基調講演・特別講演
SJ-K
＜働き方改革とワーク・ライフ・バランス＞

～

OFS

オフィサービス EXPO

BOS

オフィス防災 EXPO

WEL

福利厚生 EXPO

ECO

省エネ・節電 EXPO

WS

専門セミナー

NPO法人ファザーリング・ジャパン ファウンダー
代表理事 安藤 哲也

～
12：00

慶應義塾大学 大学院経営管理研究科 特任教授
岩本 隆

日本アイ・ビー・エムの人事戦略と
HRテクノロジーの活用
日本アイ・ビー・エム(株) 人事 理事 HRパートナー担当
山口 俊一

HR-S2

WS-1
＜働き方改革の取組事例＞

＜ダイバーシティ＞

『ダイバーシティ』に思うこと
～女性社長の立場から～
13：00

2/13
[水]

～
14：30

短期間で働く意識が激変
～長時間労働改善と働き方改革～
13：00

日本航空(株) 執行役員 東京空港支店長 /
(株)JALスカイ 代表取締役社長 屋敷 和子

ダイバーシティが成長のキーワード
～イー・ウーマンの事例から～

～
14：30

(株)レオパレス21 人事部 理事 石倉 達志

多様な働き方の実現に向けて！
コクヨ働き方トライアルの取組み

(株)イー・ウーマン 代表取締役社長 /
(株)ユニカルインターナショナル 代表取締役社長
佐々木 かをり

ECO-S1

コクヨ(株) 経営管理本部 人事総務部
人事統括ユニット リーダー 赤木 由紀

OFS-S1

＜省エネルギー対策＞

HR-1

＜戦略総務＞

我が国のエネルギー状況と
省エネルギー政策について
15：30

未来の省エネに向けて
～補助金を活用した省エネ取組み事例～

(株)月刊総務 編集長 豊田 健一

～
17：00

管理総務から戦略総務へ！ 変革を実践した
ソニーのワークプレイスの歩みから考える

17：00

10：30

次の震災について本当のことを
話し地域を守っていこう
10：30

(一社)日本CFO協会 理事長 藤田 純孝

～

企業価値向上のため、
財務経理が果たすべき役割とは？

～
12：00

(株)ニフコ 執行役員
財務本部副本部長兼財務・経理部長
萬成 力

名古屋大学 減災連携研究センター センター長・教授
福和 伸夫

なぜ自治体のBCPは機能しないのか
－BCPを機能不全にする大いなる誤解を解く

～
17:00

元気とやる気が続く限り働ける
ファンケルのアクティブシニア社員制度

インフォコム(株) モバイルクラウド事業部
事業継続主任管理者・防災士 危機管理コンサルタント
髙橋 克彦

出来ていないことに気付くこと
ヤフー非常災害対応訓練の取り組み
ヤフー(株) 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

WS-2
＜副業制度導入のポイント＞

＜自治体防災＞

日本企業のコーポレートガバナンス改革の
動向と課題

15:30

(株)ファンケル 執行役員 グループサポートセンター
副センター長 兼 人事部 部長 兼 健康支援室 室長
永坂 順二

BOS-S1

＜戦略経理＞

いままでの訓練で十分ですか？
～BCPを実現するための訓練の重要性～

高齢・障害・求職者雇用支援機構
雇用推進・研究部長
浅野 浩美

～

(一社)ファシリティ・オフィスサービス・コンソーシアム
(FOSC)代表理事 小山 義朗

ACC-S1

＜防災訓練＞

先進事例から学ぶ 高齢者雇用戦略
15：30

15：30
中部経済産業局 資源エネルギー環境部 部長
青木 太久美

BOS-1

＜シニア活躍推進＞

いま求められる、戦略総務。
その実現のために変える、3つのこと

(一社)環境共創イニシアチブ 業務執行理事
髙橋 和道

専業禁止！ 副業は手段、エンファクトリーが
考えるこれからの組織 / 個の在り方
10：30
～
12：00

ニュートン・コンサルティング(株) 代表取締役社長
副島 一也

(株)エンファクトリー 代表取締役社長 加藤 健太

複業を禁止し続けるリスクを考えよう
本質を考えた、ロート製薬の「複業解禁」
ロート製薬(株) 広報・ＣＳＶ推進部 副部長 矢倉 芳夫

WS-3

HR-2

＜テレワーク事例＞

＜人材育成＞

全社員の8割がテレワークを活用！
サントリー流の働き方改革とは？

HORIBA流の人財育成 社是「おもしろおかしく」が
生み出すベンチャースピリット

13：00

2/14
[木]

～
14：30

13：00
サントリーホールディングス(株) ヒューマンリソース本部
人事部 ダイバーシティ推進室 室長 弥富 洋子

～テレワーク推進賞会長賞受賞～
「多様な働き方で『ゆとりとやりがい』を実現！！」

～
14：30

(株)堀場製作所 管理本部 グローバル人事部 副部長
加藤 法生

人づくりは意識作りから。
大日本印刷 事業部ごとの人材育成
大日本印刷(株) 包装事業部 IP第1営業本部 本部長 兼
働き方の変革事務局長 山口 圭介

富士ソフト(株) 人事部長 中村 誠治

WS-S1
＜働き方改革の最前線＞

HR-3

シスコシステムズ合同会社 代表執行役員会長
鈴木 和洋

～
17：00

『働きがいのある会社』ランキング1位
コンカ―が語る 最高の働きがいの創り方

BOS-S2

避難訓練から避難せよ！
10:30

テレワークで働き方が変わる！

～
12:00

～働き方改革の重要なツールである
テレワークの今と将来展望～
(一社)日本テレワーク協会 名誉会長 /
テレワーク推進フォーラム 会長 宇治 則孝

～
14：30

(株)レスキューナウ 危機管理アドバイザー 市川 啓一

事業継続計画（BCP）の実効性を高める
～残念なBCPを脱するために～

ジェンパクト(株) 代表取締役社長
グローバルシニアバイスプレジデント /
(一社)日本RPA協会 専務理事 田中 淳一

デジタルテクノロジーを駆使する
経理財務部門の目指すべき姿
(一社)日本CFO協会 主任研究委員 デジタルテクノロジー部会幹事/
(株)アカウンティング アドバイザリー マネージングディレクター/
公認会計士 櫻田 修一

鈴与(株) 危機管理室 室長 後藤 大輔

～データ活用で社員一人ひとりが生きる戦略人事へ～

10：30
～
12:00

(株)リクルートマネジメントソリューションズ
HR Analytics & Technology Lab 所長 入江 崇介

ピープルアナリティクスを活用した日立の採用改革
(株)日立製作所 システム＆サービスビジネス統括本部
ヒューマンキャピタルマネジメント事業推進センタ
ピープルアナリティクスラボ /
エバンジェリスト 大和田 順子

WS-4

＜戦略人事＞

～
14：30

労働生産性と従業員エンゲージメントを
向上させるファシリティマネジメント
13：00

参天製薬(株) 人材組織開発本部 副本部長
藤間 美樹

勝ち続ける企業の人事制度構築

BOS-3
＜大地震からの復興と対策＞

＜オフィス戦略＞

グローバル経営に資する戦略人事
～人事はいかにビジネスに貢献するか～
13：00

南海トラフ地震に立ち向かえ！
鈴与グループが取組むグループ全体の
事業継続について

HRアナリティクス

HR-S3

経理・財務における
RPA/AIのインパクト・具体策と今後の働き方

2/15
[金]

～直近の災害への対応事例と
実戦的な防災・BCP訓練の方法～

東北大学 災害科学国際研究所 教授 丸谷 浩明

ACC-S2
＜RPAによる経理業務改革＞

13：00

17：00

(株)新建新聞社 取締役 中澤 幸介

HR-4
＜ピープルアナリティクス＞

＜企業防災＞

テレワークの最新動向と総務省の政策展開

12:00

世界一のRecruiting Teamを目指す
ワークスアプリケーションズの様々な採用法

～

矢下 茂雄

＜テレワーク＞

総務省 情報流通行政局 情報流通高度化推進室長
飯村 由香理

(株)メルカリ People Partners Group マネージャー
石黒 卓弥

(株)ワークスアプリケーションズ 人事 Div . Vice President

WS-S2

10:30

自分たちだけで簡単にできるBCPワークショップ
本当の危険は担当社員にしか見えない
15：30

15：30

(株)コンカー 代表取締役社長 三村 真宗

～

＜BCP＞

ミッションとバリューが全て。急成長を支える
メルカリの採用活動とその実行力

15：30

17：00

BOS-2

＜採用最前線＞

働きがいのある会社づくり シスコの働き方改革

～

働き方 改革 EXPO

企業の成長をドライブするHRテクノロジーの最新動向

(株)ジャパネットホールディングス 代表取締役社長 兼 CEO
髙田 旭人

12：00

会計・財務 EXPO

ＨＲ EXPO

＜HRテクノロジー＞

ジャパネットグループにおける生産性向上と働き方改革

17：00

ACC

HR

10：30

12：00

～

基調講演

HR-S1

イクボスによる制度＆風土改革！ 共働き夫婦の
ワークライフバランスを叶える企業のあり方
10：30

SJ-K

～
14：30

～人事管理エキスパートから戦略人事プランナーへ～
カゴメ(株) 常務執行役員CHO(最高人事責任者)
有沢 正人

近畿地方を襲った地震と豪雨災害から見えた
都市部の脆弱性 ～企業は何を学ぶべきか～
13：00

(株)リンクアンドモチベーション
グループデザイン室 広報・秘書ユニットマネジャー
川村 宜主

2018年日経ニューオフィス賞受賞！ 愛知製鋼流の
働き方意識変革とニューオフィスへの取組
愛知製鋼(株) 総合企画部 経営戦略グループ
グループ長(次長級) 加藤 敬雅

～

(一社)ADI災害研究所 理事長 伊永 勉

14：30

富士フイルム九州 熊本地震からの早期復旧
富士フイルム(株) 材料生産本部 次長
(富士フイルム九州(株) 元 代表取締役社長) 鈴木 直明

HR-5
＜健康経営＞
社員が健康でなければ「健康」に貢献できない！
製品開発の知見を活かした大塚製薬の取組
15:30
～
17:00

大塚製薬(株) 人事部 部長補佐(兼)健康管理室室長
田中 静江

「明るく、楽しく、元気に！」
健康であることが従業員と会社の幸せに
ブラザー工業(株) 人事部安全防災グループ
健康管理センター センター長
武藤 清

敬称略。 2018/11/15現在

