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■後援： 内閣府政策統括官(防災担当)  警察庁  復興庁  消防庁  文部科学省  厚生労働省  経済産業省
国土交通省  気象庁  海上保安庁  防衛省  全国知事会  全国市長会  全国町村会  全国消防長会
アメリカ大使館商務部  独立行政法人情報処理推進機構  独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ） （順不同） 

■運営： アテックス株式会社

■主催：株式会社東京ビッグサイト　■特別協力：東京都

Aomi Exhibition Halls (Tokyo Big Sight)
青海展示棟（東京ビッグサイト）
10.20●ー22● 10:00▶17:00水 金

WED FRI

防災・減災・セキュリティ・事業リスク
あらゆるリスクに対処する

Security & Safety Trade Expo

ご案内パンフレット このパンフレットではご入場いただけません。

緊急企画展

感染症対策TECH
緊急特別テーマ

危機管理におけるデジタル化・DX推進
NE
W

NE
W

本展は政府・東京都・会場等のガイドラインに沿って徹底した感染症対策を実施し、
皆さまを安全にお迎えします。是非、安心してご来場ください。

セミナー・イベントの最新情報をご案内します「危機管理」を体感する企画・イベントにも注目  

スペシャルカンファレンス

歴史的転換期となるか。激化する米中対立と日本の役割

危機に強いサステナブルな都市・東京へ ～デジタルとグリーンを軸にした未来戦略～

10月20日（水） 11:00▶12:00基調対談RA-1

就任後、前政権からの政策転換を次々に打ち出す米バイデン政権。
外交面では対中強硬姿勢を継続し、安全保障や
人権問題などを巡る深い溝があらためて鮮明となっている。
激化する米中対立の狭間で
日本が取るべき役割について自由に議論する。

人類は今、感染症の脅威と気候危機という２つの大きな危機に直面している。
この２つの大きな危機を克服し、明るい未来を切り拓き、
豊かな地球を次代へ引き継いでいくためには、
デジタルとグリーンを軸にした率先行動が必要である。
危機に強いサステナブルな都市の実現に向けた東京都の戦略を紹介する。

首都東京の危機管理 ～複合災害(感染症×自然災害)対策の取り組み～
シンポジウムRA-3

長期化するコロナ禍において、いつ起きるかわからない地震などの災害対策に加え、分散避難の推進や避難所での感染症対策などに、
自然災害と感染症との「複合災害への備え」が重要となっており、自治体や企業のBCPも大幅な見直しが必須となっている。
本シンポジウムでは東京都における複合災害対策を紹介するほか、さらなる取り組みについて議論する。

立命館大学
客員教授

ゲスト

薮中 三十二

信州大学 特任教授
ニューヨーク州弁護士

ゲスト

山口 真由

(株)新建新聞社取締役専務
リスク対策.com編集長

コーディネーター

中澤 幸介

コロナ後の家族・社会・日本、
そして世界
激動の2021年の世界情勢について自由に討論する。

帝京大学
名誉教授

東京都 副知事

ホスト

講 師

志方 俊之

宮坂 学
10月21日（木） 15:30▶16:50シンポジウムRB-8 セミナー B

セミナー A

セミナー A10月20日（水） 15:00▶16:30

基調講演②RB-3 セミナー B10月20日（水） 14:00▶14:45

参議院議員

ゲスト

松川 るい

(株)東急総合研究所
研究部 主任研究員

パネリスト

真城 源学

(株)セブン－イレブン・ジャパン
リスクマネジメント室 統括マネージャー

パネリスト

中澤 剛
東京都危機管理監

パネリスト

小林 茂

(公財)公共政策調査会
研究センター長

ホスト

板橋 功

Tel:03-3503-7641  Fax:03-3503-7620   E-mail:ofc@kikikanri.biz
RISCON TOKYO事務局  〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-2 大同生命霞が関ビル4階 アテックス（株）内 www.kikikanri.biz 検 索RISCONお問合せ

防衛省・東京消防庁による車両・装備品展示

「東日本大震災から10年」と題して企画展示と特別セミナーを開講します。企画展示では、発災から
１０年間の復興に関する取り組みなどを映像や写真・パネルなどで紹介します。また、「首都直下地震
に備える」と題した企画展示エリアも設置。出展者の協力によりさまざまな対策を提案します。

東日本大震災から10年  特別企画

展示会場内に体験コーナーを設置。最先端のロボット、ドローン実演をはじめ、避難所用資機材の
組み立てなど、来場者参加型のデモンストレーションを実施します。

危機管理実演・体験コーナー

東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会  企画展示エリア

東京都パビリオン
関係9機関により首都東京の危機管理を提案

VR防災体験車

スマートポンプ・NBC偵察車

●東京都総務局総合防災部
●東京都都民安全推進本部
●東京都産業労働局（サイバーセキュリティ担当）
●東京都水道局
●東京都下水道局

アイ・アール・システム

復興庁、東京都復興支援対策部、岩手県、宮城県、福島県

ドローン搭載型ガス検知用カメラ
NCCコンサルティング
「防災トーク」安否確認・情報共有アプリ
MT-NET
法人、団体用災害対策セット(東京都帰宅困難者対策条例対応)
カワハラ技研
備蓄型組立式個室トイレ「ほぼ紙トイレ」
関西ペイント
接触感染対策テープ／抗ウィルス〈置くだけ〉マット
四国紙販売
ライフライン遮断時に役立つ長期保管衛生用品

テザインアンドイノベーション
炭素繊維製木造建物用柱脚部耐震補強部材「AIプレート」
東京日穀商事
電源不要の災害対策用浄水プラント「EG WATER」
ニッソク
昼でも夜でも安心避難「誘導シート」
ハート電機サービス
大容量ポータブルパワーステーション 1200Wh
白山工業
計測地震防災システム VissQ（ビスキュー）

●東京消防庁
●（公財）東京都中小企業振興公社
●警視庁
●自衛隊東京地方協力本部

普段は見ることのない
特殊車両が集結

危機管理分野における最新技術を体感する

写真：東京消防庁 VR防災体験車

写真：前回会場風景

感染症対策サポーター

タイムスケジュール
10/20（水）日　時

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

10/21（木） 10/22（金）

古河電気工業

関西ペイント販売

東京日穀商事

那波クリエイト

アサノ不燃

クオリティソフト

KEiKAコーポレーション

E.F.E

エアロシールド

古河電気工業

関西ペイント販売

東京日穀商事

愛知工業大学／
サンリツオートメイション

クオリティソフト

KEiKAコーポレーション

E.F.E

エアロシールド

古河電気工業

関西ペイント販売

東京日穀商事

那波クリエイト

アサノ不燃

クオリティソフト

KEiKAコーポレーション

E.F.E

エアロシールド

展示会の感染症対策の一環として、「感染症対策サポーター企業」による関連資機材やデモンスト
レーションが集結。主催者と出展者が一体となって感染症対策を徹底し、安全に来場者をお迎え
します。

RISCON出展者が展示会場における
さまざまな感染症対策を提案

BCP相談コーナー
BCPをはじめとしたさまざまな相談に出展者が対応
展示会場内に無料の相談コーナーを設置。BCP
策定・見直し・運用相談はもちろん、帰宅困難者対
策、備蓄品相談をはじめ感染症対策やデジタル
化・DX推進など、さまざまな相談プログラムを
公開。多様化するリスクに対する相談に出展者
が対応します。

首都直下地震に備える  参加企業

東日本大震災から10年  企画協力

アキレス
医療用 陰陽圧式エアーテント NP-45

インターマン
V-LOCKS（酸化銅不織布マスク）

関西ペイント販売
抗ウィルス置くだけマット

サラヤ
サラヤハンドジェルWG

日機装
オゾン水手洗い装置Handlex
空間除菌消臭装置Aeropure M / P / S

ニッソク
ソーシャルディスタンスシール

ハタヤリミテッド
ハタヤ除菌照明シリーズ

トラスティア
ウイルス対策除菌剤「JB-Bio」

参加企業

参加企業

愛知工業大学／サンリツオートメイション
災害対応ロボット技術を活用した点検ロボットの実演

アサノ不燃
グラセーフ（木造の耐震・耐火シェルター）素材の不燃実演

E.F.E
塩水で発電させ、携帯・照明などを稼働させます。

エアロシールド
ウェアラブルエアコン「Cómodo gear」

関西ペイント販売
抗菌・抗ウィルス段ボール製簡易トイレ／ベッドの短時間(1分以内)組立て

クオリティソフト
アナウンサードローンと認証システムのご紹介

KEiKAコーポレーション
約1分で組み立てられるダンボールベッド

東京日穀商事
電源不要の災害対策用浄水プラント「EG WATER」

那波クリエイト
調整中

古河電気工業
間仕切りにも使える避難所用の防災マット

参加企業

MT-NET 防災・減災

帰宅困難者対策対応備蓄品のセットをご用意

エアロシールド 感染症対策

15年以上の信頼と実績。本質的な空気環境対策

インターマン 感染症対策

酸化銅不織布を用いたウィルス対策

IoTBASE DX推進

IoTを活用した現場管理業務をデジタル化

(公財)東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 警備局の
企画協力により、東京オリンピック・パラリンピック競技大会（東京2020）
にて、実際に使用されたセキュリティ関連の製品や写真、限定映像の上映
などを実施いたします。
また、東京２０２０大会の日本人メダリストのサインボードなど、貴重なアイ
テムの展示を予定しております。



スペシャルカンファレンス 感染症対策

危機管理におけるデジタル化・DX推進

防災・減災

気象災害対策

危機管理の専門家が集結！ 充実のセミナープログラム全39セッション

10月20日（水） 11:00▶12:00

立命館大学 客員教授
薮中 三十二

歴史的転換期となるか。
激化する米中対立と日本の役割

基調対談RA-1 セミナー A

ゲスト

帝京大学 名誉教授
志方 俊之

ホスト

10月20日（水） 14:00▶14:45

危機に強いサステナブルな都市・東京へ
～デジタルとグリーンを軸にした未来戦略～

基調講演②RB-3 セミナー B

東京都 副知事
宮坂 学

講 師

10月20日（水） 15:00▶16:30

首都東京の危機管理　
～複合災害(感染症×自然災害)対策の取り組み～

シンポジウムRA-3 セミナー A

(株)新建新聞社 取締役専務
リスク対策.com 編集長

中澤 幸介

コーディネーター
パネリスト

東京都危機管理監
小林 茂

パネリスト

(株)東急総合研究所
研究部 主任研究員
真城 源学

パネリスト

(株)セブン－イレブン・ジャパン
リスクマネジメント室 統括マネージャー

中澤 剛

10月21日（木） 10:30▶11:30

消防防災分野における研究開発
RC-5 セミナー C

総務省 消防庁
予防課危険物保安室・室長

中本 敦也

10月20日（水） 12:30▶13:30

アンサンブル予報を用いたリスクマネジメント
RB-2 セミナー B

気象庁
気象研究所 応用気象研究所長

加藤 輝之

10月20日（水） 10:30▶11:15

激甚化する災害と防災気象情報
RE-1 セミナー E

気象庁
大気海洋部 気象リスク対策課 水害対策気象官

舘野 聡

緊急時ライフライン確保
10月21日（木） 14:15▶15:00

災害時、避難時における
水発電機の有用性と可能性について

RE-9 セミナー E

E.F.E(株)
代表取締役
千葉 卓弥

セキュリティ

10月22日（金） 15:00▶16:00

災害時、避難時における
水発電機の有用性と可能性について

RD-12 セミナー D

E.F.E(株)
代表取締役
千葉 卓弥

10月21日（木） 11:00▶12:00

レスキューロボット開発における産学連携と
点検ロボットとしての社会実装

RB-5 セミナー B

サンリツオートメイション(株)
取締役 兼 ソリューション部 部長

高倉 広義

愛知工業大学
工学部機械学科 教授

奥川 雅之

10月21日（木） 13:30▶14:30

産業における気象データを用いた気象リスク対策について
RA-5 セミナー A

(株)Spectee
代表取締役 CEO
 村上 建治郎

佐川急便(株)
CSR推進部

事業継続推進課 課長
上野 潤遠山 雅之

(株)ウェザーニューズ
陸上気象事業部
グループリーダー

10月22日（金） 15:30▶16:15

大規模災害に対する国土交通省の取組について
RE-15 セミナー E

国土交通省
水管理・国土保全局防災課 課長補佐

野村 文彦

10月21日（木） 11:45▶12:30

防災製品大賞2021授賞式
RE-7 セミナー E

防災安全協会

10月20日（水） 14:15▶15:00

調整中
RE-4 セミナー E

(株)ジェーピージェネレーターズ

10月21日（木） 15:30▶16:50

コロナ後の家族・社会・日本、そして世界
シンポジウムRB-8 セミナー B

(公財)公共政策調査会
研究センター長
板橋 功

ホスト

信州大学 特任教授
ニューヨーク州弁護士参議院議員

山口 真由松川 るい

ゲスト
ゲスト

10月20日（水） 15:00▶16:30

安全対策セミナー
「危機管理マニュアル 基本編」

RC-4 セミナー C

CRISIS MANAGEMENT(株)
防災担当・顧問
小平 隆弘

10月22日（金） 15:30▶16:30

ASIS certificationのご紹介
RC-12 セミナー C

10月21日（木） 11:00▶12:30

公共空間のセキュリティ
RA-4 セミナー A

(株)プロスコープ
セキュリティ産業新聞 編集長
野口 勇人

司 会

(株)K.J.フェロー
代表取締役
戸田 敬樹

元陸上自衛隊化学学校長
元陸将補

帝国繊維(株) 技術顧問
岩城 征昭

綜合警備保障(株) 営業総括部
次長（商品サービス企画担当）

統合型リゾート事業推進プロジェクト員 
干場 久仁雄

10月22日（金） 13:00▶14:30

COVID19における日本の「出口戦略」は何だったのか？～医療、企業、そして社会全体に求められる覚悟とこれからの対応～
RA-8 セミナー A

(株)新建新聞社取締役専務
リスク対策.com編集長
中澤 幸介

進 行

(株) i-tec 24 代表取締役
(一社)日本安全保障戦略研究所 研究員
岩本 由起子

(医)医凰会 医療危機管理部 部長
環境適応医学研究所 所長

日本総合研究所 客員研究参与
日本医師会 総合政策研究機構 客員研究員

秋冨 慎司

第37代東部方面総監、元陸将
前ハーバード大学アジアセンター

上席研究員
磯部 晃一

10月22日（金） 11:00▶12:00

大災害頻発と感染症蔓延の時代における
複合災害対策

RB-9 セミナー B

兵庫県立大学
減災復興政策研究科 研究科長

室﨑 益輝

10月21日（木） 12:30▶13:30

警備業における感染症対策とWithコロナ時代への対応
RB-6 セミナー B

ＦＭ防災Lab 代表
上倉 秀之

10月21日（木） 11:00▶12:00

中小企業の情報セキュリティガイドライン
RD-5 セミナー D

（独）情報処理推進機構（IPA）
セキュリティセンター企画部 中小企業支援グループ

佐藤 裕一

10月20日（水） 13:00▶13:45

環境省「気候変動影響評価報告書」から考える
災害激甚化と防災対策

RE-3 セミナー E

(株)JX通信社
マーケティング・セールス局 マーケティングマネージャー

松本 健太郎

事業リスク対策
10月20日（水） 15:30▶16:30

Withコロナ時代における最新テレワーク動向 ～『事業継続』から未来のテレワーク活用まで～
RB-4 セミナー B

エヌビディア合同会社
エンタープライズ事業本部

vGPUビジネス開発マネージャー
後藤 祐一郎

日本テレワーク協会
専務理事

田宮 一夫

サイバーセキュリティ

10月22日（金） 15:30▶16:30

情報セキュリティ10大脅威
RB-12 セミナー B

（独）情報処理推進機構
セキュリティセンター

大友 更紗

10月22日（金） 10:30▶11:30

サイバーリスクを可視化し
安定した業務遂行を目指すための解とは

RD-9 セミナー D

(株)パロンゴ
代表取締役社長、CEO、CO-Founder

近藤 学

PPE・労働安全
10月22日（金） 14:00▶15:00

呼吸用保護具のフィットテスト
RC-11 セミナー C

（公社）日本保安用品協会
増田 庄司
佐々木 洋

10月20日（水） 11:45▶12:30

サイバーリスクを可視化し
安定した業務遂行を目指すための解とは

RE-2 セミナー E

(株)パロンゴ
代表取締役社長、CEO、CO-Founder

近藤 学

10月22日（金） 12:30▶13:30

ワーケーション＆ブレジャー推進の取り組み
RC-10 セミナー C

国土交通省観光庁
参事官（MICE担当）
桃井 謙佑

10月21日（木） 15:00▶16:30

複雑化・多様化する海外でのリスク対策
RC-8 セミナー C

コントロール・リスクス・グループ(株)
アソシエイト・ディレクター

丹羽 雅彦

10月21日（木） 12:30▶14:30

最新のトレンドを踏まえた
持続可能なBCP策定のポイント

RC-6 セミナー C

東京海上ディーアール(株)
ソリューション創造本部 主幹研究員

指田 朝久

10月21日（木） 10:30▶11:15

首都直下地震発生時の帰宅困難者対策
～実効性ある対策への高度化～

RE-6 セミナー E

BB.univ 学長
WOTA(株) 防災・BCP 担当室長

森 健

10月22日（金） 14:15▶15:00

自衛隊の災害派遣活動等の現状と課題
RE-14 セミナー E

元航空自衛隊
 空将 統合幕僚副長

増子 豊

10月22日（金） 10:30▶11:15

電気・電話・ネット遮断時にも強い発想の
セキュリティシステム

RE-11 セミナー E

A・Tコミュニケーションズ(株)
代表取締役社長
東 陽一

10月22日（金） 13:00▶13:45

熱海・伊豆山土砂災害の衝撃 
災害タイムラインで振り返る7月3日

RE-13 セミナー E

(株)JX通信社
マーケティング・セールス局 マーケティングマネージャー

松本 健太郎

10月21日（木） 13:00▶13:45

ハザードビッグデータが推進する防災DX
～「情報」がBCPを推進し、従業員の意識を変える～

RE-8 セミナー E

(株)JX通信社
マーケティング・セールス局 マーケティングマネージャー

松本 健太郎

10月21日（木） 14:00▶15:00

産業分野におけるサイバーセキュリティ政策
RD-7 セミナー D

経済産業省
商務情報政策局 サイバーセキュリティ課 課長補佐

石垣 要

10月21日（木） 15:30▶16:15

感染性病原体の早期除染を実現する
核酸分解可能な気相式除染装置

RE-10 セミナー E

(株)シーライブ 代表取締役
鈴木 康士

Chairman,
 ASIS International Japan Chapter

畑 永軌

Vice President,
 Office of Global Security,

 Goldman Sachs
早稲田 恭子

Security Supervisor
吉村 和利

Regional Security
Manager Japan,

Microsoft
野中 洋平

10月22日（金） 15:00▶16:00

東日本大震災から10年
RA-9 セミナー A

復興庁参事官
小林 保幸

●事前来場登録後、来場者Myページから聴講予約ができます。
●セミナー会場入口で来場者証（QRコード）をご提示いただきます。
●定員になり次第、聴講申込を終了いたします。
●空席のある場合のみ、当日受付を実施します。
●開始5分前から当日受付を開始しますので、お時間に余裕をもってお越しください。
●録音、写真・動画撮影は一切禁止です（報道関係者除く）。

聴講
無料 www.kikikanri.biz

セミナー聴講申込は来場者Myページから公式WEBサイトでの
事前申込制

10月21日（木） 15:30▶16:30

東日本大震災10周年̶福島の食の復興の取組みと技術の進展
RD-8 セミナー D

(一社)日本災害食学会
理事

守 真弓

(一社)日本災害食学会
福島大学食農学類 准教授

石井 秀樹守 茂昭

(一社)日本災害食学会
会長

会期後に登録者限定WEB公開

会期後に登録者限定WEB公開

会期後に登録者限定WEB公開

会期後に登録者限定WEB公開

会期後に登録者限定WEB公開

会期後に登録者限定WEB公開

※プログラム・講師は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。 ※10月6日現在

ファシリテーター

防災・減災デジタル化・DX推進感染症対策 セキュリティ 事業リスク対策 サイバーセキュリティ 労働安全 気象災害対策 ライフライン

※プログラム・講師は予告なく変更になる場合がありますのであらかじめご了承ください。最新情報は公式WEBサイトをご確認ください。 ※10月6日現在
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