関西 総務・人事・経理ワールド 2017
基調講演・特別講演・専門セミナー タイムテーブル
WS-S1
＜働き方改革の最新事例＞

12:00

基調講演

グーグル・クラウド・ジャパン合同会社
Google Cloud 事業本部長 塩入 賢治

働き方変革は、
経営戦略ど真ん中、全員で。

その目的、意義、手法を２・６・２で考える

～

～

11：30

12：00
（株）レスキューナウ
危機管理アドバイザー 市川 啓一

～

ライフネット生命保険（株）
創業者 出口 治明

14:30

OFS-S1

企業のバックオフィスが変わる！
絶対知っておくべきテクノロジー革命
（株）マネーフォワード
代表取締役社長CEO 辻 庸介

会社を変える戦略総務。その実現に向けて

多様化時代の社内コミュニケーション
～伝わらないビジョンをアクションに！～
15:30

～

ウィズワークス（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するために

～

（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

11：30 関西大学 社会安全学部
社会安全研究センター長・特別任命教授
河田 惠昭

＜人材育成＞

カルビーにおける、自立的に成長し成果を
出し続ける人と組織づくり

（株）ゼロイン
取締役副社長 兼 COO 並河 研

～

HR-S1

火をつける多様な仕掛け
（株）ジェイティービー
人事部 JTBユニバーシティ運営事務局 事務局長 鈴木 良照

OFS-1
＜健康経営＞

HR-3
＜グローバル人材戦略＞

オフェンス（攻め）の健康経営
～健康を通じた人と組織の活性化に向けて～

三井化学の「キータレントマネジメント」と
「グローバル人材育成」

（株）丸井グループ
健康推進部 部長 兼 統括産業医 小島 玲子

12：00 明るく、楽しく、元気に
ブラザー工業が取り組む【健康経営】

ECO-S1
＜省エネ・節電の最新動向＞

＜戦略人事＞

事業の柱は人事部にあり！
～リンクアンドモチベーション流 戦略人事～

10:30
～

（株）リンクアンドモチベーション
代表取締役会長 小笹 芳央

～

ソフトバンク成長戦略と人事ビジョン
～進化し続ける人事組織戦略～(仮題)

14:30

ソフトバンク（株）
人事総務統括 人事本部 本部長 長崎 健一

経済産業省
近畿経済産業局 資源エネルギー環境部
エネルギー対策課長
松村 年峰

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～

12:00 人事制度の原理原則
～世界基準へ会社を変えていくために必要な、
勇気と覚悟の話～

13:00
～
14:30

（一社）環境共創イニシアチブ
業務執行理事 事務局長 髙橋 和道

BOS-2
<BCP事例[2]>

多様な働き方で「ゆとりとやりがい」を実現！！
～テレワーク推進賞会長賞受賞～
富士ソフト（株）
取締役 常務執行役員 猪原 幸裕

多様な働き方の社員を会社はどのように
評価するべきか？
～サイボウズが進める人事戦略～

13:00
～
14:30

サイボウズ（株）
人事部 マネージャー 青野 誠

ヤフー（株）
コーポレートインテリジェンス本部 リスクマネジメント部 部長
八代 峰樹

関西大学が実施する参加者1万人の
大規模避難訓練
関西大学
総務局 総務課長 中村 匡志

WS-3

＜BCP事例[3]＞

日本企業のコーポレートガバナンス改革
～その後の動向と課題～

＜オフィス戦略＞

地域で築いた共助の精神
～地域・行政・企業とでつくる防災対策～

（一社）日本CFO協会
理事長 藤田 純孝

～

※ 招待券から講師が変更になりました

（一社）日本CFO協会 主任研究委員／
元武田薬品工業（株） コーポレートオフィサー経理部長
高原 宏

＜シニア活躍推進＞

「生涯活躍企業」への挑戦
～大和ハウスの定年延長の実際～

10:30 巨大災害に備えた組織マネジメント
～理論・実践の最前線～

10：30
～

～
11:30
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

＜在宅勤務＞

ACC-1
＜電子帳簿保存法対策＞

全社員の７割がテレワークを活用！
サントリー流の働き方改革とは？

マイナンバー・消費税軽減税率・インボイス制度を
見据えた電子帳簿保存法徹底解説

サントリーホールディングス（株）
ダイバーシティ推進室 室長 弥富 洋子

～
14:30

～スキャナ保存制度の要件を理解して
その活用方法を考える～
アクタス税理士法人
代表社員 税理士 加藤 幸人

HR-4
＜人材採用戦略＞

新しい働き方「WAA」
～自分らしく働き、イノベーションを生む～

今すぐ出来る！ICTを活用した
「機能する災害対策本部」の作り方

採用難時代を勝ち抜く企業とは？
～採用イノベーションとこれからの採用～

13:00
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

ANAグループのグローバル展開を支える
経営戦略としてのD&I推進

～
14:30

インフォコム（株）
モバイルクラウド事業部 防災士 リスク対策コンサルタント
髙橋 克彦

大規模災害を想定したBCP・BCM対策とは？
～災害時を想定した社員教育の重要性～

＜女性活躍推進＞

＜テレワーク＞

ECO-1
＜企業・工場の省エネ・節電対策＞

「ダイバーシティ」に思うこと
～女性社長の立場から～

ワークスタイル変革を促進するテレワーク
～テレワークの今と将来展望を語る～

オフィス、工場、さまざまな拠点で
成果を生む省エネ実践事例

（一社）日本テレワーク協会
会長 （元NTT副社長） 宇治 則孝

17:00 社員のコラボレーションと生産性を高める
デジタル時代の働き方（仮題）
シスコシステムズ合同会社
代表執行役員社長 鈴木 みゆき

～
14:30

～

三菱電機（株）
環境推進本部 企画グループ課長代理 磯貝 吉男

17:00 50％の省エネ・節電達成の秘訣!
～技術よりも進め方で成果に差が出る～
（株）小松製作所
小山工場 生産技術部 担当部長（環境カウンセラー）
野沢 定雄

横浜国立大学
大学院国際社会科学研究院 准教授 服部 泰宏

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
（株）メルカリ
HRグループ マネージャー 石黒 卓弥

OFS-2

15:30

15:30

15:30

13:00

（一社）まちかど防災「減災塾」
本部事務局 塾長 水島 重光

WS-S3

（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

12:00 電子帳簿保存法による経理の業務改善

＜BCP事例[4]＞

HR-S3

～

さくら中央税理士法人
東京税理士会 日本橋支部 代表税理士 安田 信彦

BOS-4

全日本空輸（株）
取締役執行役員 人財戦略室長 兼 ANA人財大学長
國分 裕之

17:00 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～

～

＜ダイバーシティ＞

13:00

屋敷 和子

10:30

（株）リクルートマネジメントソリューションズ
執行役員 経営企画部長 本合 暁詩

WS-S2

11/17
[金]

ヤフー（株）
コーポレートグループ コーポレートPD本部
オフィス最適化推進部 部長 工藤 真一

12:00 何のための働き方改革？
テレワーク活用による生産性向上の
取組みを交えて

大和ハウス工業（株）
経営管理本部人事部 執行役員人事部長 能村 盛隆

ダイキン工業（株）
テクノロジー・イノベーションセンター 副センター長
河原 克己

17:00 本社移転で6,000名の働き方を改革。
ヤフーのオフィス戦略とその目的とは？

WS-4

BOS-S3
＜企業防災の最前線＞

法政大学経営大学院
イノベーション・マネジメント研究科 教授 藤村 博之

～

アクサ生命保険（株）
危機管理・事業継続部長
今井 大輔

HR-S2

安定経営とイノベーションのキーパーソン！
高齢者雇用は企業を強くする

戸田建設（株）
取締役 常務執行役員 総務部長 大友 敏弘

国土強靭化・地域活性化・産学連携強化に資する、
17:00
アクサ生命『戦略的BCM』への挑戦

17：00 4つの会計領域（財務・管理・資金・税務）に
おける能動的CFOの役割とは？（仮題）

協創イノベーションを実現する研究開発拠点
～テクノロジー・イノベーションセンター～
15:30

15:30

15:00

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

爆速経営が生み出したYahoo! JAPANの
UPDATEリスクマネジメント

BOS-3

＜戦略的CFO＞

～

カゴメ（株）
執行役員 経営企画本部 人事部長 有沢 正人

＜テレワーク＞

ACC-S2

15:30

三井化学（株）
執行役員 人事部長
関係会社統括部及び海外地域統括会社担当 安藤 嘉規

WS-2

省エネルギー政策の現状と課題
13:00

カルビー（株）
人財・組織開発部 部長 福田 仁

17:00 JTBにおける、若手社員のチャレンジ精神に

ブラザー工業（株）
人事部 人事部長 橋本 安弘

12:00

健康いきいき職場づくりを目指して
～富士通におけるメンタルヘルス施策～

HR-2

（株）マクロミル
エグゼクティブマネジャー 中野 崇

～

～

～

ヒューマン・フロンティア（株）
代表取締役社長 神沢 裕

15:30

組織の実行力に直結！
17:00 マクロミルのユニーク＆ユーモアな
社内コミュニケーション事例

10:30 災害事例から学ぶ、自治体防災の最前線 10：30

10:30

ワークスタイル
変革EXPO

富士フイルム九州
熊本地震からの早期復旧

＜戦略総務＞

BOS-S2
＜自治体防災の最前線＞

～

WS

豊田通商（株） 危機管理・BCM推進部
部長 山下 昌宏

WS-1
＜社内コミュニケーション＞

15:30

（株）コンカー
代表取締役社長 三村 真宗

14：30

ECO

省エネ・節電 EXPO

富士フイルム九州（株）
代表取締役社長 鈴木 直明

経費精算がなくなる日
17:00 ～領収書の電子化から経費精算の
全自動化へ～

～

オフィサービス

不測の事態が発生しても事業を継続！
現場と共にPDCAを回す
豊田通商グループのBCM
13:00

ACC-S1
＜経理業務のクラウド化＞

11/16
[木]

OFS

<BCP事例[1]>

日本航空（株）
取締役会長 大西 賢

13：00

オフィス防災

BOS-1

社員がイキイキと働ける環境を目指して。
日本航空が実践する働き方改革

無
料

BOS

富士通（株）
健康推進本部 健康事業推進統括部長 東 泰弘

14:30

～

ＨＲ EXPO

企業の生産性向上のためのメンタルヘルス対策
～組織活性化のために何をすべきか～
10:30

10:30 災害対策本部はいつまでに何を決めるのか？

働き方改革はこうして実現させる！
～人と企業を生かす秘訣～
13:00

15:30

HR

<メンタルヘルス対策>

＜BCPの最前線＞

SJ-K
＜経営戦略としての働き方改革＞

～

会計・財務

HR-1

（株）リクルートマーケティングパートナーズ
執行役員 企画統括室長 渡邊 千洋

11/15
[水]

ACC

BOS-S1

「IT のものづくり」最先端の現場から学ぶ、
イノベーションを生み出す働き方とは
10:30
～

SJ-K

～

＜福利厚生＞

トレンドに沿った福利厚生見直しとは？
～健康経営、働き方改革等への対応事例～
千葉商科大学会計大学院 会計ファイナンス研究科 教授／
（株）ベネフィット・ワン ヒューマンキャピタル研究所 所長
可児 俊信

17:00 働く環境の充実が生み出す、
生産性とイノベーション
クックパッド（株）
人事部 ワークプレイスプロデューサー 梶尾 俊

