2020 年 10 月 23 日
報道関係各位

『防犯防災総合展 2020』
開催のお知らせ

防犯防災総合展実行委員会は、10 月 29 日（木）～30 日（金）の 2 日間、インテックス大阪（大
阪市住之江区）にて『防犯防災総合展 2020』を開催いたします。
つきましては、是非貴社にて取材、記事掲載などのご協力をいただきたくお願い申し上げます。
本展のホームページに開催概要や出展者一覧、セミナー等併催企画のご紹介をしております。

https://www.bohanbosai.jp/

ご不明の点、ご要望などがございましたら、下記までお問い合わせくださいますようお願い申し上
げます。

お問い合わせ：
防犯防災総合展事務局
Tel: 06-6944-9915 Fax: 06-6944-9912
Mail: infobbk@tvoe.co.jp

Press Release
2020 年 10 月 23 日

西日本最大級！リスク・危機管理の展示会
―with・after コロナ時代の災害・犯罪対策を共に考える―

10 月 29 日（木）～30 日（金）までの 2 日間、インテックス大阪において、西日本最大級のリス
ク・危機管理の展示会『防犯防災総合展 2020』を開催します。
14 回目の開催を迎える本展示会には、88 社・団体が出展。犯罪・災害対策に関する最新の製品・
サービスを展示します。
日本各地で相次ぐ自然災害に加え、新型コロナウイルス感染症の流行など想定外の事態が発生し
ている昨今、私たちの大切な命・暮らしを守ることの重要性は誰もが認識するところです。安心し
て暮らすことができる社会づくりに向け、社会全体で“災害対策”
“犯罪対策”に取り組むことが急
務となっています。
会場内には、注目のトピックスを取り上げた特別企画展示エリアを設置。
「感染対策ゾーン」では、
パーテーションや検温計、マスク・手袋など、ますます注目が高まる感染対策製品が一堂に会しま
す。
「水害対策ゾーン」では、台風や豪雨災害に備えるための水位計や止水板などの製品が出展され
ます。
「熱中症対策フェア」では、来夏の猛暑に備えるための空調機器やウェアが展示されます。
専門セミナーは 34 セッションを開講。パネルディスカッションでは、自治体関係者、学識者、地
域自治会・ボランティア関係者など様々な立場の専門家が集い、近年の災害を振り返り意見交換を
行いながら来るべき巨大災害に我々はどう備えるべきかについて考えます。
その他、省庁・自治体の取組みについて紹介するセミナーや、自治体・企業関係者へ向けた専門
セミナーを開講します。

～ホームページにて事前来場登録・セミナー登録を受付中～
https://www.bohanbosai.jp/

■セミナー・パネルディスカッション
パネルディスカッション
「令和の時代に残したい防災の提言」
■コーディネーター： （一社）ADI 災害研究所 理事長

伊永 勉氏

■パネリスト：元兵庫県副知事、初代兵庫県防災監、関西国際大学教授

齋藤 富雄氏

高知大学防災推進センター 客員教授、
高知県信用保証協会 会長、前高知県危機管理部長

酒井 浩一氏

和歌山県那智勝浦町 総務課 防災対策室 室長

寺本 斉弘氏

地域防災研究所 所長、加古川グリーンシティ防災会 特別顧問

大西 賞典氏

NPO 法人島原ボランティア協議会 理事、
NPO 法人日本防災士会長崎県支部 支部長

旭 芳郎氏

NPO 法人災害ボランティアネットワーク鈴鹿 理事長

南部 美智代氏

セミナー（一部抜粋）
「激化する風水害から命を守る～新型コロナウイルス感染症拡大を教訓として～」
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(チェアプロフェッサー)
河田 惠昭氏
「高知県の南海トラフ地震対策について」
高知県 危機管理部長

堀田 幸雄氏

「コロナ禍における避難所運営のありかた」
大阪市 危機管理室 自主防災担当課長

樋口 智子氏

「コロナに対する BCP の検証～企業への調査を通じて見えてきたこと～」
新建新聞社 常務取締役 リスク対策.com 編集長

中澤 幸介氏

「
『避難スイッチ』と『セカンドベスト』で豪雨災害から命を守る」
京都大学 防災研究所・教授

矢守 克也氏

「障害者を受け入れた熊本学園大学避難所の経験：
大規模災害下における要援護者の避難とサバイバル」
熊本学園大学 社会福祉学部 教授

花田 昌宣氏

「過去の災禍に学びホンネとホンキで必ずくる大災害を乗り越える」
名古屋大学 減災連携研究センター 教授・センター長

福和 伸夫氏

「大規模自然災害への対応について～Osaka Metro～」
大阪市高速電気軌道（株） 鉄道事業本部 安全推進部 安全推進課長

武井 誠治氏

Well-Being OSAKA Lab 特別セミナー（一部抜粋）
「
『人生 100 年時代の幸せ』を創る健康経営～ESG 経営の推進から～」
積水ハウス（株） ESG 経営推進本部 部長

小谷 美樹氏

「コクヨの『働き方改革』の取り組み～『ワクワク、スマートワーク』の実現に向けて～」
コクヨ（株） 経営管理本部 HR 部 福利厚生ユニット ユニット長

藤井 加奈子氏

「クリエイティビティが求められる今、次世代オフィスを考える
～コロナ禍を通じた新しい生き方を見据えて～」
（株）丹青社 デザインセンター西日本エリアデザイン局
クリエイティブディレクター

釼持 祐介氏

（株）丹青社 経営管理統括部 総務部総務課

徳丸 雄介氏

■特別企画

◆【NEW】 「防犯防災総合展 オンライン」 開催
リアル展示会×オンライン展示会＝いつでもどこでもつながる新しい展示会のカタチ。
豊かな社会づくりに貢献するリスク・危機管理の最新情報を発信します。
会期：10 月 8 日（木）～11 月 20 日（金）を予定
※詳細は https://www.bouhanbousai.online/をご確認ください。

■開催概要
・名

称： 防犯防災総合展 2020

・会

期： 10 月 29 日（木）～ 30 日（金）10:00～17:00

・会

場： インテックス大阪 6 号館 C ホール

〒559-0034 大阪市住之江区南港北 1-5-102

※Osaka Metro ニュートラム「中ふ頭」駅徒歩すぐ
・主

催： 防犯防災総合展実行委員会・一般財団法人大阪国際経済振興センター・テレビ大阪

・開催趣旨： 誰もが安心して暮らせる安全な社会の推進に向け、国・自治体や企業関係者へ向け、
万が一の犯罪・災害対策から日常生活での備えに至るまで、最新の製品・サービスを
含めた総合情報を発信。
・後

援： 内閣府政策統括官(防災担当)、警察庁、復興庁、総務省、消防庁、文部科学省、厚
生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、気象庁、海上保安庁、防衛省、滋
賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、京都市、大阪市、堺市、神戸市、
岡山県、鳥取県、島根県、山口県、香川県、徳島県、高知県、愛媛県、福井県、三重
県、関西広域連合、全国知事会、全国市長会、全国町村会、全国都道府県議会議長会、
全国市議会議長会、全国町村議会議長会、独立行政法人国際協力機構(JICA)、(公財)
公共政策調査会、(公財)全国防犯協会連合会、(公財)地震予知総合研究振興会、(公
財)日本消防協会、(公社)日本技術士会、(公社)土木学会、(公社)日本地震学会、(公
社)日本缶詰びん詰レトルト食品協会、(公社)日本防犯設備協会、(公社)日本気象学
会、(公社)日本 PTA 全国協議会、(公社)日本地震工学会、(一社)全国警備業協会、(一
社)日本損害保険協会、(一社)日本建築学会、(一社)日本建築材料協会、(一社)日本
応用地質学会、(一社)公共ネットワーク機構、(一社)ADI 災害研究所、特定非営利活
動法人日本防災士会、全国消防長会、大阪商工会議所、全国都市教育長協議会、全国
連合小学校長会、全日本中学校長会、全国高等学校長協会、日本私立小学校連合会、
日本私立中学高等学校連合会、大阪大学大学院工学研究科、関西大学社会安全学部、
東京大学地震研究所、京都大学防災研究所、京都大学防災研究所 自然災害研究協議
会、アジア防災センター、日本経済新聞社 (順不同)

・展示規模： 88 社・団体／112 小間 （10 月 23 日現在）
・ 入 場 料：

無料（入場者登録制）

・公式サイト： https://www.bohanbosai.jp
・同時開催： 『住まいと建築展』

『第 5 回関西教育 ICT 展』

（公財）大阪観光局および関連団体が定めた「ガイドライン」に沿い、ご参加になる皆様の安全を確保するた
め、十分な新型コロナウイルス感染防止対策を講じた上で展示会を開催してまいります。
詳細はホームページをご確認ください。

