28.Sep.2017
Theme

テーマ

インフラ・街づくり編

聴講無料
事前登録制

レジリエントな街に求められるもの
～個の限界からタウンマネジメントへ～

Brief Summary

概要

少子高齢化の進展に加え、迫りくる大災害など、日本の都市は一様に大きな課題と将来への不安を抱えています。街を取り
巻く周辺状況の激変により強い街を作っていくためには、個々の組織ができることを持ち寄り、役割を決め、街全体としてレ
ジリエンス力を高めていく「タウンマネジメント」の仕組みが必要になります。 「インフラ・街づくり編」では、
「個の限界とタ
ウンマネジメントがもたらすレジリエントな街の姿」について、様々なテーマで求められる機能・技術を探ります。

Program プログラム

受付開始 8 時 50 分～

午前の部

［パネルディスカッション］
Session 9

9時30分～
11時00分

Session 10

11時10分～
12時00分

個のBCPの限界とエリアマネジメントがもたらすレジリエントな街の姿
～世界の動向から都市に求められる機能を探る～

昌平不動産総合研究所取締役 清宮 仁 氏
清水建設ecoBCP事業推進室スマートコミュニティ推進部 主査 岩谷 正通 氏
日本政策投資銀行サステナビリティ企画部 調査役兼BCM格付主幹 蛭間 芳樹 氏
PwCあらた有限責任監査法人 リスクアシュアランス システム・プロセス・アシュアランス部 パートナー 宮村 和谷 氏

これからの地域に必要なリスクマネジメント
災害、事故・犯罪、人口減少という危機にいかに備える？
株式会社日本総合研究所 主席研究員

藻谷 浩介 氏

Hall A

午後の部
Session 11

13時25分～
14時15分

開発から46 年たっても安全・安心な街づくりの秘訣
世界から注目されるユーカリが丘のエリア・マネジメント手法

BCP・危機管理・レジリエンス・インフラ・街づくりの総合カンファレンス

危機管理カンファレンス2017

山万株式会社 街づくり本部 執行役員 部長 小川 智久 氏

［レジリエンスソリューション（災害に強い街づくりを支える技術・サービス編）
］
14時25分～
Session 12
15時25分

宅地において微動探査を行うことの意義（仮）

国立研究開発法人 防災科学技術研究所 社会防災システム研究部門
兼レジリエント防災・減災研究推進センター 主幹研究員 先名 重樹 氏 （提供：地盤ネット総合研究所株式会社）

開催日

「防災クラウド」による事前防災促進活動について
アールシーソリューション株式会社 営業企画部 鈴木 理那 氏

Session 13

15時35分～
16時25分

16時35分～
Session 14
17時25分

会場

企業の力を活用した世界のセーフコミュニティ先進事例
日本は人を変えようとするが、先進国は街・環境を変えている

2017年

9月27日（水）～28日（木）

東京コンファレンスセンター・品川

一般社団法人日本セーフコミュニティ推進機構 代表理事 白石 陽子 氏

BCP・危機管理・情報システム部門の実務者カンファレンス

災害を語り継ぐ
その時、被災地で何がおきていたのか

9：30～17：45

元釜石市消防団副団長 鈴木 堅一 氏
防衛医科大学校 防衛教官 准教授 医学博士 秋冨 慎司 氏

ソニー

コクヨ

品川
フロントビル
港南口

品川インターシティー

品川グランドコモンズ

危機管理カンファレンス開催事務局 新建新聞社 リスク対策 .com
〒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

至大井

15

※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。
※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。

Wビル

旧湾岸通り

高輪口

アトレ品川

川駅

▶ 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、東海道新幹線等）
▶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
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品川駅

〒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

アレア品川（NTTデータ）

NTT 品川ツインズ

新幹線品

東京コンファレンスセンター・品川
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東京コンファレンス
センター・品川

至芝浦

ACCESS アクセス

※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。

BCP・危機管理編 ─ 改善が進む組織

国土強靭化ビジネスに参入する人のための実務者カンファレンス

9：30～17：25

インフラ・街づくり編

─ レジリエントな街に求められるもの

※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。

主催：
E-mail riskinfo@shinkenpress.co.jp

BCP・危機管理編

27.Sep.2017
Theme

テーマ

Brief Summary

不祥事や大規模な事故、あるいはシステムトラブルによる事業中断、サイバー攻撃による個人情報の流出など、事故や事
件が起きるまでの背景を見ると、実は、過去に問題点が指摘されていたというようなことが多いことがわかります。災害に
よる事業中断も然り。いつか大規模災害が起こると言われながらも対策の改善は進んでいません。改善はあらゆるリスク
に強くなる最も重要な取り組みです。危機管理、BCPにおいて、いかに改善を進めていけばいいのか－。今年は「改善」に
フォーカスをあて、トップ・リーダーの姿勢、組織体質、施設・設備などのハード対策、改善を支える最新のソリューション
など幅広く紹介します。

改善が進む組織

～災害、事故、システム障害…あらゆるリスクに強くなる秘訣～

Program プログラム

概要

受付開始 8 時 50 分～

午前の部

［基調講演］
Session 1

9時30分～10時20分

Session 2

10時25分～11時10分

Session 3

11時15分～12時00分

この国の行方
～改善・改革の進む組織へ～

［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］

働き方改革が強力かつ柔軟なBCPにつながる
～経営トップ主導による働き方改革とBCP 改善の取組事例～

すぐ出来る！ICTを活用した
「機能する危機管理対策本部」の改善

午後の部

［パネルディスカッション］
Session 4

13時15分～14時00分

Session 6

14時10分～14時55分

15時05分～15時50分

レジリエントな未来のデザイン
BCM 格付融資の最新動向

※C：16時45分〜17時30分

オムロン株式会社 グローバル人財総務本部
グローバル総務部 リスクマネジメント 櫛田 昌徳 氏

BCP が機能するための施設の条件
天井、トイレ、地震後の躯体の安全性判断について
京都大学防災研究所 都市防災計画分野 教授 牧 紀男 氏
芝浦工業大学 システム理工学部 准教授 増田 幸宏 氏

チューリッヒ保険会社 企業保険事業本部 本部長 大谷 和久 氏

株式会社構造計画研究所 防災ソリューション部 執行役員 坪田 正紀 氏

日本の危機管理対策本部を変革！
WebEOC® が世界の現場で選ばれる理由
NTTラーニングシステムズ株式会社 インタラクティブコミュニケーション事業部
マネージャー／防災士 杉山 昌弘 氏

TIS 株式会社 公共事業本部 公共事業部
公共ITサービス営業部 シニアエキスパート 林 伸哉 氏

小型無線機「ハザードトーク」を利用した
災害初動時の情報共有手段

外資生保のBCPに学ぶ
生保だからこそ取り組む被災者支援とBCP

【モデレーター】銀座パートナーズ法律事務所 弁護士／岡本正 氏
【パネリスト】アクサ生命、プルデンシャル生命ほか

［プラチナスポンサー］

世界 38000 人の社員を守るオムロンのリスクマネジメント

Venue : C 501 会議室

ESRIジャパン株式会社 コンサルティングサービスGr. 部長 濱本 両太 氏

［パネルディスカッション］
Session 8

Hall B

施設内部の被害状況を考える
事業継続のための減災対策のススメ

テレネット株式会社 専務取締役 青山 利之 氏

16時45分～17時45分

髙橋 克彦 氏

海外子会社のリスク管理で考慮すべきポイントとは
各国で異なる保険関連規制・保険料税制

クライシス・マネジメントを支える情報共有

16時00分～16時35分

インフォコム株式会社 モバイルクラウド事業部 リスク対策コンサルタント

地図システムによるBCP ／ BCMの高度化
～世界標準として活用されるArcGISプラットフォーム～

[ 危機管理ソリューション（情報共有システム編）]

Session 7

SCSK 株式会社 執行役員 法務・総務・広報・CSRグループ長 岡 恭彦 氏
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

Hall A

【モデレーター】
日本政策投資銀行（DBJ）サステナビリティ企画部
BCM格付主幹／蛭間芳樹 氏
【パネリスト】株式会社ダイフク ほか

Session 5

猪瀬 直樹 氏（元東京都知事）

［ゴールドスポンサー］

「リスクマネジメント2.0」
～知らないでは済まされないこれからのERM ～
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

「防災クラウド」による事前防災促進活動について
～災害情報およびコンテンツ配信の活用～
アールシーソリューション株式会社 営業企画部 鈴木 理那 氏
同社 技術部 持田 沙耶奈 氏

［危機管理ソリューション（安否確認システム編）
］

安否確認のその先へ「ココダヨ」Biz
株式会社ゼネテック 取締役 夏野 剛 氏

安否確認のための通信手段確保の重要性、
SMSを活用したBCP 対策強化

風評被害対策
～事例に学ぶネットトラブルの事例と対策方法～
ソルナ株式会社 クロスメディア対策事業部 部長 大月 美里 氏

株式会社NTTドコモ 第二法人営業部 グローバル支援担当課長 本田 明人 氏

［
『りすの四季だより』出版記念講演］

「家庭を守れない人に組織は守れない！」
アウトドア流防災ガイド あんどう りす氏

被災地に給油所を立ち上げる
「ヨコレキ流」燃料サプライチェーンについて
横田瀝青興業株式会社 代表取締役 横田 勝好 氏

［シルバースポンサー］
TIS 株式会社／テレネット株式会社
株式会社ゼネテック／株式会社NTTドコモ
地盤ネット総合研究所株式会社

インフラ編
裏面へ

