2022 年 5 月 12 日
各位

西日本最大級！リスク・危機管理の展示会

6 月 9 日（木）～10 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 2022』を開催します。
16 回目の開催を迎える本展示会には、115 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。
南海トラフ巨大地震は、その発生確率が引き上げられ、
「今後 40 年以内に 90％の確率で発生する」
とされています。また、最近では日本各地で地震も多発し、迫りくる自然災害への脅威を身近に感
じることが増えています。さらに大雨や猛暑など気候変動による災害の多様化・激化も進んでおり、
“今できる備え”について私たちひとりひとりが改めて考え直す必要があります。
さらにここ大阪の地では、2025 年の大阪・関西万博の開催を控え、テロやセキュリティ対策の需
要が増すことが見込まれ、さらなる市場拡大・活性化が期待されています。
誰もが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
り組むことが急務です。
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します。ガイドライン改
訂に向け検討が進められている、大規模災害発生時の帰宅困難者の在り方。新設の「帰宅困難者対
策ゾーン」では、
“―オフィスで、街中で、災害発生―その時のためにどう備える？”を提案します。
ニューノーマル時代になくてはならない感染対策製品が集う「感染症対策フェア」
、平年以上の猛
暑が見込まれる今夏の暑さ対策を提案する「熱中症対策フェア」など見逃せない内容です。
専門セミナーは 42 セッションを開講。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。京阪神の危機管理監が集うシンポジウム、自
治体・社会福祉協議会や要配慮者団体など、あらゆる立場の人が集い、意見交換を行うパネルディ
スカッションなど様々なトピックスが目白押し。
多様化する自然災害・犯罪にいかに立ち向かうべきかをともに考えます。

～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（一部抜粋・順不同）
京阪神 3 都市危機管理監によるシンポジウム

「危機管理シンポジウム～ニューノーマル時代の防災を考える～」
■コーディネーター：兵庫県立大学大学院 減災復興政策研究科 准教授
■パネリスト：大阪市 危機管理監

長沢 伸幸氏

京都市 危機管理監

三科 卓巳氏

神戸市 危機管理監

筒井 勇雄氏

紅谷 昇平氏

パネルディスカッション

「災害の犠牲者ゼロを目指すには ～要配慮者の支援のあり方を考える～」
■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：
宝塚市 健康福祉部 地域福祉課 災害時要援護者支援事業担当

岩崎 香織氏

海南市 総務部 危機管理課 総括班長

上田 知史氏

田辺市社会福祉協議会・田辺市市民活動センター

鹿毛 智子氏

NPO 法人 Sunny ones 代表

瀧澤 美紀氏

大阪公立大学 都市科学・防災研究センター/現代システム科学研究科 教授 野村 恭代氏
パネルディスカッション

「女性の視点を防災に取り入れる！」
プチハウスなな/LLP ユニバーサルデザイン企画 代表

栂 紀久代氏

高知県立大学 看護学部 特任教授

神原 咲子氏

親子支援・災害看護支援＊てとめっと 代表
（看護師・防災士・タッチケアセラピスト）

山中 弓子氏

セミナー

「
『相転移』を利用した南海トラフ巨大地震の被害軽減」
関西大学 社会安全学部 特別任命教授・社会安全研究センター長

河田 惠昭氏

「大規模地震の発生に伴う帰宅困難者の支援のあり方について」
内閣府 政策統括官（防災担当）付参事官（調査・企画担当）付

杉田 牧子氏

「人とペットの災害対策」
環境省 自然環境局 総務課 動物愛護管理室・室長補佐

田村 努氏

「防災・減災に役立つ地理空間情報 ～国土地理院の災害対応と自然災害伝承碑の取組～」
国土交通省 国土地理院 近畿地方測量部 次長

清水 乙彦氏

「和歌山県の防災・減災対策」
和歌山県 危機管理局 防災企画課 企画班長

瀬川 尊貴氏

「
『火事を知り、火災から身を守る！』火災調査官が語る!!」
大阪市消防局 予防課:調査鑑識 消防司令補

星 直人氏

「
『働き方改革と BCP』を結びつける IT プラットフォーム統合について」
カシオ計算機（株） デジタル統轄部 統合プラットフォーム部長

大熊 眞次郎氏

「コロナ禍における職場の熱中症予防対策」
産業医科大学 産業衛生教授

宮本 俊明氏

「鉄道における安全確保について」
国土交通省近畿運輸局 鉄道部次長

五十嵐 三智雄氏

「大阪・関西万博の最新の動向と安全対策」
（公社）2025 年日本国際博覧会協会 運営事業局長 兼 危機管理部長

石塚 智之氏

Well-Being OSAKA Lab 特別セミナー
「キリンビールの働き方改革・働きがい改革」
キリンビール（株）
近畿圏統括本部 総務部 副部長

立石 勉氏

近畿圏統括本部 法人・広報担当 担当部長

宮本 英明氏

「運動を続ける秘訣はあるか？ ～自分を知ることから始める健康づくりの PDCA～」
スポーツクラブ NAS（株）
スポーツ健康医科学研究室 兼 施設・安全管理統括部 安全管理室 室長

後藤 真二氏

行政・自治体関係者限定「防災製品体験会」
＜企画協力：
（一社）ADI 災害研究所＞
災害対応関連業務に従事する地方自治体・行政の職員を対象とし、防災製品（避難所向け製品
災害対策本部関連など）を、実際に会場で体験して理解を深めていただく場を設けます。
普段の業務では、目にすることが少ない防災製品をご覧いただける絶好の機会です。
※参加企業などプログラムは、ホームページにて順次公開いたします。

■特別企画

■開催概要
・名

称： 防犯防災総合展 2022

・会

期： 6 月 9 日（木）～ 10 日（金）10:00～17:00

・会

場： インテックス大阪 4 号館

〒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、環境省、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）国際協力機構、（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、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・予定)

・展示規模： 115 社・団体／149 小間（5 月 12 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： 『バリアフリー2022 / 慢性期医療展 2022 / 看護未来展 2022 / 在宅医療展 2022』
『建築材料・住宅設備総合展 KENTEN2022』
（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拡大防止策を講じた上で展示会を開催いたします。
詳細はホームページをご確認ください。

【本件に関するお問合せ】
一般財団法人大阪国際経済振興センター（インテックス大阪）
営業部 担当：筒井
E-mail：h-tsutsui@intex-osaka.com
TEL：06-6612-8865（直通）
・06-6612-8800（代表） FAX：06-6612-8686
防犯防災総合展事務局
担当：中西
E-mail：infobbk@tvoe.co.jp
TEL：06-6944-9915 FAX：06-6944-9912

※取材をご希望される場合は、会場受付にてプレス登録をお願いいたします。

