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※満席となったセッションについて、当日、事前登録者入場後、空席がある場合の
み「当日受付」を行います。当日受付は開始3 分前から行います。状況によって聴
講できない場合がございます。あらかじめご了承下さい。
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※お客様による 講演中の動画撮影、写真撮影、録音は固く禁じます。
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〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町 3-27 剛堂会館ビル 5F TEL 03-3556-5525
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▶ JR 品川駅港南口（東口）より徒歩 2 分
（JR山手線、京浜東北線、東海道線、横須賀線、東海道新幹線）
▶羽田空港から京浜急行で 14 分
▶成田空港から成田エキスプレスで直通 70 分

※著しい悪天候や感染症の流行など、参加者に危険を及ぼす恐れがあると主催
者が判断した場合、カンファレンスの開催を中止する場合がございます。その際
は、前日の夕方までにメールにてお知らせします。

NTT 品川ツインズ

アレア品川（NTTデータ）

〒108-0075 東京都港区港南 1-9-36 アレア品川 5 F
TEL：03-6717-7000 FAX：03-6717-7001

※プログラムが変更になる可能性もございます。あらかじめご了承ください。
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Brief Summary
Theme

テーマ

多様化への挑戦

概要

東日本大震災から7 年。多くの企業でBCP が定着してきていますが、災害による被害は、一向に減りません。今年も大阪北部地震や西

日本豪雨により、多くの尊い命が奪われ、企業活動にも多大な被害が発生しました。私たちは、どこまで 3.11の教訓を生かせているの
でしょうか？ 他方で、組織を取り巻くリスクは多様化・複雑化し、自然災害だけでなく、大規模事故やサイバー攻撃によるシステムの停

あらゆる脅威にあらゆる担当者が立ち向かえる組織

止への対策、さらには、2020 年のオリンピック・パラリンピックに向けた準備など、さまざまな取り組みが求められています。

こうした状況の中、リスク分野で豊富な知識と長年の経験を積んできたプロフェッショナルは次第に少なくなり、代わって新たな担当

者が就任するなど、世代交代が進みつつあります。危機管理担当者は、多様化するリスクから、いかに組織を守っていけばいいのでしょ

Program プログラム

うか。危機管理カンファレンス2018・秋では、
「多様化への挑戦」をテーマに日本のBCP・リスクマネジメントのあり方を探ります。

受付開始 8 時 50 分～

午前の部

［基調講演］※英語〈逐次通訳〉
Session 1

Session 2

Session 3

9時30分～10時20分

10時25分～11時10分

11時15分～12時00分

世界のBCP 担当者の悩みと2020 年も見据えた日本企業への提言
Building Resilient Organizations: Tomorrow’s Careers in Business Continuity
Chloe Demrovsky, President & CEO of DRI International

［パネルディスカッション／企画：ニュートン・コンサルティング株式会社］

大規模イベントに向けた企業のリスク対策を考える
～「予測された非常時」に業務をどう継続するか～

非常時に強い組織づくりのポイントとは
～ BCPは決して難しくありません！～

株式会社インターネットイニシアティブ 技術主幹 三膳孝通氏
ヤフー株式会社 法務統括本部 リスクマネジメント室 プリンシパル 高 元伸氏
佐川急便株式会社 総務・CSR 推進担当 取締役 内田浩幸氏
【モデレーター】ニュートン・コンサルティング株式会社 代表取締役社長 副島一也氏

インフォコム株式会社 モバイルクラウド事業部

事業継続主任管理者・防災士 リスク対策コンサルタント 髙橋克彦氏

午後の部

Hall A

Session 4

石油・天然ガス開発におけるリスクとその対応
リスクマネジャーに求められるスキルとPARIMA の活用

ICTとBCPの領域横断と働き方改革への挑戦
～パナソニックの社内複業制度を活用して～

国際石油開発帝石株式会社 常務執行役員
資材・情報システム本部長 久保 孝氏

パナソニック株式会社 情報企画部（社内複業）
リスクマネジメント部
青江多恵子氏

Session 5

Session 6

Session 7

13時15分～14時00分

14時10分～14時55分

危機管理人材の養成で組織にブレークスルーを！
自律的な人材の養成とBCP文化の醸成による組織変革のポイント

15時05分～15時50分

本気で女性目線を取り入れる！
全従業員への危機管理意識の植え付け作戦

16時00分～16時45分

NTTラーニングシステムズ株式会社 営業本部 営業推進部
HRコンサルティング部門 シニアコンサルタント 木村正清氏

Hall B

Venue : C 501 会議室

機能するERMベンチマークとERM評価手法
ニュートン・コンサルティング株式会社 コンサルタント 坂口貴紀氏

「ハード整備から演習へ」輸液を止めない事業継続への挑戦
～大塚製薬工場のBCP 担当として～

千代田化工建設株式会社 グローバル本社 危機管理部 渡辺洋子氏

株式会社大塚製薬工場 総務部 総務課 住吉佳奈氏

小型無線機「ハザードトーク」を利用した
災害時の音声・画像での関係者共有について

企業の防災力を飛躍的に高める新アイテム紹介！

テレネット株式会社 専務取締役 青山利之氏

株式会社カワハラ技研／ TIS 株式会社／
株式会社シアンス・アール／株式会社日立ケーイーシステムズ

［クロージングセッション］
Session 8

［プラチナスポンサー］

17時00分～18時00分

多様化への挑戦 ～登壇者からのメッセージ～

学校や病院のリスクマネジメントから学べること
～リスク担当者が知っておくべき対策の盲点～
慶応義塾大学大学院教授 大林厚臣氏

鉄骨造の旧耐震工場に対する
在来手法に拘らない最適な地震対策の実現
株式会社豊田自動織機 トヨタL&Fカンパニー
生産技術部 主査 川嶋伊久雄氏
株式会社構造計画研究所 執行役員 建築構造工学部長 梁川幸盛氏

新時代のネットレピュテーションリスク対策
～事例に学ぶ最新のレピュテーションリスク～
ソルナ株式会社 リスクソリューション部 部長 大月美里氏
※15時 05 分〜 15時 40 分
16時 30 分〜 18時 00 分（受付開始16時 00 分）

［企画・運営：NPO 法人日本リスクマネジャー＆コンサルタント協会］

西日本豪雨における広島県ボランティアの現状と
防災に関する「黄金の国ジパング構想」
一般社団法人日本防災教育振興中央会 代表理事 仲西宏之氏
一般社団法人ドローンシティ協会理事長 松田 学氏

※ホール Aをサテライト投影

DRI International ／ Chloe Demrovsky 慶応義塾大学／大林厚臣氏
パナソニック／青江多恵子氏 千代田化工建設／渡辺洋子氏
［ゴールドスポンサー］

［シルバースポンサー］
株式会社カワハラ技研
TIS 株式会社
株式会社シアンス・アール
株式会社日立ケーイーシステムズ

［メディアパートナー］
インプレス
月刊総務

［後援］
株式会社東京ビッグサイト 危機管理産業展
NPO法人日本リスクマネジャー＆コンサルタント協会

