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『防犯防災総合展 2019』 

開催のお知らせ 

 

 

 防犯防災総合展実行委員会は、6月 6日（木）～7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 2019』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。 

 

 

http://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 

2019 年 5 月 22 日 

 西日本最大級！リスク・危機管理の展示会  
 

           

 

 

 

 6 月 6 日（木）～7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 2019』を開催します。 

 本展示会には、前回を大幅に上回る 158 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。 

 2018 年には日本各地で自然災害が相次ぎ、誰もがその脅威を改めて認識することとなりました。

“防災”への関心はますます高まり、またさらなる“災害対策”も急務となっています。また G20

や大阪万博の開催を控え、“防犯”“セキュリティ対策”需要も高まりを見せています。 

 今回は、特別企画として「熱中症対策フェア」および「労働環境改善フェア」を新設。もはや災

害と言われる熱中症―。「熱中症対策フェア」では、命を守る！熱中症対策をキーワードに、関連製

品が一堂に会し、来場者へ情報提供を行います。「労働環境改善フェア」では、労働災害対策から働

き方改革・健康経営まで、あらゆる産業で働く人へ快適な職場と安心・安全を提供するための情報

を発信します。 

 専門セミナーは約 60 セッションを開講。パネルディスカッションでは、西日本豪雨および台風 21

号、最近の豪雨災害において、被災地で対策に従事した関連機関の関係者が一堂に会し、情報交換を行

うことで、今後起こりうる自然災害の被害を最小限にとどめ、命を守る災害対応を円滑に行うための一

助とします。 

 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～ 

http://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  

「平成 30 年度の地震・台風をふりかえって～今後の災害に備えるヒント～」 

■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：和歌山県那智勝浦町 総務課 防災対策室 室長  寺本 斉弘氏 

神戸市危機管理室 計画担当課長    中山 徹氏 

（社福）岡山市社会福祉協議会 生活支援総合相談課 課長 奥田 元和氏 

認定 NPO 法人ピースウィンズ・ジャパン 統括室  会沢 裕貴氏 

大阪市立大学大学院 特任教授・学長補佐   宮野 道雄氏 

 



 セミナー（一部抜粋）  

  「事前の想定の倍以上発生する人的被害 ～南海トラフ巨大地震～」 

   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 

 

  「南海トラフ地震などの災害に立ち向かう高知県の挑戦 

    ～『命を守る』対策のさらなる徹底、『命をつなぐ』対策の幅広い展開～（仮）」 

   高知県知事     尾﨑 正直氏 

 

  「南海トラフ大地震を見据えた 社内での備え／地域での備え」 

   （株）デンソー 豊橋製作所 豊橋東製作所 所長     古海 盛昭氏 

 

  「台風接近時に備えた『計画運休』の実施などの安全対策の推進について 

   西日本旅客鉄道（株）（JR 西日本） 鉄道本部安全推進部 次長     冨本 直樹氏 

 

  「平成 30 年 7 月豪雨に際しての倉敷市の対応」 

   高梁川東西用水組合 副管理者     原 孝吏氏 

 

 

 Well-Being OSAKA Lab 特別セミナー（一部抜粋）  

  ＜特別対談＞ 

  「2025 年 大阪・関西万博に向けて企業と行政が連携してできること ～Well-Being～」 

   不二製油グループ本社（株） 代表取締役社長 清水 洋史氏 

   ロート製薬（株） 取締役副社長兼 CHO  ジュネジャ・レカ・ラジュ氏 

    大阪府健康医療部 部長   藤井 睦子氏 

 

  「味の素流 働き方改革と健康経営  ～多様な人財の活躍を目指して～」 

   味の素（株） 人事部労政グループ 兼  健康推進センター シニアマネージャー 

   菊地 さや子氏 

 

  「運動・スポーツを軸とした健康増進」 

   ミズノ（株） 人事総務部・健康経営エキスパートアドバイザー     芦野 晃央氏 

 

 

 事業継続カンファレンス BCI 日本支部の全面的なバックアップによる特別企画（一部抜粋）  

  「BCM を推進する人材育成における現状と課題」 

   ■パネリスト: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 

          BSI グループジャパン（株） 営業本部長/BCI 日本支部 理事 鎌苅 隆志氏 

          BCI 教育・研修部門責任者 Steph Morris 氏 

          BCP Asia 創業者・代表取締役/BCI アジア支部 委員長 Henry Ee 氏 

   ■モデレーター:ミネルヴァベリタス（株） 顧問 本田 茂樹氏 

 



  「ISO 22301 の有効活用と最新動向〜事業継続マネジメントシステム〜」 

   JQA 認定 ISO22301 主任審査員   中村 春雄氏 

 

  「図上演習入門: その真価と醍醐味」 

   （株）イージスクライシスマネジメント 代表取締役   林 祐氏 

 

BCI とは… 

事業継続マネジメント（BCM）の普及啓発を推進している国際的な非営利団体。 

1994 年に設立され、イギリスを本拠地として、世界 100 カ国以上に 8,000 名以上の会員を擁する。 

http://www.thebci.org/ 

 

 

■特別企画 

【NEW】 

 

 

 

 

 

 

◆車両展示：照明車、地震体験車など 

 

◆【NEW】 自治体・行政関係者限定「防災製品体験会」 

 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■開催概要 

・名   称： 防犯防災総合展 2019 

 

・会  期： 6 月 6 日（木）～ 7 日（金）10:00～17:00 

 

・会  場： インテックス大阪 3号館  〒540-0008 大阪市住之江区南港北 1-5-102 

       ※地下鉄・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、実務公法学会、日本経済新聞社 (順不同) 

 

・展示規模： 158 社・団体／218 小間 （5月 22 日現在） 

 

・来場者数： 19,000 人（見込み） 

 

・ 入 場 料： 無料（入場者登録制・当日会場での登録またはインターネットによる事前登録） 

 

・公式サイト： http://www.bohanbosai.jp 

 

・同時開催： 『建築材料・住宅設備総合展 KENTEN2019』 4 号館 

        『第 14 回関西エクステリアフェア 2019』 1･2 号館 

       『第 4回 サービスロボット開発技術展』 5 号館 

『第 3回 産業用ロボット開発技術展』 

『第 1回 次世代モビリティ開発技術展』 


