハザマ
 ・　　　堤体盛土の合理的な安定化対策工法
 ・杭基礎耐震補強工法CPR工法

 ・　　　ムービングハウス組込みバイオトイレ「コンパクトクリナー」

サンメイト一級建築士事務所
 ・　　　耐震建築のデザイン開発・研究（建物資産価値維持・向上研究等）

昭和機器工業（株）
 ・　　　大規模な停電時でも在庫量確認が可能なデジタル

容量表示機能搭載「災害対応型高精度液面計」

第一基礎設計（株）／（株）ピーエルジー
 ・コロンブス工法

（公財）鎮守の森のプロジェクト
 ・津波・地震火災などの災害から命を守る「防災の森」事例（ジオラマ）

（株）ティーエフサービス
 ・オフィス・学校・病院などの地震対策
 ・設備・機器・検査機などの耐震施工

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

（株）テー・シー・アイ
 ・キャビネット用転倒防止装置「Antigal-Glide」

東海ドア（株）
 ・対震ドア「デレマース 」

（独）都市再生機構
 ・パネル展示（UR都市機構の災害対応支援 ）

日栄インテック（株）
 ・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、吊元補強金具、他）
 ・　　　BBクリップSP20（スプリンクラー機能維持システム）、
　 キティウォーク（天井内簡易足場設置金具 ）　　 

（株）ティーマ
 ・完全災害対応用 逆浸透膜浄水装置 ライフポセイドン

[共同出展者] 日本船舶薬品(株)

 ・　　　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』

 ・　　　UAA食品 美味しい防災食 21品目
 ・　　　UAA食品 美味しい非常食 5品目

ビット・パーク（株）
 ・　　　廃プラ油化装置（SDGsへの取組に最適、プラゴミ資源化の切り札）

（株）枚方技研
 ・　　　3D耐震補助グッズ「ビタッピー」「ビタブロック」「ビタボール」
 ・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」

日本船舶薬品（株）
 ・完全災害対応用 逆浸透膜浄水装置 ライフポセイドン

[共同出展者] (株)ティーマ

NPO法人 日本防災士会
 ・「防災士の活動状況」のご紹介

[共同出展者] 防災士研修センター

認定NPO法人 日本防災士機構
 ・「防災士資格制度」のご紹介

[共同出展者] 防災士研修センター

防災士研修センター
 ・「防災士研修講座」のご紹介

[共同出展者] NPO法人日本防災士会／認定NPO法人日本防災士機構

国立研究開発法人 防災科学技術研究所
 ・世界最大規模を誇る震動台（E-ディフェンス）を活用した

実験研究の紹介

（株）LIXIL鈴木シャッター
 ・不燃シート製防煙たれ壁 スモバリア

（株）エクセルシア
 ・ほっ！トイレタブレット
 ・携帯トイレ“ほっ！トイレ”

（株）タイカ
 ・でるキャップ
 ・アルファプラR

（株）リーテック
 ・　　　建物再生は、リーテックの『耐震Reビルド』
 ・耐震診断のご案内

（株）SN食品研究所
 ・防災・非常食「救給カレー150g、250g」「救給コーンポタージュ」「救給根菜汁」 
 ・　　　防災・非常食「救給五目ごはん150g、250g 」

（株）サンワ
 ・階段避難車 キャリダン 
 ・　　　階段避難車 チェアキャリダン

備蓄品

アルファフーズ（株）

 ・　　　エレベーター用防災セット[エレベーターチェア、エレベーター用キャビネット]

（株）エィアンドエィティー

 ・　　　水洗式バイオトイレ「ネイチャー優」

（有）Ｍファイン技術サービス

 ・　　　ほぼ紙トイレ

（株）カワハラ技研

 ・　　　アルファ米（たけのこごはん、塩こんぶがゆ、携帯
おにぎり昆布 ）、山菜玄米めん

 ・アルファ米、携帯おにぎり、ライスクッキー、ひだまりパン、ミルクスティック

尾西食品（株）

 ・　　　COB LED投光器 Ganz（ガンツ ） GZ-304
 ・LEDヘッドライト HEAD WARS（ヘッドウォーズ）HLP-1804

ジェントス（株）

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

（株）防災備蓄センター
 ・防災用品管理代行サービス
 ・エレベーター備蓄ボックス

ホリカフーズ（株）
 ・レスキューフーズ 一食ボックスカレーライス
 ・レスキューフーズ コンパクトセット

（株）ミヤサカ工業
 ・非常用浄水器ポリタンク型「コッくん飲めるゾウミニ」
 ・非常用浄水器大規模型「コッくん飲めるゾウビック」

 ・大規模災害時エネルギーサポート事業
 ・危険物施設総合メンテナンス事業

ホリアキ（株）
 ・インスタントイレ 各種

（株）日本コーイン
 ・　　　「備えちゃん 」災害用テントトイレセット
 ・生徒・教職員向け 帰宅困難者支援セット

まいにち（株）
 ・災害用トイレ処理セット「マイレット」
 ・　　　車載トイレセット CAR-NI

 ・　　　エバーブライト ソーラーパワーバンク
 ・　　　エバーブライト ソーラースーパーミニ

（株）メテックス

 ・　　　EP7000iWE LPガスとレギュラーガソリンが
使えるハイブリッド型インバーター発電機7.0kVA 単相
200V/100Vモデル 別途三相200V仕様もございます。

 ・　　　GM3400iLE LPガス専用インバーター発電機3.4kVA単相100Vモデル

東西商事（株）／アドテック（株）

 ・　　　Merlin Solar 95W 折りたたみ軽量ソーラパネル
 ・　　　Merlin Solar フレキシブル軽量ソーラパネル

[共同出展者] 古河電池（株 ）

CSインターナショナル（株）

 ・　　　ポータブル電源
 ・光（LED ）無線通信装置

長瀬産業（株）

 ・　　　LED充電式投光器

（株）ネクセル

 ・災害用リチウムイオンポータブルバッテリー/電工文字シート
[共同出展者] (株)ティーマ

日本船舶薬品（株）

 ・緊急時に向けた燃料備蓄配送サービス

平野石油（株）

電力対策

三和エナジー（株）

 ・ポータブル蓄電池PowerGo

鈴木商事（株）

 ・災害用リチウムイオンポータブルバッテリー/電工文字シート
[共同出展者] 日本船舶薬品 （株 ）

（株）ティーマ

積水化成品工業（株）

古河電池（株）
 ・　　　ディープサイクルバッテリ（FCR-50-12、FCR-100-6）
 ・マグネシウム空気電池

[共同出展者] CSインターナショナル（株）

アイコム（株）
 ・各種無線通信機器（IPトランシーバー、衛星トランシ

ーバーなど）

（一財）移動無線センター
 ・MCA防災行政無線システム（同報系・移動系）

SCSK（株）
 ・ヤマハ製ネットワーク製品群

（株）構造計画研究所
 ・通信途絶時の情報収集・発信ソリューション 「スマホdeリレー®」

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

（株）アドテクニカ
 ・安否コール

[共同出展者] (株)フューチャーイン

日本無線（株）
 ・　　　Alertmarker

 ・　　　耐震建築のデザイン開発・研究（建物資産価
値維持・向上研究等）

（一財）日本気象協会
 ・ヘラセオン（豪雨暴風疑似体験アトラクション）
 ・防災啓発用DVD、ポスターなど

（株）フューチャーイン
 ・安否コール

[共同出展者] (株)アドテクニカ

（株）レスキューナウ
 ・レスキューWeb MAP
 ・ステータスChecker

（株）タキガワ・コーポレーション・ジャパン
 ・災害用ノベリティポーチ

 ・CFRP製持ち運びスロープ

フドー（株）
 ・CFRP製持ち運びスロープ

 ・　　　止水板（KH-003型）
 ・　　　止水板（KH-005型）

ビット・パーク（株）
 ・　　　「ここココ」減災貢献システム
　　（地すべり検知、どこでも警告灯、自動解錠BoX、どこでも勤怠）

立誠実業（株）
 ・　　　WIFI SOS（2.4Ghz Wi-fi 救助信号発信）

（株）構造計画研究所
 ・リアルタイム河川水位・ダム流入量予測技術「RiverCast」

昭和機器工業（株）
 ・ポンプ・モーター部の浸水を未然に防止する世界初
　 の災害対応支援機器「ポンプエアシェルター」

積水化成品工業（株）
 ・雨水貯留浸透槽「アクアロード」

フドー（株）
 ・CFRP製止水板

（株）LIXIL鈴木シャッター
 ・脱着タイプ防水板 アピアシャット

（株）カワハラ技研
 ・ゼロヒート

（株）鶴見製作所
 ・水害対策関連機器
 ・各種水中ポンプ

国立研究開発法人 土木研究所 寒地土木研究所
 ・破堤拡幅の推定手法
 ・堤防決壊時に行う緊急対策工事の効率化に向けた検討資料

（株）ユニメーションシステム
 ・豪雨警戒情報提供システム
 ・河川水位警報ユニット・冠水警報ユニット

阪神高速道路（株）
 ・阪神高速道路における防災の取組紹介

（株）濱口商会／（株）ケイ・メック

 ・TNF工法
 ・T-BAGS減震工法・WT工法・ハイブリッド工法・D工法

新品川商事（株）／TNF工法協会

（株）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

 ・コミュニティの防災能力の強化に関するポスター展示
 ・国際復興プラットフォームのより良い復興について

のパンフレット展示

大阪市 危機管理室
 ・水害ハザードマップ

大阪市 消防局
 ・震災パネル展示

大阪府 危機管理室
 ・パネル展示及びチラシ配布

（一財）関西情報センター
 ・スマート無線ソリューション ～多目的無線のご紹介～

特別協力団体

アジア防災センター

 ・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
　 台風第２１号の記録（西大阪治水管内）

大阪府 西大阪治水事務所「津波・高潮ステーション」

 ・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）

神戸学院大学 防災女子

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

災害対策研究会

 ・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）

総務省 近畿総合通信局

 ・「今年の漢字®」

（公財）日本漢字能力検定協会

 ・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

農林水産省

 ・ハザードチェッカー 

兵庫県立大学

 ・兵庫県（関西広域連合）の防災・滅災対策等のパネル展示、啓発資料の配布

兵庫県

 ・活動紹介（パネル）

兵庫県立舞子高等学校 環境防災科

 ・多賀城高校の防災・減災学習

宮城県多賀城高等学校

 ・NHK
 ・（株）NHKテクノロジーズ
 ・大阪府 西大阪治水事務所「津波・高潮ステーション」
 ・気象庁 大阪管区気象台
 ・ヤフー（株）

映像提供

 ・阪神・淡路大震災の経験と教訓を伝えるパネル展示
 ・施設リーフレット、減災グッズチェックリスト等の配布

阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター

 ・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）
 ・他市民への防災啓発パンフ他

堺市 危機管理室

 ・パネル展示

国土交通省 近畿地方整備局

非常時通信対策

Ｉ・Ｔ・Ｏ（株）

 ・　　　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）

（一財）移動無線センター

 ・　　　命を繋ぐ災害時燃料保管・配送サービス

日本BCP（株）

 ・　　　南海トラフ巨大地震 大阪中心部津波浸水3Dシミュレーション
 ・　　　BCP Active Care Promotion

AIG損害保険（株）

BCP関連

 ・非常用浄水器 レスキューアクア・シリーズ

（株）エィアンドエィティー

救助・救出支援

 ・　　　ソフトバンク衛星電話501TH
 ・　　　衛星電話屋内ソリューション及び車載キット

ソフトバンク（株）

（株）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）」

大塚消火器（株）
 ・災害対策、自主防災用救出救助資機材
 ・　　　分散型コンパクト防災収納庫、照明灯

（株）ミズノマリン
 ・津波救命艇シェルター タスカル8
 ・　　　水害救助艇

 ・次世代型緊急洪水防護システム Boxwall (ボックスウォール)

水害対策

ガデリウス・インダストリー（株）

 ・　　　WATER MAKER（ウォーターメーカー）

WATER MAKER

 ・　　　ハイブリッド・山辰サイフォン排水装置

（株）山辰組 

各種災害対策

 ・　　　外国人生活サポートアプリケーション（MeetsWorld）
 ・　　　外国人向け 多言語問診システム（ＭＭＱシステム）

（株）キットプランニング

ファーストメディア（株）
 ・防災情報 全国避難所ガイド
 ・　　　防災情報スマートスピーカー

（株）タキガワ・コーポレーション・ジャパン
 ・災害用給水袋PX

名工建設（株）
 ・SMIC工法
 ・集合住宅SMIC工法

出展者・代表製品一覧 出展者・代表製品一覧
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大阪府北部地震（M6.1 最大震度6弱）
2018年6月18日午前7時58分発生

　大阪府北部を震源地とし、大阪府内部で約17万戸
が一時停電、約11万戸でガスの供給停止、約9万戸
が一時断水となりました。建築基準法不適合のブロッ
ク塀が倒壊し、全国で緊急点検がされました。

　1,000棟以上の建物に被害が確認さ
れました。水道は一時1,100戸以上が
断水となりました。

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

●

　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。

平成30年台風21号
2018年9月4日上陸

●

●

● ●

島根県西部地震（Ｍ6.1 最大震度5強）
2018年4月9日午前1時32分発生

平成30年7月豪雨
2018年6月28日～7月8日

　台風7号及び梅雨前線等の影響により西日本を中心に記
録的な大雨が続き、大雨特別警報が11府県で発令されま
した。特に広島県と岡山県は、土砂崩れ、河川氾濫・堤
防決壊等による浸水被害を受けました。

　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

●

　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。

2018年4月～2019年6月までに発生した災害
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大阪府北部地震（M6.1 最大震度6弱）
2018年6月18日午前7時58分発生

　大阪府北部を震源地とし、大阪府内部で約17万戸
が一時停電、約11万戸でガスの供給停止、約9万戸
が一時断水となりました。建築基準法不適合のブロッ
ク塀が倒壊し、全国で緊急点検がされました。

　1,000棟以上の建物に被害が確認さ
れました。水道は一時1,100戸以上が
断水となりました。

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

●

　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。

平成30年台風21号
2018年9月4日上陸

●

●

● ●

島根県西部地震（Ｍ6.1 最大震度5強）
2018年4月9日午前1時32分発生

平成30年7月豪雨
2018年6月28日～7月8日

　台風7号及び梅雨前線等の影響により西日本を中心に記
録的な大雨が続き、大雨特別警報が11府県で発令されま
した。特に広島県と岡山県は、土砂崩れ、河川氾濫・堤
防決壊等による浸水被害を受けました。

　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

●

　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。

2018年4月～2019年6月までに発生した災害

● ハザードマップ配布コーナー
　職場や居住地域の最大規模の降水や大雨により河川が氾濫した場合等、大雨時の危険な場所、危険の程
度、また避難場所や避難経路等、災害対応のための情報、避難するための情報を来場者に把握していただ
くために、大阪市24区と大阪府内28市、神戸市、尼崎市のハザードマップを展示・配布を実施しました。

来場者の声

・大阪府の各自治体が立派なハザードマップを作成されているのに感心しました。
・自治体によりハザードマップに特長があらわれており、見方を含め考えさせられました。活用し対策を講じます。
・事業所や自宅の位置の水害予想や地震被害の想定について確認出来て、役に立つと思います。
・各地のハザードアップを見比べて、いかにわかりやすく伝えるか、という工夫の重要性を感じました。
・各自治体のＨＰにも掲載されているのは知っていましたが、やはり印刷物として手にするとわかりやすいです。
・エリアごとのハザードマップは非常に便利で、その重要性を再確認する機会となりました。
・ハザードマップで、社屋や行動範囲等が、どの様な場所なのかを視覚的に捉える良い機会になりました。
・「ハザードマップ配布コーナー」でマップを貰ったことがきっかけで、地域の防災施設を訪れ情報収集しました。
・ハザードマップの重要性や関心が高まっていると思うので、次回も沢山の地域のマップを用意いただきたいです。

大阪市（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)、堺市（堺区、中区、東区、西区、南
区、北区、美原区 ）、和泉市、泉大津市、泉
佐野市、大阪狭山市、貝塚市、交野市、門
真市、河内長野市、岸和田市、四條畷市、
吹田市、摂津市、高石市、高槻市、豊中
市、富田林市、寝屋川市、羽曳野市、阪南
市、東大阪市、枚方市、藤井寺市、松原市、
箕面市、守口市、八尾市、神戸市、尼崎市

ハザードマップ提供先一覧

特設コーナー
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来場者の声

来場者の声

● 災害アプリ体験コーナー

来場者の声

● 非常食試食体験コーナー

● 防災グッズ展示コーナー

・配信されている様々なアプリを知る機会となり、大変参考になりました。
・スマートフォンの普及に伴い、災害アプリがかなり進化しており、実用レ
ベルに達していることがわかりました。導入するメリットを感じました。
・無料で即活用可能な災害情報を取得できるアプリもあり、クオリティの高
さに驚きと発見がありました。
・実際に操作することで、具体的な活用方法がイメージし易く、訓練時も活
用出来ると思いました。
・最新の外国人対応アプリが出展されていたり、要救助者対応アプリが開発
されていたりと、災害アプリ分野での裾野の拡がりを感じました。

　スマートフォンやタブレットで災害時に活用出来る防災ア
プリが紹介されました。避難所をマップ上に表示するアプリ
や、災害情報を取得出来るアプリ、増加する訪日外国人を避
難誘導出来るアプリ等、実際に端末を操作、体験していただ
くことで導入イメージを体感いただきました。

　カレーやチーズケーキ、五目ごはん、きんぴらごぼう、赤魚
の煮付等、味が向上しメニューも豊富になっている非常食の試
食提供コーナーを設けました。アレルゲン対応食やハラル対応
といった外国人向けの非常食等、バラエティも豊かになってい
る非常食を、多くの来場者に試食いただきました。

　災害用トイレや発電機、LEDヘッドライト等、災害時や避
難生活等、いざという時に活躍する最新の防災グッズを紹介
するコーナーを設けました。昨年、近畿エリアでは、大阪府
北部地震、西日本豪雨、台風21号等、大規模な災害が立て続
けに発生し、備えることへの関心が高まりました。

・アレルギー対応食もあり、今後の備蓄に活かせそうで参考になりました。
・試食出来たので、社内での購入検討のスピードアップに繋がりました。
・初めて非常食を食べましたが、想像以上においしく、災害時でも普段の食
事と変わらないレベルの高い食事が提供出来ることがわかりました。
・そのままで手軽に食べられる非常食の種類が増えていて、非常食も日々進
化していることが分かりました。
・外国人スタッフ用備蓄として、ハラル対応食を検討することにしました。
・災害時用の備蓄食品の情報収集で来場しましたが、実際に試食できたことで、
社内で備蓄をする上で納得した非常食を備えることができそうです。

・色々な防災グッズが展示されており、製品を知る良い機会となりました。
・思いもよらない製品が発見出来たので、非常に良かったです。
・防災グッズといった個人的なものの情報も欲しかったので参考になりました。
・一同にグッズが展示されていたので、備えへに対するイメージが沸き、ま
た商品の比較検討がし易く、便利でした。
・手軽に購入出来る防災グッズを探していました。コーナー展開されていた
ので、商品を見て目的のブースに素早く訪問することが出来ました。
・活用できそうな防災グッズの数々を拝見し、身近に感じる部分が多々あり
ました。現在、コーナーで見た製品を自社で備えることを検討しています。

特設コーナー
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来場者の声

来場者の声

● 災害アプリ体験コーナー

来場者の声

● 非常食試食体験コーナー

● 防災グッズ展示コーナー

・配信されている様々なアプリを知る機会となり、大変参考になりました。
・スマートフォンの普及に伴い、災害アプリがかなり進化しており、実用レ
ベルに達していることがわかりました。導入するメリットを感じました。
・無料で即活用可能な災害情報を取得できるアプリもあり、クオリティの高
さに驚きと発見がありました。
・実際に操作することで、具体的な活用方法がイメージし易く、訓練時も活
用出来ると思いました。
・最新の外国人対応アプリが出展されていたり、要救助者対応アプリが開発
されていたりと、災害アプリ分野での裾野の拡がりを感じました。

　スマートフォンやタブレットで災害時に活用出来る防災ア
プリが紹介されました。避難所をマップ上に表示するアプリ
や、災害情報を取得出来るアプリ、増加する訪日外国人を避
難誘導出来るアプリ等、実際に端末を操作、体験していただ
くことで導入イメージを体感いただきました。

　カレーやチーズケーキ、五目ごはん、きんぴらごぼう、赤魚
の煮付等、味が向上しメニューも豊富になっている非常食の試
食提供コーナーを設けました。アレルゲン対応食やハラル対応
といった外国人向けの非常食等、バラエティも豊かになってい
る非常食を、多くの来場者に試食いただきました。

　災害用トイレや発電機、LEDヘッドライト等、災害時や避
難生活等、いざという時に活躍する最新の防災グッズを紹介
するコーナーを設けました。昨年、近畿エリアでは、大阪府
北部地震、西日本豪雨、台風21号等、大規模な災害が立て続
けに発生し、備えることへの関心が高まりました。

・アレルギー対応食もあり、今後の備蓄に活かせそうで参考になりました。
・試食出来たので、社内での購入検討のスピードアップに繋がりました。
・初めて非常食を食べましたが、想像以上においしく、災害時でも普段の食
事と変わらないレベルの高い食事が提供出来ることがわかりました。
・そのままで手軽に食べられる非常食の種類が増えていて、非常食も日々進
化していることが分かりました。
・外国人スタッフ用備蓄として、ハラル対応食を検討することにしました。
・災害時用の備蓄食品の情報収集で来場しましたが、実際に試食できたことで、
社内で備蓄をする上で納得した非常食を備えることができそうです。

・色々な防災グッズが展示されており、製品を知る良い機会となりました。
・思いもよらない製品が発見出来たので、非常に良かったです。
・防災グッズといった個人的なものの情報も欲しかったので参考になりました。
・一同にグッズが展示されていたので、備えへに対するイメージが沸き、ま
た商品の比較検討がし易く、便利でした。
・手軽に購入出来る防災グッズを探していました。コーナー展開されていた
ので、商品を見て目的のブースに素早く訪問することが出来ました。
・活用できそうな防災グッズの数々を拝見し、身近に感じる部分が多々あり
ました。現在、コーナーで見た製品を自社で備えることを検討しています。

特設コーナー

来場者の声

● 「今年の漢字®」 「震」・「災」展示

来場者の声

● 出展者資料コーナー

● 映像展示コーナー

● パネル・ポスター展示コーナー

　「今年の漢字®」は日本漢字能力検定協会が1年の世相を表す
漢字として公募を行い、最多数となった漢字を年末に発表してい
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。防災意識を高めていただく取
り組みとして「震」と「災」を「震災」として展示しました。

　東日本大震災で発生した津波により被害にあった地域の記録
映像や、身の回りにあるもので災害時に役立つ防災グッズが作
成出来る映像等を視聴いただくコーナーを設けました。動画・
映像を通して来場者へ防災・減災の普及啓発を図りました。

　来場者にセミナー内容をわかりやすく、また、災害対策に取り組
んでいる研究機関、団体の研究や活動内容に関心を持っていだくた
めに、会場内にパネル・ポスター展示コーナーを設けました。セミ
ナーの講師情報や講演内容の紹介、研究機関・団体の活動状況の展
示をご覧いただき、理解を深めていただきました。

・時間があまりなかったので、一度にまとめて情報収集が出来るコーナーは
魅力的です。災害対策を検討する上で、参考になりました。
・興味のある製品の資料を集めることが出来ました。
・通常では収集出来ない資料や情報が手に入りました。製品カタログから、
研究機関の発表資料まで、配布物の内容も大変充実していました。
・会場では気付かなかった商品もあり、取り忘れの資料も調達出来ました。
・カタログを見て気になったものがあり、ブース訪問のきっかけになりました。
・一度社内に資料を持ち帰った上で、部署内で比較検討し、見積りの問い合
わせをしました。規模がちょうどいいので継続して続けてほしいです。

・TVで見ていた「今年の漢字®」を初めてみましたが、迫力がありました。
漢字の展示からも震災を考える良いきっかけとなりました。
・「今年の漢字®」の展示を見て、改めて日本は地震や災害が多発している
ことを感じ、過去にあった災害を風化させてはいけないと感じました。
・日本は災害が多く繰り返し発生しているので、こうした取り組みも危機管
理を訴える上で非常に有効だと思いました。
・2004年も「災」が選出されていたことを知り、感慨深いものでした。
・95年、04年、11年、18年と大きな災害が発生した年は、災害にまつわる漢
字が選ばれていることを知り、改めて災害への備えが重要だと思いました。

　出展者の最新の製品パンフレットやカタログを一堂に集めて、
来場者に配布するコーナーを設置しました。研究機関や団体が発
行する会報や研究発表資料もまとめて展示し、来場者の情報収集
に活用され、ブースへの来訪にもつながりました。

特設コーナー
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● 出展社・小間数
116社／175小間

● 会期中のパンフレット配布枚数
1社平均／591枚 最高 2,500枚

1社平均／96枚 最高 900枚

1社平均／253万円 最高 5,000万円

● 名刺交換枚数
 

● 成約となった場合の見込み金額
 

● 本技術展を選んでいただいた理由

● 出展の成果について

● ｢震災対策技術展｣大阪に出展した感想は？

● 出展の目的

60.0%

46.2%

40.0%

32.3%

29.2%

23.1%

13.8%

7.7%

 

※ 複数回答

関西・西日本での開催であるから

※ 複数回答

・会場のアクセスがよいので出展を決めました。滋賀県や兵庫県等からも一本で来れるので、アプローチするターゲット層が
広がりました。何がきっかけで成約に繋がるかはわからないので、積極的に来場者へ声掛けしました。

・来場者の内容が良く継続的に開催しているので、出展しています。今回は招待状を発送した方に多く来場いただき、期待通
りの出展成果がありました。顧客との挨拶の場としても活用しています。

・関西地域での防災関連企業とのコンタクトが実現出来ました。地域特有のアプローチが出来ました。
・契約という成果が表れるには時間がかかりますが、例年以上にパンフレットも配布出来、会社の認知度も上げられ現状満足

しています。

ターゲット層が来場し来場者の内容が良いから

地震、水害、火山噴火等､
自然災害対策の専門展示会だから

継続的に開催しているから

情報収集が出来そうだから

2018年は災害が連続して発生し、
災害に対する意識が高まっていると感じたから

展示会の規模が適しているから

同時開催するセミナーと
自社製品PRとの連動が図ることが出来るから

67.7%

63.1%

44.6%

41.5%

30.8%

27.7%

16.9%

15.4%

関西・西日本への販路開拓

企業名、製品PR・認知度向上

新規取引先の獲得

新商品のPR

地方自治体との交流

自社製品に関するマーケティング

既存顧客との交流

販売代理店の獲得

81.1%
達成できた企業

● 営業活動において注力している地域は？

57.5%

35.0%

25.0%

22.5%

関西地方

関東地方

全国

東海地方 ※ 複数回答

出展者分析
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● 出展社・小間数
116社／175小間

● 会期中のパンフレット配布枚数
1社平均／591枚 最高 2,500枚

1社平均／96枚 最高 900枚

1社平均／253万円 最高 5,000万円

● 名刺交換枚数
 

● 成約となった場合の見込み金額
 

● 本技術展を選んでいただいた理由

● 出展の成果について

● ｢震災対策技術展｣大阪に出展した感想は？

● 出展の目的

60.0%

46.2%

40.0%

32.3%

29.2%

23.1%

13.8%

7.7%

 

※ 複数回答

関西・西日本での開催であるから

※ 複数回答
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・来場者の内容が良く継続的に開催しているので、出展しています。今回は招待状を発送した方に多く来場いただき、期待通
りの出展成果がありました。顧客との挨拶の場としても活用しています。

・関西地域での防災関連企業とのコンタクトが実現出来ました。地域特有のアプローチが出来ました。
・契約という成果が表れるには時間がかかりますが、例年以上にパンフレットも配布出来、会社の認知度も上げられ現状満足

しています。

ターゲット層が来場し来場者の内容が良いから

地震、水害、火山噴火等､
自然災害対策の専門展示会だから

継続的に開催しているから

情報収集が出来そうだから

2018年は災害が連続して発生し、
災害に対する意識が高まっていると感じたから

展示会の規模が適しているから

同時開催するセミナーと
自社製品PRとの連動が図ることが出来るから

67.7%

63.1%

44.6%

41.5%

30.8%

27.7%

16.9%

15.4%

関西・西日本への販路開拓

企業名、製品PR・認知度向上

新規取引先の獲得

新商品のPR

地方自治体との交流

自社製品に関するマーケティング

既存顧客との交流

販売代理店の獲得

81.1%
達成できた企業

● 営業活動において注力している地域は？

57.5%

35.0%

25.0%

22.5%

関西地方

関東地方

全国

東海地方 ※ 複数回答

出展者分析

● 来場者の数

● 有益な商談が出来た来場者の業種は？

62.3%

40.3%

39.5%

37.7%

36.4%

29.9%

24.7%

22.1%

19.5%

15.2%

13.0%

11.7%

ライフライン（電気・ガス・
水道・通信・交通・金融）

民間企業

学校・研究機関

建設、設計、土木

防災関連企業（メーカー、商社）

病院・介護・福祉施設

※ 複数回答

国・地方自治体

不動産、ビル・マンション管理

消防・警察・防衛機関

協会、組合、NPO

商業・遊戯施設

小売業（量販店、百貨店、通販）

・2018年に台風や地震が近畿地域で被害が発生したことで、
具体的な興味や質問を持たれた自治体や企業の方々が多く来
場され、商談案件となりそうな話が出来ました。

・昨年に比べて、民間企業やマンション管理組合等の名刺交
換が増えました。

・防災について、真剣に考えている方が多く、ブースで声掛
けをすると立ち止まってくれる方がばかりでした。

・地震、津波に比べ、洪水等の水害対策への関心が高かった
印象を受けました。

・団体、地方自治体、競合メーカー、専門家、一般客等、幅
広い業種、質の高い来場者だと感じました。

・自治会等の方がいらしていた事で、東京と防災に関する意
識の違いを知ることが出来て、良い機会でした。

・展示会へは販路拡大がメインですが、マーケティングの場
としても活用しています。来場者に直接商品を見て触ってい
ただき生のコメントを貰うことで、自信にもなりますし、商
品改良をする上でも役立っています。

・毎年出展していますが、例年以上の反響で用意していたパ
ンフレットが足りなくなり、急遽増刷しました。

・弊社ブースには自治体関係者の来場が最も多く、次にター
ゲット層であるライフライン企業が多く、成果がありまし
た。成約になるよう、フォローをしっかりします。

・展示していた内容について、反響が大きく、西日本は、災
害対応の意識が高まっていることを感じました。

・今回は海外からの来場者に興味を持っていただきました。
インバウンド対応を見越した商品作りをしたいです。

・会期中はブースに沢山の来場者にお越しいただき、その成
果として現在は営業に追われる毎日です。

・展示会に出展することで同業他社の状況も把握出来、自社
製品を見直す上でも勉強にもなっています。

・大阪で災害が多かったためか、関東圏よりも今回の出展の
方が効果を実感出来ました。

・セミナー終了後にブースへ立ち寄ってくださる方も多く、
今年は災害に関心の高い方が多いと感じました。

・継続出展していることもあり、来場者を想定した事前打ち
合わせをしました。そのため商品説明、名刺交換と想定通
りにスムーズに対応出来て充実した出展となりました。

満足
66.2%

普通
29.9%

不満
3.9%

● 来場者の内容について

満足
58.4%

普通
35.1%

不満
6.5%

出展者の声

出展者分析
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● 来場者の業種 ● 来場者数推移
2019 年6月6日（木） 6,248名  （前回  5,452名）

2019 年6月7日（金） 5,920名 （前回  6,105名）

（前回 11,557名）公式登録総来場者数 12,168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。

13,000名

8,000名

第1回 第2回 第3回 第4回 第6回

8,923名
9,227名

10,336名
11,694名

12,168名

第5回

11,557名

● 来場者の業種

34.8%民間企業

その他　2.2%

9.3%
ライフライン（電気、ガス、水道、
通信、交通、金融）

15.6%
建設、設計、土木

不動産、ビル・
マンション管理 6.3%

国・地方自治体・
消防・警察・防衛機関 14.1%

防災関連企業
（メーカー、商社）5.8%

学校・研究機関
病院、介護・福祉施設 5.4%

● 来場の目的

74.2%

48.0%

12.3%

5.0%

3.1%

セミナーの参加

出展者からの招待

商談・購入検討

その他
※ 複数回答

製品の情報収集

● 来場回数は？

● 来場された感想は？

不満
1.8%報道（テレビ、新聞、

ラジオ、雑誌）　2.7%

はじめて
22.8%

2～3回目
63.6%

4回以上
13.6%

普通
24.1%

協会、組合、
NPO　3.8%

・初めて来場しましたが、沢山の企業が「人の命を守るべ
く」技術開発や研究をされていることに、ただただ新鮮な
驚きと喜びを感じました。防災への知識も高まりました。

・想像以上の来場者数でした。防災に関心を持ち、実際に行
動することが防災活動の第一歩であると思います。

・「震災対策技術展」は、日頃忘れ去られていることを呼び
起こすのに、非常に効果的です。

・知っている商品でも、実際に説明を聞いて具体例がわかる
と、新たな発見があるのでとても有意義です。

・この分野は重要だと思うので、今後ますます充実した展示
会になることを期待しています。

・毎年来場し新しい発想作りと転換に役立てています。大変
参考になる展示会だと思うので、今後も震災対策の新しい
情報を得られる場として継続してもらいたいです。

・防災士や各地域の防災対策、学校ぐるみでの意識の向上や
取り組みに共感しました。

・限りあるスペースの中でも規模が拡大しており、関西独自
色が出ていた印象を受けました。

74.1%
満足された来場者

来場者の声

来場者分析
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く」技術開発や研究をされていることに、ただただ新鮮な
驚きと喜びを感じました。防災への知識も高まりました。

・想像以上の来場者数でした。防災に関心を持ち、実際に行
動することが防災活動の第一歩であると思います。

・「震災対策技術展」は、日頃忘れ去られていることを呼び
起こすのに、非常に効果的です。

・知っている商品でも、実際に説明を聞いて具体例がわかる
と、新たな発見があるのでとても有意義です。

・この分野は重要だと思うので、今後ますます充実した展示
会になることを期待しています。

・毎年来場し新しい発想作りと転換に役立てています。大変
参考になる展示会だと思うので、今後も震災対策の新しい
情報を得られる場として継続してもらいたいです。

・防災士や各地域の防災対策、学校ぐるみでの意識の向上や
取り組みに共感しました。

・限りあるスペースの中でも規模が拡大しており、関西独自
色が出ていた印象を受けました。

74.1%
満足された来場者

来場者の声

来場者分析

● 印象に残った出展者・製品

● 滞在時間は？ ● 今後の展示への要望

（株）近鉄百貨店

WATER MAKER

AIG損害保険（株）

構造品質保証研究所（株）

尾西食品（株）

（一財）移動無線センター

ソフトバンク（株）

ガデリウス・インダストリー（株）

（株）アドテクニカ／（株）フューチャーイン

（株）エクセルシア

（株）カワハラ技研

日栄インテック（株）

積水化成品工業（株）

ビット・パーク（株）

アイコム（株）

（一財）日本気象協会

（株）タイカ

（株）エイト日本技術開発

三和エナジー（株）

安藤ハザマ

アレルギー対応災害備蓄品セット「1DAY LIFE SET」

WATER MAKER（ウォーターメーカー）

南海トラフ巨大地震 大阪中心部津波浸水3Dシミュレーション

SRF（収震）

アルファ米（たけのこごはん、塩こんぶがゆ、携帯おにぎり昆布）、山菜玄米めん

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）

ソフトバンク衛星電話 501TH

次世代型緊急洪水防護システム Boxwall (ボックスウォール)

安否コール

ほっ！トイレ タブレット

ほぼ紙トイレ

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、吊元補強金具、他）

段差解消材『EPSスロープ』

「ここココ」減災貢献システム（地すべり検知、どこでも警告灯、自動解錠BoX、どこでも勤怠）

各種無線通信機器（IPトランシーバー、衛星トランシーバーなど）

ヘラセオン（豪雨暴風疑似体験アトラクション）

でるキャップ

センシング技術を活用した防災・減災への取組み -簡易地震計(RaspberryShake)・AUV（自律型無人潜水機）-

大規模災害時エネルギーサポート事業

堤体盛土の合理的な安定化対策工法

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

終日
14.6%

4時間
15.8%

1時間
21.0%

・全国的に地域における防災が見直されているので、地区防災を考慮した
展示を増やしてもらえたら嬉しいです。

・備蓄品や防災対策グッズの展示を増やして欲しいです。
・女性や子供が積極的に利用出来る商品が見たいです。
・通信部門も拡充して貰いたいです。
・災害弱者や外国人に対応出来る商品が増えて欲しいです。
・耐震補強工法等、建設分野のブースには、営業の方だけではなく設計の

方にも同席していただけるとわかりやすいです。
・コスト面を含め有効な防災対応を探しています。被災経験を活かした商

品や行動指針を紹介いただきたいです。
・会社の業務の一環で来場していますが、個人的にも興味がある分野なの

で家庭でも導入しやすい価格帯の商品ももっと増えて欲しいです。

3時間
21.1%

2時間
27.5%

来場者分析
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● 懸念している災害  

● 勤務先で防災製品の購入に関与していますか？

※ 複数回答

● 災害情報の取得方法

※ 複数回答

83.7%

31.4%

25.0%

8.9%

インターネット

アプリ

新聞

雑誌

地震

津波

台風

土砂災害

雷害

火山

水害

96.2%

70.1%

58.3%

42.6%

29.3%

10.5%

7.8%

購入決定権を
持っている
23.3%

決定権は
もっていないが
関与している
37.7%

関与していない
39.0%

● 防災担当者はいますか？ ● 防災を担当している部署は？

いる
88.0%

いない
12.0%

総務
51.8%専属部署

（BCP推進室、
災害対策室等）
34.3%

その他
11.4%

営業
2.5%

・大阪では1995年以降大きな地震が発生しておらず意識が
薄れていましたが、2018年は関西地方に災害が多発し、
対策を見直すために来場しました。

・災害に対して「備える」事、「自助共助」の観点をいかに住
民に伝達するか。ヒントを得たいと考え、来場しました。

・日本全国連日のように地震が発生しているので、何か防衛
手段があるのではないかと思い来場しました。

・関西圏の津波、高潮等、主に水害に対する有効な対策を検
討する際の知見を高めるために来場しました。

・今年から防災担当の業務に就いたので、知識や情報を得る
ために来場しました。

・備蓄品の情報収集に来場しましたが、多くのブースが出て
いて参考になりました。

・防災関連団体からの案内があり来場しましたが、セミナー
も展示も内容が充実していました。

・色々な部署のメンバーが集まり、BCP事務局を結成しています。事務所、拠点が全国に跨っていて、事業所毎の運用に従う
ためBCPの全社統一が難しく困っています。

・専属の部署はありませんが、安全推進担当を中心に、内容に応じ適した部署が担当し対応を行っています。
・昨年度、土砂災害防止法による県土木の基礎調査が実施され、土砂災害の警戒区域・特別警戒区域に地域が指定されたため、

更なる対策が急務となっています。
・自治会の下部組織として、約50名による自主防災委員会がおり、そこが地域の防災を担っています。防災・減災への意識が

どうしたら高まるのか、ヒントを探しに来場しました。
・毎年来場しています。昨年は来場時に得た情報をもとに給水タンクを購入しました。

来場者の声

来場者の声

来場者分析
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・関西圏の津波、高潮等、主に水害に対する有効な対策を検
討する際の知見を高めるために来場しました。

・今年から防災担当の業務に就いたので、知識や情報を得る
ために来場しました。

・備蓄品の情報収集に来場しましたが、多くのブースが出て
いて参考になりました。

・防災関連団体からの案内があり来場しましたが、セミナー
も展示も内容が充実していました。

・色々な部署のメンバーが集まり、BCP事務局を結成しています。事務所、拠点が全国に跨っていて、事業所毎の運用に従う
ためBCPの全社統一が難しく困っています。

・専属の部署はありませんが、安全推進担当を中心に、内容に応じ適した部署が担当し対応を行っています。
・昨年度、土砂災害防止法による県土木の基礎調査が実施され、土砂災害の警戒区域・特別警戒区域に地域が指定されたため、

更なる対策が急務となっています。
・自治会の下部組織として、約50名による自主防災委員会がおり、そこが地域の防災を担っています。防災・減災への意識が

どうしたら高まるのか、ヒントを探しに来場しました。
・毎年来場しています。昨年は来場時に得た情報をもとに給水タンクを購入しました。

来場者の声

来場者の声

来場者分析

● 災害対策でお困りのこと（一部紹介）

● 行っている内容（一部紹介）● 防災教育・訓練を行っていますか？  

● 行っていない理由は？

● 昨年の災害を経て、災害対策の見直しや
新たな対策を行いましたか？

● どのような対策をしましたか？（一部紹介）

・避難所開設、運営方法　

・災害対策本部の円滑な運営方法　

・住民の防災・減災意識の低さの改善　

・出勤中に災害が発生した際の対応

・災害後のライフライン維持　

・インバウンド対応　　　

・災害時のセキュリティ対策

行っている
81.9%

はい
52.8%

行っていない
18.1%

いいえ
47.2%

・避難開始の判断

・自主防災の仕組みづくり

・住民（災害弱者）、社員の安否確認

・BCP策定方法、運用方法

・帰宅困難者対応

・水害時の人命確保　

・液状化対策などの地盤対策の進捗

・消防士を呼んでの避難訓練

・停電想定の訓練

・システムを利用した安否確認訓練

・防災訓練施設の見学

・災害ダイヤル試験 

・AED訓練

・リスクマネジャー会議

・HUG（避難所運営ゲーム）

・定期的な避難訓練、集団避難

・駆けつけ訓練

・事故復旧訓練

・対策本部立ち上げ訓練

・被害状況確認などの演習実施

・防災講演会、防災セミナー

・炊き出し訓練

・災害史の伝承

・想定していなかった災害が次々と発生していますが、どんな災害が発生しても減災出来るよう、日頃から情報収集と備えや意
識付け等、出来る対策はとっていきたいと考えています。

・台風時に事務所ビルが3日間停電したので、非常用発電機等を追加購入しました。どこまで備えるべきか判断が難しいですが、
被災経験を活かし、同じ被害を受けないようにしたいと思っています。

・災害時に備え、全国の支店・工場・営業所とのネットワークを確保するため、無線電話を検討、設置しました。
・災害時に訓練通りの動きが出来なかったため、シナリオに頼らない消防訓練を計画しています。
・強制排水設備の導入を決定し、設置工事をしています。
・昨年の災害を受けて、安否確認システムの導入検討、備蓄品の充実等、総合的に対策の見直しを始めました。

・ブロック塀の倒壊予備対策や撤去

・社内の耐震対策強化

・災害対策本部の立ち上げ基準の見直し

・災害時の出社判断基準の見直し

・高潮に関するBCPの策定

・防災意識向上のための研修の導入

・非常用電源の確保

・水害対策備品の購入（防水堤、水土嚢） 

・土砂災害防止対策 

・防災マニュアルの再整備

・夜間、休日の災害対応

・ハザードマップ、地盤強度の確認

・安否確認の方法の確立

・備蓄品の見直し　

担当部署・
担当者がいない
42.5%

実施すべき内容、
やり方がわからない

25.0%

予算を
確保できない
20.0%

その他
12.5%

来場者の声

来場者分析
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※ 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

・ 建築・土木・設計

※ 複数回答

・ 不動産・ビル、マンション管理

・ 国・地方自治体・消防・警察・防衛機関

63.0%

62.2%

34.5%

33.6%

30.3%

28.1%

26.1%

7.6%

67.9%

47.7%

42.2%

41.3%

30.3%

26.6%

16.5%

4.6%

※ 複数回答

● 興味のある製品及び技術

備蓄品

地震対策

水害対策

非常時通信対策

BCP関連

電力対策

救助・救出支援

災害対策全般

BCP関連

電力対策

災害対策全般

非常時通信対策

救助・救出支援

地震対策

水害対策

備蓄品

75.2%

34.5%

31.0%

27.6%

22.1%

20.0%

17.9%

4.8%

水害対策

BCP関連

非常時通信対策

災害対策全般

救助・救出支援

電力対策

備蓄品

地震対策

来場者の声

・「今回で、3度目の来場ですが、前回と比較して新しい商
品・サービスが有りました。」

・「危機管理の重要度が増す中、日常業務では得られなか
った情報を沢山得られたことがとても良かったです。」

・「事務局から案内を貰い、防災関連の計画部署に属して
いるため社内で検討し来場しましたが有意義でした。」

・「沢山の企業が、防災について取り組まれていることが
改めてわかりました。大阪駅近くでアクセスもよく内容
も素晴らしいので、もっと一般の方にも見て欲しい内
容だとも感じました。」

・「今回聴講した心理学の面から防災を捉えたセミナー
は、まさに聞きたい内容だったので大変勉強になりま
した。」

来場者の声

・「昨年の教訓から、危険なコンクリートブロック塀の撤去費
用補助制度を創設しました。他の対策も見直しています。」

・「無線システムの更新時期が迫っているため、情報収集に
来場しました。」

・「どのブースでも詳細な話しが伺えてわかりやすかったです。」
・「最先端の防災用品が展示されていたので、すでに備蓄し

てあるものとの比較ができてよかったです。」
・「水道や蓄電池、食品について知り、また企業や行政の取り

組みについて情報を得ることが出来て満足でした。」
・「情報収集に有意義でした。災害医療についてもっと内容

が充実すると嬉しいです。」
・「少子高齢化に対応出来る製品、技術の進化を期待します。」
・「来場者も多く、BCPへの意識が高いと感じました。」

来場者の声

・「大変多くの企業や団体、自治体等、防災に関心がある沢山
の方々が集まっていることに関心しました。」

・「これから起こると予想される災害に対し、防災、減災の機器
類の情報を得て、当社施設に対処したいと考えています。」

・「毎年新企画、新商品が増えているので、来場するのがと
ても楽しみです。」

・「実際に商品に触れる事が出来て、非常に勉強になりました。」
・「何度か来場していますが、その年により展開品目が異なり、社

会の動きや人の考え等の変遷も感じることが出来ます。」
・「もう少しブースを見て回りたかったのですが、時間が確保

出来ませんでした。次回は時間を確保して伺います。」
・「初めて伺いましたが、想像以上に防災対策製品の出展数

が多く良かったです。今後も開催を希望します。」

来場者の声
・「耐震補強工法の情報収集のために来場しました。建築

以外の商品も見れて良かったです。」
・「2018年は災害が多発したので、災害対策を見直して

います。セミナーを聴講し最新災害関連情報を発信し
たり、社内備蓄と各人の家庭備蓄を進めたり、社内で
の防災意識を高めていきたいです。」

・「今後も、自然災害が発生すると思いますが、いかに被害
を少なくするかに取り組んでいきたいと考えています。
防災グッズの性能向上、技術の進化に感心させられま
した。」

・「昨年の災害を踏まえ、事業所の改修や移転の検討を行
う等、これまでにない見直しが出来ています。」

・「他の展示会には無い専門性ある話が聞け、知識の幅を広
げることが出来ました。」

76.6%

64.1%

39.1%

35.9%

20.3%

18.8%

16.0%

15.6%

水害対策

BCP関連

救助・救出支援

非常時通信対策

災害対策全般

電力対策

備蓄品

地震対策

来場者分析
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※ 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

・ 建築・土木・設計

※ 複数回答

・ 不動産・ビル、マンション管理

・ 国・地方自治体・消防・警察・防衛機関

63.0%

62.2%

34.5%

33.6%

30.3%

28.1%

26.1%

7.6%

67.9%

47.7%

42.2%

41.3%

30.3%

26.6%

16.5%

4.6%

※ 複数回答

● 興味のある製品及び技術

備蓄品

地震対策

水害対策

非常時通信対策

BCP関連

電力対策

救助・救出支援

災害対策全般

BCP関連

電力対策

災害対策全般

非常時通信対策

救助・救出支援

地震対策

水害対策

備蓄品

75.2%

34.5%

31.0%

27.6%

22.1%

20.0%

17.9%

4.8%

水害対策

BCP関連

非常時通信対策

災害対策全般

救助・救出支援

電力対策

備蓄品

地震対策

来場者の声

・「今回で、3度目の来場ですが、前回と比較して新しい商
品・サービスが有りました。」

・「危機管理の重要度が増す中、日常業務では得られなか
った情報を沢山得られたことがとても良かったです。」

・「事務局から案内を貰い、防災関連の計画部署に属して
いるため社内で検討し来場しましたが有意義でした。」

・「沢山の企業が、防災について取り組まれていることが
改めてわかりました。大阪駅近くでアクセスもよく内容
も素晴らしいので、もっと一般の方にも見て欲しい内
容だとも感じました。」

・「今回聴講した心理学の面から防災を捉えたセミナー
は、まさに聞きたい内容だったので大変勉強になりま
した。」

来場者の声

・「昨年の教訓から、危険なコンクリートブロック塀の撤去費
用補助制度を創設しました。他の対策も見直しています。」

・「無線システムの更新時期が迫っているため、情報収集に
来場しました。」

・「どのブースでも詳細な話しが伺えてわかりやすかったです。」
・「最先端の防災用品が展示されていたので、すでに備蓄し

てあるものとの比較ができてよかったです。」
・「水道や蓄電池、食品について知り、また企業や行政の取り

組みについて情報を得ることが出来て満足でした。」
・「情報収集に有意義でした。災害医療についてもっと内容

が充実すると嬉しいです。」
・「少子高齢化に対応出来る製品、技術の進化を期待します。」
・「来場者も多く、BCPへの意識が高いと感じました。」

来場者の声

・「大変多くの企業や団体、自治体等、防災に関心がある沢山
の方々が集まっていることに関心しました。」

・「これから起こると予想される災害に対し、防災、減災の機器
類の情報を得て、当社施設に対処したいと考えています。」

・「毎年新企画、新商品が増えているので、来場するのがと
ても楽しみです。」

・「実際に商品に触れる事が出来て、非常に勉強になりました。」
・「何度か来場していますが、その年により展開品目が異なり、社

会の動きや人の考え等の変遷も感じることが出来ます。」
・「もう少しブースを見て回りたかったのですが、時間が確保

出来ませんでした。次回は時間を確保して伺います。」
・「初めて伺いましたが、想像以上に防災対策製品の出展数

が多く良かったです。今後も開催を希望します。」

来場者の声
・「耐震補強工法の情報収集のために来場しました。建築

以外の商品も見れて良かったです。」
・「2018年は災害が多発したので、災害対策を見直して

います。セミナーを聴講し最新災害関連情報を発信し
たり、社内備蓄と各人の家庭備蓄を進めたり、社内で
の防災意識を高めていきたいです。」

・「今後も、自然災害が発生すると思いますが、いかに被害
を少なくするかに取り組んでいきたいと考えています。
防災グッズの性能向上、技術の進化に感心させられま
した。」

・「昨年の災害を踏まえ、事業所の改修や移転の検討を行
う等、これまでにない見直しが出来ています。」

・「他の展示会には無い専門性ある話が聞け、知識の幅を広
げることが出来ました。」

76.6%

64.1%

39.1%

35.9%

20.3%

18.8%

16.0%

15.6%

水害対策

BCP関連

救助・救出支援

非常時通信対策

災害対策全般

電力対策

備蓄品

地震対策

来場者分析

・ 防災関連企業（メーカー、商社）

※ 複数回答

・ 民間企業

※ 複数回答

・ 協会・組合・NPO・自主防災組織

※ 複数回答

・ 学校・研究機関、病院・福祉施設

※ 複数回答

・

来場者の声

「競合メーカーも多く出展していたので、多くの情報を得ること
が出来、とても良かったです。」

・「南海トラフ地震の情報が取れたことがよかったです。災害に備
えて減災に繋げたいです。」

・「様々な技術の発展に感激しました。弊社商品と共同で販売し
たら面白いと思う商品もあり、勉強になりました。」

・「防災関連対策への推進には、もっと多くの情報と協力体制が
必要と感じ、商品情報だけではなく業界の動きを研究していき
たいと思いました。」

・「災害用、非常用電源システム等の製品企画に役に立ちました。」

・「最新の災害を受けたシステムやソリューションの紹介があり、
大変参考になりました。」

来場者の声

・「防災、災害発災時に活用できる情報収集が出来たので、来場し
てよかったです。」

・「東日本大震災の記憶、体験、思いが風化しないよう、毎年来場
しています。」

・「実際に製品を見ながら性能等を説明して貰うと、説得力もあり
参考になることが多かったです。」

・「多くの情報を得ることが出来ました。防災技術の進展に学ぶ事
が多かったです。」

・「AI 技術応用事例紹介に興味が湧きました。」

・「初日の早い時間から来場したので、ゆったりと回ることが出来
ました。見応えがあります。」

・「会場の広さが適当であったため、目移りせずに防災に必要な製
品・サービスをじっくり見ることが出来ました。」

来場者の声

・「防災及び避難用に資する情報の収集のため、来場しましたが、
とても有意義でした。」

・「プライベートで、災害ボランティア活動をしているので、活動
に有益な情報の取集と、現場からの声を出展者に伝えたいとの
思いから来場しました。」

・「最新の防災対策技術を知り、自分達の防災組織のスキルを向上
させたいと考えて、毎年セミナーと展示物を見ています。」

・「会場は活気があり、大変盛上っていた印象です。来場者の関
心の高さに驚きました。」

・「年々、防災技術が製品分野でも現実に即したものが紹介されて
いるように思います。」

・「震災確率が高くなっているせいか、防災関連機器や商品が多く
改良されているように見受けられました。」

来場者の声

・「将来の防災用の備品関係の入れ替え時に、適切な製品を導入し
たいので、事前の情報収集を兼ねて来場しています。」

・「導入や購入出来るかは別として、新しい発想の防災・減災品が
直接見られたので有意義でした。」

・「院内で災害対策委員会を立ち上げたので、情報収集のために
来場しました。」

・「セミナー、防災食・非常用トイレの情報収集のために来場しま
したが、防災教育等その他の事柄についても知見を得ることが
出来、大満足しています。」

・「出展製品が毎回進化し、開発されているので、企業・関係機関
の努力が感じられます。」

・「海岸沿いの施設のため、津波、高潮、地震等に対応出来るよう
来場しています。」

72.5%

52.9%

35.3%

33.3%

31.4%

29.4%

21.6%

19.6%

備蓄品

地震対策

非常時通信対策

電力対策

救助・救出支援

BCP関連

水害対策

災害対策全般

61.5%

50.0%

42.3%

34.6%

31.2%

30.8%

26.9%

19.2%

地震対策

備蓄品

電力対策

非常時通信対策

BCP関連

災害対策全般

救助・救出支援

水害対策

63.2%

59.6%

44.7%

34.8%

28.4%

26.7%

19.9%

13.8%

備蓄品

地震対策

BCP関連

電力対策

非常時通信対策

水害対策

救助・救出支援

災害対策全般

88.9%

59.3%

40.7%

38.2%

37.0%

33.3%

22.2%

19.5%

備蓄品

地震対策

非常時通信対策

災害対策全般

電力対策

水害対策

BCP関連

救助・救出支援

来場者の声

・「思っていたより官民の出展バランスが良く、派手さはあり
ませんが骨太な印象を受けました。次回も来場します。」

・「展示が多岐にわたっていたので、専門分野以外の防災対
策も参考になりました。」

・「防災用品の使い方等、体験出来るブースが増えれば良い
と思います。」

・「災害対策を見直しており来場しましたが、出展されている
内容が以前に比べかなり変わっていて驚きました。近年の
発生した災害を受けて、対策も進化していますね。」

・「実際に商品を見て触れて、直接説明も聞けるので、貴重な
経験になっています。学びの機会となっています。」

・「セミナーに参加しましたが、セミナーで得た情報を踏まえ、
対応出来る商品はないか展示を見て回りました。」

来場者の声

・「学生への防災グッズを検討するため来場しました。」
・「最先端の技術を見ることが出来、職場や家庭の防災に活

かせると感じました。時間が無くて駆け足でしたが、色々
な情報収集が出来て来場した甲斐がありました。」

・「具体的に何が必要でどう費用をかけるかなど、検討はまだ
まだしなければいけませんが、大震災が来る前に、それな
りの対応が取れるように日々検討し、備える努力はしてお
きたいです。」

・「目新しい商品や、聴講したセミナーも有名な講師陣ばか
りで大変参考になりました。」

・「今年は水害対策関連製品が多い印象を受けました。」
・「前回来場した社員に勧められて来場しました。展示数が

多く様々な商品を知ることが出来ました。」

来場者の声

・「地元自主防災組織での防災グッズ情報収集と新知見の吸
収のため来場しました。」

・「新しい啓発グッズの情報を得るために来場しました。知り
たかった情報と、新商品を知れて良かったです。」

・「出展者から案内があり初めて来場しました。聴講したセミ
ナー講演も、防災教育や災害現場の実体験を聞くことが
出来て、大変有効な内容でした。」

・「浄水器の会社をはじめ、3社に資料請求をお願いしました。」
・「「震災対策技術展」に毎年来場しています。昨年は災害が多

く、防災活動の啓発活動内容の見直しも進めています。」
・「毎年来場していますが、雨に濡れずに来場出来る立地に助

かっています。天候不順でも沢山の来場者があり、関心の
高さが伺えました。」

来場者の声

・「実際に被災したことが無く、来場することで防災への意識付
けが出来て非常に勉強になりました。知り得た情報を会社だ
けではなく家族にも伝え、とてもいい機会となりました。」

・「工場総務として、震災への備え等の決断権があるため視
察に伺いました。普段目にすることが少ない出展企業や
技術等、視察出来たので大変満足しています。」

・「今後も、震災対策の新しい情報を得られる場として、継続
開催してもらいたいです。」

・「社内の備蓄品入れ替えの時期で、保存食の出展が多数あ
ったので、比較・検討が出来ました。」

・「各ブースゆっくりと話が聞けて良かったです。」
・「事務局から案内があり来場し、10社に見積り依頼をして

います。トランシーバーの企業が印象に残りました。」

来場者分析
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6月6日（木）

大阪湾沿岸の南海地震津波を考慮した計画高潮の見直し
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

10：45 ～12：15

［基調講演］

京都大学防災研究所 気象・水象災害研究部門 
沿岸災害研究分野 教授　森 信人 氏

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

10：45 ～11：30

主催：NPO法人『人・家・街 安全支援機構』＜略称＞LSO

13：00 ～17：00

近畿地方で被害が起こる地震・津波・高潮災害
～将来への展望～

【第一部】講演
「2018年台風21号による高潮・
  高波災害から学ぶ今後の対策」

【第二部】 パネルディスカッション

● パネラー

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

「南海トラフ巨大地震 津波の新たな被害想定」

6月7日（金）

地震調査研究推進本部の活動

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

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

京都大学防災研究所 気象・水象災害研究部門 
沿岸災害研究分野 教授
森 信人 氏

国土交通省 近畿地方整備局長
黒川 純一良 氏

大阪府 都市整備部 河川室長
武井 義孝 氏

● コーディネーター
日経BP社 執行役員 日経BP総合研究所長
安達 功 氏

森 信人 氏

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

「昨年の地震災害に学ぶ」

福和 伸夫 氏

　大阪湾沿岸は、法律上、津波対策は皆無でも問題はない。ところが、1995年阪神・淡路大震災が発生し、これが次の
南海地震の津波発生を考慮しなければならない動かぬ証拠となり、かつ、2011年東日本大震災を経験して、L2津波を
対象とすることになった。そこで、急遽、津波対策も従来の高潮対策との整合性を考慮して進めなければならない。

「バッドシナリオを想定して備える近畿の未来」

　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。本講演では、南海トラフ
で次に発生する地震の規模や可能性についての長期評価の例を中心に、地震
調査研究推進本部の活動を紹介します。

国土交通省 近畿地方整備局 総括防災調整官
粟津 誠一 氏

14：30 ～15：15

近畿地方整備局における防災対策

　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。

大阪市 危機管理室 防災計画担当課長代理
早野 和秀 氏

12：00 ～12：45

南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた
新たな防災対応について

　大阪市では、平成30年度に発生した大阪府北部地震等の自然災害の教訓
を活かし、防災力の強化を図るため、「大阪市防災・危機管理対策会議」
において検討を行い、今後の対策方針を取りまとめました。その中で、社
会全体で平時の対応から災害時の対応への切り替えや情報の迅速な共有・
発信等、新たな取組みについてご紹介します。

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　久保 剛太 氏

15：45 ～16：30

平成30年度の自然災害等を受けた
大阪市の取組について

　南海トラフ沿い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、政
府では平成３０年３月に「南海トラフ沿いの異常な現象への防災対応検討ワーキンググ
ループ」を立ち上げ、「南海トラフ沿いの以上な現象への防災対応のあり方（報告）」
をとりまとめた。また、ワーキンググループの報告を踏まえ、平成３１年３月に「南海
トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイドライン【第１版】」を作成し
ている。本講演では、南海トラフ大規模地震の発生可能性が高まったと評価された場合
に、地方公共団体、指定公共機関、企業等がとるべき防災対応について説明する。

関西大学 社会安全学部 教授
亀井 克之 氏

13：15 ～14：00

危機管理とリーダーシップ 
－その時、学校現場では－

　東日本大震災や大阪北部地震において、学校の現場では、リーダーによ
ってどのような決断がなさられたのか。
　インタビュー調査に基づいてお話し、その教訓を考えます。

6月6日（木）

6月7日（金）

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 ～11：15

「生きる、を支える科学技術」を目指す
防災科研の試み

　「生きる、を支える科学技術」という新しいアイデンティティを掲げる
防災科研が、あらゆる種類の自然災害を対象に、予測・予防・対応・回復
のすべての段階を対象として行う、人々の命と暮らしを支えることを目指
した最新の総合的な研究開発を紹介する。

大阪府 危機管理室防災企画課 課長
宍戸 英明 氏

11：45 ～12：30

　昨年の「大阪府北部を震源とする地震」や「台風21号」など、度重なる
災害の教訓を踏まえ「市町村支援、出勤及び帰宅困難者への対応」など、
大阪府の災害対応力の強化に向けた取組みについて説明をします。

災害対応力の強化について～昨年の災害の
教訓を踏まえた大阪府の取組について～

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

13：00 ～13：45

南海トラフ巨大地震等に対する
兵庫県の取り組み

　兵庫県の南海トラフ地震・津波の被害想定及びハード・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」の概要とその進捗状況について説明します。
　また、日本海沿岸地域の地震・津波の被害想定と減災対策についても紹
介します。

関西大学 社会安全学部 教授
元吉 忠寛 氏

14：15 ～15：00

災害心理学入門 
－すべきことができない人間の心理－

　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。対策をすべきだとわかっていても、それができない人間の心
理とその対策について考えます。

阪神高速道路 株式会社 総務人事部 防災危機管理室 室長
井口 斉 氏

15：30 ～16：15

　阪神高速道路（株）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。
　昨年の災害が多発した状況のなか、お客様の安全確保と二次災害の防止、
災害救助・復旧への貢献を目的とした取り組みについて紹介します。

阪神高速道路（株）における
防災対策の取組み

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 主任研究員
木作 尚子 氏

16：45 ～17：30

福祉事業所等の災害への備えと避難者受入

　福祉事業所との福祉避難所協定の締結が進むなど、災害時要配慮者の受
入れを期待されています。一方で、自身の事業所の事業継続もしなければ
なりません。2016年の熊本地震の事例を示しつつ、福祉事業所の災害へ
の備えや要配慮者の受入の現状についてお話します。

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

10：30 ～11：15

災害経験の伝承と防災教育

　災害による被害の軽減をはかるためには、行政のトップはいうまでもな
く、コミュニティや企業組織のリーダーさらには一人ひとりの国民に至る
まで、その防災意識と防災力の向上をはかることが欠かせない。
　その意識や知識の向上をはかるために、いかなる伝承と教育が必要かを
「求められる防災力の要素」に照らして論じるとともに、そのためのある
べき教育プログラムや体験型学習施設の内容を示す。 

LINE株式会社 公共政策・CSR担当 執行役員
江口 清貴 氏

11：45 ～12：30

　災害時の連絡手段として一定の有用性があるLINEは、自治体においても
災害対応のために導入を検討される事例が増えている。現在、LINEのアカ
ウントやAIチャットボット技術を活用し、被災者や関係省庁・行政機関が
災害状況を迅速に共有できるシステム構築を目指しており、その取組状況
等について紹介する。

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

NPO法人 プラス・アーツ 理事長
永田 宏和 氏

13：00 ～13：45

多くの社員に響き、届く“楽しみながら
広がる”企業版防災啓発の新しいカタチ

　社内で災害用グッズの備蓄や自衛消防隊の組成ができていたとしても、そ
のことを多くの社員が認識し、主体的に動けるように準備しておかないと災
害時に有効に運用できません。より多くの社員に響き、しっかり届く、社内
向け防災啓発キャンペーンのユニークな手法に関して、「東京ガス」、「東
京メトロ」、「SCSK」など、いくつかの企業の事例などを紹介しながら解
説します。

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　寅屋敷 哲也 氏

14：15 ～15：00

東日本大震災で発生した地方都市の帰宅困難者
対応事例を踏まえた企業の対策の留意点

　東日本大震災では、東京のような大都市だけではなく、仙台をはじめと
した地方都市においても多くの帰宅困難者が発生しました。どのような地
域で帰宅困難者の対応のニーズが生じるのかを事例を示しながら、企業が
一時滞在施設として自治体と協定を締結する際、帰宅困難者を受け入れる
際の留意点などをお話します。

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
横田 幸男 氏

15：30 ～16：15

　昨年、大規模な地震や風水害に見舞われた教訓から、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、地域の住民の
皆様はもちろんのこと、内外の観光客の方たちも含め、迅速・確実な災害
情報の提供が必要となります。
　そこで、各自治体や通信・放送事業者様による情報伝達をはじめ、さら
に多重化・多様化が進む災害情報伝達手段等について、総務省の取り組み
を御紹介いたします。

大規模災害に備えた総務省の取組

黒川 純一良 氏 武井 義孝 氏

安達 功 氏

セミナーA 会場 セミナーB 会場
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6月6日（木）

大阪湾沿岸の南海地震津波を考慮した計画高潮の見直し
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

10：45 ～12：15

［基調講演］

京都大学防災研究所 気象・水象災害研究部門 
沿岸災害研究分野 教授　森 信人 氏

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

10：45 ～11：30

主催：NPO法人『人・家・街 安全支援機構』＜略称＞LSO

13：00 ～17：00

近畿地方で被害が起こる地震・津波・高潮災害
～将来への展望～

【第一部】講演
「2018年台風21号による高潮・
  高波災害から学ぶ今後の対策」

【第二部】 パネルディスカッション

● パネラー

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

「南海トラフ巨大地震 津波の新たな被害想定」

6月7日（金）

地震調査研究推進本部の活動

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

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

京都大学防災研究所 気象・水象災害研究部門 
沿岸災害研究分野 教授
森 信人 氏

国土交通省 近畿地方整備局長
黒川 純一良 氏

大阪府 都市整備部 河川室長
武井 義孝 氏

● コーディネーター
日経BP社 執行役員 日経BP総合研究所長
安達 功 氏

森 信人 氏

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

「昨年の地震災害に学ぶ」

福和 伸夫 氏

　大阪湾沿岸は、法律上、津波対策は皆無でも問題はない。ところが、1995年阪神・淡路大震災が発生し、これが次の
南海地震の津波発生を考慮しなければならない動かぬ証拠となり、かつ、2011年東日本大震災を経験して、L2津波を
対象とすることになった。そこで、急遽、津波対策も従来の高潮対策との整合性を考慮して進めなければならない。

「バッドシナリオを想定して備える近畿の未来」

　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。本講演では、南海トラフ
で次に発生する地震の規模や可能性についての長期評価の例を中心に、地震
調査研究推進本部の活動を紹介します。

国土交通省 近畿地方整備局 総括防災調整官
粟津 誠一 氏

14：30 ～15：15

近畿地方整備局における防災対策

　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。

大阪市 危機管理室 防災計画担当課長代理
早野 和秀 氏

12：00 ～12：45

南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた
新たな防災対応について

　大阪市では、平成30年度に発生した大阪府北部地震等の自然災害の教訓
を活かし、防災力の強化を図るため、「大阪市防災・危機管理対策会議」
において検討を行い、今後の対策方針を取りまとめました。その中で、社
会全体で平時の対応から災害時の対応への切り替えや情報の迅速な共有・
発信等、新たな取組みについてご紹介します。

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　久保 剛太 氏

15：45 ～16：30

平成30年度の自然災害等を受けた
大阪市の取組について

　南海トラフ沿い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、政
府では平成３０年３月に「南海トラフ沿いの異常な現象への防災対応検討ワーキンググ
ループ」を立ち上げ、「南海トラフ沿いの以上な現象への防災対応のあり方（報告）」
をとりまとめた。また、ワーキンググループの報告を踏まえ、平成３１年３月に「南海
トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイドライン【第１版】」を作成し
ている。本講演では、南海トラフ大規模地震の発生可能性が高まったと評価された場合
に、地方公共団体、指定公共機関、企業等がとるべき防災対応について説明する。

関西大学 社会安全学部 教授
亀井 克之 氏

13：15 ～14：00

危機管理とリーダーシップ 
－その時、学校現場では－

　東日本大震災や大阪北部地震において、学校の現場では、リーダーによ
ってどのような決断がなさられたのか。
　インタビュー調査に基づいてお話し、その教訓を考えます。

6月6日（木）

6月7日（金）

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 ～11：15

「生きる、を支える科学技術」を目指す
防災科研の試み

　「生きる、を支える科学技術」という新しいアイデンティティを掲げる
防災科研が、あらゆる種類の自然災害を対象に、予測・予防・対応・回復
のすべての段階を対象として行う、人々の命と暮らしを支えることを目指
した最新の総合的な研究開発を紹介する。

大阪府 危機管理室防災企画課 課長
宍戸 英明 氏

11：45 ～12：30

　昨年の「大阪府北部を震源とする地震」や「台風21号」など、度重なる
災害の教訓を踏まえ「市町村支援、出勤及び帰宅困難者への対応」など、
大阪府の災害対応力の強化に向けた取組みについて説明をします。

災害対応力の強化について～昨年の災害の
教訓を踏まえた大阪府の取組について～

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

13：00 ～13：45

南海トラフ巨大地震等に対する
兵庫県の取り組み

　兵庫県の南海トラフ地震・津波の被害想定及びハード・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」の概要とその進捗状況について説明します。
　また、日本海沿岸地域の地震・津波の被害想定と減災対策についても紹
介します。

関西大学 社会安全学部 教授
元吉 忠寛 氏

14：15 ～15：00

災害心理学入門 
－すべきことができない人間の心理－

　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。対策をすべきだとわかっていても、それができない人間の心
理とその対策について考えます。

阪神高速道路 株式会社 総務人事部 防災危機管理室 室長
井口 斉 氏

15：30 ～16：15

　阪神高速道路（株）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。
　昨年の災害が多発した状況のなか、お客様の安全確保と二次災害の防止、
災害救助・復旧への貢献を目的とした取り組みについて紹介します。

阪神高速道路（株）における
防災対策の取組み

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 主任研究員
木作 尚子 氏

16：45 ～17：30

福祉事業所等の災害への備えと避難者受入

　福祉事業所との福祉避難所協定の締結が進むなど、災害時要配慮者の受
入れを期待されています。一方で、自身の事業所の事業継続もしなければ
なりません。2016年の熊本地震の事例を示しつつ、福祉事業所の災害へ
の備えや要配慮者の受入の現状についてお話します。

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

10：30 ～11：15

災害経験の伝承と防災教育

　災害による被害の軽減をはかるためには、行政のトップはいうまでもな
く、コミュニティや企業組織のリーダーさらには一人ひとりの国民に至る
まで、その防災意識と防災力の向上をはかることが欠かせない。
　その意識や知識の向上をはかるために、いかなる伝承と教育が必要かを
「求められる防災力の要素」に照らして論じるとともに、そのためのある
べき教育プログラムや体験型学習施設の内容を示す。 

LINE株式会社 公共政策・CSR担当 執行役員
江口 清貴 氏

11：45 ～12：30

　災害時の連絡手段として一定の有用性があるLINEは、自治体においても
災害対応のために導入を検討される事例が増えている。現在、LINEのアカ
ウントやAIチャットボット技術を活用し、被災者や関係省庁・行政機関が
災害状況を迅速に共有できるシステム構築を目指しており、その取組状況
等について紹介する。

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

NPO法人 プラス・アーツ 理事長
永田 宏和 氏

13：00 ～13：45

多くの社員に響き、届く“楽しみながら
広がる”企業版防災啓発の新しいカタチ

　社内で災害用グッズの備蓄や自衛消防隊の組成ができていたとしても、そ
のことを多くの社員が認識し、主体的に動けるように準備しておかないと災
害時に有効に運用できません。より多くの社員に響き、しっかり届く、社内
向け防災啓発キャンペーンのユニークな手法に関して、「東京ガス」、「東
京メトロ」、「SCSK」など、いくつかの企業の事例などを紹介しながら解
説します。

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　寅屋敷 哲也 氏

14：15 ～15：00

東日本大震災で発生した地方都市の帰宅困難者
対応事例を踏まえた企業の対策の留意点

　東日本大震災では、東京のような大都市だけではなく、仙台をはじめと
した地方都市においても多くの帰宅困難者が発生しました。どのような地
域で帰宅困難者の対応のニーズが生じるのかを事例を示しながら、企業が
一時滞在施設として自治体と協定を締結する際、帰宅困難者を受け入れる
際の留意点などをお話します。

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
横田 幸男 氏

15：30 ～16：15

　昨年、大規模な地震や風水害に見舞われた教訓から、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、地域の住民の
皆様はもちろんのこと、内外の観光客の方たちも含め、迅速・確実な災害
情報の提供が必要となります。
　そこで、各自治体や通信・放送事業者様による情報伝達をはじめ、さら
に多重化・多様化が進む災害情報伝達手段等について、総務省の取り組み
を御紹介いたします。

大規模災害に備えた総務省の取組

黒川 純一良 氏 武井 義孝 氏

安達 功 氏

セミナーA 会場 セミナーB 会場
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6月6日（木）

6月7日（金）

構造品質保証研究所 株式会社 代表取締役
五十嵐 俊一 氏

10：30 ～11：15 

新しい地震対策を考えるセミナー
＜耐震・免震・制震から収震へ（SRF）へ＞

　近年、新耐震の想定を大幅に上回る地震動が続々と観測されており、耐震、
免震・制震は、方法論的にも目標性能的にも見直す時期になっています。
本セミナーでは、地震対策に関する諸問題と、損傷制御と使用継続性確保に優
れたSRF工法を中心に、この適用事例、東日本大震災、熊本地震、大阪府北部
地震での効果等についてご紹介します。

株式会社 ユニメーションシステム 企画・開発部 部長
伊藤 武志 氏

11：45 ～12：30

　避難を呼びかける情報が緊迫感をもって伝わらない。豪雨災害の危険を
眼の前にしても私たちは自分で思っているほど逃げないことが近年わかっ
てきました。その理由と対策について考え、もしもの際に避難行動を起こ
せる地域づくりのための情報の伝え方についてお話しします。

豪雨災害時の情報の伝わり方と地域防災　
～豪雨警戒情報システムの活用～

サンメイト一級建築士事務所 代表
杉本 重実 氏

13：00 ～13：45

令和時代の建物資産価値向上とは! 
（耐震コーディネーター®、木密耐火®、昭和復刻®活用方法について）

　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、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。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、耐震コーディネーター®、木密耐火®の商標を取得し、東京都とも協力して制度の確立を目指
します。また木密耐火®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。

CSインターナショナル 株式会社 代表取締役会長
Merlin Solar 技術アドバイザリーボードメンバー
石田 謙三 氏

14：15 ～15：00

薄型・超軽量ソーラパネルの
選定に考慮すべき事項

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

株式会社 Spectee 代表取締役CEO
村上 建治郎 氏

15：30 ～16：15

　スペクティ社（株式会社Spectee）は、全国200社以上、世界40か国以
上に複数のSNSから緊急性の高い情報をいち早く伝えるサービス「Spectee
（スペクティ）」を展開しており、SNS緊急情報速報サービスでは国内最大
手の会社です。会場ではデモや、AIを活用した最新の防災・減災技術を紹介
します。

AI防災の最前線！
AIはどのように防災・減災に活用できるか

国立研究開発法人 土木研究所 寒地土木研究所 寒地河川チーム 研究員
島田 友典 氏

16：45 ～17：30

もしも堤防が決壊した場合でも減災につなげるための考え方
～堤防決壊時の緊急対策シミュレーションの参考として～

　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。

株式会社 エイト日本技術開発 都市環境・資源・
マネジメント事業部 プロジェクトマネージャー
三村 昇 氏
徳島大学 環境防災研究センター 助教
湯浅 恭史 氏

10：30 ～11：15

BCPをより実効性の高いものにするためには？
－企業、病院、自治体－

　近年の災害での企業、病院、自治体の対応を踏まえて、BCP
の実効性を高めていくために必要な考え方や要素について解説
していきます。

株式会社 アドテクニカ パートナーソリューション部
西家 宏多 氏

11：45 ～12：30

　導入実績800社を突破！ID・パスワード・メールアドレス不要の安否確
認システム「安否コール」。安否確認や復旧時の連絡だけではなく、日常
のコミュニケーションツールとしても利用可能。圧倒的に支持される快適
なUXデザインで誰でも簡単に直感的につかえる、最も使いやすい安否確認
システムをご紹介いたします。

メールアドレス不要で登録も運用も簡単な
最先端安否確認システム

平野石油 株式会社 燃料ソリューション事業部
中里 賢一 氏

13：00 ～13：45

緊急時に向けた燃料備蓄の現状と
今後の課題について

　東日本大震災をきっかけに、災害時、緊急時における燃料の必要性がクロ
ーズアップされ、企業は事業継続の為に燃料の備蓄及び配送サービスを取り
入れて来ました。8年経過した今、そこにある問題点や今後の課題点を浮き
彫りにし実効性の高い燃料対策をご説明させて頂きます。

WATER MAKER 代表取締役会長 ／ 公益社団法人
 東京共同住宅協会 理事（内閣府管轄）　赤石 太郎 氏

14：15 ～15：00

世界初 水を創り出す装置
「WATER MAKER」の開発秘話と可能性

　震災時のライフラインの重要性と、その中でも生き残るための水の重要性を説
きながら、弊社のWATER MAKERの事業化の目的、開発の苦労、レンタルモデル
にした理由と社会貢献、そして、経済的・技術的な衰退が著しい日本から、世界に向
けての勝負を挑んでいく強い想いと、未来構想を話します。
その中で、私が内閣府管轄の団体である「公益社団法人 東京共同住宅協会」にお
ける震災発生時の自宅を失った人への居住地提供を行った実話もお話します。

三和エナジー 株式会社 営業部　EESS推進課 課長
道下 祐輝 氏

15：30 ～16：15

　2000年三宅島噴火から2018年北海道胆振東部地震まで18年間、有事
における燃料供給を経て培った経験とノウハウを基に、平時における事前準
備から有事における緊急対応まで、ご提案致します。
　燃料配送事業のラストワンマイルとして、日本を支え続けております。
 

有事における有効な燃料供給方法と
事前対策のご提案

6月6日（木）

6月7日（金）

宮城県多賀城高等学校 教諭（防災主任）
高橋 健一 氏

10：45 ～11：30

防災減災教育の取組

　多賀城高校は、東日本大震災の経験を踏まえ、全国で二校目、理数系の専門学科
としては全国初となる防災系専門学科「災害科学科」を設置しました防災教育のパ
イロット校です。災害科学科・普通科ともに防災減災学習の学校設定科目をカリキ
ュラムにして、全国や世界、また未来に防災減災の取組を発信しています。

兵庫県立舞子高等学校 環境防災科 環境防災科長
桝田 順子 氏

東北と神戸の高校生たち

　東日本大震災以来、「神戸から東北へ」「東北から神戸へ」体
験や思いをつなぐ高校生たちの交流が続いています。彼らが感じ
ていること、それらをどう活かそうとしているかについてお話しします。

大阪市立大学 都市防災教育研究センター 
兼任研究員（生活科学研究科・教授）
瀧澤 重志 氏

12：00 ～12：45

　避難計画は、避難者を安全な場所に速やかに逃がすことを目的として計画される。
都市スケールの避難計画では大量の避難者を対象とするため、計画を支援する技術が
必要である。本講演では、南海トラフに起因する津波避難として、梅田地下街と大阪
市全域を対象とした避難シミュレーションと避難経路の最適化について説明する。

シミュレーションと最適化による
都市スケールの避難計画の支援技術

大阪ガス 株式会社 ネットワークカンパニー 中央保安指令部
防災・供給 チーム マネジャー
上林 秀則 氏

13：15 ～14：00

大阪ガスの地震等災害対策への取組み

　都市ガスを供給する事業者として取り組んでいる各種の地震対策につい
てご紹介させていただきます。

北海道大学 広域複合災害研究センター 特任教授
岡田 成幸 氏

14：30 ～15：15

少子高齢化現象がもたらす災害の複合性の増長
～北海道胆振東部地震から考える南海トラフ巨大地震対策への警鐘～

　胆振東部地震では山津波とも言われる土砂災害が多くの人命を奪いました。現今、
発生が懸念されている南海トラフ巨大地震では津波災害が圧倒します。共に、震動に
加え土砂、あるいは海水というハザードが複合化し災害を大規模化させる要素を持ち
ます。わが国には加えて、少子高齢化という不可避的社会構造変化がその災害に追い
打ちをかけてくることを忘れてはなりません。この複合性に立ち向かうには役割とし
ての自助/共助/公助の分担と連携がより強く意識されなければなりません。

関西大学 社会安全学部 教授
山崎 栄一 氏

15：45 ～16：30

　最近、大阪北部地震や西日本豪雨などで避難生活に関する報道が見られ
る中、そもそも今の避難生活にはどのような課題があるのか。実は、災害
対策基本法には多くのヒントが隠されている。名前は聞いたことがあって
も、中身についてはよく知らない方が多いのではないだろうか。今回は、
災害対策基本法の条文から避難生活に関するの目の付けどころを紹介して
いく。

災害対策基本法から見た避難生活のあり方

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

17：00 ～17：45

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。特に、昨
年6月に発生した大阪府北部の地震（M6.1）の発生過程や地震動などの研
究についても紹介する。

京都大学 防災研究所 准教授
竹見 哲也 氏

10：45 ～11：30

都市にひそむ暴風リスクを理解するために
：2018年台風21号による暴風災害

　2018年9月に近畿地方に上陸した台風21号は、各地に暴風による被害
を引き起こしました。大阪市内の観測では、最大瞬間風速毎秒47.4 mを記
録し、室戸台風・第二室戸台風に次ぐ観測史上第3位の暴風となりました。
このような暴風は、特に大都市では局所的に強くなり、被害を拡大させる
おそれがあります。台風21号の事例を中心に、都市にひそむ暴風リスクに
ついてお話いたします。

関西大学 社会安全学部 准教授
菅 磨志保 氏

12：00 ～12：45

　近年、民間の災害支援活動は、善意の個人ボランティアだけでなく専門
性や資源動員力を持った組織による活動が広く展開されており、こうした
民間組織と公的機関の連携が課題となっている。本報告では近年の官民連
携の動向を概観した上で、熊本地震や大阪北部地震における連携事例を紹
介し、現時点の到達点と課題を検討する。

官民連携に基づく災害支援の現状と課題 
―熊本地震と大阪北部地震から考える 災害対策研究会 代表

宮本 英治 氏

14：30 ～15：15

実践的な企業防災計画（災害図上演習の活用）

　災害図上演習ＤＩＧは、地域防災力向上、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、企業等の実践的な地震防災対策の検討方法を事例紹介します。
１ 関西で対象とする地震とは（想定外をなくすために）
２ 地震防災の基礎（家庭と地域の防災）
３ 職場と会社の防災（予防・初動・復旧）

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

15：45 ～16：30

　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。

なぜ急ぐ？夜間休日の災害対応

広島県 危機管理監危機管理課 防災担当監
山本 雅治 氏

13：15 ～14：00

平成30年7月豪雨災害を踏まえた
広島県としての取組について

　平成30年７月、広島県内各地での記録的な豪雨により、河川の氾濫や土
砂災害が相次ぎ，戦後最大級の被害がもたらされました。
　本日の講演では、広島県での被災状況や被災後の復旧・復興の状況、災
害対応での課題などを報告します。防災関係機関で共有することで、近年
頻発する大規模災害への備えに繋がればと考えています。

セミナーC 会場 セミナーD 会場
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6月6日（木）

6月7日（金）

構造品質保証研究所 株式会社 代表取締役
五十嵐 俊一 氏

10：30 ～11：15 

新しい地震対策を考えるセミナー
＜耐震・免震・制震から収震へ（SRF）へ＞

　近年、新耐震の想定を大幅に上回る地震動が続々と観測されており、耐震、
免震・制震は、方法論的にも目標性能的にも見直す時期になっています。
本セミナーでは、地震対策に関する諸問題と、損傷制御と使用継続性確保に優
れたSRF工法を中心に、この適用事例、東日本大震災、熊本地震、大阪府北部
地震での効果等についてご紹介します。

株式会社 ユニメーションシステム 企画・開発部 部長
伊藤 武志 氏

11：45 ～12：30

　避難を呼びかける情報が緊迫感をもって伝わらない。豪雨災害の危険を
眼の前にしても私たちは自分で思っているほど逃げないことが近年わかっ
てきました。その理由と対策について考え、もしもの際に避難行動を起こ
せる地域づくりのための情報の伝え方についてお話しします。

豪雨災害時の情報の伝わり方と地域防災　
～豪雨警戒情報システムの活用～

サンメイト一級建築士事務所 代表
杉本 重実 氏

13：00 ～13：45

令和時代の建物資産価値向上とは! 
（耐震コーディネーター®、木密耐火®、昭和復刻®活用方法について）

　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、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。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、耐震コーディネーター®、木密耐火®の商標を取得し、東京都とも協力して制度の確立を目指
します。また木密耐火®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。

CSインターナショナル 株式会社 代表取締役会長
Merlin Solar 技術アドバイザリーボードメンバー
石田 謙三 氏

14：15 ～15：00

薄型・超軽量ソーラパネルの
選定に考慮すべき事項

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

株式会社 Spectee 代表取締役CEO
村上 建治郎 氏

15：30 ～16：15

　スペクティ社（株式会社Spectee）は、全国200社以上、世界40か国以
上に複数のSNSから緊急性の高い情報をいち早く伝えるサービス「Spectee
（スペクティ）」を展開しており、SNS緊急情報速報サービスでは国内最大
手の会社です。会場ではデモや、AIを活用した最新の防災・減災技術を紹介
します。

AI防災の最前線！
AIはどのように防災・減災に活用できるか

国立研究開発法人 土木研究所 寒地土木研究所 寒地河川チーム 研究員
島田 友典 氏

16：45 ～17：30

もしも堤防が決壊した場合でも減災につなげるための考え方
～堤防決壊時の緊急対策シミュレーションの参考として～

　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。

株式会社 エイト日本技術開発 都市環境・資源・
マネジメント事業部 プロジェクトマネージャー
三村 昇 氏
徳島大学 環境防災研究センター 助教
湯浅 恭史 氏

10：30 ～11：15

BCPをより実効性の高いものにするためには？
－企業、病院、自治体－

　近年の災害での企業、病院、自治体の対応を踏まえて、BCP
の実効性を高めていくために必要な考え方や要素について解説
していきます。

株式会社 アドテクニカ パートナーソリューション部
西家 宏多 氏

11：45 ～12：30

　導入実績800社を突破！ID・パスワード・メールアドレス不要の安否確
認システム「安否コール」。安否確認や復旧時の連絡だけではなく、日常
のコミュニケーションツールとしても利用可能。圧倒的に支持される快適
なUXデザインで誰でも簡単に直感的につかえる、最も使いやすい安否確認
システムをご紹介いたします。

メールアドレス不要で登録も運用も簡単な
最先端安否確認システム

平野石油 株式会社 燃料ソリューション事業部
中里 賢一 氏

13：00 ～13：45

緊急時に向けた燃料備蓄の現状と
今後の課題について

　東日本大震災をきっかけに、災害時、緊急時における燃料の必要性がクロ
ーズアップされ、企業は事業継続の為に燃料の備蓄及び配送サービスを取り
入れて来ました。8年経過した今、そこにある問題点や今後の課題点を浮き
彫りにし実効性の高い燃料対策をご説明させて頂きます。

WATER MAKER 代表取締役会長 ／ 公益社団法人
 東京共同住宅協会 理事（内閣府管轄）　赤石 太郎 氏

14：15 ～15：00

世界初 水を創り出す装置
「WATER MAKER」の開発秘話と可能性

　震災時のライフラインの重要性と、その中でも生き残るための水の重要性を説
きながら、弊社のWATER MAKERの事業化の目的、開発の苦労、レンタルモデル
にした理由と社会貢献、そして、経済的・技術的な衰退が著しい日本から、世界に向
けての勝負を挑んでいく強い想いと、未来構想を話します。
その中で、私が内閣府管轄の団体である「公益社団法人 東京共同住宅協会」にお
ける震災発生時の自宅を失った人への居住地提供を行った実話もお話します。

三和エナジー 株式会社 営業部　EESS推進課 課長
道下 祐輝 氏

15：30 ～16：15

　2000年三宅島噴火から2018年北海道胆振東部地震まで18年間、有事
における燃料供給を経て培った経験とノウハウを基に、平時における事前準
備から有事における緊急対応まで、ご提案致します。
　燃料配送事業のラストワンマイルとして、日本を支え続けております。
 

有事における有効な燃料供給方法と
事前対策のご提案
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－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。特に、昨
年6月に発生した大阪府北部の地震（M6.1）の発生過程や地震動などの研
究についても紹介する。

京都大学 防災研究所 准教授
竹見 哲也 氏

10：45 ～11：30

都市にひそむ暴風リスクを理解するために
：2018年台風21号による暴風災害

　2018年9月に近畿地方に上陸した台風21号は、各地に暴風による被害
を引き起こしました。大阪市内の観測では、最大瞬間風速毎秒47.4 mを記
録し、室戸台風・第二室戸台風に次ぐ観測史上第3位の暴風となりました。
このような暴風は、特に大都市では局所的に強くなり、被害を拡大させる
おそれがあります。台風21号の事例を中心に、都市にひそむ暴風リスクに
ついてお話いたします。

関西大学 社会安全学部 准教授
菅 磨志保 氏

12：00 ～12：45

　近年、民間の災害支援活動は、善意の個人ボランティアだけでなく専門
性や資源動員力を持った組織による活動が広く展開されており、こうした
民間組織と公的機関の連携が課題となっている。本報告では近年の官民連
携の動向を概観した上で、熊本地震や大阪北部地震における連携事例を紹
介し、現時点の到達点と課題を検討する。

官民連携に基づく災害支援の現状と課題 
―熊本地震と大阪北部地震から考える 災害対策研究会 代表

宮本 英治 氏

14：30 ～15：15

実践的な企業防災計画（災害図上演習の活用）

　災害図上演習ＤＩＧは、地域防災力向上、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、企業等の実践的な地震防災対策の検討方法を事例紹介します。
１ 関西で対象とする地震とは（想定外をなくすために）
２ 地震防災の基礎（家庭と地域の防災）
３ 職場と会社の防災（予防・初動・復旧）

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

15：45 ～16：30

　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。

なぜ急ぐ？夜間休日の災害対応

広島県 危機管理監危機管理課 防災担当監
山本 雅治 氏

13：15 ～14：00

平成30年7月豪雨災害を踏まえた
広島県としての取組について

　平成30年７月、広島県内各地での記録的な豪雨により、河川の氾濫や土
砂災害が相次ぎ，戦後最大級の被害がもたらされました。
　本日の講演では、広島県での被災状況や被災後の復旧・復興の状況、災
害対応での課題などを報告します。防災関係機関で共有することで、近年
頻発する大規模災害への備えに繋がればと考えています。

セミナーC 会場 セミナーD 会場
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6月6日（木）

6月7日（金）

防災士研修センター 代表取締役
玉田 太郎 氏

10：30 ～11：15

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
出救助・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。

和歌山県 総務部 危機管理局 局長
酒井 清崇 氏

11：45 ～12：30

　和歌山県はこれまでに南海トラフで繰り返し発生してきた地震・津波や、
平成２３年の紀伊半島大水害をはじめ、豪雨災害、土砂災害など、災害が多
発する地理的特性を有しています。特に、東日本大震災以降。「災害による
犠牲者ゼロ」を実現するため、本県では多角的に防災・減災対策に取り組ん
でまいりました。今回は、「復興計画の事前策定」に係る取組を中心にご説
明します。

和歌山県の防災・減災対策について

一般財団法人 日本品質保証機構 マネジメントシステム部門 
審査技術部 次長
倉光 豊 氏

13：00 ～13：45

被災経験から学ぶ事業継続

　自然災害が多発する中、組織（企業や自治体など）に対してBCPやBCM
を求める気運が高まっています。しかしながら、有事への備え方や事業継
続活動の進め方に悩まれている組織が多いというのが実状です。本セミナ
ーでは、被災企業の実態調査をまとめた被災経験記録に基づき、事業継続
活動のポイントをご紹介いたします。

マンション管理研究所・関西センター所長 ／ 
千里金蘭大学 名誉教授
藤本 佳子 氏

14：15 ～15：00

大震災による被災マンション復興と課題

　熊本地震を例にとり、マンションの被災状況を把握し、復興への道筋を
つける段階の管理組合における問題点を明らかにする。特に、管理組合の
運営が混乱し、未だにマンション再生の道筋がつけられない事例を堀りさ
げ、問題点と課題を解説する。管理組合運営上、自治体等の震災対策、被
災マンション法等の多方面から述べる。

萬川建築設計事務所 所長
萬川 幹夫 氏

15：30 ～16：15

　住まいの中外に潜む危険を正しく認識し、地震等の災害に備え、不要な不
安を解消しましょう。家具の転倒や、食器棚の破損によるガラスの飛散、屋
外ではブロック塀の倒壊、瓦の落下、モルタル塗り外壁の剥落等が顕著な危
険性です。予測不能な自然災害に備えて安心安全な快適な暮らしを実現しま
しょう。

住まいに潜む危険と耐震性

神戸大学 海洋底探査センター センター長・教授
巽 好幸 氏

17：00 ～17：45

ご存知ですか？
大阪周辺に活断層が密集すること

　300万年前から沈降を続ける大阪湾。一方で、淡路島・上町台地・生駒山
地は上昇を続けています。その結果、大阪周辺は日本でも有数の活断層密集
域となっています。決して大阪は地震の少ない地位ではありません。また、
大阪湾の海底にも活断層が存在し、この活動は津波を誘発します。これらの
活断層の形成メカニズムや私たちが実施しようとしている大阪湾の海底調査
についてお話しします。

大阪市立総合医療センター 救命救急センター 医長
福家 顕宏 氏

10：30 ～11：15

災害拠点病院のBCPとBCM

　H29年3月に厚生労働省より災害拠点病院の指定要件としてBCPの策定
が追加された。医療機関のBCP策定は一般企業と異なる側面が多く、また
事業影響度分析でも定量的分析が難しく確立された手法はない。当院の実
例に基づき、医療機関のBCP策定とBCMの体制構築について実効性の高い
方法を提示する。

日本赤十字社 大阪府支部 事業課 救護係長
谷村 陽一郎 氏

11：45 ～12：30

　2018年の漢字として「災」が選ばれたことが象徴しているように、昨年
は災害が多い年でした。日本赤十字社では、災害が発生した場合、直ちに医
師・看護師等で構成された救護班を派遣し、医療救護活動を行います。日本
赤十字社大阪府支部では、昨年大阪府北部地震や平成30年7月豪雨災害の
被災地で活動し地域医療を支えました。発災直後から、日本赤十字社及び当
支部がどのような救護活動を行ったのかを紹介します。

2018年に発生した災害に対する
日本赤十字社の対応

国連防災機関 (UNDRR) 駐日事務所 代表
松岡 由季 氏

13：00 ～13：45

国連を通した防災・減災に関するグローバルな
取り組み：UNDRRと仙台防災枠組

　2015年3月に開催した第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る。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、仙台防災枠組実施に関する進捗・最近の動
向などについて報告する。

神戸市 建設局 下水道部 管路課管路係 調査担当係長
森田 寿 氏

14：15 ～15：00

災害時こまらんトイレ！（公共下水道接続型マンホールトイレ）
について－神戸市の事例－

　阪神・淡路大震災以降、神戸市では、指定避難所である小・中学校を中
心に、水洗で衛生的に利用できる公共下水道接続型仮設トイレの整備を全
国に先駆け進めてきた。平成28年度には、学校の備蓄管理者（学校教頭）
を対象にした全体調査を実施しており、その結果，設置箇所や使用方法が
把握されていない等の問題が判明した。本講演では、これらの問題解決の
ための取り組みについて紹介する。

大阪管区気象台 気象防災部 気象防災情報調整官
弘田 実 氏

15：30 ～16：15

　気象庁では、これまで提供していた土砂災害発生の危険度を表示した土砂
災害警戒判定メッシュ情報に加え、平成29年7月から大雨警報（浸水害）
と洪水警報の危険度分布の提供を開始しました。本講演では、危険度分布の
概要説明と平成30年７月豪雨時の状況を振り返りながら、危険度分布の利
活用について説明します。

大雨・洪水警報の危険度分布と
その活用について

セミナーE 会場
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6月6日（木）

6月7日（金）

防災士研修センター 代表取締役
玉田 太郎 氏

10：30 ～11：15

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
出救助・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。

和歌山県 総務部 危機管理局 局長
酒井 清崇 氏

11：45 ～12：30

　和歌山県はこれまでに南海トラフで繰り返し発生してきた地震・津波や、
平成２３年の紀伊半島大水害をはじめ、豪雨災害、土砂災害など、災害が多
発する地理的特性を有しています。特に、東日本大震災以降。「災害による
犠牲者ゼロ」を実現するため、本県では多角的に防災・減災対策に取り組ん
でまいりました。今回は、「復興計画の事前策定」に係る取組を中心にご説
明します。

和歌山県の防災・減災対策について

一般財団法人 日本品質保証機構 マネジメントシステム部門 
審査技術部 次長
倉光 豊 氏

13：00 ～13：45

被災経験から学ぶ事業継続

　自然災害が多発する中、組織（企業や自治体など）に対してBCPやBCM
を求める気運が高まっています。しかしながら、有事への備え方や事業継
続活動の進め方に悩まれている組織が多いというのが実状です。本セミナ
ーでは、被災企業の実態調査をまとめた被災経験記録に基づき、事業継続
活動のポイントをご紹介いたします。

マンション管理研究所・関西センター所長 ／ 
千里金蘭大学 名誉教授
藤本 佳子 氏

14：15 ～15：00

大震災による被災マンション復興と課題

　熊本地震を例にとり、マンションの被災状況を把握し、復興への道筋を
つける段階の管理組合における問題点を明らかにする。特に、管理組合の
運営が混乱し、未だにマンション再生の道筋がつけられない事例を堀りさ
げ、問題点と課題を解説する。管理組合運営上、自治体等の震災対策、被
災マンション法等の多方面から述べる。

萬川建築設計事務所 所長
萬川 幹夫 氏

15：30 ～16：15

　住まいの中外に潜む危険を正しく認識し、地震等の災害に備え、不要な不
安を解消しましょう。家具の転倒や、食器棚の破損によるガラスの飛散、屋
外ではブロック塀の倒壊、瓦の落下、モルタル塗り外壁の剥落等が顕著な危
険性です。予測不能な自然災害に備えて安心安全な快適な暮らしを実現しま
しょう。

住まいに潜む危険と耐震性

神戸大学 海洋底探査センター センター長・教授
巽 好幸 氏

17：00 ～17：45

ご存知ですか？
大阪周辺に活断層が密集すること

　300万年前から沈降を続ける大阪湾。一方で、淡路島・上町台地・生駒山
地は上昇を続けています。その結果、大阪周辺は日本でも有数の活断層密集
域となっています。決して大阪は地震の少ない地位ではありません。また、
大阪湾の海底にも活断層が存在し、この活動は津波を誘発します。これらの
活断層の形成メカニズムや私たちが実施しようとしている大阪湾の海底調査
についてお話しします。

大阪市立総合医療センター 救命救急センター 医長
福家 顕宏 氏

10：30 ～11：15

災害拠点病院のBCPとBCM

　H29年3月に厚生労働省より災害拠点病院の指定要件としてBCPの策定
が追加された。医療機関のBCP策定は一般企業と異なる側面が多く、また
事業影響度分析でも定量的分析が難しく確立された手法はない。当院の実
例に基づき、医療機関のBCP策定とBCMの体制構築について実効性の高い
方法を提示する。

日本赤十字社 大阪府支部 事業課 救護係長
谷村 陽一郎 氏

11：45 ～12：30

　2018年の漢字として「災」が選ばれたことが象徴しているように、昨年
は災害が多い年でした。日本赤十字社では、災害が発生した場合、直ちに医
師・看護師等で構成された救護班を派遣し、医療救護活動を行います。日本
赤十字社大阪府支部では、昨年大阪府北部地震や平成30年7月豪雨災害の
被災地で活動し地域医療を支えました。発災直後から、日本赤十字社及び当
支部がどのような救護活動を行ったのかを紹介します。

2018年に発生した災害に対する
日本赤十字社の対応

国連防災機関 (UNDRR) 駐日事務所 代表
松岡 由季 氏

13：00 ～13：45

国連を通した防災・減災に関するグローバルな
取り組み：UNDRRと仙台防災枠組

　2015年3月に開催した第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る。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、仙台防災枠組実施に関する進捗・最近の動
向などについて報告する。

神戸市 建設局 下水道部 管路課管路係 調査担当係長
森田 寿 氏

14：15 ～15：00

災害時こまらんトイレ！（公共下水道接続型マンホールトイレ）
について－神戸市の事例－

　阪神・淡路大震災以降、神戸市では、指定避難所である小・中学校を中
心に、水洗で衛生的に利用できる公共下水道接続型仮設トイレの整備を全
国に先駆け進めてきた。平成28年度には、学校の備蓄管理者（学校教頭）
を対象にした全体調査を実施しており、その結果，設置箇所や使用方法が
把握されていない等の問題が判明した。本講演では、これらの問題解決の
ための取り組みについて紹介する。

大阪管区気象台 気象防災部 気象防災情報調整官
弘田 実 氏

15：30 ～16：15

　気象庁では、これまで提供していた土砂災害発生の危険度を表示した土砂
災害警戒判定メッシュ情報に加え、平成29年7月から大雨警報（浸水害）
と洪水警報の危険度分布の提供を開始しました。本講演では、危険度分布の
概要説明と平成30年７月豪雨時の状況を振り返りながら、危険度分布の利
活用について説明します。

大雨・洪水警報の危険度分布と
その活用について

セミナーE 会場

● セミナー内容の満足度

● セミナーを聴講された感想は？

● ●

●

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
19.5%

満足
57.1%

普通
21.0%

不満
2.4%

4セッション以上
24.5%

2～3セッション
43.2%

1セッション
32.3%

テーマに
興味があった
64.4%

講師に
興味があった
20.7%

講演団体に
興味があった
4.6%

その他
1.5%

社内の
防災教育
8.8%

・和歌山や大阪市など、南海トラフの対象になっている地域
の方々の話に興味・関心があり聴講しました。
・昨年2018年に関西で発生した災害事例や最新情報に基づ
いたテーマが多く、防災対応の参考になりました。
・自然災害の備えは物だけでなく、いつ何が起こるかわから
ないと思う心の備えも大事で、今回セミナーを聴講し改め
て身が引き締まりました。3セッション聴講しましたが、
何れも満足の内容でした。
・セミナーを聴講し理解が深まりましたが、もっと知りたい
と思うこともあり、自主的に学ぼうと思いました。
・セミナーを聴講することで、国・自治体の災害対策への方
針を知り、実際の対応状況の確認も出来ました。
・理解していると思っていた内容も、セミナーを聴講し知識
が足りていない事を痛感し、気が引き締まりました。
・実体験に基づいて話されている内容は、臨場感があって興
味深いものでした。
・講師の方が、わかりやすく順序立ててお話されており、納
得するとともに満足する内容でした。熱意も伝わりました。
・耐震、エネルギー、災害心理学まで、震災に関する様々な
セミナーを拝聴することが出来て満足です。

・セミナーをメインに来場しましたが、空時間に展示会場も
見られて情報収集に便利でした。
・高潮のセミナーが大変勉強になりました。高潮被害と津波
被害の考え方、基礎理解が出来ました。
・実際の災害に関するデータや生の声をもとに問題提起や課
題解決策を述べられており、非常にリアルな情報で新たな
発見も得ることが出来ました。
・セミナーを聴講することで、普段聞くことのない話や新し
い動きや取組みもわかり、知識が増えました。
・ある講師のセミナーは毎年聴講させて貰っていますが、い
つもリアリティがあり他では聞けない率直な話でとても勉
強になります。危機管理を意識させられます。
・セミナーは数もテーマも充実していると思います。聴講し
たいセミナーの時間が重なっており、どれを聞こうか悩ま
しかったです。聴講した内容もためになりました。
・災害時に避難しなかった被災者の赤裸々な体験談を聞けた
ことで、今後災害が起きた際の参考になりました。
・セミナーを聴講し、自分とは違う視点の意見を伺うことが
出来たので参考になりました。

・大学教授や有識者による講演

・防災計画のアップデート方法

・災害現場の実体験に基づくもの

・地域防災の進め方

・報道関係者によるレポート

・効果的な訓練内容

・被災企業の復旧経験とその後の対策

・帰宅難民対策

・地震、津波、高潮対策

・各企業のBCPの具体的な事例

・南海トラフ地震への各企業対策

・都市部と地方部双方の防災

・マンション、ビルの防災対応

・公共交通機関の防災対策や基準

・防災情報伝達に関すること

・避難所運営における成功と失敗事例

聴講者分析
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第6回｢震災対策技術展｣大阪が開催

自治体、民間企業の防災担当者等、2日間で12,168名の来場者が訪れ、近年多発する地震・豪雨対策への関心の高さが伺えます

西日本豪雨等、昨年の災害を検証したセミナーを含む災害対策セミナーが51セッションもの規模で開催され、多くの方々が聴講されました

河田実行委員長 大阪府 田中副知事 黒川近畿地方整備局長

会場写真
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河田実行委員長 大阪府 田中副知事 黒川近畿地方整備局長

会場写真

製品情報の収集や具体的に導入検討をしている来場者と出展者の間で、多くの名刺交換、商談が行われました

昨年の大阪府北部地震から約一年が経過し、開催された本技術展には、多くの報道機関が来場され、TVや新聞、SNS等でご紹介いただきました

高齢者や増加している外国人観光客、労働者等といった要援護者への災害対策製品等、多様化するニーズに応える製品が展示されました

津波避難シェルターや浸水シュミレーション等、津波・水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
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● 報道各社

● 報道／掲載記事

毎日新聞

日刊建設工業新聞 日刊建設通信新聞

週刊エクステリア

石油化学新聞
食品新聞

鋼構造ジャーナル

日本物流新聞NHK大阪

テレビ岸和田

朝日放送

　日本放送協会、NHK大阪放送局、NHK岡山放送局、NHKプラネット、日本テレビ、毎日放送、朝日
放送、関西テレビ放送、読売テレビ放送、テレビ大阪、サンテレビジョン、名古屋テレビ、中国放送、
ラジオ関西、ラジオ大阪、エフエム宝塚、エフエム・キタ、東京マルチメディア放送、毎日新聞社、朝
日新聞社、読売新聞大阪本社、産経新聞大阪本社、共同通信社、神戸新聞社、日刊工業新聞社、日刊建
設工業新聞、日刊建設通信新聞、産業新聞社、大阪建設工業新聞社、食品新聞社、環境新聞社、日本物
流新聞社、日本金融通信社、商工経済新聞社、水道産業新聞社、中外日報社、燃料油脂新聞社、石油化
学新聞社、塗料報知新聞社、電波タイムス社、電材流通新聞社、全国賃貸住宅新聞社、鋼構造出版、他

広報結果
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学新聞社、塗料報知新聞社、電波タイムス社、電材流通新聞社、全国賃貸住宅新聞社、鋼構造出版、他

広報結果

地震対策、電力対策、通信対策、水害対策、備蓄対策

避難所対策、津波対策、土砂災害対策、火山対策、雷害対策、

解体技術、特殊重機、救助機器、等

・国･地方自治体
・消防・警察、防衛機関
・ライフライン（電気・水道・ガス・鉄道等）
・建築・設計・土木

・ビルマンション管理
・病院・福祉・学校
・民間企業
・協会・団体・NPO、等

仙台国際センター
2019 10:00 17:0011年 月 ～ ～10　日（ （日 11日（ （月

第10回
 震災対策技術展 東北

同時開催

出展対象

来場対象

「震災対策技術展」開催のご案内

スマートフォンやタブレットで、安否確認や避難
所案内等、災害時に活用出来る防災アプリを紹
介します。実際に端末を操作してアプリを使用し
ていただけるコーナーです。

アレルゲン対応食やインバウンド対応可能なハ
ラル対応食等、味の向上だけでなく、メニューも
豊富になっている非常食を、実際に試食すること
が出来るコーナーです。
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第7回「震災対策技術展」大阪
2020年6月4日（木）～5日（金）

～次回も宜しくお願い申し上げます～


