
〒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
お問い合わせ

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

2020

事前来場登録は
こちら

design up

Housing & Architecture

10:00～17:00 インテックス大阪
10/29 -30木 金

小間番号

招待者名

主催 ： テレビ大阪 ・ テレビ大阪エクスプロ

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

『生活』と密接につながる“建築”をもっと身近に
業界活性化に"あたらしい価値観"を提案するイベント

くらし

抗菌
（ウイルス）・
減菌建材
フェア

建築・建設
現場生産性
向上フェア

防犯防災総合展事務局 TEL 06-6944-9915   E-mail infobbk@tvoe.co.jp住まいと建築展事務局 TEL 06-6944-9916   E-mail sumai@tvoe.co.jp 

出展者一覧 ※10月7日現在
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新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
事前来場登録へのご協力をお願いいたします。入場無料・事前来場登録受付中！

㈱アーテック
Aqua Power Energy ㈱
アトリエ・アール・ヌーボー
アムニモ㈱
㈱イーズ
㈱イガラシ
㈱池内商店
いよせき㈱
イングスコーティング（合）
Well-Being OSAKA Lab
NEC
㈱NSK
エムケーテクノ㈱
㈱エム・デー・エス
大阪市消防局
大阪府危機管理室
大阪府警察本部/大阪府青少年・地域安全推進室
（一社）大阪府警備業協会
NPO法人大阪府防犯設備協会
ＯｋａｙｏＪａｐａｎ㈱
㈱オフィールジャパン
㈱カスタネット　そなえる.com
㈱勝島製作所
可児建設㈱
㈱カノン
亀岡電子㈱（ＫＡＭＥＫＥＲ ＳＥＮＳＩＮＧ）
関西広域連合　広域防災局
㈱関電パワーテック
危機管理産業展（RISCON　TOKYO）2021
岐阜プラスチック工業㈱
玉鳥産業㈱
㈱近鉄百貨店
㈱KEiKAコーポレーション
KCCSモバイルエンジニアリング㈱
㈱警備保障新聞新社
㈱ケルク電子システム
高知県/（公財）高知県産業振興センター
　インタレスト・プロダクション
　㈲四国浄管
　関㈱
　㈱タケナカダンボール
　㈱タナカショク
　㈱フロムハート
　㈱マシュール
　㈲丸英製紙
国土交通省近畿地方整備局
㈱彩ユニオン
サンケーシステム㈱
シーシーアイ㈱
四国プランニング
新光産業㈱
㈱シンドウ
㈱スリーエスコーポレーション
スワン㈱
㈲セイコーステンレス
総務省　近畿総合通信局

㈱ダイクレ
第五管区海上保安本部
ダイドレ㈱
㈱タカオカ
㈱ 竹虎
中央労働災害防止協会
㈱ＴＭＭトレーディング
Ten All Ten Pillar㈱
天昇電気工業㈱
トーカイセキュリティ㈱
東光商事㈱
㈱東洋機器
都市拡業㈱
南京保沃商貿有限公司/久野商事㈱
新潟電子工業㈱
㈱ニチボウ
㈱日惠製作所
日本化学産業㈱
日本建築仕上学会・女性ネットワークの会
　㈱フジタ
　日野興業㈱
　㈱マナベ
　㈲クレアールソシオ
　ロックペイント㈱
　オフィスはなはな
　マルコメ㈱
　ミドリ安全㈱
　べクセス㈱
　ロックペイント㈱
　WINNERS㈱
　関西ペイント㈱
日本住環境㈱
（公社）日本しろあり対策協会
㈱ネクスト
熱中症対策服人間エアコン　クールスマイル
㈱ハタヤリミテッド
ハリマ化成㈱
㈱阪神交易
㈱Ｐ・Ｃ・Ｇテクニカ/㈱Ｐ・Ｃ・Ｇ TEXAS 阪神営業所
㈱光レジン工業
日野興業㈱
プチハウスなな/LLPユニバーサルデザイン企画
　朝日電器㈱
　㈱CANAK
　㈱輝章
　新和工業㈱
　㈱総合サービス
　㈱武揚堂
　Life create works COCON
㈱フナボリ
防衛省陸上自衛隊中部方面総監部人事部援護業務課
(一社)防災安全協会
㈱防災備蓄センター
ミネルヴァベリタス㈱
ミライズ㈱
㈲YAMAJIパーティション
㈱ヤマト
㈱レッズクラフト

内閣府政策統括官(防災担当)、復興庁、総務省、消防庁、文部科学省、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（予定・順不同）

後　援：

名　称： design up 住まいと建築展
主　催： テレビ大阪・テレビ大阪エクスプロ

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 （〒559-0034 大阪市住之江区南港北1-5-102）

名　称： 防犯防災総合展 2020
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

（1）中央線「コスモスクエア」駅下車徒歩約10分
（2）中央線「コスモスクエア」駅からOsaka Metroニュートラム乗換え
　  「中ふ頭」駅下車徒歩約5分
（3）四つ橋線「住之江公園」駅からOsaka Metroニュートラム乗換え
　  「中ふ頭」駅下車徒歩約5分
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命を守る防災情報　
～どう活用するか、どうすれば活用できるか～

「人生100年時代の幸せ」を創る
健康経営
～ＥＳＧ経営の推進から～（一社）ADI災害研究所　

理事・気象予報士　片平 敦氏

「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

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

大規模自然災害への対応について
ーOsaka Metroー
大阪市高速電気軌道㈱ 鉄道事業本部 安全推進部 
安全推進課長　武井 誠治氏

近畿地方整備局における
防災対策
国土交通省近畿地方整備局
総括防災調整官　山本 佳也氏

地域が主体となり作成する
地区防災計画
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

防災・減災のための総務省の取組
総務省 近畿総合通信局 防災対策推進室 室長
竹田 剛城氏

職場における熱中症予防と
感染症予防対策の進め方
中央労働災害防止協会
近畿安全衛生サービスセンター
衛生管理士　大柴 聡氏

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 准教授
川池 健司氏

今、医療機関に求められるBCP
(事業継続計画）
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

SDGsにおける防災と事業継続
～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

ISO審査におけるコロナ対策
～新たなISO審査手法「リモート審査」～
（一財）日本品質保証機構（JQA） 
マネジメントシステム部門ISO関西支部 支部長
今村 俊樹氏

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×京大オリジナル×
　ミネルヴァベリタス連携講座のご紹介～

積水ハウス（株） ESG経営推進本部 部長
小谷 美樹氏

なぜ福利厚生でWell-beingを
実現するべきか？
（株）ＯＫＡＮ マネージャー
中村 星斗氏

障がい者スポーツを通じた
インクルーシブ社会へ
（一社）愛ボッチャ協会 代表　
岡田 良広氏

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
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国難災害に備える
～防災省（庁）創設の提案～
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

避難に伴う犠牲を防ぐために
兵庫県立大学大学院 減災復興政策研究科 教授
室崎 益輝氏

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

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

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

今注目の「体内時計」 
～体内時計を整えて、快眠を目指しましょう！～
大塚製薬（株） 大阪支店 
ニュートラシューティカルズ事業部 次長
赤木 大輔氏

プロ人財育成を支える健康経営
リコージャパン（株） 人財本部 人事部 
ダイバーシティ／
ワークライフマネジメント推進グループ　
髙田 佳司氏

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
経営管理統括部 総務部総務課　徳丸 雄介氏

オフィス環境による社員の
ウェルビーイング推進の取り組み
（株）イトーキ 商品開発本部
ソリューション開発部
加藤 洋介氏

ワークプレースにおける
WELL-BEINGを実現する
「バイオフィリックデザイン・オフィス」とは
パソナ・パナソニック ビジネスサービス（株）
執行役員 事業推進・支援本部長（兼）
COMORE BIZ推進部長　下村 卓爾氏

10/29 木

29木

30金

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

パネルディスカッション（13:00～15:00）

福祉避難所を考える
～感染対策を加えた利用者の安全確保の道～
（一社）ADI災害研究所 理事長
伊永 勉氏

富山県の危機管理、国民保護、
防災への取り組みや留意点など
富山県総合政策局防災・危機管理課 危機管理調整主幹
福山 達也氏

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

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

防災気象情報の活用
大阪管区気象台 気象防災情報調整官　
北川 和男氏

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

地震・水害などの自然災害対策、感染症対策、働き方改革・健康経営に加え、建築業界で働く全ての人へ向けた最新動向など多彩なテーマで専門セミナー多数開講！

コロナショックをチャンスに変える［家づくり・経営］５つの最重要キーワード
新建新聞社 代表取締役社長　三浦 祐成氏

12：00～13：00

10/30 金 13：00～14：30
～The power of woman～ 輝く建築女子 トークセッション

女性が建築分野で働く現状について
現場で働く女性へのアンケート結果より

第一部

第二部

熊野 康子氏

日本建築仕上学会
女性ネットワークの会 主査

熊本 好美氏
（株）マナベ

松尾 晶子氏

（有）クレアールソシオ

宮原 悦子氏 前沢 知里氏
オフィスはなはな

堀 登志子氏

信州大学人文学部卒業後、長野市に本社を置く株式会社新建新聞社に入社。
住宅専門紙「新建ハウジング」の立ち上げから記者を担当、同紙編集長を経て、同社代表取締役社長。
ポリシーは「変えよう！ニッポンの家づくり」。
執筆や講演を通して、住宅業界の変革を訴えている。
1972年山形県生まれ。

「住まいと建築展」では、リアル展示会とオンラインそれぞれの
強みを活かしたビジネス開拓の場を創出するべくオンラインに
よる展開を強化します。
展示会場に行くのが難しいという方もご参加ください。
オンライン展のみの申込も受付中。右記QRコードから！

9/30 水 11/20 金～ 開催中！

いつでもどこでもつながる新しい展示会の
カタチ。リアル展示会×オンライン展示会。
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。

10/8 木 11/20 金～ 開催中！

オンラインページは
こちら

出展申込はこちら

展示会に関わる全参加者（来場者/出展者/運営スタッフ）と
個人の安全の確保

主催者では、大阪府および公益財団法
人大阪観光局発行の「主催者向けガイ
ドラインの指針」に基づき、ご参加され
る皆様の安全を確保するため、右記の
通り方針を定めイベントを開催してま
いります。
今後、発表されます政府、関係省庁、関
連団体からの情報に応じて、追加対策
に取り組んでまいります。また、それら
の情報により追加対策、変更などが生
じた場合は、イベント公式サイトにてご
案内いたします。

●来場者・出展者へのマスク着用の喚起、咳エチケットと手洗いの推奨
●アルコール消毒液等の設置と感染予防アイテムの会場内設置
●救護室の設置と看護師の常駐
●入場口での検温の実施
●多くの人が触れる場所や、トイレなど共有施設の巡回清掃・消毒の徹底

住まいと建築展
URL. www.ken-ten.jp/sumai/
防犯防災総合展
URL. www.bohanbosai.jp

フィジカルディスタンスの確保
●通路幅の確保など、密を避けるレイアウト配置
●受付など対面にて接客が必要な場所にはアクリルパネル等を設置し飛沫感染を防止

会場の混雑緩和策
●来場者の動線計画の策定と運営によるコントロール（特に会場出入口や列が予想される場所）
●会場設営の際に密が生じないよう適正な人員の配置を実施

その他の対策
●全参加者に大阪府の「大阪コロナ追跡システム」の登録および
　厚生労働省「新型コロナウイルス接触確認アプリ COCOA」のインストールを依頼
●政府・自治体・実施会場等からの新型コロナウイルス関連最新情報の収集と共有

主催：関西広域連合　広域防災局

www.ike-mle.com

Welcom to the Miele Kitchen Experience.

■講演者：
　・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
　・ミネルヴァベリタス（株） 代表取締役　松井 裕一朗氏
■モデレーター：
　京大オリジナル（株） 
　ナレッジプロモーション
　事業部長
　川村 健太氏

特別講演

オンラインページは
こちら

（13:00～14:00） コロナ禍だからこそ知っておきたい！
テレワーク労務管理セミナー
大阪働き方改革推進支援・賃金相談センター
特定社会保険労務士
杉原 彰氏


