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展示会 10月14日（水）　10:00 ～18:00
 10月15日（木） 10:00 ～17:00
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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」も早いもので第7回を迎えることになりました。今年は、ご承知のとおり、新
型コロナウィルスの感染症拡大のような、考えてもみなかった災害が私たちの社会を襲っています。
そしてまだ完全に収束した訳ではなく、この冬、インフルエンザの流行と一緒に拡がるのではないか
と、心配される中ではありますが、「震災対策技術展」を開催することが出来ました。当初、開催が出
来ないのではと心配しておりましたが、何とかこのグランフロント大阪で開催することが出来ました。

　振り返ってみますと、25年前に阪神淡路大震災が起こり、9年前に東日本大震災が発生しました。
その後、首都直下地震や南海トラフ巨大地震が発生したらどうすべきか、ということで、特に震災
対策の分野では随分技術が進んで参りました。例えば、緊急地震速報は実用化されて、各公立の小
中学校にはその受信機がほとんど備わっています。しかしながら、災害はあの手この手で、私たち
の社会を攻めている状況は間違いありません。今年7月熊本県の球磨川を中心に線状降水帯による大
雨が、気象庁の予想の2倍を超える雨が降りました。そこで80人を超える方が亡くなる災害が起き
ています。ここ数年、水害が全国で猛威を振るっている訳ですが、忘れてはいけないのは水害だけ
ではなく、土砂災害、あるいは地震、高潮、津波が私たちの社会を常に狙っています。一番問題な
のはそういうことを忘れて、日々の生活を送ってしまうことにあります。

　コロナウィルスはまさに日常生活に大きなインパクトを与えています。しかしながらコロナウィ
ルスによって万を超える犠牲者が出ている訳ではありません。1,000名を超える犠牲者は出ていま
すが、南海トラフや首都直下地震が発生しますと命を落とすだけではなく、社会経済被害に実際の
物理的な被害が発生し大変なことになります。このコロナウィルスの問題は、ご近所のスーパーマー
ケット、ドラックストア、コンビニに行きますと望むものはあり、「物がない」ということは起き
ていません。しかしながら実際に災害が発生しますとコンビニ、スーパーから物がなくなることは、
今から想像できます。そうすると事前に備えるということは、大変重要です。

　今日、明日とこの会場で多くの関係者が努力して開発した装置、機器を見ていただき、それが将来
役に立つ、こういう考えの元で普及に繋がると考えています。委員長としましては、こういう機会に
改めて災害が社会を虎視眈眈と狙っている現状を思い起こしていただき、皆さまの熱い情熱を、防災・
減災社会に繋がるようにお祈り申し上げます。

実行委員長 挨拶
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国土交通省 近畿地方整備局 局長

溝 口  宏 樹   氏

　国土交通省近畿地方整備局長の溝口でございます。本日は第7回「震災対策技術展」大阪会場にお
越しいただき誠に有難うございます。河田先生のお話にもありました通り、近年甚大な災害が頻発し
ております。

　今年7月熊本で球磨川が氾濫して大きな被害が発生しました。近畿地方に目を向けてみると、去年、
今年と大きな災害には至っておりませんが、一昨年は2月福井豪雪に始まり、6月大阪北部地震、7月
西日本を中心とした豪雨、9月台風第21号と立て続けに大きな災害が起きています。全国に目を向け
てみると、昨年9月に東日本台風といった災害が発生し、全国で140箇所を超える河川堤防の決壊が
あり、甚大な被害が出ています。私自身、当時本省にいたのですが、台風上陸の翌朝から福島に行っ
てくれと言われ10日間、各省庁から集まった人間たち70人くらいに対し、全体の指揮を私が取らせ
ていただきました。福島県を支援する部隊ですが、福島県内だけでも死者・行方不明者が30人、堤
防の決壊が50箇所という悲惨な状況でございました。その時感じたのは、しっかり人の命を守ると
いうこと。社会経済機能が麻痺しないようにすること。そのためには事前の備えをしっかり準備して
おくこと。いざ発災した時に迅速に、的確な行動をすること。そういったことを痛感しました。

　事前の対策として、現在「防災・減災・国土強靭化3ヶ年緊急対策」ということで、ハード・ソフ
トの対策を実施していますが、まだまだ防災・減災、やらなくてはならないことが沢山あります。そ
して加速していかなければなりません。また近年の災害の頻発、それに加え新型コロナウィルス感染
症が発生している状況の中で、感染症を契機に日本社会の中で生活の仕方が変わってきております。
このような状況の中で、防災・減災をどうしていくか、新しい視点での取り組みが必要であり、新し
い技術も当然必要となってきます。

　本日多くの企業や団体に出展していただき、最新の災害対策あるいは感染症対策に関する多岐にわ
たる出展、そしてセミナーが予定されております。これを通じて行政、企業、研究機関、国民の方々
一人ひとりが防災・減災を意識する社会となるということが必要です。今回の技術展を通じて、沢山
の方々に来ていただき、見ていただき、知っていただき、拡めていただく。その流れにより防災・減
災が定着するような社会になっていってほしいと、強く願っております。

実行委員 挨拶
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大阪市 危機管理監

蕨 野  利 明   氏
　

　大阪市危機管理監の蕨野でございます。第7回「震災対策技術展」大阪の開催にあたりまして、開催
地自治体を代表して一言ご挨拶を申し上げます。先程河田委員長からもございましたように、今年は新
型コロナウィルス感染症の影響により、「震災対策技術展」の日程が変更されましたが、皆さまのご尽
力により今日このように盛大には開催されましたこと、心よりお喜び申し上げます。

　現在、新型コロナウィルスに関しまして大阪府、大阪市の協調の元、感染症蔓延防止の対策を含め、
住民の安心・安全、事業者の支援という形で鋭意努力しております。しかし一方で、コロナ禍の状況の
中で懸念しておりました災害の発生、コロナと災害の2重の災害が発生するのではないかという懸念を
常々しておりましたが、今年7月に九州で大きな災害がございました。その際、実際の避難所、その後
の復旧においてコロナウィルスの影響が出ていることを、私どもの検証の中で感じています。

　大阪では新しい避難所の運用に関しまして、コロナ禍における避難所の運営のガイドラインを作成い
たしまして、今までは備蓄物品として入っていなかった体温計、アルコール消毒類、パーティション、
あるいは簡易ベット等、備蓄の準備を鋭意進めているところです。また各区役所におきまして、避難所
の中の離隔を取らないといけないので、従来通りですと定員が満たせない状況となります。したがって
改めて各避難所の検証並びに新たな避難所の確保という形で、日々進めているところでございます。し
かしながらまだまだ課題の多いところがあるので、今後も色々な課題を見つけながら一つひとつ課題を
潰していきたいと考えています。

　「震災対策技術展」は最新の防災・減災に関しまして、様々な技術、アイディアを毎年出展者に展示
していただいております。昨今デジタルデータ、ICTの活用やドローンを活用した測量技術も報道され
ておりますが、コロナ禍において現地に行って人が測量するよりも、機械・データを活用して復旧作業
にあたるということは、今現在熊本でも中々進まない復旧作業を見ていると、非常に有効ではないかと
思います。大規模な災害が頻発しておりますが、これまでの仮想的な災害対策というよりも実際に我が
身に迫った現実感の元で、私自身も色々な課題に対してこのようなコロナ禍の状況を踏まえて、色々な
ヒントや解決策、アイディアを頂戴したいと思っております。

　本日この会場にいる皆さまにおかれましても、新しい展示物や技術に関して刺激を受けて今後の震災
対策、住民の安心・安全を守るための様々な対策について寄与していただければと思います。

　危機において「イノベーション」が起きるのは紛れもない事実です。先程河田委員長から仰られたよう
に、コロナウィルスにおいて色んな視点の下、社会構造が変わろうとしています。災害はないに越したこ
とはないのですが、やはり昨今の状況をみますと「今後もすぐ来るだろう」という現実感が差し迫ってお
ります。こういった意味で「震災対策技術展」という機会が貴重なものとなっていると感じます。

　2025年には大阪・関西万博が開催されます。本市と致しましても世界中から来られるゲストの皆さ
まが安心・安全という中で、楽しく過ごされる、滞在していただく際に官民一体となって、「オール大
阪」で大阪の災害対応力を一層強固なものにしていきたいと存じております。引き続き皆さまのご支援
を頂戴したく思っております。結びと致しまして、本日と明日の2日間、出展者の皆さまと展示を見に
来られる皆さま方の更なる防災技術の発展に祈念するとともに、今回の「震災対策技術展」に携わられ
た皆さまのご健勝を祈念いたしまして、ご挨拶とさせていただきます。

実行委員 挨拶
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大阪府：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、吹田市、摂津市、高槻市、豊中市

 富田林市、寝屋川市、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

兵庫県：神戸市、尼崎市、芦屋市、宝塚市
京都府：京都市、福知山市、宇治市  ・奈良県：奈良市、生駒市 
滋賀県：大津市、米原市　　　　　  ・和歌山県：和歌山市

災害アプリ
体験コーナー

・

・
・
・

赤沢産業、アクアテクノロジー・プラス、アステック、石崎資材、
尾西食品、水都環境サービス、テレネット、ナカネ、ピエラス、
プリート、ホリアキ、三徳屋、LACITA、レスキューナウ

会場図 会場図
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● 株式会社 アイザック
・高度利用者向け緊急地震速報サービス ゆれぽーと

● テレネット 株式会社 
・緊急地震速報受信機 ハザードプロ

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

● 株式会社 フォーラムエイト
・Engineer's Studio®

● 株式会社 シナノトレーディング
・感染症対策用テント

● 国立研究開発法人 防災科学技術研究所
・ハザードをリアルに再現できる
　世界最大規模の震動台を有する施設

● 日栄インテック 株式会社 
・天井落下防止金具
 （BBカチットワイヤー・BBクリッパー）
・既存天井落下防止措置（N-Safe）

● 安藤ハザマ
・杭基礎耐震補強工法CPR工法

● 液状化ポテンシャルサウンディング 
　PDCコンソーシアム

・PDC（ピエゾドライブコーン）

● 株式会社 オルテック
・PRO7耐震マット付き耐震金具POMシリーズ
・PRO7耐震マット付きジャッキー7

● 名工建設 株式会社 
・SMIC（スミック）工法
・集合住宅SMIC（スミック）工法

● 株式会社 構造計画研究所
・シミュレーションベースの地震対策コンサルティング

● 株式会社 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

● 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
　（CLT木材の活用・向上研究等）

● 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

● 株式会社 光
・ブロック塀の強度増強･保護コーティング工法

● 赤沢産業 株式会社 
・災害用浄水器Q-Q3000

● 株式会社 サガシキ
・ハコデルーム
・ハコデベッド

● 加地貿易 株式会社
・次亜塩素酸水溶液「SPWater1000」

● 株式会社 ピエラス
・mediAir
・自慢のマスク

● 三徳屋 株式会社 
・ワンタッチ式ダンボールベッド

● 室谷 株式会社 
・フェイスマスク・アイシャット・ウォークスルー型
　温度測定機

● 株式会社 アクアクララレモン
・ウォーターサーバー 宅配水

● フューロジック 株式会社 
・二酸化炭素濃度モニター（コロナ対策）

● 株式会社 カワハラ技研
・備蓄型・組立式・個室トイレ『ほぼ紙トイレ』

● 株式会社 アクアテクノロジー・プラス
・助水タンクTAMEZOU

● 石崎資材 株式会社 
・ONEDAYフェイスシールド

● 株式会社 シナノトレーディング
・災害備蓄用テント

● 株式会社 長田製作所
・見せる防災備蓄保管庫 ストックストック

● まいにち 株式会社 
・超耐水トイレ マイレットWR-100

● 株式会社 SN食品研究所
・救給カレー・救給コーンポタージュ・救給根菜汁
・救給五目ごはん

● 尾西食品 株式会社 
・尾西のひだまりパン 5年保存
　（プレーン・メープル・チョコ）
・アルファ米（アレルギー対応 五目ごはん ドライカレー）

● ホリカフーズ 株式会社 
・レスキューフーズ1食ボックス
・レスキューフーズ1日セット

● 三徳屋 株式会社 
・そのまんまOKカレー

● 株式会社 エメラス
・5年保存おにぎり醤油味
・フレッシュファイブブレッド

● 株式会社 MT-NET
・緊急戦隊トイレマン（非常用携帯トイレ）
・非常用持出セット

● 株式会社 エクセルシア
・災害用トイレ”ほっ！トイレタブレット”
・携帯用トイレ”ほっ！トイレ”

● 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
・発電機用吸音パネル枠

● 水都環境サービス 株式会社 
・感染症対策 避難所衛生対策 高性能オゾン発生機器

● 帝人フロンティア 株式会社 
・感染対策WITHまるごと防災

● 株式会社 日さく
・深井戸用ハンドポンプ
・防災用水井戸

● 大協 株式会社 
・災害対策用移動式浄水処理装置

● ノアテック 合同会社
・ 除菌ゲート「JYOKIN GOO®」

● 一般財団法人 移動無線センター

・mcAccess e
　（無線機器、関連アプリ、同報システム）
・MCAアドバンス（無線機器、関連アプリ）

● 芝浦電子工業 株式会社 
・デジタル高機能型戸別受信機
・可搬型拡声子局

● テレネット 株式会社 
・防災機能ワンパッケージ無線機 ハザードトーク

● 加地貿易 株式会社
・災害用蓄電池「スマートEポータブル」

● 三和エナジー 株式会社 
・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

● ソフトバンク 株式会社 
・ソフトバンク衛星電話501TH

● コンボルト・ジャパン 株式会社 
・燃料の金庫室！
 　コンボルト型屋外タンク貯蔵所

地震対策

非常食・保存食

● 平野石油 株式会社 
・非常用発電機・タンクメンテナンス

● フューロジック 株式会社 
・非常用ポータブル電源

● 株式会社 和柔
・ポータブル蓄電池・付属品

● アムニモ 株式会社 
・簡易無線水位計測サービス

● ガデリウス・インダストリー 株式会社 
・次世代型緊急洪水防護システム BOXWALL

● 株式会社 ケイ・メック
・簡易型止水板 とめみちゃん

● 株式会社 構造計画研究所
・リアルタイム洪水予測システム RiverCast

● 株式会社 三恵工作所
・超軽量止水パネルライトゲート
・浮力昇降式無人防潮扉シグゲート

● 国立研究開発法人 土木研究所寒地土木研究所
・3D浸水ハザードマップ

● 株式会社 濱口商会
・簡易型止水板

● まいにち 株式会社 
・スーパーバリア120α

● LACITA
・ポータブル電源 ENERBOX01
・ソーラーチャージャー CITASR-01

● 株式会社 みどり工学研究所
・水位計測・カメラ連動監視システム

● 株式会社 関電パワーテック
・ ソーラーLED照明、災害停電時用電池
・ 停電対応直管LED

● 株式会社 Spectee（スペクティ）
・ AI リアルタイム危機管理情報サービス 
　 Spectee Pro

● 株式会社 レスキューナウ
・安否確認サービス
・レスキューWeb

● 生活地図 株式会社 
・防災・減災・自助力マップ
・統合型マップシステム

● 一般財団法人 日本気象協会
・暴風疑似体験学習アトラクション「HERASEON」

● I・T・O 株式会社 
・防災減災対応システム BOGETS（ボーゲッツ）

● 株式会社 フォーラムエイト
・UC-win/Road

● 平野石油 株式会社 
・緊急時に向けた燃料備蓄・配送サービス

● 株式会社 和柔
・空気清浄機

● 株式会社 ブイキューブ
・V-CUBE Board（オペレーションテーブル）
・V-CUBE コラボレーション（web会議）

● 大阪建築物震災対策推進協議会
・ 建築物の耐震化促進に関する情報提供

● 大阪市消防局
・あべのタスカル

● 大阪市 危機管理室 
・水害ハザードマップの配布

● 大阪府 危機管理室
・ パネル展示及びポスター配布

● 一般財団法人 関西情報センター
・複合災害を考慮した避難誘導のあり方

● 大阪府 西大阪治水事務所 
「津波・高潮ステーション」 

・パネル展示及びポスター配布

● 自衛隊大阪地方協力本部
・災害派遣活動のパネル展示

● 国土交通省 近畿地方整備局 
・パネル展示

● 中央労働災害防止協会 近畿安全衛生サービスセンター
・職場の安全衛生対策図書・用品等のご紹介

● 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）

● 兵庫県
・兵庫県（関西広域連合）の防災・減災対策等の
　パネル展示・啓発資料の配布

● 兵庫県立大学防災アプリ開発プロジェクトチーム
・防災アプリ「ハザードチェッカー」
・減災カルテ・処方箋

● 防災企業連合 関西そなえ隊
・10・31オンライン防災訓練イベント
  「ALL HAT 2020 Online」参加・効力企業の募集
・防災企業連合 関西そなえ隊の活動紹介

● 阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター 
・当センターの感染症対策を伴う開館・運営のご案内、 
　および10・31
   オンライン防災訓練イベント
　「ALL HAT 2020 Online」のご案内
・参加コーナー ： 「withコロナ時代の減災」
　あなたのアイディアや事例のコメントを募集！
　参加者に記念品オリジナルマスクケースなどを進呈！

● 株式会社 アステック
・非常用飲料水用貯水タンク「たんくん」

● 株式会社 アルカディア
・防災SNS スピーキャンタイムライン

● 独立行政法人 都市再生機構
・パネル展示（UR都市機構の災害対応支援）

● 安藤ハザマ
・豪雨・地震の複合災害に備えた盛土強靭化技術

● エピスタコーポレーション ／ 株式会社 プリート
・敏感肌用化粧品「エピスタプロプル
　やさしいウエットティッシュ」
・エピスタレスキュー自立型携帯トイレセット
　（特許申請中）

● 東横サポート 有限会社
・冷却・加湿装置「クールミストLine®」
・除菌ゲート「JYOKIN GOO®」

● サンメイト一級建築士事務所
・耐震アンテナショップの開店（コロナ対応型）

● 大協 株式会社 
・集電子装置（EC：Electron Collector)

防  災  啓  発

各種災害対策

避難所・衛生対策

備蓄品 ／ 救助・救出支援

非常時通信対策

電力対策

水  害   対  策

協　力　団　体

● 株式会社 ナカネ
・防災備蓄ベスト
・カスタムメイドベスト

● ホリアキ 株式会社 
・インスタントイレ 各種

● 大同燃料 株式会社 
・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

● ハリマ化成 株式会社 
・燃料電池発電機

● 株式会社 ＰＩＦ
・ポータブル蓄電池・付属品

● 東西商事 株式会社 
・ハイブリッド型発電機（LPガス＆ガソリン）
・可搬型蓄電池（2kwモデル）

● あっとクリエーション
・スマホがトランシーバーに！
   話した内容や写真が地図に表示！
・災害発生後の被災者調査支援「アセスメント調査マップ」

● 株式会社 アルカディア
・ SpeeCAN RAIDEN（スピーキャンライデン）

● 株式会社 アバンセシステム
・ 安否確認システム【ANPIC】

● 室谷 株式会社 
・水のう

● 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
・河川水位・冠水警報ユニット

B C P 関 連

● 株式会社 PIF
・UV空気清浄機

● 株式会社 光
・屋根・壁の損傷簡易補修工法

● 株式会社 ネクスト
・着るロボット パワードウェアATOUN-Y
・着るロボット パワードウェアATOUN-Y＋Kote

● ファーストメディア 株式会社 
・防災情報アプリ 全国避難所ガイド
・防災情報スマートスピーカー

出展者・代表製品一覧 出展者・代表製品一覧
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● 液状化ポテンシャルサウンディング 
　PDCコンソーシアム

・PDC（ピエゾドライブコーン）

● 株式会社 オルテック
・PRO7耐震マット付き耐震金具POMシリーズ
・PRO7耐震マット付きジャッキー7

● 名工建設 株式会社 
・SMIC（スミック）工法
・集合住宅SMIC（スミック）工法

● 株式会社 構造計画研究所
・シミュレーションベースの地震対策コンサルティング

● 株式会社 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

● 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
　（CLT木材の活用・向上研究等）

● 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

● 株式会社 光
・ブロック塀の強度増強･保護コーティング工法

● 赤沢産業 株式会社 
・災害用浄水器Q-Q3000

● 株式会社 サガシキ
・ハコデルーム
・ハコデベッド

● 加地貿易 株式会社
・次亜塩素酸水溶液「SPWater1000」

● 株式会社 ピエラス
・mediAir
・自慢のマスク

● 三徳屋 株式会社 
・ワンタッチ式ダンボールベッド

● 室谷 株式会社 
・フェイスマスク・アイシャット・ウォークスルー型
　温度測定機

● 株式会社 アクアクララレモン
・ウォーターサーバー 宅配水

● フューロジック 株式会社 
・二酸化炭素濃度モニター（コロナ対策）

● 株式会社 カワハラ技研
・備蓄型・組立式・個室トイレ『ほぼ紙トイレ』

● 株式会社 アクアテクノロジー・プラス
・助水タンクTAMEZOU

● 石崎資材 株式会社 
・ONEDAYフェイスシールド

● 株式会社 シナノトレーディング
・災害備蓄用テント

● 株式会社 長田製作所
・見せる防災備蓄保管庫 ストックストック

● まいにち 株式会社 
・超耐水トイレ マイレットWR-100

● 株式会社 SN食品研究所
・救給カレー・救給コーンポタージュ・救給根菜汁
・救給五目ごはん

● 尾西食品 株式会社 
・尾西のひだまりパン 5年保存
　（プレーン・メープル・チョコ）
・アルファ米（アレルギー対応 五目ごはん ドライカレー）

● ホリカフーズ 株式会社 
・レスキューフーズ1食ボックス
・レスキューフーズ1日セット

● 三徳屋 株式会社 
・そのまんまOKカレー

● 株式会社 エメラス
・5年保存おにぎり醤油味
・フレッシュファイブブレッド

● 株式会社 MT-NET
・緊急戦隊トイレマン（非常用携帯トイレ）
・非常用持出セット

● 株式会社 エクセルシア
・災害用トイレ”ほっ！トイレタブレット”
・携帯用トイレ”ほっ！トイレ”

● 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
・発電機用吸音パネル枠

● 水都環境サービス 株式会社 
・感染症対策 避難所衛生対策 高性能オゾン発生機器

● 帝人フロンティア 株式会社 
・感染対策WITHまるごと防災

● 株式会社 日さく
・深井戸用ハンドポンプ
・防災用水井戸

● 大協 株式会社 
・災害対策用移動式浄水処理装置

● ノアテック 合同会社
・ 除菌ゲート「JYOKIN GOO®」

● 一般財団法人 移動無線センター

・mcAccess e
　（無線機器、関連アプリ、同報システム）
・MCAアドバンス（無線機器、関連アプリ）

● 芝浦電子工業 株式会社 
・デジタル高機能型戸別受信機
・可搬型拡声子局

● テレネット 株式会社 
・防災機能ワンパッケージ無線機 ハザードトーク

● 加地貿易 株式会社
・災害用蓄電池「スマートEポータブル」

● 三和エナジー 株式会社 
・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

● ソフトバンク 株式会社 
・ソフトバンク衛星電話501TH

● コンボルト・ジャパン 株式会社 
・燃料の金庫室！
 　コンボルト型屋外タンク貯蔵所

地震対策

非常食・保存食

● 平野石油 株式会社 
・非常用発電機・タンクメンテナンス

● フューロジック 株式会社 
・非常用ポータブル電源

● 株式会社 和柔
・ポータブル蓄電池・付属品

● アムニモ 株式会社 
・簡易無線水位計測サービス

● ガデリウス・インダストリー 株式会社 
・次世代型緊急洪水防護システム BOXWALL

● 株式会社 ケイ・メック
・簡易型止水板 とめみちゃん

● 株式会社 構造計画研究所
・リアルタイム洪水予測システム RiverCast

● 株式会社 三恵工作所
・超軽量止水パネルライトゲート
・浮力昇降式無人防潮扉シグゲート

● 国立研究開発法人 土木研究所寒地土木研究所
・3D浸水ハザードマップ

● 株式会社 濱口商会
・簡易型止水板

● まいにち 株式会社 
・スーパーバリア120α

● LACITA
・ポータブル電源 ENERBOX01
・ソーラーチャージャー CITASR-01

● 株式会社 みどり工学研究所
・水位計測・カメラ連動監視システム

● 株式会社 関電パワーテック
・ ソーラーLED照明、災害停電時用電池
・ 停電対応直管LED

● 株式会社 Spectee（スペクティ）
・ AI リアルタイム危機管理情報サービス 
　 Spectee Pro

● 株式会社 レスキューナウ
・安否確認サービス
・レスキューWeb

● 生活地図 株式会社 
・防災・減災・自助力マップ
・統合型マップシステム

● 一般財団法人 日本気象協会
・暴風疑似体験学習アトラクション「HERASEON」

● I・T・O 株式会社 
・防災減災対応システム BOGETS（ボーゲッツ）

● 株式会社 フォーラムエイト
・UC-win/Road

● 平野石油 株式会社 
・緊急時に向けた燃料備蓄・配送サービス

● 株式会社 和柔
・空気清浄機

● 株式会社 ブイキューブ
・V-CUBE Board（オペレーションテーブル）
・V-CUBE コラボレーション（web会議）

● 大阪建築物震災対策推進協議会
・ 建築物の耐震化促進に関する情報提供

● 大阪市消防局
・あべのタスカル

● 大阪市 危機管理室 
・水害ハザードマップの配布

● 大阪府 危機管理室
・ パネル展示及びポスター配布

● 一般財団法人 関西情報センター
・複合災害を考慮した避難誘導のあり方

● 大阪府 西大阪治水事務所 
「津波・高潮ステーション」 

・パネル展示及びポスター配布

● 自衛隊大阪地方協力本部
・災害派遣活動のパネル展示

● 国土交通省 近畿地方整備局 
・パネル展示

● 中央労働災害防止協会 近畿安全衛生サービスセンター
・職場の安全衛生対策図書・用品等のご紹介

● 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）

● 兵庫県
・兵庫県（関西広域連合）の防災・減災対策等の
　パネル展示・啓発資料の配布

● 兵庫県立大学防災アプリ開発プロジェクトチーム
・防災アプリ「ハザードチェッカー」
・減災カルテ・処方箋

● 防災企業連合 関西そなえ隊
・10・31オンライン防災訓練イベント
  「ALL HAT 2020 Online」参加・効力企業の募集
・防災企業連合 関西そなえ隊の活動紹介

● 阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター 
・当センターの感染症対策を伴う開館・運営のご案内、 
　および10・31
   オンライン防災訓練イベント
　「ALL HAT 2020 Online」のご案内
・参加コーナー ： 「withコロナ時代の減災」
　あなたのアイディアや事例のコメントを募集！
　参加者に記念品オリジナルマスクケースなどを進呈！

● 株式会社 アステック
・非常用飲料水用貯水タンク「たんくん」

● 株式会社 アルカディア
・防災SNS スピーキャンタイムライン

● 独立行政法人 都市再生機構
・パネル展示（UR都市機構の災害対応支援）

● 安藤ハザマ
・豪雨・地震の複合災害に備えた盛土強靭化技術

● エピスタコーポレーション ／ 株式会社 プリート
・敏感肌用化粧品「エピスタプロプル
　やさしいウエットティッシュ」
・エピスタレスキュー自立型携帯トイレセット
　（特許申請中）

● 東横サポート 有限会社
・冷却・加湿装置「クールミストLine®」
・除菌ゲート「JYOKIN GOO®」

● サンメイト一級建築士事務所
・耐震アンテナショップの開店（コロナ対応型）

● 大協 株式会社 
・集電子装置（EC：Electron Collector)

防  災  啓  発

各種災害対策

避難所・衛生対策

備蓄品 ／ 救助・救出支援

非常時通信対策

電力対策

水  害   対  策

協　力　団　体

● 株式会社 ナカネ
・防災備蓄ベスト
・カスタムメイドベスト

● ホリアキ 株式会社 
・インスタントイレ 各種

● 大同燃料 株式会社 
・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

● ハリマ化成 株式会社 
・燃料電池発電機

● 株式会社 ＰＩＦ
・ポータブル蓄電池・付属品

● 東西商事 株式会社 
・ハイブリッド型発電機（LPガス＆ガソリン）
・可搬型蓄電池（2kwモデル）

● あっとクリエーション
・スマホがトランシーバーに！
   話した内容や写真が地図に表示！
・災害発生後の被災者調査支援「アセスメント調査マップ」

● 株式会社 アルカディア
・ SpeeCAN RAIDEN（スピーキャンライデン）

● 株式会社 アバンセシステム
・ 安否確認システム【ANPIC】

● 室谷 株式会社 
・水のう

● 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
・河川水位・冠水警報ユニット

B C P 関 連

● 株式会社 PIF
・UV空気清浄機

● 株式会社 光
・屋根・壁の損傷簡易補修工法

● 株式会社 ネクスト
・着るロボット パワードウェアATOUN-Y
・着るロボット パワードウェアATOUN-Y＋Kote

● ファーストメディア 株式会社 
・防災情報アプリ 全国避難所ガイド
・防災情報スマートスピーカー

出展者・代表製品一覧 出展者・代表製品一覧
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特 設 コ ー ナ ー 特 設 コ ー ナ ー

●  ハザードマップ配布コーナー
職場や居住地域の洪水・土砂災害の危険度を来場者に把握していただくために、関西2府4県のハザードマッ
プを展示・配布しました。大阪府25市、京都府3市、兵庫県4市、奈良県2市、滋賀県2市、和歌山県1市の
合計37市からご協力いただき、洪水・水害被害の防災意識を高めるコーナーとなりました。

来場者の声
・地元市内以外のハザードマップがあり、大変参考になりました。
・自分の居住地域の浸水想定を知れたので、今後豪雨が自分の街を襲った際に、

どこに逃げたら良いか明確になりました。
・平時における危機管理の重要性を認識でき、参考になりました。
・勤務先以外にも、親族の居住地のハザードマップがあったので、持ち帰り、緊急時の

避難先等の話をするきっかけとなりました。
・高潮についての啓発内容について、参考になりました。
・紙ベースのハザードマップの一律的な展示は、自然災害リスクの深刻さを啓

発する立場からすると、非常に有り難い企画だと思いました。
・各地方自治体のハザードマップが見られて参考になりました。自分の居住地

の地形は把握していたつもりですが、見比べることでマップに合わせた、災害
対策、訓練が必要だと痛感しました。

・防災士の研修で、一般的なことも土地毎に把握しておく必要があるので、情
報収集に非常に役立つ取り組みでした。事前の危険周知に役立てたいです。

・災害は、人口密度やインフラ等も非常に影響していることが理解できました。

  ハザードマップ提供先
・大阪府：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、吹田市、摂津市
 高槻市、豊中市、富田林市、寝屋川市、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
・兵庫県：神戸市、尼崎市、芦屋市、宝塚市
・京都府：京都市、福知山市、宇治市　・奈良県：奈良市、生駒市 
・滋賀県：大津市、米原市　　　　　　・和歌山県：和歌山市

  展示企業
赤沢産業、アクアテクノロジー・プラス、アステック、石崎資材、
尾西食品、水都環境サービス、テレネット、ナカネ、ピエラス、プリート、
ホリアキ、三徳屋、LACITA、レスキューナウ

●  防災グッズ×オンライン展示コーナー
新型コロナウイルスの影響により在宅避難が推奨される中、避難生活
に必要な防災グッズを取り扱う企業14社の製品を一堂に展示しまし
た。ご来場いただいた方には、除菌スプレーやポータブル蓄電池等、
実物を手に取っていただくことで、より関心を持っていただきました。

●  災害アプリ体験コーナー
避難所をマップ上に表示するアプリや自分の居住エリアの災害リスク
の有無が確認できるアプリを、来場者に実際に操作していただきまし
た。体験を通じて、災害に想定して製品を試す機会となりました。
来場者の声
・スマートフォンで災害情報を確認できる便利さを感じました。
・災害アプリを実際に操作し、私自身が住んでいる居住エリアの災害が発生す

る危険性が分かり、備えの必要性を感じました。
・VRを活用した体験コーナーでは、実際に疑似体験できて良かったです。

●  映像コーナー
大阪府・帰宅困難者対策推進のための啓発動画「STOP!!災害時の一
斉帰宅」を流し、映像を通して来場者へ防災・減災の普及啓発を図る
とともに、満席で当日聴講が出来なかった方に向けて、本コーナーの
モニターからオンラインセミナーを配信し聴講できる環境を構築し、
多くの来場者にご覧いただきました。

●  出展者資料配布コーナー
出展者の製品リーフレットを一堂に集めたコーナーを展開しました。今回、
出展企業毎にカタログスタンドを設け資料を配架しました。出展企業の
製品資料をまとめて手に入れる機会となり、来場者には多くの製品資料
を持ち帰っていただきました。
来場者の声
・それぞれの企業の概要を可視化してみることで把握ができました。
・資料を複数枚いただき、地元の自治会のメンバーにも回覧しています。
・短時間に資料を回収し、情報収集できて非常に便利なコーナーでした。
・本コーナーで資料を確認し、気になった企業へはブースに訪問し、後日見積

を依頼させていただきました。

来場者の声
・大阪府の帰宅困難者対策の取り組み方がこの映像で参考になりました。
・急な参加になりましたが、オンライン配信のセミナーが別の場所でも見るこ

とができて良かったです。

協力企業・団体
大阪広域水道企業団、（公社）大阪府獣医師会、（公財）大阪府国際交流財団、（一社）
国土地盤情報センター、泉北水道企業団、（公社）日本下水道管路管理業協会、NPO
法人 ボランタリー・アーキテクツ・ネットワーク、ヤフー（株）

協力団体
伊勢市役所（防災センター 防災体験学習室）、稲むら火の舘、大阪市立阿倍野防災セ
ンター、奈良市防災センター、阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター、姫路市防
災センター ひめじ防災プラザ、福知山市消防防災センター、北淡町震災記念公園 野
島断層保存館、四日市市防災教育センター

●  防災施設紹介コーナー
防災施設の紹介コーナーを設け、関西圏の9つの防災施設の紹介し、取
り組み、概要等、資料を配布しました。各防災施設の特徴や施設紹介をす
ることで、来場者には防災施設の周知と、防災施設紹介の資料を持ち帰
っていただく機会となりました。

●  大阪府×防災協定コーナー
大阪府と災害時の物資供給等、防災協定を結ぶ協会や団体を紹介しまし
た。ご協力いただいた8つの企業や団体の紹介と、大阪府と協定を結ぶ
企業・団体の一覧表を掲示し、防災協定の周知を行いました。

来場者の声
・防災グッズの種類の多さに感動しました。色々見て勉強になりました。
・避難所開設時に使用出来そうな物品があり、参考になりました。
・帰宅困難者対策を担当する部署にいるので、情報収集に良い取り組みでした。
・どのような災害時に展示されている防災グッズが役立つのか、実際の被害状

況を想定しながら、拝見しました。
・備えなければと思っていた防災グッズが展示されていたので、隣接していた
「出展者資料配布コーナー」で関連製品のカタログをいただき、検討しています。
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特 設 コ ー ナ ー 特 設 コ ー ナ ー

●  ハザードマップ配布コーナー
職場や居住地域の洪水・土砂災害の危険度を来場者に把握していただくために、関西2府4県のハザードマッ
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合計37市からご協力いただき、洪水・水害被害の防災意識を高めるコーナーとなりました。

来場者の声
・地元市内以外のハザードマップがあり、大変参考になりました。
・自分の居住地域の浸水想定を知れたので、今後豪雨が自分の街を襲った際に、

どこに逃げたら良いか明確になりました。
・平時における危機管理の重要性を認識でき、参考になりました。
・勤務先以外にも、親族の居住地のハザードマップがあったので、持ち帰り、緊急時の
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・高潮についての啓発内容について、参考になりました。
・紙ベースのハザードマップの一律的な展示は、自然災害リスクの深刻さを啓

発する立場からすると、非常に有り難い企画だと思いました。
・各地方自治体のハザードマップが見られて参考になりました。自分の居住地

の地形は把握していたつもりですが、見比べることでマップに合わせた、災害
対策、訓練が必要だと痛感しました。

・防災士の研修で、一般的なことも土地毎に把握しておく必要があるので、情
報収集に非常に役立つ取り組みでした。事前の危険周知に役立てたいです。

・災害は、人口密度やインフラ等も非常に影響していることが理解できました。

  ハザードマップ提供先
・大阪府：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、吹田市、摂津市
 高槻市、豊中市、富田林市、寝屋川市、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
・兵庫県：神戸市、尼崎市、芦屋市、宝塚市
・京都府：京都市、福知山市、宇治市　・奈良県：奈良市、生駒市 
・滋賀県：大津市、米原市　　　　　　・和歌山県：和歌山市

  展示企業
赤沢産業、アクアテクノロジー・プラス、アステック、石崎資材、
尾西食品、水都環境サービス、テレネット、ナカネ、ピエラス、プリート、
ホリアキ、三徳屋、LACITA、レスキューナウ

●  防災グッズ×オンライン展示コーナー
新型コロナウイルスの影響により在宅避難が推奨される中、避難生活
に必要な防災グッズを取り扱う企業14社の製品を一堂に展示しまし
た。ご来場いただいた方には、除菌スプレーやポータブル蓄電池等、
実物を手に取っていただくことで、より関心を持っていただきました。

●  災害アプリ体験コーナー
避難所をマップ上に表示するアプリや自分の居住エリアの災害リスク
の有無が確認できるアプリを、来場者に実際に操作していただきまし
た。体験を通じて、災害に想定して製品を試す機会となりました。
来場者の声
・スマートフォンで災害情報を確認できる便利さを感じました。
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大阪府・帰宅困難者対策推進のための啓発動画「STOP!!災害時の一
斉帰宅」を流し、映像を通して来場者へ防災・減災の普及啓発を図る
とともに、満席で当日聴講が出来なかった方に向けて、本コーナーの
モニターからオンラインセミナーを配信し聴講できる環境を構築し、
多くの来場者にご覧いただきました。

●  出展者資料配布コーナー
出展者の製品リーフレットを一堂に集めたコーナーを展開しました。今回、
出展企業毎にカタログスタンドを設け資料を配架しました。出展企業の
製品資料をまとめて手に入れる機会となり、来場者には多くの製品資料
を持ち帰っていただきました。
来場者の声
・それぞれの企業の概要を可視化してみることで把握ができました。
・資料を複数枚いただき、地元の自治会のメンバーにも回覧しています。
・短時間に資料を回収し、情報収集できて非常に便利なコーナーでした。
・本コーナーで資料を確認し、気になった企業へはブースに訪問し、後日見積

を依頼させていただきました。

来場者の声
・大阪府の帰宅困難者対策の取り組み方がこの映像で参考になりました。
・急な参加になりましたが、オンライン配信のセミナーが別の場所でも見るこ

とができて良かったです。

協力企業・団体
大阪広域水道企業団、（公社）大阪府獣医師会、（公財）大阪府国際交流財団、（一社）
国土地盤情報センター、泉北水道企業団、（公社）日本下水道管路管理業協会、NPO
法人 ボランタリー・アーキテクツ・ネットワーク、ヤフー（株）

協力団体
伊勢市役所（防災センター 防災体験学習室）、稲むら火の舘、大阪市立阿倍野防災セ
ンター、奈良市防災センター、阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター、姫路市防
災センター ひめじ防災プラザ、福知山市消防防災センター、北淡町震災記念公園 野
島断層保存館、四日市市防災教育センター

●  防災施設紹介コーナー
防災施設の紹介コーナーを設け、関西圏の9つの防災施設の紹介し、取
り組み、概要等、資料を配布しました。各防災施設の特徴や施設紹介をす
ることで、来場者には防災施設の周知と、防災施設紹介の資料を持ち帰
っていただく機会となりました。

●  大阪府×防災協定コーナー
大阪府と災害時の物資供給等、防災協定を結ぶ協会や団体を紹介しまし
た。ご協力いただいた8つの企業や団体の紹介と、大阪府と協定を結ぶ
企業・団体の一覧表を掲示し、防災協定の周知を行いました。

来場者の声
・防災グッズの種類の多さに感動しました。色々見て勉強になりました。
・避難所開設時に使用出来そうな物品があり、参考になりました。
・帰宅困難者対策を担当する部署にいるので、情報収集に良い取り組みでした。
・どのような災害時に展示されている防災グッズが役立つのか、実際の被害状

況を想定しながら、拝見しました。
・備えなければと思っていた防災グッズが展示されていたので、隣接していた
「出展者資料配布コーナー」で関連製品のカタログをいただき、検討しています。
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期待以上に達成出来た
8.0%

● 出展社・小間数
92社／125小間

● 会期中のパンフレット配布枚数
1社平均／205枚 最高 810枚

1社平均／65枚 最高 180枚

1社平均／272万円 最高 2,400万円

● 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

50.0%

43.8%

43.8%

32.8%

28.1%

26.6%

26.6%

18.8%

 

※ 複数回答

関西・西日本での開催であるから

※ 複数回答

・具体的な商談に繋がる顧客と複数名刺交換ができ、実際に見積提出にも繋がっています。代理店も確保できました。
・コロナ禍で「来場者数が少ないのでは？」と思っていましたが、多数の来場者があり驚きの感がありました。
・今後の営業に繋がりそうな企業や団体との名刺・情報交換ができました。
・問題意識をもった来場者が増えていることを感じ、また購買意欲の高い来場者も多かったことが印象的でした。
・責任ある立場の来場者が多く、会期終了後、成約につながった先があり満足しています。
・大阪のある自治体にソリューションを提案し導入が決定。また地元商社にも提案し、導入を検討していただいています。

ターゲット層が来場しているから

地震、水害、火山噴火等､
自然災害対策の専門展示会だから

近年災害が多発し、災害に対する意識が
高まっていると感じたから

継続的に開催しているから

来場者の内容が良いから

情報収集が出来そうだから

展示会の規模が適しているから

63.5%

57.1%

47.6%

41.3%

36.5%

31.7%

20.6%

19.0%

企業名、商品名、
製品のPR・認知度向上

新規取引先の獲得

関西・西日本への販路開拓

地方自治体との交流

新商品のPR

自社製品に関するマーケティング

対面営業活動の機会獲得

既存顧客との交流

● 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

やや達成出来た
46.0%

達成出来なかった
23.8% 期待通りに

達成出来た
22.2%

出展者分析

11



期待以上に達成出来た
8.0%

● 出展社・小間数
92社／125小間

● 会期中のパンフレット配布枚数
1社平均／205枚 最高 810枚

1社平均／65枚 最高 180枚

1社平均／272万円 最高 2,400万円

● 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

50.0%

43.8%

43.8%

32.8%

28.1%

26.6%

26.6%

18.8%

 

※ 複数回答

関西・西日本での開催であるから

※ 複数回答

・具体的な商談に繋がる顧客と複数名刺交換ができ、実際に見積提出にも繋がっています。代理店も確保できました。
・コロナ禍で「来場者数が少ないのでは？」と思っていましたが、多数の来場者があり驚きの感がありました。
・今後の営業に繋がりそうな企業や団体との名刺・情報交換ができました。
・問題意識をもった来場者が増えていることを感じ、また購買意欲の高い来場者も多かったことが印象的でした。
・責任ある立場の来場者が多く、会期終了後、成約につながった先があり満足しています。
・大阪のある自治体にソリューションを提案し導入が決定。また地元商社にも提案し、導入を検討していただいています。

ターゲット層が来場しているから

地震、水害、火山噴火等､
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情報収集が出来そうだから
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47.6%

41.3%

36.5%

31.7%

20.6%

19.0%

企業名、商品名、
製品のPR・認知度向上

新規取引先の獲得

関西・西日本への販路開拓
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新商品のPR

自社製品に関するマーケティング
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既存顧客との交流

● 営業活動において注力している地域は？

57.5%

35.0%

25.0%
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関西地方

関東地方

全国

東海地方 ※ 複数回答

やや達成出来た
46.0%

達成出来なかった
23.8% 期待通りに

達成出来た
22.2%

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？

● 出展者の声

66.7%

54.4%

45.6%

33.3%

31.6%

22.8%

22.8%

22.8%

22.8%

17.5%

15.8%

15.8%

12.3%

10.5%

国・地方自治体

不動産、ビル・マンション管理

ライフライン

大学、研究機関

病院、介護、福祉施設

小売業（量販店、百貨店、商店、通販）

学校・研究機関

建設、設計、土木、測量

商業、遊戯、文化、観光施設

報道（テレビ、新聞、ラジオ、雑誌）

※ 複数回答

民間企業

防災関連企業

NPO、NGO、自治会、寺院

機械、資材製造

・コロナ禍にも関わらず盛況だったと感じました。
・自治体、学校関係者等、多数がご来場されていました。
・今後につながりそうな顧客との名刺交換が出来たと思います。
・コロナの影響で、逆に興味のある方が多く、しっかりと説

明できました。
・関西圏では初となる商談先が多く、新規顧客が見込めそうです。
・相応の商談、見積依頼を獲得できました。
・以前より防災意識が高く危機感をお持ちの方が多い印象で、

説明に対する反応も良かったように思いました。
・以前より防災意識が高く危機感をお持ちの方が多い印象で

す。説明に対する反応も良かったように思いました。
・ターゲットである地元自治体の来場が多くあり、実際に製品

の提案ができ、満足しています。
・ターゲット層の自治体や防災担当者へ商品紹介ができました。
・名刺交換等、新規顧客の情報を収集できました。

・新サービスのPRと対面営業の機会獲得が行えました。
・新型コロナ感染の影響か、今まで来られた方は近くまで来た

から等のお客様がいましたが、今回は展示会に対して興味
を持たれた方や目的があって来られた方が大半を占めてお
り、熱心に聞かれた方が多かった印象です。

・コロナ禍の状況でしたが、反応自体は期待する以上のものでした。
・予算取りを含めたご相談をいただいており、既に何件か具

体的な話に進んでいます。
・コロナ禍にもかかわらず、相応の成果が達成できました。
・コロナの影響により来場者は減少していますが、意識が高

い方が多く、当社の説明も熱心に聞かれて、一人ひとりが
滞在する時間が長かったように感じました。

・いつも提案している業種とは違う担当者と商談の機会がで
きました。想定以上に見込み客がいたのも印象的でした。

・昨年に比べ来場者が少なかったのは否めませんが、コロナ
禍においても十分な収穫はあったと思います。

満 足
25.4%

普 通
36.5%

不 満
31.7%

● 来場者の内容について

満 足
42.9%普 通

31.7%

不 満
19.0%

大変満足
6.4%

大変満足
6.4%

 

出展者分析
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● 来場者の業種 ● 来場者数推移
2020年10月14日（水） 2,639名  （前回  6,248名）

2020年10月15日（木） 2,519名 （前回  5,920名）

オンライン参加者 1,215名
（前回 12,168名）公式登録総来場者数 5,158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2回 第3回 第4回 第6回第5回 第7回

● 来場者の業種

32.4%民間企業

その他　8.9%

8.9%
ライフライン（電気、ガス、水道、
通信、交通、金融）

18.6%
建設、設計、土木、
測量

不動産、ビル・
マンション管理

国、地方自治体、自衛隊、
消防、警察、警備 10.0%

防災関連企業 3.5%
大学、研究機関、学校、教育機関、
病院、介護、福祉施設 4.7%

● 来場の目的

● 来場者の声

80.2%

38.1%

16.6%

11.6%

3.5%

セミナーの参加

製品・技術の導入検討

取引先との交流

その他 ※ 複数回答

製品・技術の情報収集

● 来場回数は？

● 来場された感想は？

不 満 3.5%
報道（テレビ、新聞、
ラジオ、雑誌）　2.7%

はじめて
50.1%

2～3回目
29.3%

毎回
10.9%

大変満足 9.3％

満 足
57.3％

4～5回目 9.7%

普 通
29.9%

NPO、NGO、自治会、
寺院　4.9%

・愛知県から、片道3時間程の時間をかけて参加しました。
今回で3回目の参加です。コロナ対策をしつつの展示会は
苦労があったと思いますが、日本は災害が多い為、コロナ
に負けずに展示会が開催されていたことは、危機管理とし
て非常に良かったと思います。

・毎回参加していますが、コロナ禍の中でも、ほぼ平年のよ
うに開催されていたことに、努力を感じました。

・昨年に続き2回目の参加ですが、最新技術や各企業の取り
組みを知る良い機会となっています。

・感染症対策においては、入口や出口を限定する等、工夫が
されていたと感じています。会場のアクセスも比較的良く、
次回の開催も心待ちにしています。

・3密を避けつつも、活気が感じられる開催でした。今後も
災害対応への啓発の場として、継続開催することに意義が
あると思います。次回も期待しています。

・災害対策に関係する各種の展示が一堂に集まる「震災対策
技術展」は、最新の情報を得る上で有意義です。来年も是
非開催して欲しいです。

第1回

5.4%

8,923名 9,227名
10,336名

11,694名 11,557名
12,168名

来場者
5,158名

オンライン参加者
1,215名

来場者分析
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組みを知る良い機会となっています。

・感染症対策においては、入口や出口を限定する等、工夫が
されていたと感じています。会場のアクセスも比較的良く、
次回の開催も心待ちにしています。

・3密を避けつつも、活気が感じられる開催でした。今後も
災害対応への啓発の場として、継続開催することに意義が
あると思います。次回も期待しています。

・災害対策に関係する各種の展示が一堂に集まる「震災対策
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来場者分析

● 印象に残った出展者・製品

● 滞在時間は？ ● 来場者エリア  
その他のエリア

尾西食品（株）

（一財）移動無線センター

テレネット（株）

（一財）日本気象協会

（株）枚方技研

芝浦電子工業（株）

赤沢産業（株）

（株）ブイキューブ

エピスタコーポレーション ／ （株）プリート

（株）Spectee（スペクティ）

ホリアキ（株）

（株）構造計画研究所

（株）エクセルシア

（独）都市再生機構

水都環境サービス（株）

（株）エメラス

ガデリウス・インダストリー（株）

三和エナジー（株）

日栄インテック（株）

まいにち（株）

尾西のひだまりパン 5年保存（プレーン・メープル・チョコ）

mcAccess e（無線機器、関連アプリ、同報システム）

防災機能ワンパッケージ無線機 ハザードトーク

暴風疑似体験学習アトラクション「HERASEON」

卓上型除振台「NJシリーズ」、耐震マット「タックゲル」 

デジタル高機能型戸別受信機

災害用浄水器Q-Q3000

V-CUBE Board（オペレーションテーブル）

敏感肌用化粧品「エピスタプロプルやさしいウエットティッシュ」

AIリアルタイム危機管理情報サービス Spectee Pro

インスタントイレ 各種

シミュレーションベースの地震対策コンサルティング

災害用トイレ”ほっ！トイレタブレット”

パネル展示（ＵＲ都市機構の災害対応支援）

感染症対策 避難所衛生対策 高性能オゾン発生機器

5年保存おにぎり醤油味

次世代型緊急洪水防護システム BOXWALL

大規模災害時エネルギーサポート事業

天井落下防止金具（BBカチットワイヤー・BBクリッパー）

スーパーバリア120α 

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
7.4%

両日
9.7%

4時間以内
18.1%

1時間以内
15.3%

3時間以内
20.2%

2時間以内
29.3%

京都府
3.9％

東京都
3.0％ その他

11.8％

大阪府
69.2％

兵庫県
12.1％

北海道　
岩手県　
宮城県
埼玉県　
千葉県　
神奈川県
富山県　
石川県　
福井県
長野県

岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県
奈良県
和歌山県
鳥取県
岡山県
広島県

山口県
徳島県
香川県
愛媛県
福岡県
熊本県
宮崎県
鹿児島県

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？

● 来場者の声

※ 複数回答

● 災害情報の取得方法

※ 複数回答

94.4%

52.8％

32.3％

31.3％

19.4％

8.6％

インターネット

アプリ

新聞

ラジオ

雑誌

テレビ

地震

津波

台風

土砂災害

感染症

雷害

火災

猛暑

火山

91.5%

75.0%

71.7%

49.7%

47.3%

26.1%

18.8%

18.2%

10.6%

6.0%

購入決定権を
持っている
22.7%

決定権は
もっていないが
関与している
43.3%

関与していない
34.0%

● 防災担当者はいますか？

● 災害対策のお困りごと

● 防災を担当している部署は？

担当者がいる
87.4%

担当者が
いない
12.6%

総務
50.2%専属部署

（BCP推進室、
災害対策室等）
29.1%

その他
10.9%

経営・役員
9.8%

 

水害（ゲリラ豪雨、洪水、等）

・阪神・淡路大震災の体験を振り返り、災害対策の必要事
項を再確認しました。経験を生かしたいです。

・今年度は非常電源セットを購入し常備しましたので、次
は非常食の見直しを行う予定にしています。

・避難所運営に関する必要な備蓄食料、コロナ対策用品等、
参考にしたく情報収集に来場しました。

・被災地で使用できる商品のリサーチに来場しました。
・最新の防災グッズの情報を集め、購入を検討しています。

・長期間の停電や断水が起きた際の対策ができていません。
・地域住民の防災意識が低く、なかなか理解が得られず、
　対策が進まず苦労しています。
・色々と対策したくても、費用の捻出がネックです。
・コロナ禍で、複合災害対策の必要性を感じています。
・地下にある電気室の浸水対策に苦慮しています。
・業務の都合、油流出防止策を講じる必要があります。
・社員の家族を含めた安全確保と安否情報の運用が課題です。
・災害の起きる時間帯（季節、日中か夜中）は予測不能

で、対策をする上で非常に悩ましいです。どこまで対
策をしたらよいのかアドバイスをして欲しいです。

・社内で災害対応できる人数が限られていることと、備
蓄品の保管場所が確保できず困っています。

・全ての通信が途絶えた場合の連絡手段を探しています。
・用水路の氾濫に備えて、如何に対策するかが課題です。
・災害時のゴミ処理についても課題となっています。
・郊外や老人ホーム等に住む高齢者や障害を持つ方々の

要支援者対策が課題となっています。
・居住地域の自助・共助を高める方法を模索中です。
・水害や感染症対策等、新たに対策を講じる必要がありま

すが、対応が追いついていません。

来場者分析
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来場者分析

● 見直しを行っている内容は？

● 行っている内容● 防災教育・訓練を行っていますか？  

● 現在、備蓄の見直しを行っていますか？

● 災害が多発していますが、災害対策の見直しや
新たに対策を設けられていますか？

● 展示への要望

● どのような対策をしましたか？

行っている
63.3％

は い
48.3%

行っていない
36.7%

いいえ
51.7%

・消防士を招いての避難訓練

・地震・火災訓練

・システムを利用した安否確認訓練

・防災訓練施設の見学

・災害伝言ダイヤル利用

・BCPの訓練

・救命講習会

・HUG（避難所運営ゲーム）

・定期的な避難訓練、集団避難　　　　

・非常持ち出し訓練　　　　　　　　　　

・業務復旧対策訓練　　　　　　　　　　　　

・対策本部立ち上げ訓練　　　　　　　　

・帰宅困難対処　　　　

・防災講演会、防災セミナー　　　　　　

・地域総合防災訓練　　　　　　　　　　　　

・防災啓発活動　　　　　　　　　

・地元市と災害協定を見直し

・携帯による安否確認システムを導入

・非常時の燃料補給や無線連絡方法の確認

・マンションの地下への浸水対策の実施

・耐震診断の実施と家具固定の再点検

・地域の「防災士の会」の立ち上げ

・台風等の風害対策に屋外空調室外機を固定

・感染症流行を想定した避難所運営訓練を実施

・リモートワークのための環境整備

・拠点別にハザードマップを確認

・安全な場所に倉庫を借り、資器材を移動

・2階へ避難ができるよう社内備品を移動

・備蓄品のローリングストックの見直し

・蓄電池やテント等の備蓄品を追加購入

行っている
46.4％

行っていない
53.6％

※ 複数回答

69.5%

30.1％

28.9％

26.8％

22.2％

4.6％

非常食

電力（発電機、蓄電池等）

BCP策定

通信対策

その他

トイレ

・コロナの状況もあり、実際に展示製品に触れて体験できる
のが、展示会の魅力であると改めて感じました。

・製品展示と実演があると、非常にわかりやすいです。
・商品の開発経緯を知ると、被災経験が無くとも今回出展され

ている防災製品の意義がよく伝わります。
・積極的にPRされていると、話を伺いたくなります。
・救護対策を充実させたいので、関連する技術やソリューショ

ン対応する展示が増えることを期待します。
・防災機器メーカー・商社の多数出展を希望します。
・地震対策は必須であるとして、洪水対策や豪雨対策等、時

流に応じた製品の提案を希望します。

・展示物を見るだけでは、どういう時に役立つのかよく分から
ない製品もあったので、映像やデモンストレーションがあれ
ば、もっと分かりやすくて良かったように感じました。

・業務の都合、有事の際の事業所間通信機器の展示製品をもっ
と見たいです。

・パンフレットや価格表等があれば、社内回覧に便利です。
・BCP策定や企業内の防災教育を促進させるソリューショ

ンやセミナーが開催されるなら、是非知りたいです。
・家庭内の避難方法や外出先での避難対策等、シチュエー

ションにあった避難のススメがあれば教えてほしい。
・BCP策定支援のコーナーがあれば活用したいです。

※ 一部紹介

※ 一部紹介

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

・建設、設計、土木、測量

※ 複数回答

・ 不動産・ビル、マンション管理

・ 国・地方自治体、自衛隊、消防、警察、警備

56.9%

54.9%

51.0%

49.0%

45.1%

41.2%

39.2%

37.3%

54.3%

50.0%

47.8%

45.6%

43.5%

41.3%

39.1%

37.0%

※ 複数回答

● 興味のある製品及び技術

災害用トイレ

非常食

防災マップ

発電機

BCP策定支援

蓄電池／非常用電源装置

間仕切り

ハザードマップ

ハザードマップ

安否確認システム

気象・災害情報監視システム／
情報管理システム

除菌装置・空気清浄機

災害用トイレ

非常食

蓄電池／
非常用電源装置

防災マップ

45.8%

44.7%

43.7%

42.7%

39.6%

38.5%

36.5%

35.4%

蓄電池／非常用電源装置

給水対策技術・製品、浄水器

非常食

ハザードマップ

液状化対策

災害用トイレ

雨量計測システム／豪雨警報システム
／洪水シミュレーション

防災マップ

来場者の声

来場者の声

防災体制の見直しをしており、情報収集に来場しました。
「防災を俯瞰的に捉え、その本質を追求して、今後に活か
すこと」を学ばせていただきました。
杭の地震対策に興味があったため、説明を伺いしました。
無線設備の導入を検討する余地があると感じました。
高層ビルにある事務所では発動発電機が使えないため、
それに代わる製品を探していました。重量が軽く、低コスト
に抑えられていた製品を見つけ、お話しを伺いました。
災害用浄水器が必要だと考えており、参考になりました。
来場したことで、今まで知らなかった商品を知ることがで
きました。自治体等で活用できそうだと思いました。
訪問したブースは、体験型で分かりやすかったです。防災
啓発用の災害体験シミュレーションにも興味があります。

64.2%

60.7%

57.1%

53.5%

50.0%

46.4%

42.9%

39.3%

蓄電池／非常用電源装置

防災マップ

除菌装置・空気清浄機

備蓄保管庫・管理システム

BCP策定支援

発電機

非常食

止水板／ポンプ／
土のう／水のう

・

・
・
・

・
・

・

関西は阪神淡路大震災を経験しているので、震災後の対
応・対策がどのようにされてきたのか、東日本大震災に役
立てられ、今後起こるであろう東京直下型地震に備えるこ
と等、セミナーで聞いてみたいです。
フェイスシールドを扱う企業があり、コンパクトで事業所の
対策備品に適していると感じました。
とある企業の出展者プレゼンテーションを聞きましたが、
講演内容とブースの展示が連動されており、具体的にイ
メージでき、非常に分かりやすかったです。
災害時の連絡手段の確保を課題としているので、会議シ
ステムや無線、SNSサービスを活用とした情報収集等、一
度に沢山の方法があることを確認できて良かったです。
非常食を試食し、味が美味しく驚きました。

・

・

・

・

・

来場者の声

展示されている製品・技術の業種が多岐にわたり、いろい
ろ考えさせられました。非常時には想定外のことが起こる
ことを肝に銘じていこうと思いました。

「災害は文化」という概念を認識することができました。社
内では、感染症の流行を想定した避難所設営訓練を実施
しましたが、今後も知識を身に着け、さまざまな災害への
対策を講じたいと思います。
特許のある梁の補強工事について丁寧に説明をしていた
だき、わかりやすく印象に残りました。
高価な製品でしたが、こんなに便利なものがあるのかと驚
愕し、過去の被災経験は生かされていると感じました。
耐震固定材料の製品について、簡単な取付けで、耐震対
策が手軽にできると感心しました。

・

・

・

・

・

来場者の声

レジリエンス対策は最重要であるため、常に最新情報を得
られるよう留意しています。引き続き開催してください。
次回は、もう少し時間を確保し、じっくり参加したいです。
熱意のある会社が多く、参考になることばかりでした。マン
ション交流会会員や、管理組合ネットワークで話し合いた
いと思っているので、有意義な時間となりました。
説明を伺い、製品利点がよく分かりました。
観測機器のみに頼らない情報収集が目新しく感じました。
製品を実際に見たことで、利点が分かりやすかったです。
太陽電池パネルの充電装置に興味を持ちました。
セミナーは非常に有意義な内容でしたが、ブース訪問の
時間を取る事ができず残念でした。
自社の課題を解決できそうな製品を見つけました。

・

・
・

・
・
・
・
・

・

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

・建設、設計、土木、測量

※ 複数回答

・ 不動産・ビル、マンション管理

・ 国・地方自治体、自衛隊、消防、警察、警備

56.9%

54.9%

51.0%

49.0%

45.1%

41.2%

39.2%

37.3%

54.3%

50.0%

47.8%

45.6%

43.5%

41.3%

39.1%

37.0%

※ 複数回答

● 興味のある製品及び技術

災害用トイレ

非常食

防災マップ

発電機

BCP策定支援

蓄電池／非常用電源装置

間仕切り

ハザードマップ

ハザードマップ

安否確認システム

気象・災害情報監視システム／
情報管理システム

除菌装置・空気清浄機

災害用トイレ

非常食

蓄電池／
非常用電源装置

防災マップ

45.8%

44.7%

43.7%

42.7%

39.6%

38.5%

36.5%

35.4%

蓄電池／非常用電源装置

給水対策技術・製品、浄水器

非常食

ハザードマップ

液状化対策

災害用トイレ

雨量計測システム／豪雨警報システム
／洪水シミュレーション

防災マップ

来場者の声

来場者の声

防災体制の見直しをしており、情報収集に来場しました。
「防災を俯瞰的に捉え、その本質を追求して、今後に活か
すこと」を学ばせていただきました。
杭の地震対策に興味があったため、説明を伺いしました。
無線設備の導入を検討する余地があると感じました。
高層ビルにある事務所では発動発電機が使えないため、
それに代わる製品を探していました。重量が軽く、低コスト
に抑えられていた製品を見つけ、お話しを伺いました。
災害用浄水器が必要だと考えており、参考になりました。
来場したことで、今まで知らなかった商品を知ることがで
きました。自治体等で活用できそうだと思いました。
訪問したブースは、体験型で分かりやすかったです。防災
啓発用の災害体験シミュレーションにも興味があります。

64.2%

60.7%

57.1%

53.5%

50.0%

46.4%

42.9%

39.3%

蓄電池／非常用電源装置

防災マップ

除菌装置・空気清浄機

備蓄保管庫・管理システム

BCP策定支援

発電機

非常食

止水板／ポンプ／
土のう／水のう

・

・
・
・

・
・

・

関西は阪神淡路大震災を経験しているので、震災後の対
応・対策がどのようにされてきたのか、東日本大震災に役
立てられ、今後起こるであろう東京直下型地震に備えるこ
と等、セミナーで聞いてみたいです。
フェイスシールドを扱う企業があり、コンパクトで事業所の
対策備品に適していると感じました。
とある企業の出展者プレゼンテーションを聞きましたが、
講演内容とブースの展示が連動されており、具体的にイ
メージでき、非常に分かりやすかったです。
災害時の連絡手段の確保を課題としているので、会議シ
ステムや無線、SNSサービスを活用とした情報収集等、一
度に沢山の方法があることを確認できて良かったです。
非常食を試食し、味が美味しく驚きました。

・

・

・

・

・

来場者の声

展示されている製品・技術の業種が多岐にわたり、いろい
ろ考えさせられました。非常時には想定外のことが起こる
ことを肝に銘じていこうと思いました。

「災害は文化」という概念を認識することができました。社
内では、感染症の流行を想定した避難所設営訓練を実施
しましたが、今後も知識を身に着け、さまざまな災害への
対策を講じたいと思います。
特許のある梁の補強工事について丁寧に説明をしていた
だき、わかりやすく印象に残りました。
高価な製品でしたが、こんなに便利なものがあるのかと驚
愕し、過去の被災経験は生かされていると感じました。
耐震固定材料の製品について、簡単な取付けで、耐震対
策が手軽にできると感心しました。

・

・

・

・

・

来場者の声

レジリエンス対策は最重要であるため、常に最新情報を得
られるよう留意しています。引き続き開催してください。
次回は、もう少し時間を確保し、じっくり参加したいです。
熱意のある会社が多く、参考になることばかりでした。マン
ション交流会会員や、管理組合ネットワークで話し合いた
いと思っているので、有意義な時間となりました。
説明を伺い、製品利点がよく分かりました。
観測機器のみに頼らない情報収集が目新しく感じました。
製品を実際に見たことで、利点が分かりやすかったです。
太陽電池パネルの充電装置に興味を持ちました。
セミナーは非常に有意義な内容でしたが、ブース訪問の
時間を取る事ができず残念でした。
自社の課題を解決できそうな製品を見つけました。

・

・
・

・
・
・
・
・

・

来場者分析

・ 防災関連企業

※ 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

・ 大学・研究機関、学校、教育機械、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。」

64.2%

60.7%

57.1%

53.5%

46.4%

42.8%

35.7%

32.1%

非常食

蓄電池／非常用電源装置

防災マップ

災害用トイレ

段ボールベッド

防災アプリ

家具転倒防止製品、耐震補強金具、
天井落下対策製品

給水対策技術・製品、浄水器

77.7%

66.6%

55.6%

50.0%

44.4%

38.8%

33.3%

27.7%

雨量計測システム／豪雨警報システム
／洪水シミュレーション

蓄電池／非常用電源装置

災害用トイレ

発電機

防災アプリ

気象・災害情報監視システム／情報管理システム

緊急地震速報

除菌装置・空気清浄機

47.9%

45.5%

43.7%

41.3%

33.5%

32.3%

29.9%

28.7%

非常食

蓄電池／
非常用電源装置

災害用トイレ

防災マップ

BCP策定支援

発電機

除菌装置・空気清浄機

安否確認システム

87.9%

86.2%

82.8%

77.6%

63.8%

63.8%

56.9%

55.2%

非常食

蓄電池／
非常用電源装置

防災マップ

災害用トイレ

安否確認システム

発電機

除菌装置・空気清浄機

家具転倒防止製品、耐震補強金具、
天井落下対策製品

来場者の声

来場者の声

来場者の声

コロナ禍による複合災害を想定し、現在BCPを見直して
います。幅広く製品が展示されていたので、10社以上に
話しを伺い、大変有意義な参加となりました。
高齢化が進む日本の災害対策に有効だと思われる製品が
開発されていました。病院・療養施設に特化した技術や製
品の展示が沢山あるとうれしいです。
話しを伺い、非常用トイレの必要性を再認識しました。実際に
商品を手に取ることで、防臭技術のすごさもわかりました。
防災教育絵本を紹介していたブースがありましたが、学校
に勤務しているので、教材として最適だと思いました。
ハラル認証等、非常食のバリエーションが多く良かったで
す。魅力を感じる食品が沢山ありました。
具体的な説明と工法・単価等、端的な説明がよかったです。
段ボールのベッドを展示していた企業に興味を持ちました。

・

・

・

・

・

・
・

防災関連商社として、自社の参考になる展示が多く、情報収
集にとても有意義な開催でした。
セミナーを聞いて、災害対策への考え方に感動しました。
セミナーが毎年充実されており、他の防災系の展示会よりも
格段に注目度の高い展示会だと思っています。セミナーと展
示品を拝見することで、見識を高めています。
災害時の連絡体制の見直しや訓練の必要性を再認識しまし
た。パンフレットは帰宅後の見直しに役立ちました。
展示会後のリアクションが早い企業がありましたが、会場で
見聞きした内容が思い出しやすいく、検討しやすいです。
水位計のレンタルに興味を持ちました。
同じジャンルの製品でも、それぞれが独自の技術や機能を備
えていることがわかりました。

・

・
・

・

・

・
・

来場することで新たな情報が得られ有意義でした。
バラエティに富んだ製品展示で、訪問することが楽しく、話
しを伺い感心することばかりでした。
時代にマッチした商品提案がされていたと思います。
現状について説明をいただき、社のニーズと合っていた
ので、見積り依頼をしました。
重量物の持ち上げ、介護等、平時から力を使う現場で活用
できる商品だと感じました。デモンストレーションを見て驚
き、興味が沸きました。
模型を使用した説明が分かりやすかったです。
担当者が好意的で、商品の案内も的確で好感を持ちました。
水害が多発している昨今、簡単に設置できる止水板は、実
用性が高いと思いました。

・
・

・
・

・

・
・
・

来場者の声
来場し災害対策の重要性を再認識し、産業としては地味な
取り組みかも知れませんが、大切な分野・活動なので、社
会的評価がもっと高まるべきだと思いました。
毎年、製品の進化が見られ、自己研鑽できるのが良いです。
ただ、小さな自治会や自主防災会では、単独購入に多額の
費用が必要となり、導入に難点があります。できれば、安価
での防災製品も展示していただければ助かります。
展示にボリュームがあって、沢山の情報が得られました。

「防災グッズ展示コーナー」に、地区で紹介したいグッズが
いくつかありました。すぐに活用してみたく、会場で購入で
きればうれしかったです。
沢山の地域のハザードマップを見て、エリアに応じて適格
な対策を取ることが重要であることを実感しました。

・

・

・
・

・

来場者分析
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大阪市危機管理室 
防災計画担当課長 
安井 幹人 氏

10：30～11：15
・ 大阪市における水害とその対策

近年、全国的に頻発する大型台風や集中豪雨等による大規模水害が注
目されるなか、大阪市における水害の特徴を整理するとともに、過去
からの対策と効果、市民の命を守るための避難の在り方等について、
お話しします。

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
・ 令和元年に発生した災害における
　防災科研の対応と今後の取り組み

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

兵庫県立大学 
減災復興政策研究科 
教授・科長 室崎 益輝 氏

12：00～12：45
・ 南海トラフ地震に備えての事前復興計画

来るべき南海トラフ地震では、感染症さらには豪雨災害との複合も予
想され、未経験の大規模で深刻な被害の発生が予想されます。その被
害を少しでも軽減し、地域社会の崩壊を防ぐためには、事前の応急対
応計画と事前の復興計画の策定とその実践が欠かせません。その事前
復興計画の骨格とその主要な課題を、巨大災害と複合災害の特質に触
れつつ、明らかにする。

MS&ADインターリスク総研 株式会社 
関西支店 支店長 
主席コンサルタント 山口 修 氏

11：55～12：40
・ 企業における感染症BCP構築のポイント

新型コロナウイルス等感染症BCPの特徴を地震BCPとの比較等から
整理したうえで、感染症BCPの全体像や押さえるべきポイントを整
理。また、過去の企業の対応事例やアンケート結果等から、感染症
BCPの整備のトレンドを分析のうえ、将来の感染症を見据えて「今
やるべき事」を提示。

兵庫県 企画県民部 
防災企画局 防災企画課
課長 小野山 正 氏

13：30～14：15
・ 南海トラフ巨大地震等に対する
　兵庫県の取り組み

阪神・淡路大震災から25年が経過し、南海トラフ地震・津波の発生
が懸念されるなか、兵庫県で取り組んでいる防災減災対策の取組につ
いてご紹介します。

国土交通省近畿地方整備局 
総括防災調整官 
山本 佳也 氏

13：20～14：05
・ 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。

大阪大学 大学院研究工学研究課 
地球総合工学専攻建築工学部門
教授 宮本 裕司 氏

15：00～15：45
・ 関西圏の大地震での揺れと建物の地震対策

南海トラフ巨大地震や都市直下地震の発生は、関西圏に計り知れない
大きな打撃を与えます。特に大阪地域は地盤構造が複雑で、地震の揺
れも複雑となります。そのため、建設地点の地盤の揺れを理解し、最
適な耐震対策を行い地震に強い建物や都市をつくることが重要です。
過去の地震被害も顧みて、建物の耐震性を高度化するためには何が必
要かについて考えます。 

京都大学 
工学研究科
教授 藤井 聡 氏

14：45～15：30
・ 国土強靱化について

水害、地震、そしてパンデミックの被害を最小化し、迅速に回復する
国土、国家体制を探求する国土強靱化の取り組みを解説します。

京都大学 
防災研究所 
准教授 竹見 哲也 氏

16：30～17：15
・ 令和元年東日本台風（台風19号）に
　見られる近年の豪雨災害の特徴

令和元年東日本台風（台風19号）は、箱根での日雨量がこれまでの
全国記録を更新するなど、記録的な豪雨により東日本の広域で水災害
が生じました。このような豪雨災害はどのようにして起こったのか、
近年の豪雨災害と比べてどのような特徴があったのか、さらに気候変
動の影響でこういった豪雨災害はどのように変わりゆくのか、といっ
たことをお話します。

神戸大学 高等研究院 
海共生研究アライアンス長 
巽 好幸 氏

16：05～16：50
・ 近畿地方は
　「活断層密集地帯、直下型地震の巣」

6名の尊い命を奪い、大都市の交通やライフラインの脆弱さを露見さ
せた大阪府北部地震から2年。「大阪は地震が少ない」ことは断じて
ない。瀬戸内海はプレート運動が作った巨大な変形ゾーンであるた
め、近畿地方は活断層、そして直下型地震の密集域である。覚悟を
持った備えが必要だ。

● 10月14日（水） ● 10月15日（木）

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
・ 災害多発・激化時代に必要な災害文化を
　再構築する

南海トラフ地震などの国難災害が起こるかもしれないと心配して対策
をすすめることや、避難勧告・指示が発表されたら率先して避難する
ためには、災害文化が必要です。どのようにして災害文化を作ればよ
いかを具体的に示します。

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

10：45～11：30
・ 国難となる巨大災害の被害軽減策

つぎの国難に備えて、防災省の創設などは間に合わない可能性が大
きい、そこで、どのようにして被害軽減するのか。ここでは巨大災
害の被害構造が、ネットワーク型と垂直統合型で構成されることに
着目し、前者では複合災害、後者では連滝災害による被害軽減を目
指す方策を提案する。

主催：『人・家・街 安全支援機構』＜略称＞LSO
シンポジウム
● パネラー

● コーディネーター

13：00～15：30
・ コロナ禍を機によりしなやか社会、
　より巨大災害に強い社会をつくるために

農林水産省 
大臣官房政策課食料安全保障室 
企画官 鈴木 健太 氏

12：10～12：55
・ 災害時に備えて食品の家庭備蓄を始めよう
　～乳幼児や高齢者向けの情報もご紹介～

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

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

大阪管区気象台 気象防災部 
予報課 大規模氾濫対策気象官
能瀬 和彦 氏

13：35～14：20
・ 平成30年台風第21号について

近畿地方を中心に大きな被害をもたらした平成30年台風第21号につ
いて、その気象状況の概要と、気象台の対応状況を紹介し、またこの
ような台風の際に自治体、住民等が対応をとるために役立つ防災気象
情報について、その内容や利用方法を説明する。

国土交通省
近畿地方整備局長 溝口 宏樹 氏

大阪府 危機管理室 
防災企画課 
課長 丸毛 篤也 氏

15：00～15：45
・ 災害対応力の強化について
　～災害の教訓を踏まえた大阪府の取組について～

平成30年度の「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、帰宅困難者対策」など、大
阪府の災害対応力の強化に向けた取組について説明します。

日経BP社 執行役員 
日経BP総合研究所長 安達 功 氏

コロナ禍は、現代社会の課題を突き付けただけでなく、よりしなやか
で、より巨大災害に強い社会をつくるための手がかり（チャンス）をも
たらしてくれたととらえたい。この観点から、新型コロナウイルスが突
き付けた課題を整理したうえで、コロナによる福音に着目。よりしなや
かでより巨大災害に強い社会をつくるために個人でできる努力、企業に
求められる努力について議論する。

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 竹田 剛城 氏

16：25～17：10
・ 防災・減災のための総務省の取組

近年の想定を超える自然災害の教訓から、人々の生命・財産を守る
ためには、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不可欠であり、その拡
充・高度化が強く望まれます。そこで、多重化・多様化が進む災害
情報伝達手段等について、総務省の自治体や通信・放送事業者を支
援する取組について御紹介いたします。

● 10月14日（水） ● 10月15日（木）

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 ／
阪神・淡路大震災記念人と防災未来センター長
河田 惠昭 氏

オンライン・セミナー オンライン・セミナー
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大阪市危機管理室 
防災計画担当課長 
安井 幹人 氏

10：30～11：15
・ 大阪市における水害とその対策

近年、全国的に頻発する大型台風や集中豪雨等による大規模水害が注
目されるなか、大阪市における水害の特徴を整理するとともに、過去
からの対策と効果、市民の命を守るための避難の在り方等について、
お話しします。

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
・ 令和元年に発生した災害における
　防災科研の対応と今後の取り組み

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

兵庫県立大学 
減災復興政策研究科 
教授・科長 室崎 益輝 氏

12：00～12：45
・ 南海トラフ地震に備えての事前復興計画

来るべき南海トラフ地震では、感染症さらには豪雨災害との複合も予
想され、未経験の大規模で深刻な被害の発生が予想されます。その被
害を少しでも軽減し、地域社会の崩壊を防ぐためには、事前の応急対
応計画と事前の復興計画の策定とその実践が欠かせません。その事前
復興計画の骨格とその主要な課題を、巨大災害と複合災害の特質に触
れつつ、明らかにする。

MS&ADインターリスク総研 株式会社 
関西支店 支店長 
主席コンサルタント 山口 修 氏

11：55～12：40
・ 企業における感染症BCP構築のポイント

新型コロナウイルス等感染症BCPの特徴を地震BCPとの比較等から
整理したうえで、感染症BCPの全体像や押さえるべきポイントを整
理。また、過去の企業の対応事例やアンケート結果等から、感染症
BCPの整備のトレンドを分析のうえ、将来の感染症を見据えて「今
やるべき事」を提示。

兵庫県 企画県民部 
防災企画局 防災企画課
課長 小野山 正 氏

13：30～14：15
・ 南海トラフ巨大地震等に対する
　兵庫県の取り組み

阪神・淡路大震災から25年が経過し、南海トラフ地震・津波の発生
が懸念されるなか、兵庫県で取り組んでいる防災減災対策の取組につ
いてご紹介します。

国土交通省近畿地方整備局 
総括防災調整官 
山本 佳也 氏

13：20～14：05
・ 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。

大阪大学 大学院研究工学研究課 
地球総合工学専攻建築工学部門
教授 宮本 裕司 氏

15：00～15：45
・ 関西圏の大地震での揺れと建物の地震対策

南海トラフ巨大地震や都市直下地震の発生は、関西圏に計り知れない
大きな打撃を与えます。特に大阪地域は地盤構造が複雑で、地震の揺
れも複雑となります。そのため、建設地点の地盤の揺れを理解し、最
適な耐震対策を行い地震に強い建物や都市をつくることが重要です。
過去の地震被害も顧みて、建物の耐震性を高度化するためには何が必
要かについて考えます。 

京都大学 
工学研究科
教授 藤井 聡 氏

14：45～15：30
・ 国土強靱化について

水害、地震、そしてパンデミックの被害を最小化し、迅速に回復する
国土、国家体制を探求する国土強靱化の取り組みを解説します。

京都大学 
防災研究所 
准教授 竹見 哲也 氏

16：30～17：15
・ 令和元年東日本台風（台風19号）に
　見られる近年の豪雨災害の特徴

令和元年東日本台風（台風19号）は、箱根での日雨量がこれまでの
全国記録を更新するなど、記録的な豪雨により東日本の広域で水災害
が生じました。このような豪雨災害はどのようにして起こったのか、
近年の豪雨災害と比べてどのような特徴があったのか、さらに気候変
動の影響でこういった豪雨災害はどのように変わりゆくのか、といっ
たことをお話します。

神戸大学 高等研究院 
海共生研究アライアンス長 
巽 好幸 氏

16：05～16：50
・ 近畿地方は
　「活断層密集地帯、直下型地震の巣」

6名の尊い命を奪い、大都市の交通やライフラインの脆弱さを露見さ
せた大阪府北部地震から2年。「大阪は地震が少ない」ことは断じて
ない。瀬戸内海はプレート運動が作った巨大な変形ゾーンであるた
め、近畿地方は活断層、そして直下型地震の密集域である。覚悟を
持った備えが必要だ。

● 10月14日（水） ● 10月15日（木）

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
・ 災害多発・激化時代に必要な災害文化を
　再構築する

南海トラフ地震などの国難災害が起こるかもしれないと心配して対策
をすすめることや、避難勧告・指示が発表されたら率先して避難する
ためには、災害文化が必要です。どのようにして災害文化を作ればよ
いかを具体的に示します。

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

10：45～11：30
・ 国難となる巨大災害の被害軽減策

つぎの国難に備えて、防災省の創設などは間に合わない可能性が大
きい、そこで、どのようにして被害軽減するのか。ここでは巨大災
害の被害構造が、ネットワーク型と垂直統合型で構成されることに
着目し、前者では複合災害、後者では連滝災害による被害軽減を目
指す方策を提案する。

主催：『人・家・街 安全支援機構』＜略称＞LSO
シンポジウム
● パネラー

● コーディネーター

13：00～15：30
・ コロナ禍を機によりしなやか社会、
　より巨大災害に強い社会をつくるために

農林水産省 
大臣官房政策課食料安全保障室 
企画官 鈴木 健太 氏

12：10～12：55
・ 災害時に備えて食品の家庭備蓄を始めよう
　～乳幼児や高齢者向けの情報もご紹介～

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

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

大阪管区気象台 気象防災部 
予報課 大規模氾濫対策気象官
能瀬 和彦 氏

13：35～14：20
・ 平成30年台風第21号について

近畿地方を中心に大きな被害をもたらした平成30年台風第21号につ
いて、その気象状況の概要と、気象台の対応状況を紹介し、またこの
ような台風の際に自治体、住民等が対応をとるために役立つ防災気象
情報について、その内容や利用方法を説明する。

国土交通省
近畿地方整備局長 溝口 宏樹 氏

大阪府 危機管理室 
防災企画課 
課長 丸毛 篤也 氏

15：00～15：45
・ 災害対応力の強化について
　～災害の教訓を踏まえた大阪府の取組について～

平成30年度の「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、帰宅困難者対策」など、大
阪府の災害対応力の強化に向けた取組について説明します。

日経BP社 執行役員 
日経BP総合研究所長 安達 功 氏

コロナ禍は、現代社会の課題を突き付けただけでなく、よりしなやか
で、より巨大災害に強い社会をつくるための手がかり（チャンス）をも
たらしてくれたととらえたい。この観点から、新型コロナウイルスが突
き付けた課題を整理したうえで、コロナによる福音に着目。よりしなや
かでより巨大災害に強い社会をつくるために個人でできる努力、企業に
求められる努力について議論する。

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 竹田 剛城 氏

16：25～17：10
・ 防災・減災のための総務省の取組

近年の想定を超える自然災害の教訓から、人々の生命・財産を守る
ためには、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不可欠であり、その拡
充・高度化が強く望まれます。そこで、多重化・多様化が進む災害
情報伝達手段等について、総務省の自治体や通信・放送事業者を支
援する取組について御紹介いたします。

● 10月14日（水） ● 10月15日（木）

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 ／
阪神・淡路大震災記念人と防災未来センター長
河田 惠昭 氏

オンライン・セミナー オンライン・セミナー

A 会場 B 会場
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兵庫県立大学 環境人間学部 
教授 木村 玲欧 氏
株式会社 MT-NET 
広報 久保 功 氏

10：45～11：30
・ 全公開！防災心理学者の防災リュックとその中身

戦時中の南海トラフ地震の隠された真相を豊富な調査により明らかにする
著作『戦争に隠された「震度7」－1944東南海地震・1945三河地震』
（吉川弘文館）をはじめ数多くの研究実績を持つ防災心理学者の俊英は一
方で、自ら防災グッズを集め、非常持出袋を自作し、災害時を想定しつつ
防災用品の実用性について本気で検証する実践家の顔も持っています。防
災関係者ならどうしても気になるその中身を先生自ら解説し、災害時に本
当に役立つ非常持出についてご説明いたします。

人と防災未来センター 研究部 
主任研究員
高原 耕平 氏

10：30～11：15
・ 待ち望む・積み重ねる・くりかえす：
　東遊園地から考える技術と災害

少しずつ人が減っているとはいえ、25年経ったいまでも神戸・三宮
の東遊園地には1月17日に多くのひとが訪れ、そのときを迎えいれ
ます。こうした追悼の営みは、防災に関する技術発展という営み、将
来の大災害の予期という構えに対して、いかなる関係にあるのでしょ
うか。わたしたちは過去の災害の記憶を次の世代に伝えることができ
るでしょうか。このことを、到来・発展・反復という3つの時間性の
葛藤として考えます。

ハリマ化成株式会社 研究開発カンパニー 
研究開発センター 新エネルギー材開発室
藤原 裕平 氏

12：15～13：00
・ 持ち運び可能！発電機内蔵UPS 
　～屋内でも使える　72時間以上発電できる～

新規開発した発電機内蔵UPSについてご紹介いたします。有害な排
気ガスを発生せず、低振動、低騒音なので避難所やオフィスなど屋内
にもご使用いただけます。発電機内蔵なのでバッテリー切れの心配が
なく、72時間以上の連続発電も可能です。発電に必要な物は10年以
上保存可能な燃料カートリッジと水のみです。

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 
主任研究員 井上 卓也 氏

11：55～12：40
・ ３D浸水ハザードマップ

近年、｢想定外｣や｢経験したことが無い｣と呼ばれる水害が増加傾向に
あります。しかし、住民避難をサポートする洪水ハザードマップの認
知度は低い状況にあります。そこで、ハザードマップを住民目線のも
のへと変換するために、Google Earthを活用した｢理解しやすく利用
しやすいハザードマップ｣を提案します。

株式会社構造計画研究所 
気象防災ビジネス室
瀧川 宏樹 氏

13：45～14：30
・ 豪雨から組織を守る 
　～リアルタイム洪水予測システムのご紹介～

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

サンメイト一級建築士事務所 
代表 杉本 重実 氏

13：20～14：05
・ 新型コロナウイルスで変わる持続可能社会とは
　（国土強靭®、木耐CLT®、木密耐火®）

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

帝人フロンティア 株式会社 
新事業開発室 主管
岸本 隆久 氏

15：15～16：00
・ 感染対策WITHまるごと防災

災害時に想定される被害のミニマイズ化と自助共助公助の補完を目
指し、平常時と発災後の双方からの備えを、時系列に想定し提案し
ます。さらに今回、感染対策として、医療用ガウン、除菌剤から陰
圧テントなども加えた総合防災のプラットフォーム「感染対策 WITH
まるごと防災」を提案します。

一般財団法人 関西情報センター 
社会ビジネス創出グループ 地区防災チーム 
課長・主任研究員 坊農 豊彦 氏

14：45～15：30
・ 地域が求めるこれからの地区防災計画 
　－ICTを効果的に活用する早期避難・安否確認についてー

近年、自然災害（以下、「災害」）が我が国に被害をもたらしていま
す。それに加え新型コロナウイルスが蔓延する中、これまでの災害対
応のあり方の見直しが問われています。複合災害時に、ひとりでも多
くの命を守るため、地域でICTを活用した避難（安否確認）方法の仕
組みを提言いたします。

株式会社 ぐるなび（LIVE JAPAN 事務局） 
LIVE JAPAN 企画部 LIVE JAPAN 事業推進セクション長
寺岡 真吾 氏

16：45～17：30
・ LIVE JAPAN における多言語での
　災害情報発信について

訪日外国人向け観光情報Webサービス「LIVE JAPAN」は、2019
年7月に関西版を立ち上げました。旅マエから旅ナカまで意識したサ
ービスづくりを行っており、旅を豊かにする情報に加えて、外国人旅
行者最大の不安「災害」情報も発信。災害情報弱者である外国人旅行
者に対する情報発信について講演いたします。

株式会社 Spectee 
代表取締役 村上 建治郎 氏

16：05～16：50
・ 未曾有の災害に対応する
　「AI防災」の最前線

様々分野浸透し始めているAIは、防災技術としても活用が進んでい
ます。講演ではAIを活用したSNSからの災害情報収集から、被害予
測、ドローンを活用した被害状況のリアルタイム分析、AIによる河
川や道路状況のカメラ解析など、地震・台風・豪雨、毎年のように日
本列島を襲う自然災害に、AIや最新のテクノロジーでどう挑むか。
新しい時代の防災のあり方を議論します。

● 10月14日（水） ● 10月15日（木）

関西大学 社会安全学部 
教授 土田 昭司 氏

10：45～11：30
・ 震災時にパニック現象はない？
　－災害時の人間心理とリーダーシップ－

危機における人間心理について解説する。日本やアメリカにおいて、
震災時にパニック現象が発生した事例はない。震災ではない明石市花
火大会における歩道橋事故(死者11名、重軽傷者247名)におけるパ
ニック現象と対比して、震災時における人間心理の特徴と非常時のリ
ーダーシップについて解説する。

関西大学 社会安全学部  
教授 西村 弘 氏

10：45～11：30
・ 都市交通の展開と脆弱性̶
　̶都市集積の歴史とその課題

本講演ではまず、歴史的な都市と交通の相互前提的発展関係から、
都市集積に果たした都市交通の役割を見る。しかし都市交通は、自
然災害が都市を襲う際には都市の弱点にもなる。つまり、一方に集
積のメリットと、他方に都市の脆弱性という問題がある。そのバラ
ンスをどう図り、事前の準備をどう進めるか考えたい。

陸上自衛隊 中部方面総監部 
防衛部 
防衛課長  南 俊之 氏

12：15～13：00
・ 時代の流れに対応する自衛隊の災害派遣活動

陸上自衛隊中部方面隊は東海、北陸、近畿、中国及び四国の2府19
県にわたる地域の防衛、警備、災害派遣を担任しています。本講演に
おいては、自衛隊の災害派遣活動の内容が時代の流れに沿って法的根
拠や活動形態が変わってきていることを紹介します。

ヤフー 株式会社 SR推進統括本部 CSR推進室  
プロジェクトマネージャー 関口 和明 氏

12：10～12：55
・ 災害協定による災害情報の発信について

災害時に自治体が持つ一次情報を、Yahoo! JAPANを介して一人で
も多くの方にお届けするために全国の自治体と災害協定を締結してい
ます。災害時にホームページが繋がらない、住民に情報が届かないと
いった多くの自治体が抱える課題の解決策の一つとして、インターネ
ットを活用した災害協定での事例を交えながら提案します。

災害対策研究会 
事務局長兼主任研究員
釜石 徹 氏

13：45～14：30
・ 新しい生活様式のマンション防災対策

大阪府北部地震では346台のエレベーター閉じ込め事故が発生し、P
波感知装置設置でも閉じ込め事故は起きることが国交省から報告され
ました。エレベーター閉じ込めの原因と対策を解説します。また、大
地震が発生しても自宅で死傷しない対策、マンションに住み続けるた
めに必要なチェック方法など新しい生活様式の在宅避難のノウハウを
解説します。

関西大学 
社会安全学部  
准教授 桑名 謹三 氏

13：35～14：20
・ 自然災害をカバーする保険の仕組みと活用方法

自然災害による被害からの原状回復のために有用な保険（自然災害を
カバーする保険）は多岐にわたっている。それらの保険の仕組みと限
界について解説を行う。また、これまでは自然災害が発生した後の事
後的な措置としてのみ認識されてきた保険が、事前対策としても有用
な機能を持ちうることについても解説をおこなう。

西日本旅客鉄道 株式会社 
構造技術室 
室長 村田 一郎 氏

15：15～16：00
・ 激甚化する自然災害に対するJR西日本の取り組み

本講演では、近年の激甚化する自然災害のうち豪雨及び地震を対象と
して、JR西日本において実施しているレジリエンス向上の取り組み
について説明する。主たる内容としては、豪雨、地震に対する構造物
の耐力向上等の取り組み事例ならびに異常気象等が観測された場合の
列車の運行停止等に加え、計画運休についても言及する。

株式会社 南気象予報士事務所
代表取締役 南 利幸 氏

15：00～15：45
・ 災害発生の頻度が増えた現在の気象を知る

1980年代と比較すると、気温は1℃ほど高く、非常に激しい雨の降
る回数も2倍程度多くなっている。気候の状態は変化し、以前に比べ
ると災害が発生しやすくなっていることを詳しく解説します。

NPO法人 プラスアーツ 
理事長 永田 宏和 氏

16：45～17：30
・ コロナ禍における企業と協働した防災啓発プロジェクト～
　「在宅避難」をメインテーマとした、多様な防災啓発の事例紹介～

新型コロナウイルス感染拡大の中での自然災害の発生。今、複合災害
の脅威が叫ばれている。台風、ゲリラ豪雨による洪水、大震災、年々
そのリスクは高まっている。コロナ禍における避難所のクラスター化
のリスクを回避するためには、「分散避難」とりわけ「在宅避難」が
有効である。「在宅避難」を実践するための正しく、詳しい情報の提
供が今求められている。現在進行形の企業との協働プロジェクトを通
じて、その具体的な実践方法を紹介する。

関西大学 社会安全学部 
教授 山川 栄樹 氏

16：25～17：10
・ 数理計画を用いた災害対策について

いくつかの制約条件を満たす変数の組のなかで、評価関数の値を最
大または最小にするものを求めるという数理計画あるいは最適化の
考え方は、震災対策の立案や防災計画の評価にも応用できる。本講
演では、数理計画の枠組みを用いることによってどのようなタイプ
の問題を解決できるかについて、応用例を踏まえて解説する。

● 10月14日（水） ● 10月15日（木）

セミナー セミナー

C 会場 D 会場
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兵庫県立大学 環境人間学部 
教授 木村 玲欧 氏
株式会社 MT-NET 
広報 久保 功 氏

10：45～11：30
・ 全公開！防災心理学者の防災リュックとその中身

戦時中の南海トラフ地震の隠された真相を豊富な調査により明らかにする
著作『戦争に隠された「震度7」－1944東南海地震・1945三河地震』
（吉川弘文館）をはじめ数多くの研究実績を持つ防災心理学者の俊英は一
方で、自ら防災グッズを集め、非常持出袋を自作し、災害時を想定しつつ
防災用品の実用性について本気で検証する実践家の顔も持っています。防
災関係者ならどうしても気になるその中身を先生自ら解説し、災害時に本
当に役立つ非常持出についてご説明いたします。

人と防災未来センター 研究部 
主任研究員
高原 耕平 氏

10：30～11：15
・ 待ち望む・積み重ねる・くりかえす：
　東遊園地から考える技術と災害

少しずつ人が減っているとはいえ、25年経ったいまでも神戸・三宮
の東遊園地には1月17日に多くのひとが訪れ、そのときを迎えいれ
ます。こうした追悼の営みは、防災に関する技術発展という営み、将
来の大災害の予期という構えに対して、いかなる関係にあるのでしょ
うか。わたしたちは過去の災害の記憶を次の世代に伝えることができ
るでしょうか。このことを、到来・発展・反復という3つの時間性の
葛藤として考えます。

ハリマ化成株式会社 研究開発カンパニー 
研究開発センター 新エネルギー材開発室
藤原 裕平 氏

12：15～13：00
・ 持ち運び可能！発電機内蔵UPS 
　～屋内でも使える　72時間以上発電できる～

新規開発した発電機内蔵UPSについてご紹介いたします。有害な排
気ガスを発生せず、低振動、低騒音なので避難所やオフィスなど屋内
にもご使用いただけます。発電機内蔵なのでバッテリー切れの心配が
なく、72時間以上の連続発電も可能です。発電に必要な物は10年以
上保存可能な燃料カートリッジと水のみです。

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 
主任研究員 井上 卓也 氏

11：55～12：40
・ ３D浸水ハザードマップ

近年、｢想定外｣や｢経験したことが無い｣と呼ばれる水害が増加傾向に
あります。しかし、住民避難をサポートする洪水ハザードマップの認
知度は低い状況にあります。そこで、ハザードマップを住民目線のも
のへと変換するために、Google Earthを活用した｢理解しやすく利用
しやすいハザードマップ｣を提案します。

株式会社構造計画研究所 
気象防災ビジネス室
瀧川 宏樹 氏

13：45～14：30
・ 豪雨から組織を守る 
　～リアルタイム洪水予測システムのご紹介～

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

サンメイト一級建築士事務所 
代表 杉本 重実 氏

13：20～14：05
・ 新型コロナウイルスで変わる持続可能社会とは
　（国土強靭®、木耐CLT®、木密耐火®）

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

帝人フロンティア 株式会社 
新事業開発室 主管
岸本 隆久 氏

15：15～16：00
・ 感染対策WITHまるごと防災

災害時に想定される被害のミニマイズ化と自助共助公助の補完を目
指し、平常時と発災後の双方からの備えを、時系列に想定し提案し
ます。さらに今回、感染対策として、医療用ガウン、除菌剤から陰
圧テントなども加えた総合防災のプラットフォーム「感染対策 WITH
まるごと防災」を提案します。

一般財団法人 関西情報センター 
社会ビジネス創出グループ 地区防災チーム 
課長・主任研究員 坊農 豊彦 氏

14：45～15：30
・ 地域が求めるこれからの地区防災計画 
　－ICTを効果的に活用する早期避難・安否確認についてー

近年、自然災害（以下、「災害」）が我が国に被害をもたらしていま
す。それに加え新型コロナウイルスが蔓延する中、これまでの災害対
応のあり方の見直しが問われています。複合災害時に、ひとりでも多
くの命を守るため、地域でICTを活用した避難（安否確認）方法の仕
組みを提言いたします。

株式会社 ぐるなび（LIVE JAPAN 事務局） 
LIVE JAPAN 企画部 LIVE JAPAN 事業推進セクション長
寺岡 真吾 氏

16：45～17：30
・ LIVE JAPAN における多言語での
　災害情報発信について

訪日外国人向け観光情報Webサービス「LIVE JAPAN」は、2019
年7月に関西版を立ち上げました。旅マエから旅ナカまで意識したサ
ービスづくりを行っており、旅を豊かにする情報に加えて、外国人旅
行者最大の不安「災害」情報も発信。災害情報弱者である外国人旅行
者に対する情報発信について講演いたします。

株式会社 Spectee 
代表取締役 村上 建治郎 氏

16：05～16：50
・ 未曾有の災害に対応する
　「AI防災」の最前線

様々分野浸透し始めているAIは、防災技術としても活用が進んでい
ます。講演ではAIを活用したSNSからの災害情報収集から、被害予
測、ドローンを活用した被害状況のリアルタイム分析、AIによる河
川や道路状況のカメラ解析など、地震・台風・豪雨、毎年のように日
本列島を襲う自然災害に、AIや最新のテクノロジーでどう挑むか。
新しい時代の防災のあり方を議論します。

● 10月14日（水） ● 10月15日（木）

関西大学 社会安全学部 
教授 土田 昭司 氏

10：45～11：30
・ 震災時にパニック現象はない？
　－災害時の人間心理とリーダーシップ－

危機における人間心理について解説する。日本やアメリカにおいて、
震災時にパニック現象が発生した事例はない。震災ではない明石市花
火大会における歩道橋事故(死者11名、重軽傷者247名)におけるパ
ニック現象と対比して、震災時における人間心理の特徴と非常時のリ
ーダーシップについて解説する。

関西大学 社会安全学部  
教授 西村 弘 氏

10：45～11：30
・ 都市交通の展開と脆弱性̶
　̶都市集積の歴史とその課題

本講演ではまず、歴史的な都市と交通の相互前提的発展関係から、
都市集積に果たした都市交通の役割を見る。しかし都市交通は、自
然災害が都市を襲う際には都市の弱点にもなる。つまり、一方に集
積のメリットと、他方に都市の脆弱性という問題がある。そのバラ
ンスをどう図り、事前の準備をどう進めるか考えたい。

陸上自衛隊 中部方面総監部 
防衛部 
防衛課長  南 俊之 氏

12：15～13：00
・ 時代の流れに対応する自衛隊の災害派遣活動

陸上自衛隊中部方面隊は東海、北陸、近畿、中国及び四国の2府19
県にわたる地域の防衛、警備、災害派遣を担任しています。本講演に
おいては、自衛隊の災害派遣活動の内容が時代の流れに沿って法的根
拠や活動形態が変わってきていることを紹介します。

ヤフー 株式会社 SR推進統括本部 CSR推進室  
プロジェクトマネージャー 関口 和明 氏

12：10～12：55
・ 災害協定による災害情報の発信について

災害時に自治体が持つ一次情報を、Yahoo! JAPANを介して一人で
も多くの方にお届けするために全国の自治体と災害協定を締結してい
ます。災害時にホームページが繋がらない、住民に情報が届かないと
いった多くの自治体が抱える課題の解決策の一つとして、インターネ
ットを活用した災害協定での事例を交えながら提案します。

災害対策研究会 
事務局長兼主任研究員
釜石 徹 氏

13：45～14：30
・ 新しい生活様式のマンション防災対策

大阪府北部地震では346台のエレベーター閉じ込め事故が発生し、P
波感知装置設置でも閉じ込め事故は起きることが国交省から報告され
ました。エレベーター閉じ込めの原因と対策を解説します。また、大
地震が発生しても自宅で死傷しない対策、マンションに住み続けるた
めに必要なチェック方法など新しい生活様式の在宅避難のノウハウを
解説します。

関西大学 
社会安全学部  
准教授 桑名 謹三 氏

13：35～14：20
・ 自然災害をカバーする保険の仕組みと活用方法

自然災害による被害からの原状回復のために有用な保険（自然災害を
カバーする保険）は多岐にわたっている。それらの保険の仕組みと限
界について解説を行う。また、これまでは自然災害が発生した後の事
後的な措置としてのみ認識されてきた保険が、事前対策としても有用
な機能を持ちうることについても解説をおこなう。

西日本旅客鉄道 株式会社 
構造技術室 
室長 村田 一郎 氏

15：15～16：00
・ 激甚化する自然災害に対するJR西日本の取り組み

本講演では、近年の激甚化する自然災害のうち豪雨及び地震を対象と
して、JR西日本において実施しているレジリエンス向上の取り組み
について説明する。主たる内容としては、豪雨、地震に対する構造物
の耐力向上等の取り組み事例ならびに異常気象等が観測された場合の
列車の運行停止等に加え、計画運休についても言及する。

株式会社 南気象予報士事務所
代表取締役 南 利幸 氏

15：00～15：45
・ 災害発生の頻度が増えた現在の気象を知る

1980年代と比較すると、気温は1℃ほど高く、非常に激しい雨の降
る回数も2倍程度多くなっている。気候の状態は変化し、以前に比べ
ると災害が発生しやすくなっていることを詳しく解説します。

NPO法人 プラスアーツ 
理事長 永田 宏和 氏

16：45～17：30
・ コロナ禍における企業と協働した防災啓発プロジェクト～
　「在宅避難」をメインテーマとした、多様な防災啓発の事例紹介～

新型コロナウイルス感染拡大の中での自然災害の発生。今、複合災害
の脅威が叫ばれている。台風、ゲリラ豪雨による洪水、大震災、年々
そのリスクは高まっている。コロナ禍における避難所のクラスター化
のリスクを回避するためには、「分散避難」とりわけ「在宅避難」が
有効である。「在宅避難」を実践するための正しく、詳しい情報の提
供が今求められている。現在進行形の企業との協働プロジェクトを通
じて、その具体的な実践方法を紹介する。

関西大学 社会安全学部 
教授 山川 栄樹 氏

16：25～17：10
・ 数理計画を用いた災害対策について

いくつかの制約条件を満たす変数の組のなかで、評価関数の値を最
大または最小にするものを求めるという数理計画あるいは最適化の
考え方は、震災対策の立案や防災計画の評価にも応用できる。本講
演では、数理計画の枠組みを用いることによってどのようなタイプ
の問題を解決できるかについて、応用例を踏まえて解説する。

● 10月14日（水） ● 10月15日（木）

セミナー セミナー
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特定非営利活動法人 集合住宅維持管理機構 
常務理事 小薄 和男 氏

11：00～11：45
・ 自然災害による実際の被害から考える、
　マンションの改修

近年の自然災害によって、マンションにもさまざまな被害が出ました。
それらの経験を、今後の改修に生かすことが重要です。集合住宅維持管
理機構が技術支援をおこなった、分譲マンション管理組合の「自然災害
への備え」について、実際の取り組み事例をもとに報告します。

日本赤十字社 大阪府支部 事業課 
救護係長 谷村 陽一郎 氏

10：30～11：15
・ 日本赤十字社の災害救護活動について：
　災害と新型コロナウイルス感染症対応の取り組み

日本赤十字社の使命として「苦しんでいる人を救いたいという思いを結
集し、いかなる状況下でも、人間のいのちと健康、尊厳を守ります」と
記されています。私たちはその使命を達成するために、新型コロナウイ
ルス感染症まん延下で「災害対応」と「感染症対応」をどのように両立
させているのか、現場の状況と共にご紹介します。

中央労働災害防止協会 
近畿安全衛生サービスセンター 
衛生管理士 大柴 聡 氏

12：30～13：15
・ 職場における熱中症予防と感染症予防について

職場における熱中症で亡くなる人は、毎年全国で10人以上にのぼり、4日以上
仕事を休む人は、400人を超えています。中災防では、国と連携し「STOP！
熱中症クールワークキャンペーン」を展開するなど、職場での熱中症予防のた
めの重点的な取組を進めています。熱中症は、気象条件、働く環境、個人の体
調など日比刻々変化する環境、実態に合わせた対応方法など基本的対策を解説
します。また、感染症予防対策については、新型コロナウイルスやインフルエ
ンザなど職場等における感染症対策の具体的予防方法について解説します。

兵庫県立大学 
名誉教授 有馬 昌宏 氏

11：55～12：40
・ 防災に果たす防災アプリの可能性と課題　
　－防災アプリは防災にどこまで貢献できるか？

防災の起点はハザードマップ。防災アプリで自宅や実家のハザード
の有無を確認し、ハードとソフトの両面からの防災対策を講じるこ
とで、安心・安全の確保が可能に。災害時に社員・職員が自宅や実
家の心配をしないで職務に専念でき、結果としてBCPにも貢献でき
ます。本講演では、アプリを活用する防災についてお話しします。

特定非営利活動法人 
CODE海外災害援助市民センター 
事務局長 吉椿 雅道 氏

14：00～14：45
・ SDGsと防災 ～KOBEから世界へ～

国連によって策定されたSDGｓには、貧困、平和、ジェンダーなど
17のゴールがありますが、「災害」というゴールはありません。一
方で世界では、地震、豪雨などの自然災害が多発しています。本講演
では、SDGｓ時代における災害や感染症などについて事例を交えて
お話します。

信州大学 工学部 
水環境・土木工学科 
准教授 豊田 政史 氏

13：20～14：05
・ 令和元年東日本台風時における長野県内
 （主に千曲川）の被災について

令和元年東日本台風時において、長野県内では千曲川沿いを中心に、
甚大な被害を受けた。本講演では、被災時の気象条件および洪水氾濫
状況を説明し、これまでに行われてきた復旧・復興施策の説明および
今後の展望について概説する。

京都大学 地球環境学堂 
准教授 浅利 美鈴 氏

15：30～16：15
・ 災害廃棄物 
　～新たなモデルが生まれた令和2年7月豪雨～

災害廃棄物の適切な管理・処理は、被災者の生活環境保全や、速やか
な復興のために、とても重要です。東日本大震災以降、日進月歩で対
策や制度が整備されてきました。最近の災害事例から、その実態をご
紹介したいと思います。

公立大学法人 兵庫県立大学 
地域ケア開発研究所 
教授 増野 園惠 氏

14：45～15：30
・ 新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた
　 避難所運営のあり方

新型コロナウイルス感染症の特徴等、現在までに明らかとなっている
や内閣府等から示されている新型コロナウイルス対策を踏まえた避難
所運営ガイドラインの内容を踏まえつつ、これからの避難所運営の要
点をまとめ提案する。

人と防災未来センター 研究部 
主任研究員 佐藤 史弥 氏

17：00～17：45
・ ハザードマップの利活用について

東日本台風や令和2年7月豪雨等、毎年のように日本各地で災害が発
生している。そのような中で、昨今ハザードマップの有用性が再認識
されつつある。本講演では、津波災害・水害を中心に、避難計画等の
防災対策を検討するためのハザードマップの活用の方法について紹介
する。

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

16：05～16：50
・ 医療機関のCOVID-19対応に関するBCP

2020年、本邦におけるCOVID-19のアウトブレイクにより、多く
の医療機関は平時の診療業務に加えて、感染制御やサーベイランスと
いった特別な業務を求められることとなった。当院の実例に基づき、
医療機関のCOVID-19対応に関するBCP策定法を提示する。

● 10月14日（水） ● 10月15日（木）

セミナー
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特定非営利活動法人 集合住宅維持管理機構 
常務理事 小薄 和男 氏

11：00～11：45
・ 自然災害による実際の被害から考える、
　マンションの改修

近年の自然災害によって、マンションにもさまざまな被害が出ました。
それらの経験を、今後の改修に生かすことが重要です。集合住宅維持管
理機構が技術支援をおこなった、分譲マンション管理組合の「自然災害
への備え」について、実際の取り組み事例をもとに報告します。

日本赤十字社 大阪府支部 事業課 
救護係長 谷村 陽一郎 氏

10：30～11：15
・ 日本赤十字社の災害救護活動について：
　災害と新型コロナウイルス感染症対応の取り組み

日本赤十字社の使命として「苦しんでいる人を救いたいという思いを結
集し、いかなる状況下でも、人間のいのちと健康、尊厳を守ります」と
記されています。私たちはその使命を達成するために、新型コロナウイ
ルス感染症まん延下で「災害対応」と「感染症対応」をどのように両立
させているのか、現場の状況と共にご紹介します。

中央労働災害防止協会 
近畿安全衛生サービスセンター 
衛生管理士 大柴 聡 氏

12：30～13：15
・ 職場における熱中症予防と感染症予防について

職場における熱中症で亡くなる人は、毎年全国で10人以上にのぼり、4日以上
仕事を休む人は、400人を超えています。中災防では、国と連携し「STOP！
熱中症クールワークキャンペーン」を展開するなど、職場での熱中症予防のた
めの重点的な取組を進めています。熱中症は、気象条件、働く環境、個人の体
調など日比刻々変化する環境、実態に合わせた対応方法など基本的対策を解説
します。また、感染症予防対策については、新型コロナウイルスやインフルエ
ンザなど職場等における感染症対策の具体的予防方法について解説します。

兵庫県立大学 
名誉教授 有馬 昌宏 氏

11：55～12：40
・ 防災に果たす防災アプリの可能性と課題　
　－防災アプリは防災にどこまで貢献できるか？

防災の起点はハザードマップ。防災アプリで自宅や実家のハザード
の有無を確認し、ハードとソフトの両面からの防災対策を講じるこ
とで、安心・安全の確保が可能に。災害時に社員・職員が自宅や実
家の心配をしないで職務に専念でき、結果としてBCPにも貢献でき
ます。本講演では、アプリを活用する防災についてお話しします。

特定非営利活動法人 
CODE海外災害援助市民センター 
事務局長 吉椿 雅道 氏

14：00～14：45
・ SDGsと防災 ～KOBEから世界へ～

国連によって策定されたSDGｓには、貧困、平和、ジェンダーなど
17のゴールがありますが、「災害」というゴールはありません。一
方で世界では、地震、豪雨などの自然災害が多発しています。本講演
では、SDGｓ時代における災害や感染症などについて事例を交えて
お話します。

信州大学 工学部 
水環境・土木工学科 
准教授 豊田 政史 氏

13：20～14：05
・ 令和元年東日本台風時における長野県内
 （主に千曲川）の被災について

令和元年東日本台風時において、長野県内では千曲川沿いを中心に、
甚大な被害を受けた。本講演では、被災時の気象条件および洪水氾濫
状況を説明し、これまでに行われてきた復旧・復興施策の説明および
今後の展望について概説する。

京都大学 地球環境学堂 
准教授 浅利 美鈴 氏

15：30～16：15
・ 災害廃棄物 
　～新たなモデルが生まれた令和2年7月豪雨～

災害廃棄物の適切な管理・処理は、被災者の生活環境保全や、速やか
な復興のために、とても重要です。東日本大震災以降、日進月歩で対
策や制度が整備されてきました。最近の災害事例から、その実態をご
紹介したいと思います。

公立大学法人 兵庫県立大学 
地域ケア開発研究所 
教授 増野 園惠 氏

14：45～15：30
・ 新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた
　 避難所運営のあり方

新型コロナウイルス感染症の特徴等、現在までに明らかとなっている
や内閣府等から示されている新型コロナウイルス対策を踏まえた避難
所運営ガイドラインの内容を踏まえつつ、これからの避難所運営の要
点をまとめ提案する。

人と防災未来センター 研究部 
主任研究員 佐藤 史弥 氏

17：00～17：45
・ ハザードマップの利活用について

東日本台風や令和2年7月豪雨等、毎年のように日本各地で災害が発
生している。そのような中で、昨今ハザードマップの有用性が再認識
されつつある。本講演では、津波災害・水害を中心に、避難計画等の
防災対策を検討するためのハザードマップの活用の方法について紹介
する。

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

16：05～16：50
・ 医療機関のCOVID-19対応に関するBCP

2020年、本邦におけるCOVID-19のアウトブレイクにより、多く
の医療機関は平時の診療業務に加えて、感染制御やサーベイランスと
いった特別な業務を求められることとなった。当院の実例に基づき、
医療機関のCOVID-19対応に関するBCP策定法を提示する。

● 10月14日（水） ● 10月15日（木）

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
19.8%

満 足
59.5%

普 通
18.1%

不 満
2.6%

3セッション以上
47.5%

2セッション
29.0%

1セッション
23.5%

・コロナ禍での災害対応等、新たな視点の話しと様々な考え
を聞くことができて、大変満足しています。

・テーマに興味があり参加しましたが、災害・防災・気象に
ついての知識が高まり、満足しています。

・防災・減災等について、わかりやすく解説していただき、
参考になりました。時間があれば、もっと色々なセミナー
を聴講し勉強したかったです。

・セミナーに参加し、最新の知識が得られました。避難行動
要配慮者の支援や個別計画の策定に関するセミナーの開催
を希望します。来年も楽しみにしています。

・防災研究の著名人のセミナーを、直に拝聴できる機会を得
られ、メディアでは聞けないであろう裏情報も聴く事がで
きて、満足しました。

・公共団体が講演するセミナーを主に聴講しましたが、それ
ぞれの方が考えられているビジョンを知ることができまし
た。内容を自社でフィードバックします。

・セミナーを聴講することで、普段の業務より広い視点で災
害をとらえるきっかけとなりました。

・聴講したセミナーは、地域防災にとって有益性が高いもの
でした。的確かつ要領よい説明でした。

・コロナ禍での避難方法や、マンション防災について参考に
なりました。現在進行形のコロナ禍ではありますが、現時点
の知見で実行し得る対策を全て実施されており、セミナー会
場もソーシャルディスタンスが保たれていたと思います。

・各種多様なテーマのセミナーが開催され、講師の専門的で
熱心な講義を聞くことができて良かったです。

・SDGsや災害廃棄物等、社内で着目しているテーマを取り
扱っていたため、大変勉強になりました。

・聴講したセミナーは、最先端の状況がよく理解できました。
・災害は起きる（リスク発生）を前提に、いかに最小限に抑

え込むか（減災／縮災化）の準備をする等の考え方を改めて
学ぶことができました。

・聴講したセミナーは、具体的な調査結果に基づいたもので、
わかりやすく納得させられました。

・感染症流行時に限らず、オンラインセミナー受講の選択肢
を設けていただきたいです。聴講したセミナーの内容は、満
足していますが、聴きたいセミナーが重なってしまっていた
ので、機会を設けて欲しいです。

・ 「恐怖によるパニックではなく、願望・欲望で大衆の事故は
起こる」という論説が印象的でした。

・地震対策（南海トラフ、首都直下型地震、等）

・防災対策（地震後の火災対策、備蓄品、等）

・水害対策（洪水、内水氾濫、電気設備、等）

・気象災害、地球温暖化による影響や対策

・台風・豪雨の想定と対策

・災害対策訓練

・災害廃棄物への取り込み

・BCP関連（策定、改善、他社の具体事例、等）

・国・自治体の事前防災の取り組みと事例

・SDGsの取り組み

・避難所運営、避難時要支援者対策

・自衛隊によるコロナウイルス対策

86.6%

32.3%

8.2%

5.6%

2.2%

テーマに興味があった

講師に興味があった

社内の防災教育

講演団体に興味があった

その他 ※ 複数回答

※ 一部紹介

聴講者分析
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●  「震災対策技術展」大阪へ、
 過去ご来場いただいたことはありますか？

●  セミナーに参加されたきっかけは？

●  何セッション聴講されましたか？ ●  セミナー内容の満足度は？

●  オンラインセミナーに参加しての感想は？

●  参加者エリア

・SDGs最前線の活動状況を聴講できて満足しています。
・オンラインの方が内容（スライド）に集中できましたが、
来場した方が熱気が伝わると思いました。
・コロナ禍における災害時対応、考えておかなければならな
い項目が多面的に提示されていました。
・移動の時間も必要としないので、効率的でした。
・関西圏の地震の揺れと建物の地震対策において、過去の事
例等がよく理解できました。
・関西地域を主題とした講演を聴講しました。今後関西地域
でBCPや防災コンサルをする上で参考となりました。

来場したことが
ある

55.9％

来場したことは
ない

44.1％

来場する時間が確保できなかったため

遠方で来場が難しい距離にあるため

出張や外出に制限があったため

展示会への参加に不安があったため

聴講したいセミナーが満席だったため

その他

・コロナ禍により会場には参加できませんでしたが、オンラ
インでのセミナー聴講ができたので大変満足しています。
・事業継続検討で必要な項目と優先順位について、不足部分
の把握ができました。
・無料のオンラインセミナーにて、有益な情報を取得する事
ができ満足です。次回は会場に伺います。
・オンライン講習会は、事前資料又はレジュメがあれば良かっ
たです。内容は非常に分かりやすかったです。
・産官学の講演者がそろい、各方面からの意見交換が有意義
でした。次回は講演を会場で拝聴します。

3セッション以上
41.4%

大阪府
42.6%

東京都
15.7%

兵庫県
9.6%

京都府 3.5%

奈良県 3.6%

愛知県 3.6%

神奈川県 4.0%

北海道

宮城県

山形県

福島県

茨城県

群馬県

千葉県

埼玉県

静岡県

長野県

福井県

滋賀県

岐阜県

三重県

和歌山県

広島県

鳥取県

山口県

香川県

徳島県

福岡県

熊本県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

その他
17.4%

2セッション
32.7%

大変満足
24.7%

満 足
54.1%

1セッション
25.9%

不 満  1.8%

普 通
19.4%

32.9%

32.4%

29.4%

23.5%

12.4%

7.1%

その他エリア

オンライン聴講者分析
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● オンラインサービスの拡充

　今回、新型コロナウイルス感染症により、出張制限や
会場での展示が難しい出展者のために、WEB出展サー
ビス「オンライン広告」を新設し、「震災対策技術展」
大阪ホームページ上にて、製品PRを実施しました。
　同ホームページでは、来場出来ない方にも出展者・出
展製品情報をPR出来るよう出展者の製品紹介動画を掲
載し、より分かり易く製品を紹介することを可能にしま
した。パンフレットデータは12点まで掲載可能とし、
ダウンロードも可能としました。出展者情報は、2021
年3月末まで掲載し、会期後に於いてもホームページ上
で出展者の製品PRを実施いたします。

● オンラインセミナー配信

　衛生対策の一環として、会場の座席数を制限すること
から、より多くの方々に聴講いただけるよう、セミナー
をオンラインでライブ配信しました。47セッションの
うち、17セッションを配信し、延べ1,215名もの方々
にオンライン聴講をいただきました。オンライン聴講者
のエリアは、北海道から沖縄県まで、32もの都道府県
と多岐に亘り、一日は会場に来場し、もう一日はオンラ
インで聴講という事例も見受けられました。

● オンデマンドセミナー配信

 「震災対策技術展」チャンネル（YouTube）にて、セ
ミナーの一部を11月24日（火）より、オンデマンド配
信しました。配信期間を1週間に設定し、週毎にテーマ
を変え、会期終了後もセミナー聴講を可能にしました。
聴講機会を逸した方、再度聴講希望の方々等に聴講いた
だける機会となり、防災について理解を深める機会に、
また次回開催の来場検討につながる機会となり、併せて
出展者の製品PR動画と連携が図れるよう情報発信に努
めて参ります。

・貴重な講演内容を、コロナ禍のなかでも拝聴することがで
きました。水害対策セミナーは、印象に残っています。

・自職場の防災教育に参考になるセミナーが聴講できました。
・1日は会場でセミナー参加と展示を拝見し、1日はオンライ

ンで参加しました。セミナーが充実しているものの、自身
が来場できる時間が限られているので、オンライン配信は
大変ありがたい試みでした。

・国土強靭化のオンラインセミナーも拝聴してみたいです。
・オンラインで参加でき満足していますが、オンライン参加

者も質疑応答ができる仕組みがあれば更に有意義です。

・有意義なテーマばかりなので、オンデマンド配信されると
自身の復習や、社内での周知にも非常に役立ちます。

・毎回来場していましたが、今回は残念ながら社内で外出に
制限がかかっていたためオンラインで参加しました。この
ような状況だからこそ、情報収集は必要だと思いますので、
参加出来てよかったです。

・オンラインであれば、遠方等で従来参加が難しかった方で
も聴講しやすい環境になったと思います。今後もオンライ
ン配信を続け、広く防災を周知していただきたいです。

・災害に関する色々な考え方があることが認識できました。

●  オンラインセミナーに参加しての感想は？

オンラインの取り組み

●  「震災対策技術展」大阪へ、
 過去ご来場いただいたことはありますか？

●  セミナーに参加されたきっかけは？

●  何セッション聴講されましたか？ ●  セミナー内容の満足度は？

●  オンラインセミナーに参加しての感想は？

●  参加者エリア

・SDGs最前線の活動状況を聴講できて満足しています。
・オンラインの方が内容（スライド）に集中できましたが、
来場した方が熱気が伝わると思いました。
・コロナ禍における災害時対応、考えておかなければならな
い項目が多面的に提示されていました。
・移動の時間も必要としないので、効率的でした。
・関西圏の地震の揺れと建物の地震対策において、過去の事
例等がよく理解できました。
・関西地域を主題とした講演を聴講しました。今後関西地域
でBCPや防災コンサルをする上で参考となりました。

来場したことが
ある

55.9％

来場したことは
ない

44.1％

来場する時間が確保できなかったため

遠方で来場が難しい距離にあるため

出張や外出に制限があったため

展示会への参加に不安があったため

聴講したいセミナーが満席だったため

その他

・コロナ禍により会場には参加できませんでしたが、オンラ
インでのセミナー聴講ができたので大変満足しています。
・事業継続検討で必要な項目と優先順位について、不足部分
の把握ができました。
・無料のオンラインセミナーにて、有益な情報を取得する事
ができ満足です。次回は会場に伺います。
・オンライン講習会は、事前資料又はレジュメがあれば良かっ
たです。内容は非常に分かりやすかったです。
・産官学の講演者がそろい、各方面からの意見交換が有意義
でした。次回は講演を会場で拝聴します。

3セッション以上
41.4%

大阪府
42.6%

東京都
15.7%

兵庫県
9.6%

京都府 3.5%
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17.4%

2セッション
32.7%
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24.7%

満 足
54.1%

1セッション
25.9%

不 満  1.8%

普 通
19.4%

32.9%

32.4%

29.4%

23.5%

12.4%

7.1%

その他エリア
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第７回「震災対策技術展」大阪が開幕

徹底した感染症対策のもと開催され、2日間で5,158名の来場者と1,215名のオンライン参加者を得ることができました

会場では47セッションもの災害対策関連セミナーが開催され、一部オンラインでも同時配信されました

河田実行委員長 溝口近畿地方整備局長 大阪市 蕨野危機管理監

会場写真
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第７回「震災対策技術展」大阪が開幕

徹底した感染症対策のもと開催され、2日間で5,158名の来場者と1,215名のオンライン参加者を得ることができました

会場では47セッションもの災害対策関連セミナーが開催され、一部オンラインでも同時配信されました

河田実行委員長 溝口近畿地方整備局長 大阪市 蕨野危機管理監

会場写真

製品の情報収集や導入検討に、数多くの名刺交換が行われていました

ハザードマップ配布コーナー、出展者資料コーナーも盛況で、情報収集に活用いただきました

複合災害への危機感も高まる中、来場者は熱心に出展者の説明に耳を傾けていました

近年多発している豪雨・台風対策製品や、感染症対策製品等、多岐にわたる製品・技術が展示されました

会場写真
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朝日放送テレビ、大阪放送、関西テレビ放送、テレビ大阪、テレビ岸和田、サンテレビジョン、毎日放送、エ
フエムちゅうおう、NHK大阪拠点放送局、朝日新聞社、日本経済新聞社、毎日新聞社、読売新聞、大阪建設
工業新聞社、環境新聞社、空調タイムス社、建設工業新聞社、工業技術新聞社、国際農業社、産繊新聞社、食
品新聞社、食料醸界新聞社、電材流通新聞、電波タイムス社、都政新聞、日本金融通信社、日刊建設工業新聞
社、燃料油脂新聞社、ファスニングジャーナル、物流産業新聞社、油業報知新聞社、アスクラスト、機関紙ぜ
んせき、セレクト、不織布情報

● プロモーション活動

● 掲載記事・報道
朝日放送

産繊新聞

日刊油業報知新聞

日刊建築通信新聞

テレビ大阪

ABC NEWS 関西ニュース

関西圏の新聞社、テレビ局、ラジオ局、出版社等の報道関係先へプレスリリースを配信し、取材協力を依頼し
ました。大阪府、大阪市の記者クラブに所属する新聞社、テレビ局には、出展者の皆さまのパンフレットを冊
子化した“出展者商品カタログ”を送付し、出展者・出展製品をご理解いただき、目的意識をもって取材に来
ていただけるよう取り組みました。

多く報道機関が来場され、災害を経て改良、開発、進化を続ける技術・製品について、TVや新聞等で紹介いただきました

● 来場報道各社
朝日放送テレビ、大阪放送、関西テレビ放送、テレビ大阪、テレビ岸和田、サンテレビジョン、毎日放送、エ
フエムちゅうおう、NHK大阪拠点放送局、朝日新聞社、日本経済新聞社、毎日新聞社、読売新聞、大阪建設
工業新聞社、環境新聞社、空調タイムス社、建設工業新聞社、工業技術新聞社、国際農業社、産繊新聞社、食
品新聞社、食料醸界新聞社、電材流通新聞、電波タイムス社、都政新聞、日本金融通信社、日刊建設工業新聞
社、燃料油脂新聞社、ファスニングジャーナル、物流産業新聞社、油業報知新聞社、アスクラスト、機関紙ぜ
んせき、セレクト、不織布情報

広報結果
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朝日放送テレビ、大阪放送、関西テレビ放送、テレビ大阪、テレビ岸和田、サンテレビジョン、毎日放送、エ
フエムちゅうおう、NHK大阪拠点放送局、朝日新聞社、日本経済新聞社、毎日新聞社、読売新聞、大阪建設
工業新聞社、環境新聞社、空調タイムス社、建設工業新聞社、工業技術新聞社、国際農業社、産繊新聞社、食
品新聞社、食料醸界新聞社、電材流通新聞、電波タイムス社、都政新聞、日本金融通信社、日刊建設工業新聞
社、燃料油脂新聞社、ファスニングジャーナル、物流産業新聞社、油業報知新聞社、アスクラスト、機関紙ぜ
んせき、セレクト、不織布情報

● プロモーション活動

● 掲載記事・報道
朝日放送

産繊新聞

日刊油業報知新聞

日刊建築通信新聞

テレビ大阪

ABC NEWS 関西ニュース

関西圏の新聞社、テレビ局、ラジオ局、出版社等の報道関係先へプレスリリースを配信し、取材協力を依頼し
ました。大阪府、大阪市の記者クラブに所属する新聞社、テレビ局には、出展者の皆さまのパンフレットを冊
子化した“出展者商品カタログ”を送付し、出展者・出展製品をご理解いただき、目的意識をもって取材に来
ていただけるよう取り組みました。

多く報道機関が来場され、災害を経て改良、開発、進化を続ける技術・製品について、TVや新聞等で紹介いただきました

● 来場報道各社
朝日放送テレビ、大阪放送、関西テレビ放送、テレビ大阪、テレビ岸和田、サンテレビジョン、毎日放送、エ
フエムちゅうおう、NHK大阪拠点放送局、朝日新聞社、日本経済新聞社、毎日新聞社、読売新聞、大阪建設
工業新聞社、環境新聞社、空調タイムス社、建設工業新聞社、工業技術新聞社、国際農業社、産繊新聞社、食
品新聞社、食料醸界新聞社、電材流通新聞、電波タイムス社、都政新聞、日本金融通信社、日刊建設工業新聞
社、燃料油脂新聞社、ファスニングジャーナル、物流産業新聞社、油業報知新聞社、アスクラスト、機関紙ぜ
んせき、セレクト、不織布情報

広報結果 「震災対策技術展」開催のご案内

出展対象 来場対象
省庁・自治体
ライフライン
建 設 関 係
学 校 関 係
病 院 関 係
福 祉 関 係
そ  の　他  

…… 中央省庁、地方自治体、消防、警察、防衛機関、等
電気、ガス、水道、鉄道、金融機関、等
建設会社、建材メーカー、設計会社、工務店、等
小・中・高等学校、大学、研究機関、等
民間病院、国立病院、大学病院、自治体病院、等
介護施設、福祉施設、リハビリテーション、等
不動産、防災関連企業、民間企業、等

……
……
……
……
……
……

・

・

・

・

・

・

・

地 震 対 策
電 力 対 策
通 信 対 策
水 害 対 策
火 山 対 策
備 蓄 対 策
そ の 他

……緊急地震速報、免震装置、地盤工法、等
発電機、蓄電池、太陽光・風力発電、等
防災無線、衛星電話、防災スピーカー、等
止水板、土のう、監視システム、ポンプ、等
防護マスク、シェルター、ヘルメット、等
非常食、災害用トイレ、間仕切り、等
救助機器、雷害対策製品、土砂災害対策、等

……
……
……
……
……
……

・

・

・

・

・

・

・
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4 5

2021年9月28日（火）～10月2日（土）

Sep 28- Oct 2,2021

October
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第8回「震災対策技術展」大阪
2021年6月3日（木）～4日（金）

～次回も宜しくお願い申し上げます～


