
防犯防災総合展事務局
〒540-0008 大阪市中央区大手前1-2-15 （株）テレビ大阪エクスプロ内  TEL 06-6944-9915　FAX 06-6944-9912　E-mail infobbk@tvoe.co.jp

お問い合わせ

ゾーン感 染 症対策

～「感染症」から命を守る！～
ニューノーマル時代の危機管理

https://www.bohanbosai.jp

出展の
ご案内

10：00-17：00
インテックス大阪

187,000円（税込）～187,000円（税込）～出展料金

特別企画2023

6/8 -9木 金

出展申込要項

❶出展規程をご了承の上、下記「出展申込サイト」よりお申し込みください。
　https://www.bohanbosai.jp/application/
❷新規出展の場合は、会社案内および出展製品カタログをご提出ください。
❸「出展分野」には必ず1カ所のみチェックを入れてください。
また「出展内容」についても必ずご記入ください。
この記載内容により、小間の位置を決定します。

❹出展内容が本展開催趣旨・目的に沿わない場合は、
出展をお断りすることがあります。※詳細は事務局にお問合せください。

❺申込出展者以外に共同出展する企業を表記する場合は、出展申込み後にご案内
する「出展者専用ページ（WEBサイト）」にて共同出展者名をご登録ください。

申込方法2

308,000円（税込）
通常小間 （間口3m×奥行3m）

※通常小間は、原則スペースのみの提供となります。隣接する出展者がいる場合、その境界部分に壁面パネルを設置します。
※角小間の場合は通路面に壁面パネルを設置しません。　※社名板やカーペットなどの備品やコンセント、照明などの電気設備・使用料は含まれません。

複数小間割引  4小間以上：3%　6小間以上：5%　10小間以上：10%

187,000円（税込）
Sサイズ小間 （間口2m×奥行2m）

仕様（１小間）：壁面パネル、パイプイス １脚、長テーブル（W1,500× D600mm）１台、社名板１枚
※角小間の場合は通路面に壁面パネルを設置しません。　※コンセント、照明などの電気設備・使用料は含まれません。

出展料金1
2023年

3月31日金

募集締切

※本パンフレットに記載されている内容は2022年10月現在のものです。予告なく内容を変更または中止する場合があります。あらかじめご了承ください。

スケジュール3

搬出・撤去

6月9日（金）
17:00～20:00

会場レイアウト 発表
出展者ハンドブック配布

各種手続き
締切

4月中旬

展示会場
搬入・装飾 

6月6日（火）
6月7日（水）5月中旬2023年

3月31日（金）

出展申込締切

6月8日（木）
  6月9日（金） 

会 

期

通常小間をお申込みの出展者は、希望によりパッケージプランのお申込みが可能です。

イメージ
（中小間仕様）

仕様（1小間の場合）
社名板 １枚／パラペット １式／受付カウンター １台／パイプイス １脚／
パンチカーペット 9㎡／コンセント １個（500wまで）／蛍光灯型LED １灯
1次側電気幹線工事費（電気使用料金 含む（1kwまで）） 100v  1kw　※電気器具を追加すると別途幹線工事費が発生します。

79,200円（税込）1小間 133,100円（税込）2小間

※価格・仕様は前回実績です。

※正式なご案内およびお申込みは2023年4月下旬となります。　※価格は予定価格です。

※詳細は、出展お申込み後にご案内します。

出展効果を高める各種ツール

出展者プレゼンテーション 

55,000円（税込）/60分

新製品発表や製品導入事例な
どを紹介できます。プレゼンテー
ション後に出展ブースへ来場者
を誘導するきっかけとなります。

HPバナー広告

22,000円(税込）
展示会ガイドマップ広告

55,000円(税込）／
セット：66,000円(税込）
公式サイトと開催期間中に来場者へ配布するガイドマップに広告枠を設けます。来場対象の認知
回数が上がり、出展ブースへの集客増加につながります。

〈お問い合わせ〉 防犯防災総合展事務局 TEL 06-6944-9915   E-mail infobbk@tvoe.co.jp10:00-17:00 インテックス大阪

予告なく内容を内容を変更または中止する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
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「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

自治体に求められる
災害対応の標準モデルとは：
明日の災害に備えるチェック項目
兵庫県立大学大学院
減災復興政策研究科 准教授
紅谷 昇平氏

今年上半期に注目された
セキュリティトピックス
（株）プロスコープ セキュリティ産業新聞 編集長
野口 勇人氏

『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

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

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

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

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

命を守る防災気象情報
～最新の情報体系と使い方～
（一社）ADI災害研究所 理事
片平 敦氏

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

「最近の水害から学ぶ」
～河川氾濫に備えるための正しい知識～
京都大学防災研究所 流域災害研究センター
河川防災システム研究領域教授
川池 健司氏

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

コロナ禍における
防災・減災のための総務省の取組
総務省 近畿総合通信局 総括調整官（防災対策推進室長 併任）
武本 圭史氏

防犯環境の整備に向けた取組について
（住宅侵入犯罪を中心に）
住宅侵入犯罪等抑止対策協議会／大阪府警察本部 生活安全部 府民安全対策課 課長補佐
川原 誠氏

近畿地方整備局における防災への取組
近畿地方整備局 総括防災調整官
久内 伸夫氏

総合的な観点での防災対策、
危機管理の重要性
京都大学防災研究所 社会防災研究部門 
都市防災計画研究分野 教授
牧 紀男氏

災害は忘れないうちにやってくる
～港湾の津波対策について～
京都大学防災研究所 流域災害研究センター
沿岸域土砂環境研究領域 教授
平石 哲也氏

災害の経済影響分析：
その意義と方法
京都大学防災研究所 社会防災研究部門
防災社会システム研究分野 教授
多々納 裕一氏

介護サービス事業者の
簡易版BCP策定セミナー
ミネルヴァベリタス（株）経営コンサルティング部 マネージャー
川村 弘和氏

大阪府におけるBCP（事業継続計画）
策定支援事業について
ミネルヴァベリタス（株）経営コンサルティング部
大久保 勇吾氏

SDGｓにおける
企業の防災・減災と事業継続
～2030年に向けた取り組み～
ミネルヴァベリタス（株） 顧問／信州大学 特任教授
本田 茂樹氏

事業継続計画（BCP）の基礎知識
～防災と事業継続の違い～
ミネルヴァベリタス（株） 代表取締役／BCI 日本支部 代表理事
松井 裕一朗氏

大阪府「超簡易版BCP『これだけは！』シート
（自然災害対策版・新型コロナウイルス
感染症対策版）」のご紹介
ミネルヴァベリタス（株） 代表取締役／BCI 日本支部 代表理事
松井 裕一朗氏

防災・BCPの知識と実践2022
～京都大学防災研究所×京大オリジナル×ミネルヴァベリタス連携講座のご紹介～

・京大オリジナル（株） 
ソリューションデザイン部 部長　川村 健太氏
・ミネルヴァベリタス（株） 代表取締役／
 BCI 日本支部 代表理事　松井 裕一朗氏

産業に気象データを
活用してみませんか！？
大阪管区気象台 
総務部業務課・情報利用推進官
竹田 進氏

「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

高知県の南海トラフ地震対策と
防災関連産業の振興について
高知県商工労働部工業振興課 主幹　
小松 尚生氏

個別避難計画策定と
福祉避難所開設の問題は、
こうして解決した
（一社）ADI災害研究所 理事長
伊永 勉氏

防災製品等推奨品認証事業と
災害備蓄管理士資格の紹介
（一社） 防災安全協会 参与
水口 健氏

富士山噴火シミュレーション
から考えるBCPの課題
新建新聞社 取締役専務
リスク対策.com編集長
中澤 幸介氏

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

内閣防災省の最初の役割　
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

＜主催：関西広域連合広域防災局＞

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

＜Well-Being OSAKA Lab特別セミナー＞

大規模災害時のヘリコプターの運用について
（公社）隊友会 大阪府隊友会会長
元陸上自衛隊 第3師団飛行隊長
元京都府防災原子力安全課 訓練指導担当課長
早川 喜代司氏

＜主催：防衛省陸上自衛隊中部方面総監部人事部援護業務課＞

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
法人・広報担当 担当部長　宮本 英明氏

＜Well-Being OSAKA Lab特別セミナー＞

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 地域福祉課・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
14:20～16:20

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

11:40～13:40

危機管理セミナー2022 in 防犯防災総合展

3 【災害と情報通信】
■総合司会 ：
(一社)公共ネットワーク機構 理事
元内閣府防災担当審議官 元消防庁次長 弁護士　北里 敏明氏
■講師 ：
近畿管区警察局大阪府情報通信部長　堀内 雄人氏
国土交通省 近畿地方整備局 河川部長　小島 優氏
総務省 近畿総合通信局総括調整官（防災対策推進室長 併任）　武本 圭史氏
パネルセッション
総括

＜主催：（一社） 公共ネットワーク機構＞

13：00～

4 【災害と医療】
(一社)公共ネットワーク機構 理事
(公財)日本中毒情報センター メディカル・ディレクター　
奥村 徹氏 

15：40～

行政・自治体関係者限定
「防災製品体験会」
災害対応に従事する行政・地方自治体の職員を対象とし、
出展者の製品（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る場です。
参加出展者
(株)生方製作所　Pioma、関西ペイント㈱、
クールスマイル・人間エアコン水冷服、クラート㈱ 、
コンビウィズ㈱ 、SABUMA、タカラ㈱、㈱タニモト、
㈱ＴＡＳＫＭＡＴＥ、㈱DRAGON AGENCY、㈱マキタ、
㈱RAISE WORLD、YUJI YANAGISAWA DESIGN INC.

10:20～12:20
＜企画協力：（一社）ADI災害研究所＞

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

　紅谷 昇平氏
■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

13:00～14:30防災製品等推奨品認証事業と
災害備蓄管理士資格の紹介
（一社）防災安全協会 参与
水口 健氏

京阪神3都市危機管理監によるシンポジウム

長沢 伸幸氏紅谷 昇平氏

三科 卓巳氏 筒井 勇雄氏

コーナー

川村 健太氏 松井 裕一朗氏

栂 紀久代氏

神原 咲子氏 山中 弓子氏

堀内 雄人氏

小島 優氏

武本 圭史氏奥村 徹氏

関根 達郎氏森本 英香氏

豊口 佳之氏 寺崎 信夫氏

犯罪・災害対策から日頃のそなえまでリスク・危機管理の最先端を発信

CRIME AND DISASTER PREVENTION 
2022

特別企画

セミナー

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6/9 -10木 金

危機管理セミナー2022 in 防犯防災総合展

１ 【環境と災害】
■総合司会 ：
(一社)公共ネットワーク機構 常任理事
元環境省九州・北海道地方　環境事務所長
浅野 能昭氏
■講師 ：
(一社)公共ネットワーク機構 理事 元環境事務次官 
　早稲田大学法学部教授　森本 英香氏
環境省近畿地方環境事務所長　関根 達郎氏
国土交通省 近畿地方整備局 企画部長　豊口 佳之氏
パネルセッション
総括

■主催者挨拶
(一社)公共ネットワーク機構 特別顧問 元警察庁長官　金高 雅仁氏

＜主催：（一社） 公共ネットワーク機構＞

13：10～

開会式13：00～

２ 【災害と交通】
大阪府警察本部交通部長　寺崎 信夫氏
15：40～

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（予定）

（公社）土木学会
CPDプログラム認定

※空席があれば当日受講可

ゾーン感 染 症対策



来場対象

主催者であるテレビ大阪による開催告知CM放映・会
場内取材のほか、新聞・業界紙、WEB広告をはじめと
するインターネットを利用したPRなどを幅広く行いま
す。Osaka Metro・ニュートラムでの車内広告も大々
的に展開します。

充実した広報・来場動員活動

新型コロナウイルス感染症の流行を受け、
「感染症対策」は私たちの生活に欠かせないものとなりました。
これからのニューノーマル時代においても、「感染症対策」は必須であり、
危機管理のひとつとして考えていかなければなりません。

出展対象
消毒除菌用品、マスク、フェイスシールド、検温計、
防護服、空気清浄機、清掃用具、衛生管理用品、
感染予防設備、非接触入場管理システム など

来場対象
官公庁（国・中央省庁・自治体）、
民間企業（経営者および総務・労務・人事担当者）
など

官公庁
国・中央省庁・自治体

学校・教育・
研究機関、施設

医療機関、
介護・福祉施設

消防・警察・防衛機関

ライフライン関係
電気・ガス・水道・情報・
通信・交通

公共・
商業等各種集客施設

管理業・警備業
不動産・マンション・ビル等

商社・販売店・量販店
防犯・防災関連

その他民間企業
金融機関、食品業界、
防犯防災分野以外

各種協会・組合・団体

メーカー
防犯・防災関連

建設・設計会社、
事務所、工務店

187,000円（税込）～出展料金

西日本最大級の危機管理総合展示会
国や自治体だけでなく、
企業の総務担当者などが来場します。

西日本最大級の危機管理総合展示会
国や自治体だけでなく、
企業の総務担当者などが来場します。

開催概要
名　称 ： 防犯防災総合展2023　特別企画 「感染症対策ゾーン」
会　期 ： 2023年6月8日（木）・9日（金） 10 : 00 - 17 : 00
会　場 ： インテックス大阪（〒559-0034 大阪市住之江区南港北1-5-102）
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
入場料 ： 無料（登録制）
来場者数 ： 10,000人（見込み）

あらゆる業界へPRが可能

関連団体によるセミナーを開講。目的意識の高い来場者を誘致します。

専門セミナーを開講

前回実績

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　紅谷 昇平氏
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

大阪府「超簡易版BCP『これだけは！』シート
（自然災害対策版・新型コロナウイルス感染症対策版）」のご紹介
ミネルヴァベリタス（株） 代表取締役／BCI 日本支部 代表理事　松井 裕一朗氏

～「感染症」から命を守る！～
ニューノーマル時代の危機管理

ゾーン感 染 症対策


