基調講演/特別講演
WS-S1
＜働き方改革の先進事例＞

9：30
～
11：00

パナソニック(株) コネクティッドソリューションズ社
常務 Chief Digital Officer ／ Chief Information Officer
榊原 洋

安倍首相も注目！
創業144年の老舗社長による
社員第一主義の“働き方改革”

9：30

(一財)危機管理教育＆演習センター 理事 /
NPO法人事業継続推進機構 副理事長
伊藤 毅

～

～

BCP策定で、企業は何を優先すべきか
―熊本地震の実体験から有効性を再検証

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

HR

ＨＲ EXPO

働き方 改革 EXPO

(一社)留学生支援ネットワーク 事務局長 久保田 学

メルカリが語る！ グローバル採用と、
その人材が活躍しやすい風土作り

11：00

健康経営とは何か！ ～その本質と真髄に迫る～

(株)フジクラ CHO補佐 浅野 健一郎

＜戦略経理＞

＜BCP策定のポイント①＞

フリーランス経理部長が語る！
経営を強くする戦略経理とは？
12：00
流創(株) 代表取締役 前田 康二郎

～
13：30

経理財務部門をビジネスパートナー化して、
事業部門の業績目標達成と意思決定支援を！

ECO-S1

中小企業の身の丈BCP策定
～従業員の命を守る「初動対応」の
正しいあり方と各論内容～
ソナエルワークス 代表 BCP策定アドバイザー
髙荷 智也

～
13：30

(一社)日本CFO協会 主任研究委員 米国公認会計士 中小企業診断士/
合同会社西友 経営管理本部 コマーシャル・ファイナンスVP
池側 千絵

(株)電通 執行役員 大内 智重子

HR-S1

～

BOS-1

12：00

電通における労働環境改革（2017・2018）

武蔵大学 経済学部経営学科 教授 森永 雄太

ACC-1

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
(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

企業が取組むべき「ウェルビーイング経営」とは？

(株)メルカリ HR Business Partner
田井 美可子

WS-S2
＜働き方改革による生産性向上＞

12：00

WEL-1
＜ウェルビーイング経営＞

9：30

ソニー(株) 執行役員 技術渉外担当 上田 康弘

＜経営人材の育成＞

OFS

9：30

11：00

11：00

13：30

会計・財務 EXPO

外国人採用で押さえるべきポイント
～体制整備、キャリア、異文化コミュニケーション～

実効性の高いBCPとは

～

ACC

HR-1
＜外国人雇用のポイント＞

＜企業防災＞

(株)天彦産業 代表取締役社長 樋口 友夫

5/29
[水]

基調講演

専門セミナー
BOS-S1

100年企業 パナソニックが挑む！
会社風土から変える「働き方改革」

SJ-K

サスティナブル経営に資するBCM事例
～社員が主体的に参画し、収益につながる取組～
東急ファシリティサービス(株) 取締役 常務執行役員
ビルマネジメント事業部長 兼 BC研究センター センター長
平本 和弘

WS-1

＜省エネルギー対策＞

WS-4
＜オフィスの未来＞

＜オフィス戦略＞

※招待券記載の日時に誤植がありました。正しくは左記の通りとなります。

省エネルギー政策の動向について

武田薬品の人事戦略と経営人材の育成
14：30
～

14：30
武田薬品工業(株) グローバルHR 人材・組織開発(日本)
ヘッド 赤津 恵美子

～

経済産業省 資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部 省エネルギー課長
吉田 健一郎

Indeedの成長を支える、オフィス環境について

日本における働き方とワークプレイスの未来を考える

14：30
～

Indeed Japan(株) シニア・マネージャー 小西 航太
＜パネリスト＞

16：00

16：00
三菱商事が取り組む次世代リーダーの育成

業務分野の超省エネ化を目指した
『ZEB』普及の取組み

ヒューマンリンク(株) 代表取締役社長/
三菱商事(株) 人事部 部付部長 和光 貴俊

WEL-S1
ANAグループの健康経営の取組
～あんしん、あったか、あかるく元気に働くために～

～
11：00

全日本空輸(株) 取締役常務執行役員
広報部・貨物事業室・ANA Blue Base(総合トレーニングセンター)担当
元 ANAグループ チーフウェルネスオフィサー(CWO)
國分 裕之

データ活用による「見える化」で
従業員の意識・行動を変える！
コニカミノルタの健康経営

5/30
[木]

～
13：30

(株)月刊総務 取締役 編集長 豊田 健一

戦略総務が経営へ与える影響力
～サービス戦略と財務的な効果
ー先進ツールの活用

家族とは何か、仕事とは何かを問いながら
ワークライフバランスを実現した仕事術を説く

13：30

危機対応力の向上に向けて
～BCP再構築とその実効性UPのための佐川急便の取組

16：00

～
16：00

HR-S3

Facebookが実践する
ダイバーシティ＆インクルージョン

11：00

フェイスブック ジャパン(株) 人事統括 佐々木 丈士

いまさらダイバーシティ
－今日ではっきりさせましょう－

～

13：30

自治体の災害対応課題と組織マネジメント
兵庫県立大学 大学院 減災復興政策研究科
准教授 紅谷 昇平

デジタルHR時代の最新テクノロジー動向と
これからの人事のあるべき姿

～

総務省 大臣官房総括審議官(情報通信担当)
安藤 英作

～

デジタルHRの最前線 データに基づく採用と育成
(株)セプテーニ・ホールディングス 代表取締役
グループ上席執行役員 上野 勇

ＳＯＭＰＯリスクマネジメント(株)
首席フェロー(リスクマネジメント) 髙橋 孝一

アクタス税理士法人 代表社員 税理士 加藤 幸人

企業が取るべき軽減税率対策
～ITコーディネータ・税理士の視点から～

税理士法人あすなろ 代表社員 菅沼 俊広

HR-4

OFS-1

＜LGBT推進＞

＜内部統制のポイント＞
企業の内部統制システムの見直し
～企業不祥事への対応の観点から～

誰もが働きやすい職場を目指して
～はじめてのLGBT～

12：00
シスコシステムズ合同会社 代表執行役員会長
鈴木 和洋

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

～
13：30

12：00
認定NPO法人グッド・エイジング・エールズ 代表
松中 権

PRIDE指標 ゴールド受賞！ ライフネット生命の
LGBT・ダイバーシティに関する取組

デジタルファイナンス
～経理・財務組織におけるデジタル変革の実現～
(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

13：30

16：00

企業不祥事から学ぶ経営管理改革
～企業価値の向上と毀損防止に向けて何をすべきか～

HR-5
＜人材育成の先進事例＞

「複業解禁か否か」の前に考えたい、大切なこと

～

弁護士法人 東町法律事務所 代表社員弁護士
上谷 佳宏

(一社)ＧＢＬ研究所 理事 /
ジャパン・ビジネス・アシュアランス（株） シニアアドバイザー
米国公認会計士・公認不正検査士・公認内部監査人
渡辺 樹一

WS-5
＜副業制度導入のポイント＞

ブリヂストン流「グローバルで戦える人材」の輩出術
14：30

14：30
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

～

ライフネット生命保険(株) コーポレート本部 人事総務部長
岩田 佑介

経理でのヒト×デジタルの協働モデル、
破壊的成果を生み出すアプローチと現場からの示唆

16：00

16：00

～
11：00

14：30
慶應義塾大学 大学院経営管理研究科 特任教授
岩本 隆

BCPをどのように経営に活かす？
～平時にも活用できるBCPとは～

新しい軽減税率制度を理解する

ACC-S2
＜経理業務のデジタル化＞

＜HRテクノロジー＞

16：00

＜軽減税率対策＞

(株)コンカー 代表取締役社長 三村 真宗

HR-S4

14：30

100人100通りの働き方を実現した
サイボウズの働き方改革

～

ヤフー(株) リスクマネジメント室 プリンシパル
高 元伸

ACC-2

「“働き方改革” その先へ」
－シスコの働きがいのある会社づくり－

13：30

ヤフーのBCP！ ～ERMから訓練まで～
実践から学んだ様々な対策事例

サイボウズ(株) 人事本部 部長 兼
チームワーク総研 研究員 青野 誠

WS-S4
＜働きがいのある会社の創り方＞

～

ヤフー(株)
コーポレートグループ ピープル・デベロップメント統括本部
カンパニーPD本部長 金谷 俊樹

9：30

12：00
内閣府
政策統括官(防災担当)付 参事官(調査・企画担当)付
参事官補佐 石橋 隆史

進化を続けるヤフーの戦略的採用改革とは

＜BCP策定のポイント②＞

アクセンチュア(株) 執行役員 人事部長
武井 章敏

(株)リクルート 執行役員(人事・総務担当)/
(株)リクルートホールディングス 執行役員
(経営企画本部働き方変革推進・リスク本部総務) 野口 孝広

首都圏における防災・減災対策の現状と課題

13：30

14：30

～
16：00

（株）ニトリホールディングス
組織開発室 室長 兼 人材教育部 部長
永島 寛之

BOS-2

14：30

リクルートの働き方変革の歩みと気づき

＜自治体防災＞

～

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～

11：00

BOS-S3

12：00

改修でも達成できるZEB化！
竹中工務店の東関東支店に学ぶ
快適・省エネオフィスとは

マーケティング視点で構築する
ニトリグループの総力採用
～未来から逆算した採用戦略～

～

生産性向上から価値向上へ
ー進化し続けるアクセンチュアの働き方改革

テレワークの最新動向と総務省の政策展開

ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス(株)
取締役 人事総務本部長 島田 由香

5/31
[金]

カゴメ(株) 常務執行役員CHO(最高人事責任者)
有沢 正人

9：30

9：30

三菱電機(株) FAソリューションシステム部 技術企画グループ
専任 IoTエキスパート 吉本 康浩

WS-3
＜多様な働き方の実現＞

WS-S3
＜テレワーク推進施策と働き方改革の実践事例＞

＜ダイバーシティ＞

＜採用戦略＞

12：00

参天製薬(株) 執行役員 人事本部長
藤間 美樹

三菱重工業(株) 代表取締役 副社長執行役員 CFO
小口 正範

～

勝ち続ける企業の人事制度構築
～人事管理エキスパートから
戦略人事プランナーへ～

マンパワーグループ(株) 代表取締役社長 池田 匡弥

(株)竹中工務店 設計本部
プリンシパルエンジニア 高井 啓明

＜戦略人事＞

14：30

三菱重工の経営改革とガバナンス及びCFOの役割

13：30

HR-S2

日本企業のコーポレートガバナンス改革の動向と課題
“形式から実質への深化に向けて”

～

～

障がい者雇用を通した“サステナビリティ”
～社会的使命と経済成長の両立～

HR-3

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

11：00

IoT技術を活用した
三菱電機の省エネルギー工場の実現

SGエキスパート(株) 代表取締役社長
元 佐川急便(株) 取締役 総務・CSR推進担当
内田 浩幸

ACC-S1
＜コーポレートガバナンス＞

(一社)日本CFO協会 理事長 藤田 純孝

仕事の質を高めるRPA
生産性向上に向けたSMBCグループの取り組み

(株)マルク 代表取締役 北野 順哉

～

ECO-1
＜省エネ対策の最新事例＞

「BCPという誤解」 を解く、
機能するBCPに必要な5つの鉄則とは
～

ディップ(株) 次世代事業準備室 室長 進藤 圭

(株)三井住友銀行 総務部上席調査役 兼 経営企画部上席調査役/
SMBCバリュークリエーション(株) 代表取締役社長
山本 慶

＜BCPの最前線＞

(株)佐々木常夫マネージメント・リサーチ
代表取締役 佐々木 常夫

14：30

11：00

BOS-S2

12：00
(株)ワーク・ライフバランス 代表取締役社長 小室 淑恵

障がい者雇用と育成、社会的自立の支援
～強さと優しさが循環する社会を目指して～
9：30

～

Workwell Technologies, Inc. カントリーマネジャー(日本)
元 日産自動車(株) コーポレートサービス統括部 部長
金 英範

経営戦略としての働き方改革
12：00

しくじり先生が語る、
いちばんやさしいRPAのすすめかた
9：30

～

SJ-K
＜ワーク・ライフ・バランス＞

HR-2
＜障がい者雇用のポイント＞

＜RPA導入のポイント＞

9：30

コニカミノルタ(株) 常務執行役 若島 司

プラス(株) 商品開発部 部長 兼 ブランド開発課
課長 溝口 寛二

WS-2

戦略総務は、コンパクト。
考える総務の実現に向けて

11：00

コクヨ(株) ワークスタイル研究所 所長/
consulting & more 代表 若原 強

コニカミノルタジャパン(株)
マーケティング本部 カスタマーリレーション統括部
統括部長 今井 隆広

＜戦略総務＞

(株)イトーキ
FMデザイン統括部 統括部長 二之湯 弘章
(株)オカムラ マーケティング本部 DX推進室
室長・WORK MILLエバンジェリスト 遅野井 宏

失敗しない働き方改革の3要素についてポイント解説

OFS-S1

＜健康経営＞

9：30

16：00

大成建設(株) エネルギー本部
エグゼクティブ・フェロー 加藤 美好

ジョーンズ ラング ラサール(株)
プロジェクト・開発マネジメント事業部
グループヘッド 溝上 裕二

＜モデレーター＞

ロート製薬(株) 広報・ＣＳＶ推進部 副部長
矢倉 芳夫

ソフトバンク流
働き方改革と副業兼業の取り組みについて
ソフトバンク(株) 人事本部 戦略企画統括部 人事企画部
課長 石田 恵一

～

(株)ブリヂストン 人事・労務本部長 江渕 泰久

16：00

GEの人材育成 －伝統の継承と新しい変革
GEヘルスケア・ジャパン(株) アジア・パシフィック
人事本部長 宇佐見 英司

敬称略。 2019/5/21現在

