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� 結果報告書先進建設・防災・減災技術フェアin熊本2022�

「先進建設・防災・減災技術フェアin熊本2022」開催の御礼

　自然災害からの復旧・復興と豊かで安全・安心な社会基盤構築の実現を目指し、幅広

い産業分野における防災・減災・BCPの構築と災害発生時の広域連携の推進を図ること

を目的とした「先進建設・防災・減災技術フェアin熊本2022」を開催いたしました。

　当日は好天に恵まれ、同時開催しました「人流・物流生産性向上フェアin熊本」と合

わせて、5千名を超す多くの皆様に御来場いただき、盛況のうちに終了することができ

ました。これもひとえに御出展をいただきました皆様をはじめ、御後援をいただきまし

た関係機関・団体の皆様方の御協力によるものと心より御礼申し上げます。

　本フェアでは、創造的復興が進む施工現場に活かす建設技術・サービス及び防災力の

向上と幅広い分野のBCPに寄与する製品・サービス・技術などを幅広く展示紹介いたし

ました。

　また、併催行事として、防災・減災をテーマとした様々な講演会も開催いたしました。

　本フェアを通じ、異分野での技術連携や最新建設技術導入の促進、これまでの教訓を

活かした災害への事前対策の御提案や、地域の皆様方の防災意識高揚へのお手伝いがで

きたのではないかと思っております。

　また、今回「学生ウェルカモンブース」を設けました。多くの学生がブースを回り、

技術にふれ、企業の皆様と話す機会が増えたことも今回のフェアの成果ではないでしょ

うか。

　今年も全国各地で地震、台風、豪雨など、甚大な被害をもたらす自然災害が相次いで

発生しております。本フェアで御紹介することができた技術や知識などが、助けを必要

とする被災地の復興や災害防止に活用され、皆様のお役に立てることを祈念いたします。

� 令和４年12月吉日

「先進建設・防災・減災技術フェアin熊本2022」開催委員会

委員長 （熊本県知事） 蒲 島 郁 夫
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「先進建設・防災・減災技術フェアin熊本2022」開催の御礼

　令和4年11月9日から10日の2日間にわたり、先進技術を活用した建設分野の生産性向

上や激甚化する自然災害に対応した強靭な社会インフラ整備等を図ることを目的とし

た、「先進建設・防災・減災技術フェアin熊本2022」を開催いたしました。

　本フェアには、県内外より多くの方々にご来場いただき、盛況のうちに無事終了する

ことができました。これもひとえにご出展並びにご来場いただきました皆様をはじめ、

関係機関の方々の多大なるご支援とご協力の賜物であると、心より感謝申し上げます。

　さて、本フェアでは、同時開催の「人流・物流生産性向上フェアin熊本」と合わせて

177社・団体にご出展いただき、激甚化する自然災害発生時に活かす製品や生産性の向

上に繋がる新技術など、多岐にわたり展示・紹介いたしました。

　また、各専門分野から講師を迎え、防災・減災に関する最新の技術講演会を開催し、

多くの方々に災害対応の実例や防災・減災技術等を広くお伝えすることができたものと

考えております。

　本市におきましても、熊本地震の経験と教訓を踏まえ、地域防災力のさらなる強化に

つなげることを目的とした「熊本市防災基本条例」を本年10月1日から施行するなど、

引き続き防災・減災のまちづくりを進めてまいりますので、皆様方におかれましては、

なお一層のお力添えを賜りますようお願い申し上げます。

　結びに、本フェアの開催にご協力をいただきました関係者の皆様に改めまして御礼申

し上げますとともに、皆様の今後ますますのご発展とご健勝を心から祈念申し上げ、ご

挨拶といたします。

�

� 令和4年12月吉日

「先進建設・防災・減災技術フェアin熊本2022」開催委員会

副委員長 (熊本市長) 大 西 一 史
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開催概要

先進建設 ・ 防災・減災技術フェア in 熊本 2022
企画展　人流・物流 生産性向上フェアin熊本

■開催期間 2022年11月　9日（水）10:00～17:00	

　　　　　　　10日（木）10:00～16:00

■会　　場 グランメッセ熊本（熊本県上益城郡益城町福富1010／TEL：096-286-8000）

■主　　催 先進建設・防災・減災技術フェアin熊本2022開催委員会

【構成：熊本県・熊本市・一般社団法人地域産業活性協会】

■共　　催 グランメッセ熊本（指定管理者　熊本産業文化振興株式会社）

■後　　援 国土交通省九州地方整備局、農林水産省九州農政局、経済産業省九州経済産業局、福岡県、佐

賀県、長崎県、大分県、宮崎県、鹿児島県、熊本県市長会、熊本県町村会、日本赤十字社熊本県

支部、熊本大学、（一社）九州経済連合会、（一社）日本建設業連合会九州支部、（一社）日本道

路建設業協会九州支部、九州建設業協会、（一社）プレストレスト・コンクリート建設業協会九州

支部、（一社）日本橋梁建設協会九州事務所、（一社）全国特定法面保護協会九州地方支部、（一

社）九州建設技術管理協会、（一社）九州地方計画協会、（一社）九州地域づくり協会、（一社）建

設コンサルタンツ協会九州支部、（一社）日本埋立浚渫協会九州支部、（一社）日本建設機械施

工協会九州支部、（一社）日本免震構造協会、（一社）全国測量設計業協会連合会九州地区協議会、

（特非）九州コンクリート製品協会、（一社）熊本県建設業協会、全国消防長会、（公社）全国防災

協会、（公財）日本消防協会、（一社）日本消防ポンプ協会、（公社）土木学会西部支部、（公社）

地盤工学会九州支部、（一社）日本建築学会九州支部、（公社）日本技術士会九州本部、（一社）

斜面防災対策技術協会九州支部、（公社）日本コンクリート工学会九州支部、（一社）九州橋梁・

構造工学研究会、（公社）日本地理学会、（公社）日本地震学会、（公社）日本地震工学会、（公社）

日本地すべり学会九州支部、日本自然災害学会、（一社）日本応用地質学会九州支部、（公社）日

本気象学会九州支部、（一社）地盤品質判定士会、（公社）熊本県トラック協会、熊本日日新聞社、

NHK熊本放送局、熊本放送、テレビ熊本、熊本県民テレビ、熊本朝日放送、（株）九建日報社、（一

財）建設物価調査会九州支部、（一社）大学コンソーシアム熊本、（株）肥後銀行、（公社）日本包

装技術協会西日本支部、日本マテリアル・ハンドリング協会、（一社）レジリエンスジャパン推進協

議会　（順不同）

■出展規模 177社・団体　323小間

■入 場 料 無料（登録制）

■来場者数 5,886人 11月　9日（水） 3,510人 ☀	 晴
11月10日（木） 2,376人 ☀	 晴
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開会式

【来賓】
国土交通省九州地方整備局　企画部長	 森下 博之
農林水産省九州農政局　地方参事官	 長野 誠司
経済産業省九州経済産業局　総務企画部長	 桝口 　豊
自衛隊熊本地方協力本部　本部長	 𣘺本    賦
衆議院議員　坂本	哲志　熊本事務所　所長	 山田 一心
益城町　町長	 西村 博則
一般社団法人熊本県建設業協会　会長	 土井    建

【主催】
熊本県　副知事	 木村　 敬
熊本市　経済観光局長	 田上 聖子
一般社団法人地域産業活性協会　顧問	
トヨタ自動車九州(株)エグゼクティブアドバイザー　
　　　　　　　　　		（元代表取締役副社長）
熊本県　営業部長兼しあわせ部長	 く ま モ ン

【共催】
グランメッセ熊本	指定管理者	熊本産業文化振興株式会社	代表取締役	 入杉 三久

登壇者登壇者（敬称略）（敬称略）

●防災・災害対応とDXの取組み展示

協力 : 国土交通省　九州地方整備局

●インフラDXの取組み

協力 : 国土交通省　九州地方整備局

●燃料電池車両（FCV）の展示

協力 : 熊本県

●AGVの展示・実演

協力 :・トヨタL&F熊本㈱

●電気自動車の展示

協力 : 熊本市

●電気バスの展示

協力 : 熊本市

●自衛隊の特殊車両・災害救助装備品などの展示

協力 : 陸上自衛隊 協力 : 陸上自衛隊

●移動ＡＴＭ【ハモニカー】の展示 ●益城町現地案内（巡回バス） ●CPD・CPDS単位認定

協力 : 肥後銀行

●特殊医療救護車両の展示

協力 :日本赤十字社熊本県支部

協力 : 益城町

企画展示・併催行事

馬場 貞仁
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小間配置図・出展者一覧（技術分野別）�
先進建設・防災・減災技術フェア�in�熊本�2022

A 設計・施工建設・土木・防災・BCP、物流に活かすDX,AI、IoT技術
A01 ライト工業㈱　九州統括支店	 		
A02 セフテック㈱	
A03 ガラス発泡資材事業協同組合
A04 ビジオテックス㈱	
A05 エポコラム協会　九州支部
A06 ㈱キッズウェイ
A07 CLIMAX/㈱ベルポート宇土	
A08 シマウチエンジニアリング㈱　（旧社名：㈱島内エンジニア）	
A09 エコモット㈱
A10 ㈱Liberaware
A11 ㈱オービックビジネスコンサルタント	 P 	
A12 ㈱CADネットワークサービス
A13 ㈱レンタルのニッケン　九州営業部	
A14 ㈱ダイワテック	
A15 川田テクノシステム㈱	 P
A16 ㈱ワイビーエム	
A17 ㈱関電工	
A18 ㈱加藤建設	
A19 大成建設㈱　九州支店	
A20 鹿島建設㈱　九州支店
A21 ㈱快適空間FC	
A22 日本興業㈱	
A23 コングレ/Japan	Drone	運営事務局
A24 ㈱アイ・エス・ピー
A25 ㈱オプティム
S05 ㈱トプコンソキアポジショニングジャパン

B 設計・施工
B01 ジオスター㈱
B02 日鉄パイプライン＆エンジニアリング㈱	
B03 日鉄エンジニアリング㈱	
B04 日鉄ステンレス㈱	
B05 日本製鉄㈱	
B06 ㈱ガイアート　九州支店	
B07 ㈱ヤマックス	
B08 (一社)コンクリートメンテナンス協会
B09 共和コンクリート工業㈱	
B10 景観壁体研究会	
B11 ㈱新井組	
B12 東亜道路工業㈱　九州支社	 P 	
B13 トミナガコーポレーション㈱	
B14 ＲＢＰウォール工法協会	 P
B15 太洋基礎工業㈱	 P
B16 協同組合Masters　GEOTETS工法研究会	 P 	
B17 ㈱クリエイター	 P
B18（一財）建設物価調査会
S04 ユニック九州販売㈱

C 維持管理・予防保全・環境（リサイクル）
C01 旭化成エヌエスエネルギー㈱/旭化成アドバンス㈱
C02 パルテム技術協会　九州支部	
C03 山王㈱	
C04（一社）コンクリートひび割れ補修・圧力調整注入工法協会	
C05 (一社)日本鋼構造物循環式ブラスト技術協会	 P 	
C06 レストム工法研究会　西日本支部	
C07 国土防災技術㈱/サンスイ・ナビコ㈱	 P 	P 	
C08 日之出水道機器㈱	
C09 クリスタルライニング工法協会
C10 ㈱エスイー　九州支店	

C11 日本躯体処理㈱
C12 ラバファルト㈱
C13 ㈱バンブー苑	
C14 ㈱環境新聞社
C15 ㈱太平洋コンサルタント
C16 日本ＳＰＲ工法協会	九州支部	熊本分会	
C17 ＳＴＫネット工法研究会	
C18（一社）	ＩＰＨ工法協会	
S02 管清工業㈱　熊本営業所	

D 防災・災害対応・安全対策
D01 日鉄建材㈱	
D02 昭和コンクリート工業㈱	
D03 ㈱ウッドプラスチックテクノロジー	
D04 フリー工業㈱	
D05 東亜グラウト工業㈱	
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D06 ㈱エムオーテック　福岡支店	
D07 不二高圧コンクリート㈱	
D08 タキゲン製造㈱	
D09 城東リプロン㈱	
D10 日野興業㈱	
D11 旭化成アドバンス㈱　建材本部　環境資材事業部
D12 フィット筋工法技術研究会
D13
S09 ㈱ワン・ステップ	 P

D16 ハイパープレメッシュ協会
D17 レジェンドパイプ工法協会	 P 	
D18 西日本技術開発㈱
D19 高知トップ教材/（公財）高知県産業振興センター
D19 ㈱海昌/（公財）高知県産業振興センター	
D19 三昭紙業㈱/（公財）高知県産業振興センター
D19 ㈱オサシ・テクノス/(公財)高知県産業振興センター
D21 PAN	WALL工法協会
D22 旭イノベックス㈱
D23 東京インキ㈱
D24 Geo	BANK工法研究会
D25 ＪＦＥ建材㈱	 P
D26 中大実業㈱
D27 ㈱スティ－ルド	 P 	
D28 ㈱仙台銘板	
D29 ㈱熊本ヤマウ
D30 ㈱シーテック
D31 三菱電機㈱
D32 東興ジオテック㈱　九州支店
D33 アストロデザイン㈱
D34 ㈱プロテックエンジニアリング	 P 	
D35 中央開発㈱	 P 	
D36 ㈱ホーシン
D37 ㈱ミズノマリン
D38 南国殖産㈱
D39 パナソニック㈱エレクトリックワークス社	
D40 開成工業㈱/ＴＯＡ㈱	 P 	
D41 (一社）プレストレスト・コンクリート建設業協会　九州支部	
D42（一財）熊本県ドローン技術振興協会
D43（特非）九州コンクリート製品協会
D44 (公財)阿蘇火山博物館

E 地震・地盤対策
E02 高原木材㈱
E03 オイレス工業㈱	
E04 下水道既設管路耐震技術協会　九州・沖縄支部

F 防災関連衣料・食料・住宅及び感染症対策
F01 ㈱カナサシテクノサービス
F02 ミズノ㈱
F03 日本ハム㈱
F04 マルキ㈱
G 自然災害対策・避難・救助対策

G01 ㈱天神製作所	
G02 浅香工業㈱
G03 コンビウィズ㈱
G04 藤井電工(株)
G05 ㈱ＫＭＴｅｃ
G06 シーキューブ㈱	 P 	
G07 天草池田電機㈱
G08 SEAWALL推進協議会	 P 	
G09 ㈱エス・アイ・シー

G10 ㈱オガタ装建	
G11（公社）日本技術士会　九州本部	
G12 ㈱尼崎薬品
S03 島田商事㈱
S08 ㈱肥後銀行
H ＢＣＰ・ＩＴ-ＢＣＰ

H01 ㈱アトラクター
H02 ㈱フェローワールド	
H03 東西商事㈱
H04 あいおいニッセイ同和損害保険㈱	
H05 東京海上日動火災保険㈱
S06 ㈱ホワイトトップ	

I 研究・技術シーズ（学術機関・公設研究所等）
I01 (一社)日本応用地質学会　九州支部	

I02 熊本サイエンスコンソーシアム（事務局：熊本県立第二高等学校）	
I03 熊本県立南稜高等学校	
I05 熊本県立大学	
I06 熊本高等専門学校　八代キャンパス
I07 崇城大学

I08 熊本大学くまもと水循環・減災研究教育センター　減災型社会システム部門	
I09 熊本県工業高等学校長会
J 国・自治体

J02 はあもにい管理運営共同企業体	
J03
S07 熊本市	

J04 熊本県	
J05 益城町
J06 農林水産省　九州農政局	
J07 国土交通省　九州地方整備局	
J08 経済産業省　九州経済産業局	
J08 経済産業省　九州産業保安監督部	
J09 自衛隊熊本地方協力本部	
J10 日本赤十字社　熊本県支部
J11 熊本地方気象台	

人流・物流�生産性向上フェア�in�熊本

K01（一社）持続可能なモノづくり・人づくり支援協会	（略称ESD21）	
K02 ㈲ナテックエンジニアリング

K03 日本マテリアル・ハンドリング協会/(公社)日本包装技術協会
K04 ㈱タカハタ電子
K05 金剛㈱	
K06（公社）全国通運連盟/JR貨物	
K07 九州旅客鉄道㈱　熊本支社
K08 トヨタＬ＆Ｆ熊本㈱	
S01 エイハン・ジャパン㈱
L01 天草エアライン㈱	
L04 肥薩おれんじ鉄道㈱
L05 くま川鉄道㈱
L06 人吉球磨地域観光推進協議会
L07 (一社)人吉温泉観光協会
L08 ひごラボ（JICA九州×熊本県球磨地域振興局）	
L09 ㈲林酒造場	
L10 熊本国際空港㈱	

P 	＝	出展者による製品・技術
　　		プレゼンテーション

	＝	学生ウェルカモンブース

早期出展申込特典として、2022年4月までに申込まれた出展者には、球磨焼酎を進呈しました。
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ご覧になっての感想 業種

役職比率 地域別

会場見学時間

1時間以内
12％

1～2時間
35％

3～4時間 
13％

4時間以上
 12％

2～3時間
28％

建設・土木
25%

製造業・メーカー
18%官公庁

16%

運輸・流通・サービス
13%

一般
8%

設計・調査・
コンサルタント

14%

来場する 98％

来場しない 2％

熊本県 55%
福岡県
24%

社長・役員
18%

部長・次長
22%

係長・主任
13%

役職なし 
10%

その他 
20%

課長
17%

大変役に立った
４0％

役に立った
４1％

普通
18％

役に立たなかった ０％

あまり役に立たなかった 1％ ライフライン・IT・通信 3%
学術・研究 2%

鹿児島県 5%

宮崎県 3%
佐賀県 4%

大分県 2% 関東 2%

食品・農林水産業 1%

北陸・中部 2%
中国・四国 1%
長崎県 1%

近畿 1%
来年開催しましたら、ご来場いただけますか

全く参考に
ならなかった 1％
あまり参考に
ならなかった 5％

参考になった
４3％

大変参考になった
５1%

あまり役に立たなかった 0％
全く役に立たなかった ０％

役に立った
28％

大変役に立った
72％

良くわからなかった 2％
全く役に立たなかった 2％

あまり解消
されなかった
５％

疑問や不安が
ある程度解消された

５8％

疑問や不安が
ある程度解消され、
理解が深まった
３3％

展示会をご覧になっての
感想はいかがでしょうか？　

出展された展示品や技術などをご覧になって、
今後の職業選択の参考になりましたか？

学生ウェルカモンブースで、将来の職業選択をする際の
疑問や不安は解消されましたか？

5～8ブース
24%

1～4ブース 3%

9～12ブース
22%

13～16ブース
29%

17～20ブース
10%

20ブース以上
12%

いくつの企業・団体を
回りましたか？

� 結果報告書先進建設・防災・減災技術フェアin熊本2022�

来場者アンケート

学生アンケート

・出展者の業種･業態の幅が広く、大変参考になった。 ・会期が2日間では足りない。もっと展示会の事前告知とPRを。
・「DXと自動車産業」の講演会は、業務に極めて参考になった。 ・幅広い分野の製品や技術が一同に展示され、出展者の丁寧かつ熱心

な説明に大変勉強になった。・宮崎県や鹿児島県に本社や主要支店がある企業が、昨年よりも多く
出展し、身近に感じることができた。 ・大変参考になった。この規模の展示会であれば、もっと自治体の関係

業務に従事する者が来訪すべきである。・防災分野における技術の伸展に感動。是非、参考にしたい。
・益城町の現地見学会に参加し、復興状況がとても良く分かった。 ・初めて見学したが、出展物がどれも素晴らしく大変有意義で参考に

なった。・毎年来場するが、DX技術の展示紹介が目立ってきたと思います。
・防災と復興に密接な、物流関係の技術展示をもっと増やしてほしい。 ・今回の展示会を見学して、今後の地域防災活動に活用していきたい。

来場者コメント（抜粋）

・課題解決の為の画期的なアイデアと特化した製品に魅力を感じた。
親身になって自分の質問に答えてくださり大変勉強になった。

・「世の中の未来を予測するより世の中の変化にどのように対応する
か」という言葉を大切に将来に向かっていきたい。今回のような機会
をこれからも続けてほしい。・自分が体験した地震の揺れを軽減する具体的な技術、土木技術や豪

雨災害に対応するものが多く展示され、将来の夢に直結し、とても勉
強になりました。

・会社独自の特長を活かし、災害に対応してそれぞれの力を発揮する所
に着目している点が興味深かった。防災というテーマだけでここまで
たくさんの技術が集まるというのがすごいと思いました。・自衛隊の話を聴いて、自分たちが知らないところで活躍してくれて

いることに、本当に有難いと改めて思った。 ・学生を受入れてもらったことに感謝があります。有難うございました。
社会に貢献する技術･製品が見られ、将来に役立つと深く感じました。・災害現場に特化したドローンの話が良く分かり、ドローンを使うこと

で安全性を高めていた。災害の多い日本にとって、役立つ技術テー
マと展示内容ですごく良いと思いました。

・学校では教えない事を具体的に教えていただき、将来の仕事につい
て考える良い機会になった。「将来の職業選択をあまり焦らなくてい
いよ」と出展会社の人に言われて不安が解消した。・専門的な話を分かりやすく説明してくれたり、質問しやすい雰囲気が

あって、とても勉強になりました。

学生コメント（抜粋）
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出展しない 2%

検討
17%

分からない
14%

前向きに検討
45%

出展する
22%

非常に不満
0%

普通 22%

満足している
61%

非常に
満足している 
14%

少ない
12%

普通 37%

非常に少ない 0%

多い 46%

非常に多い
5%

期待はずれ
14%

期待どおり
75%

期待以上
11%その他

15%

ユーザーニーズの
把握 17%

製品PR 48%

出展目的 出展目的の達成度 来場者数について

総合評価 次回展の出展について

不満 3%

製品の販売 5％

企業イメージの向上 10％

新製品の発表 5％

� 結果報告書

出展者アンケート

・ターゲットの、九州エリア自治体関係者様に数多く来場いただいた。 ・技術分野の区分がわかりやすく、来場者の動線が確実に確保されて回
りやすかった。・昨年に比べて多くの方々にブースを訪れていただきPRできた。

・準備段階から、出展企業の熱量と展示物のクオリティに圧倒された。 ・物流は、災害復興とは切り離せないテーマ。TSMCも踏まえた倉庫・
物流など進出企業も多い為、物流関連の出展者を増やしてほしい。・九州の中心地で高速ICに近い利便性、九州一円から来場が有り、学

生の参加もあったため活気があった。 ・全体の集客数増加効果はあるも、併催フェア目的や興味を持った来場
者が少なかったように思えた。・名刺獲得目標数を達成し、期待ターゲット層とも接点ができた。

・多くの来場者から広く意見を頂戴し、営業中のお客様に実機製品の
デモの場として活用できた。

・県・市が主体となり防災意識を高めようという趣旨が素晴らしい。開
催回数を重ね、大規模な展示会にしてほしい。

・色々な分野の専門家からの講演は非常に興味がある。防災・減災に
関する講演テーマが多く、業務との関連性が深いものだった。

・熊本地震への意識だけでなく、豪雨で被災した人吉球磨地方への応
援もできる良い機会になっている。

・会場がワンフロアに集約され、産官学がある程度のまとまりで、バラ
ンスよくブースの配置がされていた。

・自然災害の頻発化、複合化、広域化が懸念され、この展示会を継続開
催する事の意義を感じます。

・常時、講演会が実施され、終了後に聴講者がブース訪問にスムーズ
に移行できる。

・自然災害の規模や形が変わる中、防災技術や対策は日々進歩してい
る事を知らしめる場でもある。

・自治体･議員関係の来場が多く、年々知名度が上がり、非常にやりが
いのある展示会になっている。

・熊本地震から時間が経過したが、年に１度のこのようなイベントが防
災への意識づけにとても意味深いと感じる。

出展者コメント（抜粋）
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� 結果報告書先進建設・防災・減災技術フェアin熊本2022�

9
日
㈬

1 九州地方整備局のインフラDX推進の取り組み 国土交通省　九州地方整備局　
建設情報・施工高度化技術調整官 岩﨑�征弘氏

2 球磨川流域における緑の流域治水・豊かな地域の実現にむけて 熊本大学大学院　先端科学研究部　准教授 皆川�朋子氏

3

BCP・事業継続力強化セミナーin熊本
中小企業を巡る災害・経営リスクの実情と政府の対策 九州経済産業局　産業部中小企業課　総括係長 相馬 克彦氏
復旧のための補助金申請支援の経験からお伝えする、
被災前後に準備しておくべきこと 熊本県よろず支援拠点　コーディネーター 渡辺 資文氏

事業継続力強化計画策定の基礎とポイント 独立行政法人中小企業基盤整備機構九州本部
中小企業アドバイザー 薗田 恭久氏

4 豪雨と線状降水帯とその予測 熊本地方気象台　観測予報管理官 永田 和也氏

5 熊本地震の痕跡から私たちが学ぶこと 熊本大学　
くまもと水循環・減災研究教育センター　特任准教授 鳥井 真之氏

6
デジタル化の本質とは何かから考える
防災・減災技術に必要な意識改革
～事例：ため池施設への防災ICT技術の導入～

日本技術士会　九州本部　熊本県支部　役員
㈱有明測量開発社コンサルタント
事業本部技術二部1G課長

田中 啓文氏

7 過去の事例から学ぶBCPとそのポイント
協力：熊本市・あいおい同和損害保険㈱

MS＆ADインターリスク総研㈱　
リスクマネジメント第四部　事業継続マネジメント
第二グループ　マネジャー　上席コンサルタント

岡原 行利氏

8 自衛隊災害派遣の実情について 自衛隊熊本地方協力本部　本部長 𣘺本�　賦氏

9 トヨタ自動車九州の取り組みと地域との協働協創 トヨタ自動車九州㈱エグゼクティブ　
アドバイザー（元代表取締役副社長） 馬場�貞仁氏

10 流域治水概論「流域治水を核とした復興を起点とする
持続社会」地域共創拠点について 熊本県立大学　特別教授 島谷�幸宏氏

11 DXと自動車産業
～企業競争優位へのTPS（トヨタ生産方式）とDXのすすめ～

一般社団法人持続可能モノづくり・
人づくり支援（ESD21）　代表理事 黒岩�　惠氏

12

2016年熊本地震における
自治体・地域建設業の応急対応の課題と教訓
協力：土木学会 地震工学委員会

「調査概要」 日本工営㈱中央研究所　試験・実験センター　副センター長 佐藤�誠一氏
「自治体技術職員の応急対応」 テクニカルリンク㈱ 山本�一敏氏
「建設会社の応急対応」 ㈱奥村組　東日本支社　土木技術部　技術担当部長 柳原�純夫氏
「地域建設業の被災状況と対応力」 日本大学　理工学部　まちづくり工学科　教授 仲村�成貴氏
「改善への提案」 土木学会地震工学委員会　顧問 後藤�洋三氏

10
日
㈭

15 九州地方整備局の防災対応とDXの取り組みについて 九州地方整備局　総括防災調整官 亀園�　隆氏

16 熊本城～熊本地震からの復旧への道のり 熊本市　文化市民局　熊本城総合事務所　副所長 岩佐�康弘氏

17 シリコンアイランド九州の更なる発展に向けて
～2030年の日本社会を支える九州であるために～

経済産業省　九州経済産業局
地域経済部　情報政策課　課長 松本�孝之氏

18 農地・農業用施設と流域治水
～農地・農業用施設を活用した流域治水の取組と効果について～ 九州農政局　農村振興部　洪水調整機能強化対策官 德田�祐二氏

19 要配慮者利用施設の避難計画作成支援の取組み
～令和2年7月豪雨を受けて～ 熊本市　政策局　危機管理防災総室　技術参事 羽廣�正樹氏

20
DX化に合った開発方法として注目されている
内製型伴走型イノベーション
～データードリブン経営・事業変革を支援する最先端のローコードアジャイル
開発手法「ユニケージ」のアーキテクチャーと製造業の成功事例～

㈲ユニバーサル・シェル・プログラミング研究所
（USP研究所）　代表取締役 當仲�寛哲氏

21 熊本県の災害対応について 熊本県　知事公室　危機管理防災課
危機管理防災企画監 三家本�勝志氏

22 災害時のトイレが変わる！
最新の調査からわかる5つのこと

（一社）日本トイレ協会
災害・仮設トイレ研究会所属 熊本�好美氏

23 熊本地震の経験を活かした災害対策の取組について 熊本市上下水道局　計画整備部　計画調整課　
水道計画班　主査 古賀�　喬氏

講演会

以下の講演会動画をホームページで公開させていただいております。
・NO.4     豪雨と線状降水帯とその予測
・NO.15　九州地方整備局の防災対応とDXの取り組みについて
・NO.16　熊本城～熊本地震からの復旧への道のり
・NO.21　熊本県の災害対応について
・NO.23　熊本地震の経験を活かした災害対策の取組について

熊本地方気象台	観測予報管理官　永田 和也 氏
九州地方整備局	総括防災調整官　亀園 隆 氏
熊本市	文化市民局	熊本城総合事務所	副所長　岩佐 康弘 氏
熊本県知事公室危機管理防災課	危機管理防災企画監　三家本 勝志 氏
熊本市上下水道局	計画整備部	計画調整課	水道計画班	主査　古賀 喬 氏
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� 結果報告書

テーマ 企業・団体名

10
日
㈭

D

11 いち早く危険を感知！斜面災害のリアルタイム遠隔自動モニタリング 中央開発㈱

12 ウォーターロードパイプ（特殊網状集排水管） ㈱スティールド

13 杭式土石流対策工「アーバンガード」の紹介 ㈱プロテックエンジニアリング

19 エアー造形技術の利点を生かした多分野への利用可能性について ㈱ワン・ステップ

14 既設不透過型堰提に流木捕捉機能を付加できる工法 JFE 建材㈱　九州支店

15 河川や溜池の水門を遠隔地から監視や制御ができる！ 開成工業㈱

16 地すべり、液状化抑制工法の開発 レジェンドパイプ工法協会

G
17 災害緊急避難場所でのやさしい光の照明機器と環境を考えた無添加天然消臭剤 シーキューブ㈱

18 命を守る、景観を守る「シーウォール」 SEAWALL推進協議会

D：防災・災害対応•安全対策　G：自然災害対策・避難・救助対策

テーマ 企業・団体名

9
日
㈬

A
1 災害時の情報共有と災害復旧支援DXの実現に向けて 川田テクノシステム㈱

2 基幹業務のDX化 ㈱オービックビジネスコンサルタント

B

3 ジャストイン大容量水中ポンプ及び組立式水路について ㈱クリエイター

4 土留め杭や既成杭を安心して引抜くことを可能にしたオンリーワン工法。
GEOTETS(ジオテツ)工法 (協組)Masters　GEOTETS工法研究会

5 急勾配法面の安定性を高める「RBPウォール工法」 RBPウォール工法協会

6 CCC工法（硬質地盤・地中連続壁の構築） 太洋基礎工業㈱

7 樹脂防水一体型アスファルト舗装（タフシャットRA工法） 東亜道路工業㈱　九州支社

C

8 豊かな日本のために橋を守り続ける (一社)日本鋼構造物循環式ブラスト技術協会

9 維持管理性・長期定着特性を高度化させたグラウンドアンカー工法 サンスイ・ナビコ㈱

10 集水井工点検におけるDX～安全に三次元データを取得する～ 国土防災技術㈱

A：設計・施工建設・土木、防災・BCP、 物流に活かすDX、AI、IoT技術　B：設計・施工　C：維持管理・予防保全・環境（リサイクル）

出展者プレゼンテーション



講演会の動画をホームページで公開しております。

92022 10

2022

ガイドブック
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指定管理者 熊本産業文化振興株式会社

写真提供：くま川鉄道株式会社写真提供：くま川鉄道株式会社

写真提供：熊本城総合事務所写真提供：熊本城総合事務所 2021年 会場風景2021年 会場風景

2021年 講演風景2021年 講演風景

次回開催予定

会期 2023年11月21日火・22日水
会場 グランメッセ熊本

企画展示・併催行事

3 10:30～12:30� セミナー会場③

ＢＣＰ・事業継続力強化セミナーin熊本
九州経済産業局� 講演内容未定

熊本県よろず支援拠点� 講演内容未定

独立行政法人中小企業基盤整備機構九州本部� 講演内容未定

2 10:20～11:20� セミナー会場②

球磨川流域における緑の流域治水・豊かな地域の実現にむけて
熊本大学大学院　先端科学研究部　准教授� 皆川 朋子氏

4 11:30～12:30� セミナー会場①

豪雨と線状降水帯とその予測
熊本気象台　観測予報管理官� 永田 和也氏

6 12:50～13:50� セミナー会場①

デジタル化の本質とは何かから考える防災・減災技術に必要
な意識改革～事例：ため池施設への防災ICT技術の導入～
日本技術士会�九州本部�熊本県支部�役員
㈱有明測量開発社コンサルタント�事業本部技術二部 1G課長
� 田中 啓文氏

7 13:00～14:00� セミナー会場②

過去の事例から学ぶBCPとそのポイント
MS＆ADインターリスク総研株式会社　リスクマネジメント第四部　
事業継続マネジメント第二グループ　マネジャー　上席コンサルタント
� 岡原 行利氏

11 14:30～15:30� セミナー会場③

DXと自動車産業～企業競争優位へのTPS/LX
（Lean Transformation）とDXのすすめ～
一般社団法人持続可能なモノづくり・人づくり支援（ESD21）　代表理事
� 黒岩 惠氏

5 11:40～12:40� セミナー会場②

熊本地震の痕跡から私たちが学ぶこと
熊本大学　くまもと水循環・減災研究教育センター　特任准教授� 鳥井 真之氏

8 13:10～14:10� セミナー会場③

自衛隊災害派遣の実情について
自衛隊熊本地方協力本部　本部長� 𣘺𣘺本 賦氏

9 14:10～15：10� セミナー会場①

九州はひとつ、熊本発 地域経済活性化への提言
元　名古屋商工会議所　副会頭
元　トヨタ自動車株式会社　代表取締役副社長� 栗岡 完爾氏

12 15:30～16:45� セミナー会場①

2016年熊本地震における自治体・地域建設業
の応急対応の課題と教訓

「調査概要」
日本工営(株)中央研究所　試験・実験センター　副センター長�佐藤 誠一氏

「自治体技術職員の応急対応」
テクニカルリンク㈱　技術顧問� 山本 一敏氏

「建設会社の応急対応」
㈱奥村組　東日本支社　土木技術部　技術担当部長� 柳原 純夫氏

「地域建設業の被災状況と対応力」
日本大学　理工学部　まちづくり工学科　教授� 仲村 成貴氏

「改善への提案」
土木学会地震工学委員会　顧問� 後藤 洋三氏

10 14:20～15:20� セミナー会場②
流域治水概論「流域治水を核とした復興を起点とする
持続社会」地域共創拠点について
熊本県立大学　特別教授� 島谷 幸宏氏

1 10:15～11:15� セミナー会場①

九州地方整備局のインフラＤＸ推進の取り組み
国土交通省　九州地方整備局　企画部　建設情報・施工高度化技術調整官�岩﨑 征弘氏

15 10:15～11:15� セミナー会場①

九州地方整備局の防災対応とＤＸの取り組みについて
九州地方整備局　総括防災調整官� 亀園 隆氏

21 14:10～15:10� セミナー会場①

熊本県の災害対応について
熊本県知事公室危機管理防災課　危機管理防災企画監� 三家本 勝志氏

22 14:20～15:20� セミナー会場②

災害時のトイレが変わる！   
最新の調査からわかる５つのこと
（一社）日本トイレ協会　災害・仮設トイレ研究会所属� 熊本 好美氏

23 14:30～15:30� セミナー会場③

熊本地震の経験を活かした災害対策の取組について
熊本市上下水道局　企画整備部　計画調整課　水道計画班　主査�古賀 喬氏

17 10:30～11:30 � セミナー会場③

シリコンアイランド九州の更なる発展に向けて
～2030年の日本社会を支える九州であるために～
経済産業省　九州経済産業局　地域経済部　情報政策課　課長�松本 孝之氏

20 13:10～14:10  � セミナー会場③

DX化に合った開発方法として注目されている
内製型伴走型イノベーション
～データードリブン経営・事業変革を支援する最先端のローコードアジャ
イル開発手法「ユニケージ」のアーキテクチャーと製造業の成功事例～
㈲ユニバーサル・シェル・プログラミング研究所�（USP研究所）代表取締役� 當仲 寛哲氏

18 11:30～12:30  � セミナー会場①

農地・農業用施設と流域治水
～農地・農業用施設を活用した流域治水の取組と効果について～
九州農政局　農村振興部　洪水調節機能強化対策官� 德田　祐二氏

16 10:20～11:20� セミナー会場②

熊本城～熊本地震からの復旧への道のり
熊本市　文化市民局　熊本城総合事務所　副所長� 岩佐 康弘氏

19 13:00～14:00� セミナー会場②

要配慮者利用施設の避難計画作成支援の取組み
～令和2年7月　豪雨を受けて～
熊本市�危機管理防災総室　技術参事� 羽廣 正樹氏

時間 テーマ 企業・団体名

A1 10:30~ 災害時の情報共有と災害復旧支援DXの実現に向けて 川田テクノシステム㈱

A2 11:00~ 基幹業務のDX化 ㈱オービックビジネスコンサルタント

B3 11:30~ ジャストイン大容量水中ポンプ及び組立式水路について ㈱クリエイター

B4 13:00~ 土留め杭や既成杭を安心して引抜くことを可能にしたオンリーワン工法。GEOTETS(ジオテツ)工法 (協組)Masters　GEOTETS工法研究会

B5 13:30~ 急勾配法面の安定性を高める「RBPウォール工法」 RBPウォール工法協会

B6 14:00~ CCC工法（硬質地盤・地中連続壁の構築） 太洋基礎工業㈱

B7 14:30~ 樹脂防水一体型アスファルト舗装（タフシャットRA工法） 東亜道路工業㈱ 九州支社

C8 15:00~ 豊かな日本のために橋を守り続ける (一社)日本鋼構造物循環式ブラスト技術協会

C9 15:30~ 維持管理性・長期定着特性を高度化させたグラウンドアンカー工法 サンスイ・ナビコ㈱

C10 16:00~ 集水井工点検におけるDX～安全に三次元データを取得する～ 国土防災技術㈱

時間 テーマ 企業・団体名

D11 10:30~ いち早く危険を感知！斜面災害のリアルタイム遠隔自動モニタリング 中央開発㈱

D12 11:00~ ウォーターロードパイプ（特殊網状集排水管） ㈱スティールド

D13 11:30~ 杭式土石流対策工「アーバンガード」の紹介 ㈱プロテックエンジニアリング

D19 12:00~ エアー造形技術の利点を生かした多分野への利用可能性について ㈱ワン・ステップ

D14 13:00~ 既設不透過型堰提に流木捕捉機能を付加できる工法 JFE 建材㈱九州支店

D15 13:30~ 河川や溜池の水門を遠隔地から監視や制御ができる！ 開成工業㈱

D16 14:00~ 地すべり、液状化抑制工法の開発 レジェンドパイプ工法協会

G17 14:30~ 災害緊急避難場所でのやさしい光の照明機器と環境を考えた無添加天然消臭剤 シーキューブ㈱

G18 15:00~ 命を守る、景観を守る「シーウォール」 SEAWALL推進協議会

講演会プログラム
事前申込制／聴講無料木木10 ■開講時間が重複する講演会を同時にお申し込みする事はご遠慮下さい。（また、講演中の途中退席はお控え下さい。） 

■セミナーの講師／テーマ／会場については、予告なく変更、中止する場合がございます。 
■聴講整理券をお持ちでない方も、席に余裕がありましたらご聴講いただけます。当日名刺をお持ちください。
■聴講申込みはホームページよりお願い致します。　https://www.s-kumamoto.jp/

講演会プログラム
事前申込制／聴講無料水水9 ■開講時間が重複する講演会を同時にお申し込みする事はご遠慮下さい。（また、講演中の途中退席はお控え下さい。） 

■セミナーの講師／テーマ／会場については、予告なく変更、中止する場合がございます。 
■聴講整理券をお持ちでない方も、席に余裕がありましたらご聴講いただけます。当日名刺をお持ちください。
■聴講申込みはホームページよりお願い致します。　https://www.s-kumamoto.jp/

協力 : 熊本県 J4 協力 : 熊本市 J3・S7

協力 : 肥後銀行 S8

燃料電池車両FCV

「シンプルAGVキーカート」

電気自動車と電気バス

移動ATM【ハモニカー】 特殊医療救護車両

協力 : 日本赤十字社熊本県支部 J10協力：トヨタL&F熊本㈱ K8

出展者による製品・技術プレゼンテーション 
A DX 設計・施工建設・土木、防災・BCP、 物流に活かす DX、AI、IoT 技術　B  設計・施工　C  維持管理・予防保全・環境（リサイクル）

※プレゼンテーションは、聴講整理券の発行はありません。会場へ直接お越し下さい。
　受付にて名刺をご提出していただく場合がございます。

出展者による製品・技術プレゼンテーション 
D  防災・災害対応 • 安全対策　G  自然災害対策・避難・救助対策

※プレゼンテーションは、聴講整理券の発行はありません。会場へ直接お越し下さい。
　受付にて名刺をご提出していただく場合がございます。

●益城町現地案内
9日 午後1回・10日 午前1回、
午後1回を予定。 益城町ブース

（J5）にて受付を行います。

●九州地方整備局の
　災害対応についての
　パネル展示
 国土交通省九州地方整備局 J7

※車両・装備品の展示については、変更、中止する
　場合がございます。

協力 : 陸上自衛隊 J9 協力 : 九州農政局 J6

学生ウェルカモンブースの設置
学生の皆さんの疑問・質問に現役技術者・専門家がお答えします。
お気軽にお立ち寄りください。

自衛隊の特殊車両・災害救助装備品など 排水ポンプ車

受講証明書をお渡しします。詳細はホームページでご確認ください。
●CPD・CPDS単位認定

出 展 者 名
主 な 出 展 内 容 

㈱アイ・エス・ピー 3D設計・解析システム Land Foms
エコモット㈱

現場のデジタル変革を促進するDXサービス
エポコラム協会 九州支部 エポコラム工法（ICT対応地盤改良工法）
㈱オービックビジネスコンサルタント 🅿🅿 災害時にも業務を止めない！奉行クラウド
㈱快適空間FC 無人航空機搭載レーザ計測による、災害に強

いまちづくりのご提案
鹿島建設㈱ 九州支店 １００年をつくる会社　ＫＡＪＩＭＡ
㈱加藤建設 九州営業所 地盤改良技術・圧入技術ガラス発泡資材事業 (協組) ガラス発泡リサイクル資材・スーパーソル

川田テクノシステム㈱九州中国ビジネスセンター 🅿🅿 i-Con・BIM/CIM対応とDX実現㈱関電工
脱炭素・防災+BCP分野の関電工の技術

㈱キッズウェイ
CCUS導入支援機器/顔認証システム

㈱CADネットワークサービス BIMのeラーニング・VR教育システム
CLIMAX/㈱ベルポート宇士 九州初展示大型物流ドローン
㈱コングレ

展示会Japan Droneに関するご案内
㈱島内エンジニア

遠隔臨場アテネット、GIS情報共有Hec-Eye
セフテック㈱

AIカメラと回転灯の注意喚起サービス
大成建設㈱ 九州支店 新阿蘇大橋施工技術他㈱ダイワテック

水洗トイレ付自立型太陽光発電ハウス
㈱トプコンソキアポジショニングジャパン 小規模ICT施行システムと３次元計測器
日本興業㈱

「内水氾濫対策」貯留･浸透製品
ビジオテックス㈱

洗堀調査製品、隧道や点群の図面化ソフト等
ライト工業㈱ 九州統括支店 法面工事・地盤改良工事のICT先進技術
㈱Liberaware

業界最小クラスの屋内用ドローンIBIS(アイビス)
㈱レンタルのニッケン 九州支店 先進技術を使った災害に強い街作りをご提案
㈱ワイビーエム

機械メーカーが提案するICT地盤改良工 B  設計・施工
RBPウォール工法協会 🅿🅿 急勾配法面の安定性を高める逆巻き工法
㈱新井組

耐震ブロック・機能調整可能床・広がルーム
㈱ガイアート 九州支店 縦溝粗面の事故対策ハイブリッド舗装
共和コンクリート工業㈱ 現場作業の効率化・プレキャスト製品の提案
㈱クリエイター 🅿🅿 防災減災・河川工事等での大容量水中ポンプ
景観壁体研究会

環境にやさしい景観を考慮した工法
(一財)建設物価調査会 BIM/CIM活用のための建設資材３DCAD

データライブラリー「i-部品Get」
(一社)コンクリートメンテナンス協会 亜硝酸リチウムを核とした維持管理技術
ジオスター㈱ 九州支店 国土強靭化に資する日本製鉄グループの技術
太洋基礎工業㈱ 🅿🅿 CCC工法（硬質地盤・地中連続壁の構築）
東亜道路工業㈱ 九州支社 🅿🅿 樹脂防水一体型アスファルト舗装

トミナガコーポレーション㈱ アスファルトの景観工法「ストリートプリント」
日鉄エンジニアリング㈱ 建築・土木インフラに関わる鋼構造技術
日鉄ステンレス㈱

省合金二相ステンレス鋼日鉄パイプライン&エンジニアリング㈱ 資源と人をつなぐ　日鉄P&E
日本製鉄㈱ 九州支店 国土強靭化に資する日本製鉄グループの技術

（協組）Masters GEOTETS（ジオテツ）工法研究会 🅿🅿 その鋼矢板残置するんですか？勿体ない！
㈱ヤマックス

プレキャストコンクリートの接合技術と製品
ユニック九州販売㈱ 環境対応型ユニッククレーン C 維持管理・予防保全・環境（リサイクル）(一社)IPH工法協会

コンクリート構造物の長寿命化対策技術
旭化成エヌエスエネルギー㈱/旭化成アドバンス㈱ 土木工事における石炭灰の有効利用のご提案
㈱エスイー 九州支店 長寿命や現場の生産性向上を実現する新材料
STKネット工法研究会 金網に代わるプラスチック製落石防護ネット
㈱環境新聞社

環境新聞「電子版」配信中！
管清工業㈱ 熊本営業所 下水道の維持管理・長寿命化技術
クリスタルライニング工法協会 マンホール耐震補強などパネルでの説明
国土防災技術㈱/サンスイ・ナビコ㈱ 🅿🅿 集水井３D点検技術/Fixrアンカー

(一社)コンクリートひび割れ補修・圧力調整注入工法協会 コンクリートのひび割れ注入工法
山王㈱

橋梁伸縮装置止水部の補修に関する技術
㈱太平洋コンサルタント 福岡営業所 コンクリート構造物の調査・診断

日本SPR工法協会 九州支部 熊本分会 管路更生（SPR・オメガライナー）工法
日本躯体処理㈱

インフラの維持補修・長寿命化技術の製品
(一社)日本鋼構造物循環式ブラスト技術協会 🅿🅿 ブラスト＋ショットピーニングで長寿命化！
パルテム技術協会 九州支部 あらゆる管路の更生技術㈱バンブー苑

ラジコン草刈機CRAWLER

出 展 者 名
主 な 出 展 内 容日之出水道機器㈱ 鋳鉄による維持管理・長寿命化資器材

ラバファルト㈱
傷んだ舗装・クラックの維持補修

レストム工法研究会 西日本支部 未来の環境を護る、建設発生土再資源化工法 D 防災・災害対応・安全対策旭イノベックス㈱ 九州営業所 僅かな水位差で自動開閉を行う無動力ゲート
旭化成アドバンス㈱ 災害に強く自然環境に調和した工法の提案
アストロデザイン㈱ ソーラーシステム監視カメラ、除菌装置
(公財)阿蘇火山博物館 阿蘇中岳火口カメラの役割と運用
㈱ウッドプラスチックテクノロジー 防災備蓄・環境配慮型　養生用樹脂製敷板
㈱エムオーテック 福岡支店 技術と環境の調和を目指す重仮設パイオニア
開成工業㈱ 🅿🅿 KS水管理システムで安心・安全な施設管理
(特非)九州コンクリート製品協会 災害時に採用されたコンクリート製品の紹介
(一財)熊本県ドローン技術振興協会 プロの為のドローン安全教育機関
㈱熊本ヤマウ

流域治水対策に於けるプレキャスト雨水貯留
(公財)高知県産業振興センター　㈱オサシ・テクノス　㈱海昌　高知トップ教材　三昭紙業㈱

防災先進県「高知」の特徴ある技術と製品㈱シーテック
送電鉄塔の保守から生まれた小土木技術

JFE建材㈱ 🅿🅿 土砂・流木災害へのハード対策
Geo BANK工法研究会 落石などから保全対象物を防護する工法
城東リプロン㈱

プラ製雨水貯留浸透槽　ハイドロスタッフ
昭和コンクリート工業㈱ ハーフPca逆T擁壁HighTウォール
㈱スティールド 🅿🅿 集排水能力がさらに進化した新たな管材
㈱仙台銘板 熊本営業所 安全保安用品の販売とレンタル
タキゲン製造㈱

ニーズをすぐカタチに協力開発のタキゲン
中央開発㈱ 🅿🅿 いち早く危険を感知！斜面崩壊予兆の監視
中大実業㈱

河川無動力減災ゲート、橋梁の床版排水技術
東亜グラウト工業㈱ 九州支店 防災・減災（落石・土砂崩壊・土石流対策）
東京インキ㈱

自然災害から早期復旧が可能なジオセル工法
東興ジオテック㈱ 九州支店 斜面安定・崩壊地すべり防止技術
南国殖産㈱

常時・災害時使用可能な循環型バイオトイレ
西日本技術開発㈱ AI活用による挙動計測の管理基準値策定
日鉄建材㈱ 九州支店 自然と共存し安全な暮らしを守ります
ハイパープレメッシュ協会 合金めっき鉄線を用いた先めっき溶接金鋼

パナソニック㈱ エレクトリックワークス社 地震後の火災に要注意！「感電ブレーカー」
PAN WALL工法協会 防災・減災・災害復旧のPAN WALL工法
日野興業㈱

仮設トイレフィット筋工法技術研究会 フィット筋工法（自然林を残し、表層崩壊防止
を実現する工法）不二高圧コンクリート㈱ SDGsを通じたインフラ長寿命化への提案

フリー工業㈱ 熊本営業所 省力化・省人化・工期短縮に有効な埋設型枠
(一社)プレストレスト・コンクリート建設業協会 九州支部 PC橋の模型及びパネルの展示
㈱プロテックエンジニアリング 🅿🅿 小規模渓流向け杭式土石流・流木対策工
㈱ホーシン 

２D3DマシンガイダンスiDigをご紹介
㈱ミズノマリン

水害対策用ボート三菱電機㈱
水面に浮かべるだけで、ため池を遠隔監視

レジェンドパイプ工法協会 🅿🅿 地すべり・液状化抑制工法㈱ワン・ステップ 🅿🅿 空気を入れるだけで誰でも簡単設置・省スペース化 E 地震・地盤対策
オイレス工業㈱ 

免震・制震技術で街とくらしを守る
下水道既設管路耐震技術協会 九州・沖縄支部 非開削で行う既設マンホールの地震対策工法
㈱染野製作所

高品質な鋼製床、耐震天井の商材を展示
高原木材㈱

木材を利用した地盤改良 F 防災関連衣料・食料・住宅及び感染症対策(株)カナサシテクノサービス 給水管と直結した非常用飲料貯水タンク
日本ハム㈱

お肉の防災食〜陸上自衛隊戦闘糧食モデル〜
マルキ㈱

揖保乃糸を使った防災食ミズノ㈱
スポーツで培った快適性・安全性を社会に G 自然災害対策・避難・救助対策浅香工業㈱

災害等の緊急時に使用する道具・常備ツール
㈱尼崎薬品

避難所用の商品や河川警告灯等
天草池田電機㈱

自治体向けエネルギーソリューションの提案
㈱エス・アイ・シー 電気・電池を使わない地震解錠ボックス
㈱オガタ装建

自然災害に強い防災自動ドア電気を使わない

出 展 者 名
主 な 出 展 内 容㈱KMTec
停電対策に！安心の国産ポータブル蓄電池

コンビウィズ㈱
防災備蓄品　避難所用段ボール製ベビーコット

SEA WALL推進協議会 🅿🅿 命と景観を守る防災製品「シーウォール」
シーキューブ㈱ 🅿🅿 避難所照明器具と周辺環境の改善
島田商事㈱

愛車で快適避難ベッドキッド＆ルーフテント
㈱天神製作所

日本製地下シェルター(公社)日本技術士会 九州本部 防災・減災・震災復興支援活動の紹介
熊本市男女共同参画はあもにい 無料防災出前講座と施設の紹介をします
㈱肥後銀行

肥後銀行移動店舗車「ハモニカー」
藤井電工㈱

高所作業の落下事故対策　墜落制止用器具 H BCP・IT-BCP
あいおいニッセイ同和損害保険㈱ cmap・ハザードマップ・BCP策定支援
㈱アトラクター

テレビ電波による防災行政無線：新情報伝達
東京海上日動火災保険㈱ トータルサポート！通常以上の復旧サービス
東西商事㈱

備蓄性に優れたLPG発電機・Vector
㈱フェローワールド 災害に役立つ産業機器用バックアップ電源
㈱ホワイトトップ

災害対応車 I 研究・技術シーズ（学術機関・公設研究所等）熊本県立大学
「緑の流域治水」と防災・減災研究の紹介

熊本サイエンスコンソーシアム（事務局：熊本県立第二高等学校） STEAMによる防災のNEWアイデア！
熊本県立南稜高等学校 林業・農業土木の知識を活かした減災技術
熊本県工業高等学校長会 県立工業高校の紹介と防災研究の成果発表
熊本高等専門学校 八代キャンパス 防災教育の取組み・球磨川水害復興支援
熊本大学くまもと水循環・減災研究教育センター 減災型社会システム部門 減災型社会システム実現のための取り組み
崇城大学

防災活動・災害時避難行動支援システム
(一社)日本応用地質学会 九州支部 災害現場から読み解く災害のメカニズム J 国・自治体

熊本県 
災害復旧に関する紹介、FCVの展示

熊本市
熊本市における防災等への取組について

経済産業省九州経済産業局 未来につなぐ、活力ある九州を実現します
経済産業省九州産業保安監督部 九州地域の産業保安の確保が使命です
国土交通省九州地方整備局 防災・災害対応のインフラDX技術の取組み
日本赤十字社熊本県支部 赤十字の災害救護・防災活動の取組み
農林水産省九州農政局 農業農村の防災への取り組み等について
益城町

今回も開催！益城町の今を伝えるバスツアー
陸上自衛隊

災害派遣で活躍する装備品
 企画展  人流・物流 生産性向上フェアin熊本 出展者一覧（分野別50音順）

 K 「物流」の省力化・生産向上に寄与する製品・技術・サービス等
エイハン・ジャパン㈱ いかなる場面の高所作業もお任せ下さい
九州旅客鉄道㈱ 熊本支社 西九州新幹線・新幹線荷物輸送等の紹介
金剛㈱

物流施設へのDX等ソリューション提案
(一社)持続可能なモノづくり・人づくり支援協会（略称：ESD21） DX企業競争力向上支援活動のパネル展示

(公社)全国通運連盟/JR貨物 環境にやさしく、便利な鉄道コンテナ輸送
㈱タカハタ電子

仕分・集品等の省力化システムと表示器機材
トヨタL&F熊本㈱

物流システム&フォークリフト
㈲ナテックエンジニアリング 電気作業車（建設用・農業用使用可能）
日本マテリアル・ハンドリング協会/(公社)日本包装技術協会 物流・包装技術紹介

 L 産業・観光分野の「人流」を促す製品・技術・サービス業等
天草エアライン㈱

天草と福岡・熊本・大阪を結ぶ熊本の翼
くま川鉄道㈱

熊本県南のローカル鉄道です
熊本国際空港㈱

R４年３月２３日新ターミナルビル供用開始
㈲林酒造場

球磨焼酎の中で最も古く最も小さい蔵元です
ひごラボ（JICA九州×熊本県球磨地域振興局） 人吉球磨復興支援PJ「ひごラボ」のご紹介
肥薩おれんじ鉄道㈱ オリジナルグッズの販売及びPR
(一社)人吉温泉観光協会 熊本県人吉市の観光情報人吉球磨地域観光推進協議会 人吉球磨地域の観光PR

先進建設・防災・減災技術フェアin熊本2022　出展者一覧（分野別50音順）

🅿🅿 は出展者による製品・技術プレゼンテーションを行います。

A 設計・施工建設・土木、防災・BCP、 物流に活かす
　DX,AI、IoT技術

DX

写真提供：くま川鉄道株式会社写真提供：くま川鉄道株式会社

写真提供：熊本城総合事務所写真提供：熊本城総合事務所 2021年 会場風景2021年 会場風景

2021年 講演風景2021年 講演風景

開催委員会 副委員長 （熊本市長）

大西　一史
開催委員会 委員長（熊本県知事）

蒲島　郁夫

九州地区最大級の
建設・防災展示会

102022
10:00
-17:00

10:00
-16:0011 9

2022

後援

国土交通省九州地方整備局、農林水産省九州農政局、経済産業省九州経済産業局、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、宮崎県、鹿児島県、熊本県市長会、熊本県町村会、日本赤十字社熊本県支部、熊本大学、（一社）九州経済連合会、
（一社）日本建設業連合会九州支部、（一社）日本道路建設業協会九州支部、九州建設業協会、（一社）プレストレスト・コンクリート建設業協会九州支部、（一社）日本橋梁建設協会九州事務所、（一社）全国特定法面保
護協会九州地方支部、（一社）九州建設技術管理協会、（一社）九州地方計画協会、（一社）九州地域づくり協会、（一社）建設コンサルタンツ協会九州支部、（一社）日本埋立浚渫協会九州支部、（一社）日本建設機械施工
協会九州支部、（一社）日本免震構造協会、（一社）全国測量設計業協会連合会九州地区協議会、（特非）九州コンクリート製品協会、（一社）熊本県建設業協会、全国消防長会、（公社）全国防災協会、（公財）日本消防協会、（一社）
日本消防ポンプ協会、（公社）土木学会西部支部、（公社）地盤工学会九州支部、（一社）日本建築学会九州支部、（公社）日本技術士会九州本部、（一社）斜面防災対策技術協会九州支部、（公社）日本コンクリート工学会九州支部、
（一社）九州橋梁・構造工学研究会、（公社）日本地理学会、（公社）日本地震学会、（公社）日本地震工学会、（公社）日本地すべり学会九州支部、日本自然災害学会、（一社）日本応用地質学会九州支部、（公社）日本気象学会九州支部、
（一社）地盤品質判定士会、（公社）熊本県トラック協会、熊本日日新聞社、NHK熊本放送局、熊本放送、テレビ熊本、熊本県民テレビ、熊本朝日放送、（株）九建日報社、（一財）建設物価調査会九州支部、（一社）大学コンソー
シアム熊本、（株）肥後銀行、（公社）日本包装技術協会西日本支部、日本マテリアル・ハンドリング協会、（一社）レジリエンスジャパン推進協議会　（順不同）

事前来場登録はこちら▼

（一社）地域産業活性協会
開催委員会事務局

〈次回開催予定〉

主な取材メディア
テレビ局
NHK熊本放送局、TKUテレビ熊本、RKK熊本放送、KKTくまも
と県民テレビ、KAB熊本朝日放送（順不同）

新聞・雑誌など
熊本日日新聞、日本経済新聞、環境新聞、西日本新聞、西日本建設新
聞、産業新聞、九建日報、鉄鋼新聞、MICEジャパン（順不同）

B２ポスター、開催案内リーフレット、開催案内リーフレット送付用封筒
を作成しました。ダイレクトメール（約6,000件）を送付し、メールマガ
ジンを配信しました。また、出展者の情報、出展製品の情報・見どころ
を掲載したガイドブックを作成し、来場者に配布しました。ガイドブック
はホームページからもダウンロードができます。

ホームページを開設。出展者情報や講演会、ワークショップなどの情報
を掲載。事前来場登録や聴講申込みの受付も行いました。

交通広告
熊本市電主要駅にA1ポスターを、車内窓吊り広告にB3ポスターを掲
出しました。

新聞広告及び特集記事 公式ホームページ
地域に密着する一般紙、専門誌における企画・広告・記事など

環境新聞　11月2日発刊

電停看板A1ポスター 車内窓吊りB3ポスター

九建日報　11月7日発刊

B2ポスター

開催案内リーフレット

洋0封筒ガイドブック

広報・動員活動

ダイレクトメールの送付、
メールマガジンの配信

2023.11/21火・22水
グランメッセ熊本

会期

会場

新型コロナウイルス感染症対策を
熊本県及び (一社） 日本展示会　
協 会 の 「 展 示 会 業 界 に お け る
COVID-19感染拡大予防ガイド
ライン」に則り行いました。

西日本新聞　
10月28日朝刊・10月31日・11月 2日朝刊

九建日報記事

MICEジャパン12月号


