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実行委員長挨拶

「震災対策技術展」東北 実行委員会 委員長
東北大学 名誉教授

長谷川 昭

　第９回「震災対策技術展」東北を開会するにあたり、主催者を代表して一言御挨拶を申し上げます。

　3.11東北沖地震の発生からもうすぐ７年半になりますが、未だに仮設住宅などで不自由な暮らしを余儀
なくされている方々がおられます。その中で、一昨年は熊本地震、昨年は九州北部豪雨と、地震や豪雨に
より、毎年のように大きな被害を受けてきました。その復旧復興もまだ途上にある中で、今年に入っても
大阪府北部地震、そして西日本豪雨と立て続けに大きな被害が生じました。このように、わが国では、大き
な被害を受けた被災地で復旧復興を遂げないうちに、別の地域で次の災害に見舞われるという状況にあり
ます。国全体でみれば、復旧復興の途上にある被災地を常に幾つか抱えているという状況です。

　そのようにほぼ常態化した被災時の避難について、インターネットである記事をみました。それによると、
わが国の被災時の避難は、海外の避難所の実態と大きな差があるというのです。日本の避難は「体育館生
活」ですが、それは難民キャンプより劣悪ではないかという声もありました。例えば、2009年のイタリ
ア・ラクイラ地震では、約63,000人が家を失いました。これに対し、48時間以内に6人用のテン
ト約3,000張（18,000人分）が設置され、最終的には約6,000張（36,000人分）が行きわたったそうです。
しかも、この6人用のテントは約10畳の広さで、電化されてエアコン付き。各地にテント村がつくられ、
バス・トイレのコンテナも設置されたそうです。ただし、テントに避難したのは約28,000人であり、そ
れより多い約34,000人がホテルでの避難を指示され、それは勿論、公費による宿泊です。日本はいつま
で今のような劣悪な避難所生活を続けさせるのか、再考が必要ではないかというものです。

　私も、避難所生活での肉体的・精神的疲労によって、そのたびに少なからずの方々が亡くなられるとい
う日本の現実に、何とかならないものかと常々思っていましたが、この記事を読んで、イタリアではこの
ようにきちんと対策を立てている。それに較べて我が国は何と遅れているのかと愕然としました。わが国
は防災科学技術の先進国ですが、こんなに遅れている部分を抱えているというのが実態です。

　日本はプレート沈み込み帯に位置する以上、地震が頻発するのは宿命で、それから逃れることはできま
せん。河川の勾配が急峻で、かつ降雨量も多く、豪雨災害からも逃れることはできません。しかし、きち
んと対策を立てれば、被害を格段に減らすことはできます。だからこそ、平常時からきちんと対策を立て、
災害に強い安心で安全な社会をつくること、災害に強い国をつくることが極めて重要なのです。先ほど紹
介した劣悪な避難所生活にみられるように、現状ではまだまだ取り組みが不足していますが、国を挙げて
真剣に取り組むべきとても重要な課題です。わが国は自然災害大国なのですから。

　この重要な課題の解決には、勿論、解決に向けた政策を着実に実行していくことがまず第一に必要です
が、それに加えて、大きく貢献すると期待されるものに自然災害対策技術があります。技術の向上は災害
の軽減に確実に貢献するはずです。「震災対策技術展」は、このことを強く意識し、災害に強い安心で安全
な社会の構築に貢献することを目的として開催するものです。本技術展が、そのことに少しでも貢献でき
ることを願って、私の挨拶と代えさせていただきます。
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来賓挨拶

菅原 正  氏
宮城県 総務部 危機対策課長

　第９回「震災対策技術展」東北の開会にあたり、挨拶を申し上げます。

　未曾有の被害をもたらした東日本大震災から７年が経過しました。
本県では、被災地の「復旧」にとどまらない抜本的な「再構築」を目指す「創造的な復興」の実現に向け、県
民一丸となって取り組んでおり、今年は、震災復興計画の最終ステージである「発展期」に入りました。

　大震災以降、皆様からいただいた温かい御支援や励ましは、災害対応やその後の復旧・復興の取組を進める
上で大きな力となりました。この場をお借りいたしまして、心より感謝を申し上げます。

　これまでの復旧・復興の道のりは、決して平坦なものではありませんでしたが、今年度中に全ての災害公営
住宅が完成し、防災集団移転促進事業も全地区で住宅等が建築できる状況となる見込みであるほか、三陸縦
貫自動車道がさらに延伸される等、関係者の懸命なる取組の成果が着実に実を結んできています。

　一方で、今なお３千人近い方々が不自由な仮設住宅での暮らしを余儀なくされており、復興の進捗度合いが、
住まいや地域コミュニティなどの生活環境、被災者の心のケアをはじめとした健康問題などにも大きな影響を
与えているのが現状であります。
　県といたしましては、引き続き、被災された方々の生活の再建に全力で取り組むとともに、「創造的復興」
の総仕上げに向け、取組を進めてまいります。

　さて、近年、日本各地で災害による深刻な被害が頻発している状況にあり、今年６月に発生した大阪府北部
地震、西日本を中心とした７月の豪雨は記憶に新しいところです。

　このような中で、自然災害に備え、防災意識の向上と減災社会の構築を目的として開催される「震災対策技
術展」が、本県で開催されることは非常に意義のあることと思います。

 「震災対策技術展」の県内での開催は、今回で９回目となりました。毎年、地震などの様々な自然災害対策技
術の展示やセミナーが実施されており、本県も、防災や復興に向けた取組を発信させていただいております。
また、明日、予定されている当課のセミナーでは、“共助”をテーマに県内の自主防災組織の取組事例等をご
紹介いたします。皆様それぞれの展示やセミナー等を通して、来場者一人ひとりの防災と減災意識の向上に寄
与されることを期待します。

　結びに、「震災対策技術展」東北の開催に御尽力いただいた実行委員会をはじめ、事務局の皆様に感謝を申
し上げるとともに、本日、お集まりの皆様の御健勝を祈念いたしまして、挨拶とさせていただきます。 
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開催概要／開会式

● 催 事 名 第9回「震災対策技術展」東北  ̶自然災害対策技術展̶

● 会 期 2018年8月30日（木）～31日（金）

● 開催日程 開  会  式 
展  示  会 
 

● 会 場 展  示  会 　

セ ミ ナ ー

● 主 催 「震災対策技術展」東北 実行委員会

● 後 援 内閣府政策統括官（防災担当）／復興庁／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／気象庁／警察庁／消防庁／宮城県／青森県／岩手県／秋田県
山形県／福島県／仙台市／一般社団法人日本建築学会／公益社団法人日本地震工学会
公益社団法人日本技術士会／公益社団法人日本地震学会／公益社団法人土木学会
公益社団法人地盤工学会／東北六県商工会議所連合会／一般社団法人宮城県建築士事務所協会
一般社団法人宮城県建築士会／一般社団法人東北経済連合会
独立行政法人中小企業基盤整備機構 東北本部／特定非営利活動法人日本防災士会
東北大学災害科学国際研究所（順不同）

委  員  長 長谷川 昭
東北大学 名誉教授

委 　   員 源栄 正人
東北大学 名誉教授

委 　   員 佐藤 健
東北大学 災害科学国際研究所 防災教育国際協働センター センター長・教授

● 運 営 「震災対策技術展」東北 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 概 要

● 開催日程 8月30日（木） 9：45～10：00

● 開催場所 AERビル ショップ棟5F 展示会場内

● 式 次 第 主催者挨拶
 東北大学 名誉教授

 
  

…………………………… 長谷川 昭
 

※順不同・敬称略

「震災対策技術展」東北 実行委員会 委員長 

来 賓 挨 拶

  

　 宮城県 総務部 危機対策課長  菅原　 正 

参　列　者
 「震災対策技術展」東北 実行委員会 委員長    長谷川 昭

東北大学 名誉教授   
……………………………

……………………………………………

宮城県 総務部 危機対策課長  菅原　 正 ……………………………………………

佐藤 　健
センター長・教授

 
 

…………東北大学 災害科学国際研究所 防災教育国際協働センター 

 

源栄 正人…………………………………………………………東北大学 名誉教授

8月30日（木） 9：45～10:00
8月30日（木） 10：00～17:00
8月31日（金） 10：00～17:00

AERビル アトリウム2F
AERビル ショップ棟5F
AERビル ショップ棟6F
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会場図

● 展示会場1 （5F）

● （ ムウリトア 2F）

●セミナー会場（6F） 

● 展示会場2 （5F）

エスカレーター

パネル展示 パネル展示 パネル展示
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フォーラムエイト

仙台管区気象台

宮城県総務部
危機対策課

ジャパンセル

仙台市都市整備局
建築宅地部
建築指導課

日本無線

防災士研修センター/
日本防災士会

三徳屋 ＳＮ食品研究所

エイチテック

アドテクニカ/
フューチャーイン

防災備蓄センター/
綜合警備保障

Hito-Robo(ヒトロボ)

三翠社

ルミカ

インサイト
（Insight k.k.）

マルキ ヤマハ ホリカフーズ

センクシア

日本電子工業

災害対策研究会

シーマン

キュービック静岡

ヤマヤ物産

テレネット

日進エンジニアリング

農林水産省

マクセル

サンスター

トーヨーフーズ

ニチコン

浜口ウレタン

ユニメーションシステム

西宮産業

ミヤサカ工業

インサイト 日本電子工学

ＮＴＴ空間情報

アイコム

復興庁 宮城復興局

ブイキューブ

国土交通省
東北地方整備局

日油技研工業 世界防災
フォーラム事務局

東北企業/
TNF工法協会

「震災対策技術展」
コーナー

東北大学
災害科学国際研究所

ファシル/
三喜

宮城県
多賀城
高等学校

内閣府/
科学技術振興機構

豪雨暴風
疑似体験

（ヘラセオン）

災害パネル展示

提供

宮城県震災復興推進課

宮城県総務部
危機対策課

災害パネル展示

防災映像コーナー

NHK つくってまもろう
～みんなで集めた防災アイデア～

・

第2回世界防災フォーラム開催案内・

2020年世界地震工学会議開催案内・

避難所対策グッズ展示

ＥＶ

セミナー会場
上り

下り

受
　
付

地震サブトン
×

VR体験コーナー

NHKメディア
テクノロジー
3D映像体験

仙台市役所
指定避難所
備蓄物資展示

東北大学
災害科学国際研究所
災害関連映像展示

3Dジオラマ展示
防災・減災学習紹介

宮城県多賀城
高等学校

岩手県
復興局復興推進課

宮城県土木部
復興まちづくり推進室/

防災砂防課
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出展者・代表製品一覧

　　　Bi 見逃サーズ

震災対策総合支援

・・
株式会社 ミヤサカ工業

　　　非常用ポリタンク型浄水器「コッくん飲めるゾウミニ」
　　　非常用大規模型浄水器「コッくん飲めるゾウビック」

・
株式会社 ルミカ

　　　CYALUME PAINT

・・
株式会社 エイチテック

　　　防災井戸（手押しポンプ）
　　　小型水処理ユニット

・・
センクシア 株式会社 

什器固定対応フロア ラクロック
Free Rack Floor　（フリーラックフロア）

®
®

・
内閣府／科学技術振興機構

SIP「レジリエントな防災・減災機能の強化」により開発
された最新の防災・減災技術

・
株式会社 西宮産業
シェルターステップ

・
株式会社 日進エンジニアリング

地震感知器「ジシンあります！」

・・
日本電子工業 株式会社 

電気錠制御盤
引戸用採風電気錠『ケアロック』

・
　［共同出展者］防災士研修センター

NPO法人 日本防災士会
防災士資格取得者による活動

・・
三徳屋 株式会社 

そのまんまOKカレー ： 中辛
そのまんまOKカレー ： 甘口

備蓄品

・
サンスター 株式会社 

長期保存用 GUM デンタルリンス  250ml

・・
株式会社 SN食品研究所

救給カレー 150ｇ・250ｇ
救給根菜汁 150ｇ ： 救給コーンポタージュ 130ｇ

・・
株式会社 防災備蓄センター
エレベーター備蓄ボックス
防災用品（保存水・非常食料・防災グッズ、資機材）

　［共同出展者］綜合警備保障 株式会社 

・・
トーヨーフーズ 株式会社 

どこでもスイーツ缶（チーズケーキ、ガトーショコラなどのスイーツ缶詰）
そのままガバッと！シリーズ（大豆、ひじきなどのドライパック製品）

・
マルキ 株式会社 

　　　揖保乃糸 防災食 にゅう麺

・・
ホリカフーズ 株式会社 

一食ボックス 各種
　　　コンパクトセット

・
株式会社 三喜　

マイ防災セット
　［共同出展者］ファシル 株式会社 

・・
ファシル 株式会社 

ボウサイ ブロック （車載用防災セット）
防災安心セット 水・食料７年 車載用

　［共同出展者］株式会社 三喜

・
　［共同出展者］NPO法人 日本防災士会

防災士研修センター
防災士資格・研修

・
ＮＴＴ空間情報 株式会社 

　　　地図コンテンツ(GEOSPACE)を活用した防災・
危機管理ソリューション

・
日油技研工業 株式会社 

あと施工アンカー定着材 （SRタイト・Qタイト）

・・
株式会社 フォーラムエイト

　　　UC-win/Road Ver.13
国土強靱化設計支援ソリューション

・・
東北企業 株式会社 ／ＴＮＦ工法協会
ＴＮＦ工法 ～軟弱地盤・液状化対策～
　　　T-BAGS減震工法・WT工法

・
インサイト 株式会社 （Insight k.k.）

超音波フェーズドアレイ装置「GEKKO」

有限会社 キュービック静岡
立体自動倉庫耐震対策 パレットガードナー
生産設備耐震診断および天井裏地震リスク評価調査

・・

テレネット 株式会社 
緊急地震速報受信機 HAZARD PRO（ハザードプロ）・

・・
世界防災フォーラム 事務局

　　　世界防災フォーラム ポスター及びチラシ
　　　世界防災フォーラム ビデオ

・・
復興庁 宮城復興局

　　　「地域復興マッチング『結の場』」ほか（パネルで紹介）
　　　産業復興事例集ほか（パンフレットで紹介）

・
宮城県 総務部 危機対策課

　　　みやぎの地域防災力パネル

・
株式会社 NHKメディアテクノロジー

～記憶を風化させないために～
東日本大震災直後から記録を続けた３Ｄドキュメンタリー

・
国土交通省 東北地方整備局

　　　TEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）による
災害対応支援のパネル展

・
仙台管区気象台

あなたの命を守る防災気象情報の改善等に関するパネル

・
仙台市 都市整備局 建築宅地部 建築指導課

耐震に関する説明パネル等

・
農林水産省

農林水産省の家庭用食料品備蓄と災害対策に関する展示

・・
宮城県 多賀城高等学校

多賀城高校の防災・減災学習
多賀城3Dジオラマ展示

・・
宮城県 土木部復興まちづくり推進室／防災砂防課

みやぎの復興まちづくりパネル
3.11伝承・減災プロジェクトパネル

・・
東北大学 災害科学国際研究所

World Bosai Forum （WBF、世界防災フォーラム）の紹介
研究・活動内容の紹介

・・
災害対策研究会

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

協力団体

・
岩手県 復興局復興推進課

復興の取組状況に関するパネル展示、パンフレット配布

・・
アイコム 株式会社 

　　　災害時に有効なデュアルＳＩＭ ＩＰトランシーバー
　　　業界初！ 免許・申請等不要な大出力トランシーバー

・・
ニチコン 株式会社 

　　　ポータブル蓄電システム
　　　可搬型給電器「パワー・ムーバー」

・・
日本電子工学 株式会社 
ＳｕｎＰｏｒｔａｂｌｅ（サン・ポータブル）
　　　ＮＰＰＵ－１８（可搬型ソーラー充電式電源装置）

・
日本無線 株式会社 

　　　Alertmarker（防災情報等の画像混合装置）

・
・

マクセル 株式会社 
　　　ＢＣＰ非常用リチウムイオン蓄電システム
エナジーステーション タイプＴ
ＢＣＰ非常用リチウムイオン蓄電システム
エナジーステーション タイプＨ

・
株式会社 アドテクニカ

安否コール
　［共同出展者］株式会社 フューチャーイン

・
株式会社 フューチャーイン

安否コール
　［共同出展者］株式会社 アドテクニカ

・
テレネット 株式会社 

緊急災害情報無線機 HAZARD TALK（ハザードトーク）

・・
株式会社 ブイキューブ

xSync Table
xSync Prime Collaboration                            

・・
ヤマハ 株式会社 

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

・・
株式会社 三翠社

放送、通信、蓄電池、太陽光、消防用キュービクル型パッケージユニット
蓄電池、太陽光、消防無線用コンテナ型パッケージユニット

・
Hito-Robo (ヒトロボ 株式会社 )
セキュリティ製品

・・
綜合警備保障 株式会社 

BCPソリューションサービス
ALSOK安否確認サービス

　［共同出展者］株式会社 防災備蓄センター

電力対策

・・
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

・
株式会社 ルミカ

・・
株式会社 ジャパンセル

　　　ポータブル高輝度LEDサーチライト “ALPHA-1”
　　　災害現場での活動者を保護する “防刃服”

・
シーマン 株式会社 

　　　避難搬送用シート

・
日油技研工業 株式会社 

　　　危機管理型水位計 (水圧式・自律型）

・
浜口ウレタン 株式会社 

水難救助用ウレタン注入ボート

・
Hito-Robo (ヒトロボ 株式会社 )
ドローン

救助・救出支援／水害対策

・
株式会社 西宮産業
ＮＳメッシュ

・
・

ヤマヤ物産 有限会社
炊き出し器 まかないくん85型・大なべ55型を中心と
した避難所設備システム
暖段はこベット（ダンボールベット）と足元暖房

・
株式会社 インサイト

　　　津波避難教示装置 「津波いのちのパネル」

その他災害対策

非常時通信対策・BCP関連

・
地震ザブトン×VR体験コーナー
株式会社 構造計画研究所 ／ 白山工業 株式会社

・
ヘラセオン（豪雨暴風疑似体験アトラクション）
一般財団法人 日本気象協会

・
避難所対策グッズ展示
段ボールベット、間仕切り、等

特別企画コーナー

・
・
・
・

防災映像コーナー
NHK つくってまもろう ～みんなで集めた防災アイデア～
東北大学災害科学国際研究所 災害関連映像展示
第2回世界防災フォーラム開催案内
2020年世界地震工学会議開催案内
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企画コーナ－

　自治体や企業の防災訓練で活用されている地震サブトンとVR（仮想現実）を組み合わせ
た本コーナーは、揺れる室内の映像を見ながら、東日本大震災や熊本地震等、観測データを
もとにしたリアルな地震を体験出来、揺れの大きさや揺れによる家屋の被害等、リアルな揺
れを体験していただきました。

地震ザブトン×VR体験コーナー

・VRによる地震体験は、災害に対する意識づけに適していると感じました。
・地震体験車より、リアルな感覚で地震の怖さを感じられました。
・起震車（地震体験車）は長く使用していますが、当局でも地震ザブトンVR体験  
　設備も有効利用できると思いました。

　震災直後から１か月後、半年後、１年後…と被災地と被災地で暮らす人々を3D映像で記
録し、薄れゆく記憶を風化させないことを目的に制作されました。今回は2015年、2016
年に撮影した被災地の状況を記録した新しいコンテンツ等、3D映像を多くの来場者に観て
体験していただきました。

NHKメディアテクノロジー 3D映像体験

・震災の風化が進む中、次世代への伝達に映像は効果的だと感じました。
・NHKの3D映像は震災の記憶を風化させない取り組みで、映像が非常に素晴らし
　かったです。
・東日本大震災のリアルな内容ということもあり、心が打たれました。

　カメラで撮影した参加者を特大モニター画面内に投影し、画面内で豪雨や暴風を疑似体験
することが出来るアトラクションです。豪雨、暴風による様々な危険物の飛来や、雷の効果
音による臨場感や緊張感が伝わる演出を多くの来場者に体験していただきました。 

豪雨暴風疑似体験（ヘラセオン）

・今年は豪雨災害が多い年であり、模擬体験をできて良かったです。
・体験を通して台風やゲリラ豪雨、集中豪雨を身近に感じました。
・ヘラセオンを体感し、実際の台風や豪雨といった事象がどういうものかを知る
　ことが出来て大変満足しています。

　2019年11月仙台市において第2回世界防災フォーラムが、また同市で2020年9月に世界地
震工学会議の開催が決定したことによる映像コーナーを設置しました。また防災アイディアを集
めたNHKの「つくってまもろう」の映像を設置。来場者には、イザという時に役立つ防災を学ん
でいただく機会となりました。

防災映像コーナー

・東北から防災を訴え続ける意味があると思います。被災県として、世界に
　発信することは復興のPRになるので、大変良い企画であると思います。
・NHKの「つくってまもろう」は多くの人の知恵をまとめ、被災時にないも
　のを自分たちでつくろうという自発的な防災であり、弊社でも実践したい
　と思いました。

　西日本豪雨災害の避難所で活用とされる段ボール間仕切り、段ボールベッド、備蓄トイレ、
発電機、カイロ、水、毛布等、仙台市等の協力の下、紹介されました。ハザードマップやパ
ンフレット等、事前対策で必要な情報を来場者に配布しました。 

避難所グッズ展示コーナー

・避難所運営する上で必要なものが揃えられており、参考になりました。
・段ボールベッドは、簡単に設置出来て驚きました。導入を検討しています。
・避難所グッズコーナーを拝見し、食料備蓄の必要性や、避難所内での生活向上  
　の必要性を再認識しました。 
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出展者分析

● 出展社数・小間数

● 名刺交換枚数

● 出展の成果

63社／76小間

1社平均／47枚 最高／200枚

● 会期中のパンフレット配布部数
1社平均／250部 最高／1,000部

● 成約となった場合の見込み金額
1社平均／367万円 最高／1,600万円

● 営業活動に於いて注力している業種

※ 複数回答

56.4%

39.5%

33.3%

30.8%

27.2%

25.6%

23.1%

消防・警察・防衛機関

国、地方自治体

建設、設計、土木

民間企業

不動産、ビル・マンション管理

病院・介護・福祉施設

防災関連企業

● 有益な商談・意見交換が出来た来場者の業種

※ 複数回答

46.2%

32.7%

28.2%

25.6%

20.5%

17.9%

国、地方自治体

消防・警察・防衛機関

建設、設計、土木

民間企業

協会、組合、NPO・NGO

23.1% 防災関連企業

学校・研究機関

・新規顧客を獲得できそうです。お客様の意識が高いことを実感出来ました。
・見込み顧客にアプローチする事が出来ました。
・共同出展により、協業企業との連携を深めるために出展しました。
　協業企業にも、防災知識やお客様との交流を深めていただけました。

・新規販路となりうる企業、官庁等と接触出来ました。
・出展目的と想定顧客数をクリアする成果が得られました。
・企業プレゼンテーション・ブースともに多くの来場者があり、出展の
　目的を果たすことが出来たと感じています。

大変満足
13.3%

大変満足
15.4%

満 足
46.7%

満 足
38.5%

普 通
29.3%

普 通
41.0%

不 満
10.7%

不 満
5.1%

● 営業活動、マーケティングの場として

・仙台で展示会を行う意義を、十分に感じ取る事が出来ました。
・出展者同士の交流で、情報交換や自社製品の新しい販路可能性を見
　出すことが出来ました。
・お客様の意識が高いため、新商品へのご意見や不満点なども上げて
　いただき、参考になりました。

・県の防災担当者など、今までに出会うことがなかった顧客にアプ
　ローチをすることが出来ました。
・製品PRの場として、非常に有益な開催でした。
・東北エリアでは認知度が低いため、今回の展示会は多くの方に知って
　いただける機会となり、満足しております。
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出展者分析

● 来場者の内容

●「震災対策技術展」東北に出展した感想は？

・メディアの方の来場が多くあり、記事にしていただきました。
・説明を実施した事で、多数の方に興味をもっていただきました。
・企業・自治体関係者が弊社ブースに来訪され、商談に繋がる案件が
   あり、満足しています。企業の担当者が多かったので、具体的な提案
　に結び付きそうです。

・未開拓のターゲット層に接触出来ました。
・官公庁や建設会社の方が多数来られて内容も良かったです。
・横浜会場や大阪会場とは異なる客層で、製品に求めている点が
　明確な来場者が非常に多かったです。

● 事前にどのようなプロモーションをされましたか？

● 出展の目的

※ 複数回答

56.4%

41.0% 新商品のPR

宮城県・東北地方での
販路開拓

35.9% 防災分野の市場調査

20.5% 既存顧客との交流

12.8% 販売代理店の獲得

ターゲット層が来場しているから 
来場者の内容が良いから

宮城県・東北地方での開催だから

地震、水害、火山噴火等の
自然災害対策専門展示会だから

継続的に開催しているから

同時開催するセミナーと自社製品PR
との連動を図ることが出来るから

69.2%

57.3%

53.8%

30.8%

25.4%

● 営業活動で注力しているエリア

※ 複数回答

75.0%

45.8%

37.5%

25.0%

20.8%

全国

東北地方

関東地方

関西地方

四国地方

51.3%

30.8% メール案内、自社HP掲載

招待状配布

10.3% 事務局のDMサービス

7.7% ネット広告

5.1% 新聞広告

※ 複数回答

● 本技術展に出展いただいた理由

※ 複数回答

・震災を経験し、「非常時に必要なことは何か」ということを実体験で知っている土地だからこそ、
　製品・サービスに対する関心が非常に高く、要・不要がはっきりと判りました。
・昨年より15％程度多くの来場者に、自社製品を体験していただくことが出来ました。
・来場者からの質問や意見を伺うことが出来、災害対応業務について多くの方に周知する、大変
　よい機会となりました。

・来場者数は安定して多く、次年度も参加したいと考えています。
・東日本大震災の風化防止に役立ているほか、復興事業に携わる方々と情報交換が出来ました。
・出展は有効でしたが、成果的には知り合った方々に対して、これからの対応が重要です。出展
　の成果が満足となるように頑張りたいと思います。

大変満足
10.3%

満 足
35.9%

普 通
48.7%

不 満
5.1%
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来場者分析

● 勤務先で防災製品の購入に関与していますか？

● 来場者の業種● 登録来場者の数

● 来場の目的

2018年8月30日（木） 2,091名  （前回  2,089名）

2018年8月31日（金） 1,998名 （前回

（前回

 1,756名）

 3,845名）公式登録総来場者数 4,089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。

● 来場した感想

● 来場者の声

・新たな情報収集等が出来、出展製品を検討・採用出来そうな案件がありました。
・導入を考えていた製品を扱う出展企業数社を訪問し、具体的な話が進んで有意義でした。
・セミナー、災害対策製品、体験コーナー等、様々な情報が詰まっていて良かったと思います
・災害に対応した最先端の製品が展示されており、有用な情報が得られ参考になりました。
・東日本大震災の現場にも近いだけに、震災に対する展示、対策等に具体性があり大変参考になりました。

・導入を検討している製品を、実際に手に取り操作することも出来ました。製品について担当者から
　直接説明をいただけたので、理解が深まり大変満足しています。
・今後、会社で災害対応品質を向上したい案件に関連する技術を確認出来て良かったです。
・各企業毎の視点から、今後どういった対策を講じるのかを知ることが出来たので、有意義でした。
・災害対策を行う際の参考に出来ると思い来場しました。今後も来場したいと思います。

※ 複数回答

71.6%

65.7%

28.3% 導入予定の製品視察

セミナーの参加

防災製品の情報収集

購入決定権を
持っている
23.4%関与していない

33.1%

決定権はもっていないが
関与している
43.5％

大変満足
15.0%

満足
54.0%

普通
28.5%

不満
2.5%

消防・警察・防衛機関 16.2%
国・地方自治体

建設、設計、土木
18.0%

学校・研究機関
病院、介護・福祉施設 8.5%

防災関連企業
（メーカー、商社）6.8%

民間企業 31.2%

協会、組合、NPO、NGO
5.5%

報道（テレビ、新聞、ラジオ、雑誌）
2.5%

不動産、
ビル・マンション管理

3.3%

ライフライン（電気、ガス、
水道、通信、交通、金融）

8.0%
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来場者分析

● 来場者エリア

● 懸念している災害の推移

※ 複数回答

● 印象に残ったブース・製品
マクセル 株式会社
ＢＣＰ非常用リチウムイオン蓄電システムエナジーステーション タイプＴ
テレネット 株式会社
緊急災害情報無線機　HAZARD TALK（ハザードトーク）
東北企業 株式会社／ＴＮＦ工法協会
ＴＮＦ工法 ～軟弱地盤・液状化対策～
株式会社 ブイキューブ
xSync Table
ニチコン 株式会社
ポータブル蓄電システム
NTT空間情報 株式会社
地図コンテンツ(GEOSPACE)を活用した防災・危機管理ソリューション
ホリカフーズ 株式会社
一食ボックス 各種
ヤマハ 株式会社
LTEアクセスVoIPルーター NVR700W
アイコム 株式会社
災害時に有効なデュアルＳＩＭ ＩＰトランシーバー
ファシル 株式会社／株式会社 三喜
ボウサイ ブロック （車載用防災セット）
マルキ 株式会社
揖保乃糸 防災食 にゅう麺
株式会社 フォーラムエイト
UC-win/Road Ver.13
日本無線 株式会社
Alertmarker（防災情報等の画像混合装置）
サンスター 株式会社
長期保存用 GUM デンタルリンス 250ml
株式会社 アドテクニカ／株式会社 フューチャーイン
安否コール

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

41.3%

［2017年］ ［2018年］

31.6%

27.2%

24.5%

12.3%

地震

土砂災害

水害
（ゲリラ豪雨など）

津波

火山

20.9%

台風

※ 複数回答

50.2%

36.8%

33.1%

30.6%

20.5%

地震

土砂災害

水害
（ゲリラ豪雨など）

津波

火山

23.1%

台風

・大阪北部地震をはじめ、西日本豪雨、台風21号、北海道胆振東部地震等、大きな地震や水害が発生しており、
　防災意識を忘れないという点で本展は必要なイベントだと考えます。
・今年は水害が多く、情報収集と製品購入のため来場しました。いつも新たな発見があるので、継続的な開催を希望します。
・どんな状況でも対応出来るように、河川氾濫、台風状況、地震の規模を把握出来るソース確保の必要性を感じました。
・風水害、土砂災害が増加し、被害も酷くなっています。今後も、それらの対策の関連商品を紹介をしていただきたいです。

その他地方

 

9.1%

78.3%

東北地方

12.6 %

関東地方

水害への
関心が増加
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来場者分析

・災害時の情報連絡に、携帯LTE回線を使うトランシーバーがあることを聞き、検討しようと思います。
・災害に対する様々な技術とその対策が、進展していることに大変興味をもちました。
・セミナーや出展内容に興味があり来場しました。新しい発見があり、また、製品導入の良い機会
　にもなりました。非常食は、避難生活に楽しさを与えるような味・食感に進化していて驚きました。
・大変勉強になり、特に展示会については多くの企業・団体様から有益なお話しを伺うことが出来、当
　方の取り組みに繋げられる事項が多くありました。
・災害経験を活かすためには、被害エリアを正確に把握することが重要だと感じました。

・このような催しを繰り返し行い、忘れないようにすることが肝要だと思います。
・官公庁・民間総力をあげてのPRの場、実施訓練の定期化、マスコミを通じての避難・誘導訓練
　の徹底実施することが必要。情報の発信という意味で、毎年東北で行うべきだと思います。
・失敗事例の共有、分析、今後起こりうる災害に対してのシミュレーションの共有が必要だと感じます。
・東北地方の地域性や地形を重視した災害対策をしていくことが、重要と考えています。
・地区ごとのハザードマップの作成が、今後の課題ではないでしょうか。
・災害情報の速やかな伝達。子供から高齢者まで、緊急時の連絡体制の強化が望まれます。
・地震以外の豪雨、豪雪、台風、酷暑等の災害対策、意識付けも大切だと思います。

設けていない
10.1%

● 防災の専属部署は設けていますか？

● 東北地方で災害対策を推進するためには、どのようなことが必要だと思いますか？

・普段目にすることが出来ない製品を実際に見られて、災害対策の参考になりました。
・セミナーも展示物も多彩であり、色々な分野の最新の情報を得ることが出来ました。
・震災後７年半が過ぎ、忘れかけていたことが思い出され、気を引き締めていきたいと思いました。
・震災対策の最新情報を見ることが出来て、大変参考になりました。防災意識が薄れることの無いよう
　に、このようなイベントを定期的に行うことは、非常に重要であると感じました。
・なかなか聞くことが出来ない講師陣のセミナーを聴講し、勉強になりました。大変良かったです。
・大きな災害が毎年のように頻発する中、大変良い企画だと思っています。引き続き長く続けて欲しいです。
・それぞれのブース担当者が一生懸命に対応していて、来場した甲斐がありました。

● 本技術展に参加された感想は？

● 本技術展をきっかけに、新たに気付いたことは?

● 社員、職員への防災教育を行なっていますか?

89.9%
設けている

実施していない
22.6%

77.4%
実施している

「実施している」と回答
した方の約90％が
防災訓練を実施
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来場者分析(セミナー)

・BCP計画の作成を行っていますが、自治体のBCPセミナーは、特に心に残りました。
・「東日本大震災」を経験された方々の話は机上の空論ではないだけに、強い関心を持って聞くことが出来
　ました。震災前と震災後では対策・整備内容が大きく変わったことは、リアルな体験をした証だと思い
　ました。今後に活かしていきたいと思います。
・ICTを活用した災害対策など、興味あるテーマばかりで、大変参考になりました。
・学術的な最新の動向を知れて良かったです。特に研究分野は、新しい知見が積み重なるので、以前に聴講
　したことのあるテーマであっても、非常に勉強になりました。

・東南アジアと東北をつなぐパネルディスカッションは興味深く、他国の災害の状況について聞く機会が
　あまりないため、とても良い機会でした。タイやインドネシア、フィリピンには、防災という考えが
　ないということも初めて知り、日本の技術や考え方を他国でも活かしていけるとよいと思いました。
・自治体側、企業側の意見をそれぞれ聞くことが出来ました。今までの経験を伝えてもらい、今後の
　対策等の道しるべになりました。
・津波対策について、日本が先導していることを実感しました。
・セミナーを聴講し、現状把握と防災対策の見直しの重要性、発災時の初動の重要性を改めて感じました。

大変満足
24.4%

満足
56.9%

普通
16.3%

不満
2.4%

● セミナー内容の満足度

・東日本大震災をテーマにされている講師が、
  自らの実体験を元に話されており、リアルな声  
  が聞け、とても貴重な体験となりました。
・専門家によるセミナーは、今の世相を反映した
  テーマが多く、大変参考になりました。
・多数の企業・団体が講演しており、防災への取
  り組みに対する思いが強く感じられました。
・セミナーを聴講し、これまでに気づかなかった
  危険個所に気づくことが出来ました。

● 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?

※ 満足と回答した来場者の声

・近年増加している台風や局地豪雨

・各災害に関する知見と技術

・大学教授や専門家による災害予測と対策

・竜巻、台風、高潮対策

・災害時の次世代通信やドローンの災害活用

・地震のメカニズムや長町利府断層地震の可能性

・国や地方自治体の災害発生前後の情報伝達方法

・防災訓練の参加率アップと盛り上げ方

今後聴講したいセミナーは？

4セッション
20.8％

2～3 セッション
47.1％

1セッション
32.1％
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セミナー8月30日（木）

● A会場

● A+B会場

● B会場

自主防災活動の活性化と持続可能な防災まちづくり
［パネルディスカッション］

「自主防災活動の活性化と持続可能な防災まちづくり」と題したパネルディスカッション
を行う。パネリストは、自主防災活動の活性化に取り組む地域コミュニティの代表者、その
取り組みを後押しする防災・危機管理の行政担当者、学識経験者、地域防災リーダーなど。
「仙台防災枠組」の実現に向けたコミュニティベースの防災活動の推進課題とその解決方
策についてディスカッションを展開する。

東日本大震災を踏まえて【仙台市の避難所運営】

　東日本大震災時に避難所運営が上手くいった地域と上手くいかなかった地
域では何が違ったのか？
そしてその反省を踏まえた仙台市の避難所に関する考え方や種別、備蓄物資
について、また、避難所運営のための事前準備や発災時の活動体制、各地域
における取組について講演いたします。

甚大な気象災害に備える！
～命を守る気象情報の活用～

　平成最悪ともいわれた“西日本豪雨”をはじめ、近年は気象災害が多発して
いるが、気象災害による犠牲者をゼロにすべく、早めの避難につながるため
に知ってほしい気象情報の活用法について解説します。

津波等の関する課題と最新の解析ツール
ー災害時の人間行動をどこまで知ることが出来るか？ー

　津波等から命を守るためには避難が必要であるが、東日本大震災など過去
の災害においても多くの課題が残されている。どのように計画し、どのよう
に準備し、いざという時に行動が取れるかを考えたい。スーパーコンピュータ
などの最新技術を使って、人間の行動はどこまでシミュレーションできるか
など、最近の話題を紹介したい。

国土地理院が提供する防災地理空間情報
“地理院地図”を使って身近な
災害を想像してみよう

　国土地理院は災害時に、様々な測量を緊急的に実施し、現地の状況を発信
します。また、平時には防災に関わる主題図を公表しています。これらの多
くは、「地理院地図」を通じて配信されます。本講では、地理院地図の情報と
機能を活用して、身の回りで発生し得る災害をより“身近なものとして考える”
ための事例を紹介します。

学術とメディアの国際連携で東日本大震災の経験を世界へ
ーインドネシア、フィリピン、タイと東北をつないでー

第２回世界防災フォーラム開催についての発表

　2019年11月9日～12日に仙台で開催予定の第2回世界防災フォーラムの発表
を行います。

災害を乗り越える自分・地域・組織になるために
ー３.１１の経験を経てわかってきたことー

　個人・地域や組織にとって災害を乗り越える上で必要な機能・能力・活動に
ついて、講師らが実施してきた、東日本大震災の実態を対象にした様々な専門
知の観点から調査・研究に基づく知見を紹介する。講演では、災害伝承、生き
る力、情報リテラシーなどについて紹介する。

ＮＰＯ法人 気象キャスターネットワーク
副代表　岩谷 忠幸 氏
13：00～13：45

東北大学
災害科学国際研究所
所長（教授）　今村 文彦 氏
14：00～14：45

仙台市 危機管理室
減災推進課
主幹　飯島 裕貴 氏
13：00～13：45

 日本と同じく災害に悩んできた海外では、どのように防災に取り組み、人と自然の共
生を模索してきたのでしょうか。このたび、インド洋大津波を経験したインドネシア・
アチェの防災アクティビスト、自然災害科学を社会に伝えるプロジェクトに取り組む
フィリピン大学メディア研究者、専門家と連携した洪水報道で視聴者から信頼を得た
タイ公共放送ジャーナリストの３名を迎え、パネルディスカッションを行います。３名
はパネルに先立ち東北被災地を訪問し、帰国後は、東北の経験を自国で発信予定です。
アジア各国と東北をつなぎながら、新たな防災知の創出を目指します。 

国土地理院
東北地方測量部
部長　和田 弘人 氏
14：15～15：00

東北大学
災害科学国際研究所
准教授　佐藤 翔輔 氏
15：30～16：15

センター長・教授　佐藤 健 氏
東北大学 災害科学国際研究所 防災教育国際協働センターコーディネータ ：

東北大学大学院 経済学研究科 教授　増田 聡 氏
グリーンキャピタル長町Ⅱ 管理組合 理事長　武山 浩 氏
片平地区まちづくり会　溝井 貴久 氏
利府町青山町内会 会長　吉田 千枝子 氏
宮城県 危機対策課地域防災班 主任主査　東海林 剛 氏
10：30～12：00 

パネリスト ：

佐藤 健 氏

溝井 貴久 氏武山 浩 氏

増田 聡 氏

東海林 剛  氏

モデレーター ：

イナ・ニシュリナ 氏
インドネシア・アチェ 防災アクティビスト

テレサ・コングイーコ 氏
フィリピン大学ディリマン校

ダリン・カムナードラット 氏
タイ公共放送 ニュースエディター・アンカー

パネリスト ：

15：00～17：00

特任助教　中鉢 奈津子 氏
東北大学 災害科学国際研究所

ニシュリナ 氏
［インドネシア］

コングイーコ 氏
［フィリピン］

カムナードラット 氏
［タイ］

教授　小野 裕一 氏
東北大学 災害科学国際研究所

所長（教授）　今村 文彦 氏
東北大学 災害科学国際研究所

今村 文彦 氏 小野 裕一 氏
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セミナー8月30日（木）

石巻市立雄勝小学校・雄勝中学校
～東日本大震災からの復興～

　石巻市雄勝小学校・中学校は、東日本大震災で津波被害にあった石巻市雄勝
地区の4つの小中学校の統合による復興計画です。学校の再建は、地域再生と
持続のために欠かせないものです。その復興プロセスと計画概要、地域と学校
の関係性、についてお話しします。

東日本大震災における石巻赤十字病院の対応と
震災後の体制整備

　2011年3月11日に発生した東日本大震災。宮城県石巻市は巨大津波
により沿岸部広域が破壊され、浸水し、行政や医療機関など様々な機能が
麻痺した。医療機関のほとんどが機能停止するなか、唯一残ったのは災害
拠点病院である石巻赤十字病院。「石巻医療圏」22万人の命の砦となり
活動した。災害発生時の対応及び震災時に発生した教訓を活かした災害体
制整備について報告します。

● C会場 ● D会場
福島県におけるインフラ復旧・復興の状況

　東日本大震災では、浜通りを中心に甚大な被害を受けました。インフラの
復旧は着実に進み、様々な拠点施設の整備も進展するなど、県内各地で復興
の光が着実に広がりを見せている一方で、原発事故の影響により、今なお多
くの方々が避難生活を続けています。また、各方面で風評の影響が残るなど
復興はまだ途上にあります。このような福島県の現状を踏まえ、本県におけ
るインフラの復旧・復興の状況について御説明いたします。

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。地方自治体におかれては自主防災組織リーダーの育成、きめ細かな訓
練の実施に取り組んでいますが、その指導員や中核的なリーダーが不足し
ているのが現状です。こうした中で、地域や学校における防災講演、災害
図上訓練、避難所開設運営訓練、住民が行う救出救助・搬送・応急手当訓
練等に防災士を活用する事例が急増しています。防災士制度が生まれた経
緯、防災士の現況、自治体防災事業と防災士の連携、地域における防災士
の活動事例等について報告いたします。

東日本大震災からの産業復興の現状と取組について
～復興・創生期間の新たな課題への対応～

　復興庁（宮城復興局）では、被災地の産業復興をさらに進めるにあた
り、様々な支援施策を展開しています。例えば、大手企業等と被災地域企
業とのマッチングを通じた新たな取組みを支援する「結の場事業」、「専
門家派遣集中支援事業」、「新しい東北」などに取り組んでいます。本セ
ミナーでは、被災地域の産業復興の現状や課題にも触れながら、これらの
具体的な事例を紹介させていただきます。

被災を乗り越える地域のつながり
～支え合う人々の力～

　阪神・淡路大震災を契機に、災害の復旧にはボランティアの力は欠かせ
ない存在となり、災害救助法、自治体の地域防災計画にも位置付けられる
「公的な民間力」と言える。ボランティアに象徴される人々の支え合う力
が、これまでの災害でも被災した人たちの自立した力を引き出す大きな役
割を果たすものであり、今後もその力は不可欠である。その力の持つ意味
と課題について触れていきたい。

地震災害に備える実践的マンション防災対策

　防災訓練で人が集まらない、防災マニュアルが浸透しないなどの課題は、
「見える化」「ルール化」「できる化」の取り組み方で解決することができま
す。また、1枚のマニュアルでも発災時の対応が十分できます。
防災対策を進めるためには3つの目的を掲げることで、実践的なマンション
防災対策ができることを解説します。

宮城県国際化協会による東日本大震災後の取り組み
～被災外国人の支援と防災意識の向上のために～

　7年前の東日本大震災は、外国人の暮らしにも大きな影響を与えました。
宮城県国際化協会（MIA）は、震災後、被災地を巡回しての相談対応や、
被災した方のストレス軽減のための「振り返る会」などの支援活動を行い
ました。こうした震災直後の活動や、その経験を活かした防災研修の取り
組みなどについてご紹介します。

災害時のこどものアレルギー対応と対策

　2011.3.11に発災した東日本大震災では、環境悪化に弱いアレルギー患
児は大変な苦労をした。日本小児アレルギー学会としては、学会として、様
々な団体とともにアレルギー患児に支援活動を行った。支援活動の一つとし
て、「災害時のこどものアレルギー疾患対応パンフレット」を作成した。さ
らに、「災害派遣医療スタッフ向けのアレルギー児対応マニュアル」を作成
した。これらの支援活動は後の2016年の熊本地震、平成３０年７月豪雨で
の支援につながって行った。今までの支援活動を報告し、今後の学会として
の支援活動を考えていきたい。

復旧復興活動を行う上での感染症予防

福島県
土木部土木企画課
主査　佐藤 栄一郎 氏
10：45～11：30

防災士研修センター
常務取締役　玉田 太郎 氏
10：45～11：30

石巻赤十字病院
災害医療研修センター
センター長補佐　高橋 邦治 氏
12：00～12：45

宮城県社会福祉協議会
震災復興支援室
主幹　北川 進 氏
13：15～14：00

公益財団法人 宮城県国際化協会
総括マネージャー　大泉 貴広 氏
14：30～15：15

一般社団法人 日本環境感染学会
災害時感染制御検討委員会
委員　児玉 栄一 氏
15：45～16：30

株式会社 関・空間設計
設計監理部
取締役設計監理部長　江田 紳輔 氏
12：00～12：45

復興庁
宮城復興局
参事官（産業支援班）　工藤 竜也 氏
13：15～14：00

災害対策研究会
主任研究員 兼 事務局長　釜石 徹 氏
14：30～15：15

宮城県立こども病院
アレルギー科
科長　三浦 克志 氏
15：45～16：30

　地震や洪水など、リソースが限られた自然災害発生時の状況では、平時
には制御可能な感染症であっても、容易にパンデミックを引き起こす可能
性を秘めています。このような被災地での調査や支援をするときに必要な
感染症の予防や問題点について紹介いたします。
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東日本大震災津波からの復興の取組状況について
～いのちを守り 海と大地と共に生きる
　ふるさと岩手・三陸の創造～

　平成23年3月11日に発生した東日本大震災津波により、岩手県内では、多
くの尊い命と財産が奪われました。震災発生直後から現在に至るまで国内外の
多くの方々からご支援やご協力をいただいたことに対し、あらためて感謝申し
上げます。岩手県では、震災を乗り越えて力強く復興するための地域の未来の
設計図として、「岩手県東日本大震災津波復興計画」を策定し、迅速かつ着実
な復興の推進に取り組んでいます。本講演では、震災から８年目を迎える被災
地域の状況や課題、岩手県の復興への取組等をご紹介します。

災害から身を守る“共助”“自助”の取組について

　近年、日本各地で様々な災害による被害が発生しています。災害発生時
には、被害を少しでも軽減させるため、地域での“共助”の取組が重要です。
そこで今回、“共助”の中核を担う自主防災組織の取組事例の紹介や、県が
実施している地域防災力の強化に向けた取組等をご説明いたします。

● A会場 ● B会場
大雨による水害から命を守るために

 近年、東北地方でも大雨による河川の急な増水や氾濫などの水害により、
甚大な被害が発生しています。この講演では、万が一の水害に備えた行動や
心がまえについて説明します。また、そのための参考として、気象庁が提供
している大雨警報(浸水害)・洪水警報の危険度分布などの防災気象情報につ
いて紹介します。

スロースリップと地震
～巨大地震の発生過程の解明をめざして～

　地震は断層での急激なすべりでおきますが、断層では、急激なすべりの
ほかにも、スロースリップと呼ばれるゆっくりとしたすべりも発生します。
本講演では、東北沖におけるスロースリップの発生状況およびそれと地震
発生との関係について紹介します。

避難行動要支援者名簿の策定や調査結果を通して

　平成23年の東日本大震災において、高齢者や障害者のほか、その支援
者までもが多数犠牲になったことを教訓に、避難行動要支援者名簿の制
度が設けられました。今回はその災害対策基本法上の位置づけや実際の
用い方、注意点、これまで自治体の活用事例などをご紹介し、有効な活
用方法について考えていきたいと思います。

今、自治体に必要な防災ＩＣＴとは…

　日本全国各地で発生する大規模災害において、災害情報の収集、避難指
示等の伝達など、地方自治体の役割は大きくクローズアップされています。
東日本大震災最大の被災地となった宮城県石巻市では、その災害対応の経
験を活かし、防災先進都市の形成に向けて、今、取り組んでいる防災ＩＣＴ
について紹介します。

河川の防災情報等について

　近年の雨の降り方や洪水被害状況を示し、洪水被害を防止するための河川
情報の種類や水害リスク情報、防災体制への利用の方法などを紹介する。合
わせて洪水における企業BCP計画の必要性と事例なども紹介する。

震災の教訓を踏まえた業務継続計画

　陸前高田市は、東日本大震災において、多くの職員が犠牲となり、庁舎
も壊滅的な被害を受け、業務に当たるために必要な「資源」を喪失した状
況下で、膨大な業務が発生し、行政機能は麻痺した。この経験から、業務
継続体制を確立するために、全庁挙げて取り組む「非常時優先業務」を定
めた背景等を紹介する。

考えよう、災害への備え
～いつもの食品で無理なく家庭備蓄～

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

国土交通省における防災情報伝達手段の概要

仙台管区気象台
気象防災部予報課
水害対策気象官　戸堀 博之 氏
10：45～11：30

東北大学 理学研究科
地震・噴火予知研究観測センター
准教授　内田 直希 氏
10：30～11：15

宮城県
総務部危機対策課
主任主査　東海林 剛 氏
11：45～12：30

石巻市
総務部
危機管理監　二上 洋介 氏
13：00～13：45

陸前高田市
防災局防災課
防災対策監　中村 吉雄 氏
14：15～15：00

国土交通省 東北地方整備局
企画部 情報通信技術課
課長補佐　三上 博司 氏
15：30～16：15

岩手県
復興局復興推進課
復興推進課推進協働担当課長　多賀 聡 氏
12：00～12：45

総務省 消防庁
国民保護・防災部 防災課
災害対策官　外囿 暖 氏
13：15～14：00

国土交通省 東北地方整備局
河川部 水災害予報センター
水災害対策専門官　川口 滋 氏
14：30～15：15

農林水産省 東北農政局
企画調整室
室長　秋山 憲孝 氏
15：45～16：30

　国土交通省の電気通信では、河川・道路等の社会資本の有効活用、効率
的で高度な維持管理、効果的な災害対策を行うため、これに必要な電気通
信関係の施設整備、システム構築、維持管理を行っています。本講座では、
国土交通省が構築している電気通信設備等の全体概要、東北地整における
整備状況、災害対応での実際の稼働状況等を紹介させていただきます。
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災害発生時から復旧までのＩＣＴ技術の利活用

　日本では、東日本大震災・西日本豪雨など様々な災害が発生します。
災害発生時に敏速な災害対応・ライフライン施設の早急な復旧が重要です。
私たち「東日本ICT推進協議会」はドローンをはじめ・ICT技術による災害時の
利活用についてご紹介します。

継続できる家庭備蓄を目指して
－主婦達の声から－

　東日本大震災から７年が過ぎ、家庭の備蓄（主に食料備蓄）が継続でき
ずに更新されないままになっている家庭も少なくない。なぜ備蓄が続かな
いのか。災害時に活用できる備蓄にするためにはどうしたらいいのか。仙
台近郊の主婦達が答えてくれたアンケートを元に、家庭での備蓄方法につ
いて紹介する。

● C会場 ● D会場
産学官民・メディア連携の未来
～みやぎ防災・減災円卓会議４年目～

　２０１５年４月に発足した「みやぎ防災・減災円卓会議」の活動を振り返
り、プロジェクトの今後を展望する。特に、震災伝承と防災啓発の統合的な
受発信を担うネットワーク拠点組織の必要性と見通しについて、円卓会議の
立場から総括する。

防災・減災とは
～大阪北部地震・ブロック塀事故をふまえて～

　防災・減災の基本を重視し、自然災害への様々な対策を考える。

実践的な地震防災対策
（災害図上演習ＤＩＧの活用）

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

１９９８年噴火危機以降の岩手山の防災対応

　岩手山では1998年春頃から火山性地震が急増、微動や地殻変動が観測
され、噴火の可能性が指摘された。防災対策が皆無の状況から、産学官の
関係者が顔の見える関係を模索し、研究者・行政機関・報道機関・住民が
連携して地域の安全を守る「減災の四角錐」体制を構築した。20年経過し
た現在も、この「岩手方式」は継続・機能されている。

ＮＴＴ空間情報の電子地図（ＧＥＯＳＰＡＣＥ）を
活用した防災・危機管理ソリューション

　昨今、さまざまな自然災害が発生しているなか、できる限り事前の防災対
策などの準備が危機管理として必要となっています。ＮＴＴ空間情報の地形・
家形を正確な位置で表示した地図コンテンツ「ＧＥＯＳＰＡＣＥ」を活用し
て、地図上に気象情報・地震情報・走行実績データ等、複数の情報を重ね合
わせることにより、俯瞰的な状況や復旧活動に必要な情報を把握することが
できます。本講演では、NTTグループにおける地図コンテンツ「ＧＥＯＳＰ
ＡＣＥ」を活用した、これまでの災害復旧の経験で培った実例についてご紹
介いたします。

災害停電時における事業継続の電源確保について

　いつ発生するか分からない災害停電でシステムが停止したり大切なデー
タが一瞬で消えるかも知れません。通常業務に支障が生じないように最適
な蓄電池を選ぶにはどうすれば良いでしょうか？自社国内工場生産で信頼
性の高い電池を用いた、工事不要で長時間お使い頂けるBCP非常用リチウ
ムイオン蓄電システムをご紹介いたします。

IＤ・パスワード不要の安否確認システム
「安否コール」

　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。

防災減災の取組

河北新報社
防災・教育室
室長　武田 真一 氏
10：45～11：30

総務省消防庁
防災アドバイザー（宮城県登録者）
吉田 亮一 氏
10：30～11：15

日本防災士会／防災士会みやぎ
佐藤 美嶺 氏
11：45～12：30

岩手山火山防災協議会 委員
岩手大学 名誉教授
齋藤 徳美 氏
13：00～13：45

マクセル 株式会社
エナジー事業本部
新事業推進本部 蓄電システム部
部長　谷川 正治 氏
14：15～15：00

宮城県多賀城高等学校
生徒会代表
15：30～16：15

東日本ＩＣＴ推進協議会
会長　髙橋 淳市 氏
12：00～12：45

災害対策研究会
代表　宮本 英治 氏
13：15～14：00

ＮＴＴ空間情報 株式会社
営業部 第２営業グループ
担当課長　山木 啓至 氏
14：30～15：15

株式会社 アドテクニカ
営業部
課長　細見 高広 氏
15：45～16：30 　震災後すぐに生徒有志による市内の津波痕跡を調べ、後世に残そうという

活動が始まりました。その後、生徒会を中心とした「津波波高標示プレート
設置活動」として本格的な取り組みがなされ、地域等の協力を得ながら市内
110箇所以上に設置するまでになりました。この活動を発展させ、多賀城を
訪れた方々に対する「津波波高標示プレート」と多賀城市内の史跡を巡る
「まち歩き」ボランティア活動を行っています。津波被災の資料（映像等）の
ある市内商業施設をスタートし、史跡「末の松山」などを巡り多賀城駅周辺
を散策・案内します。県内外の高校生をはじめ、海外からの訪問者にも案内
をしています。多賀城市を襲った「都市型津波（河川津波）」の脅威を世界
と未来に伝え、一人の犠牲者も絶対に出さない防災・減災の活動をし続けて
いきます。
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広報結果

● 報道各社

● テレビ取材・紙面掲載

・NHK 日本放送協会 仙台放送局 ・TBC 東北放送

※ 一部紹介

・OX 仙台放送 ・ KHB 東日本放送

・河北新報 ・日刊建設工業新聞 ・せんだいタウン情報 machico

・サッシタイムス ・日刊建設通信新聞 ・鋼構造ジャーナル

株式会社青森テレビ、株式会社朝日新聞社、株式会社岩手日報社、株式会社河北新報社、一般社団法人共同通信社、株式会
社建設新聞社、株式会社鋼構造出版、株式会社産業新聞社、株式会社時事通信社、株式会社仙台放送、株式会社仙台リビン
グ新聞社、東北放送株式会社、株式会社日刊建設工業新聞社、株式会社日刊建設通信新聞社、日本放送協会 仙台放送局、
株式会社東日本放送、株式会社北海道新聞社、株式会社宮城テレビ放送、株式会社ユーメディア、株式会社ラジオ福島、等
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開催のご案内

● 第23回｢震災対策技術展｣横浜
　－自然災害対策技術展－
　日        時  ：  2019 年 2 月 7 日（木）～ 8 日（金） 10:00～17:00 
　会        場  ：  パシフィコ横浜 

● 第6回｢震災対策技術展｣大阪
　－自然災害対策技術展－
　日        時  ：  2019 年 6 月 6 日（木）～ 7 日（金） 10:00～17:00 
　会        場  ：  コングレコンベンションセンター

 (初日は18:00まで)

● 第10回｢震災対策技術展｣東北
　－自然災害対策技術展－
　日        時  ：  2019 年 11 月開催予定
　会        場  ：  仙台国際センター

Ｗ 3.0 m

Ｈ 2.7 m

Ｄ 3.0 m

0.3 m

社名板

受付
カウンター

パイプ椅子パンチカーペット

スポットライト

コンセント

装飾込み イメージ図 プランB イメージ図大阪会場 横浜会場

〈 出展料金 〉
　通常小間
　170,000円（税別）
　2m×2m（4m2）
　※スペース渡し

●

　装飾込み
　199,000円（税別）
　2m×2m（4m2）
　装飾内容……（右上図参照）

●

〈 出展料金 〉
　通常小間
　260,000円（税別）
　3m×3m（9m2）
　※ スペース渡し

〈 装飾プラン 〉
　プランA 39,000円（税別）
　装飾内容……システム壁、社名板
　プランB 79,000円（税別）
　装飾内容……（右上図参照）

●

●

●

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

●

●

●

●

●

●

●

SENDAI

OSAKA

社名板

スタッキング
チェア

机

Ｈ 2.7 m

D 2.0 m

W 2.0 m



第10回「震災対策技術展」東北
2019年11月開催予定

仙台国際センター

～次年度も宜しくお願い申し上げます～


