総務・人事・経理ワールド 2018
基調講演・特別講演・専門セミナー タイムテーブル
基調講演・特別講演
WS-S1
＜ワーク・ライフ・バランス＞

＜BCP策定の最新動向＞

9：30
（株）ワーク・ライフバランス 代表取締役社長
小室 淑恵 氏

～

11：00 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

「避難訓練から避難せよ！」
～実効性のある防災・BCP訓練の
10：30
組み立て方と実施事例～
～
11：30

総務省 大臣官房 総括審議官
吉田 眞人 氏

（株）大林組 技術本部 スマートシティ推進室
部長 伊藤 剛 氏

オリックス（株） グループ人事・総務本部 副本部長
直井 厚郎 氏

明治安田生命の
シニア層に対するさらなる活躍の支援
明治安田生命保険相互会社 人事部 人事制度グループ
グループマネジャー
石川 和正 氏

アクタス税理士法人 代表社員 税理士
加藤 幸人 氏

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 氏

収益向上に役立つ省エネ力
～省エネルギー推進のキーポイント～

14：30

＜戦略人事＞

WS-1
＜社内コミュニケーション＞

面白法人カヤック流 アイデアのつくり方、
組織のつくり方

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

縦・横・斜め・社外の繋がりが組織を活性化する
～One Panasonicの挑戦～

面白法人カヤック 代表取締役CEO
柳澤 大輔 氏

～
17：00

15:30

15：30

15：30

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～

ソニー（株） 執行役員 技術渉外担当
上田 康弘 氏

～

大和証券グループの健康経営の取組みについて
～「健康経営銘柄」４年連続受賞～

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～

～

12：00 東急が目指す従業員が健康で
生き生きと働ける環境とは (仮題)

10：30
～

HR-2

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 氏

12：00 企業の防災をもっと楽しくHappyに！
～HAPの取組と防災訓練～

10：30
～

＜採用最前線＞
サイバーエージェント流！
採用から才能開花まで
一気通貫で挑戦してみて気づいたこと
（株）サイバーエージェント 採用育成本部 採用責任者
小澤 政生 氏

12：00 社員の体温をあげる！
スープストックトーキョーの採用活動と人材育成
（株）スープストックトーキョー
取締役 兼 ブランディング本部 本部長 兼 人材開発部 部長
江澤 身和 氏

（株）ヒューマックス 総務部
パブリシティグループ マネジャー
杉谷 佳美 氏

OFS-S1

WS-2

HR-3

＜戦略総務＞

＜人材育成＞

＜長時間労働是正＞

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

JTBにおける、若手社員の
チャレンジ精神に火をつける多様な仕掛け

グローバル＆テクノロジー時代の働き方改革

13：00

13：00

14：30

ヤフー(株) 執行役員
ピープル・デベロップメント統括本部長
湯川 高康 氏

BOS-2

東京急行電鉄（株） 執行役員 人材戦略室長
村井 淳 氏

～

ヤフーの社内コミュニケーション最前線

富士フイルム(株) 材料生産本部 次長
鈴木 直明 氏

グーグルが実現する未来の働き方

（株）大和証券グループ本社
常務執行役 CHO（最高健康責任者） 人事担当
望月 篤 氏

～

富士フイルム九州 熊本地震からの早期復旧

ソフトバンク(株) 人事総務統括 人事本部 本部長
長崎 健一 氏

10：30

パナソニック(株) アプライアンス社
コンシューマーマーケティングジャパン本部
マーケティング企画部
濱松 誠 氏

17:00

17：00

＜防災訓練＞

未曾有を想定外にしない自治体の防災
～国土強靭化、BCPと事前復興～

テルモ（株） 人事部 人事部長
竹田 敬治 氏

BOS-1
＜熊本地震からの復興事例＞

SJ-K
＜健康経営×働き方改革＞

内閣府 政策統括官（防災担当) 参事官（調査・企画担当）
廣瀬 昌由 氏

健康経営銘柄4年連続選定のポイント
～テルモの取り組み～

アール会計事務所 代表 税理士
前山 亮太郎 氏

WS-S2
＜働き方改革の最前線＞

グーグル・クラウド・ジャパン合同会社 日本代表
阿部 伸一 氏

（株）ディー・エヌ・エー CHO室 室長代理
平井 孝幸 氏

～

軽減税率制度の概要 と 対象品目の具体例

明治大学 都市政策・危機管理研究所 研究員／
東京都立大学・首都大学東京 名誉教授
中林 一樹 氏

ウィズワークス（株） 『月刊総務』 編集長
豊田 健一 氏

戦略総務が経営へ与える影響力
～サービスと財務的側面における戦略～

～
14：30

13：00
(株)JTB 人事部 人財開発チーム チームマネージャー
鈴木 良照 氏

「人財育成」と「組織開発」の二兎を同時に得る、
サッポログループの人財育成戦略

アクセンチュア（株） 執行役員 人事部長
武井 章敏 氏

～
14：30

味の素流 働き方改革
～人と企業の「これからの働き方」を考える～

サッポロホールディングス(株) 人事部
キャリア形成支援グループリーダー
渋谷 尚史 氏

日産自動車(株) コーポレートサービス統括部 部長
金 英範 氏

ACC-S1

HR-S2

味の素（株） 理事 グローバル人事部長
髙倉 千春 氏

WS-3

BOS-3

＜戦略経理＞

＜女性活躍推進＞

＜ＢＣＰ策定のポイント＞

＜オフィス戦略＞

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

P&Gジャパン式ダイバーシティ&インクルージョン
～社員が能力を最大限発揮する為に～

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

目指すべき未来のために組織、制度、オフィス、
全てを変えたエイベックスの構造改革とは

(一社)日本CFO協会 主任研究委員
高原 宏 氏

～

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
～
17：00

P&Gジャパン 執行役員 法務・政府渉外本部
古山 陽子 氏

「ダイバーシティ」に思うこと
～女性社長の立場から～

WS-S3
＜HRテクノロジー＞

経営戦略としてのダイバーシティ・マネジメント

企業の成長をドライブするHRテクノロジーの最新動向

10:30

9：30
NPO法人 J-Win 理事長
内永 ゆか子 氏

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～

（株）新建新聞社 取締役
中澤 幸介 氏

～
17：00

実践的に考える鈴与グループの危機管理態勢
～事前対策、訓練手法。失敗談を踏まえて～

～

12:00 日本アイ・ビー・エムの

17：00

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
（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 氏

従業員の家族も巻き込んで楽しみながら
オールファンケルで取り組む省エネ活動

デジタル時代における
グローバル経理オペレーション

10：30
（株）ファンケル CSR推進室 室長
臼杵 ひろみ 氏

12:00 IoT技術を活用した三菱電機の

～

EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング（株）
エグゼクティブディレクター
山岡 正房 氏

12:00 【海外現法の事例考察】

省エネルギー工場の実現

会計・税務・不正の失敗事例と対応策
BBS(Thailand) Co., Ltd. 取締役 日本国公認会計士／
(株)ビジネスブレイン太田昭和
西川 和輝 氏

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 主席技師長
吉本 康浩 氏

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 氏

エイベックス（株） グループ執行役員 グループ戦略室長
加藤 信介 氏

ACC-2
＜グローバル会計管理＞

～

人事戦略とHRテクノロジーの活用

（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 氏

～

ECO-2
＜省エネルギー事例＞

10：30
慶應義塾大学 大学院経営管理研究科 特任教授
岩本 隆 氏

15：30

鈴与（株） 危機管理室 室長
後藤 大輔 氏

HR-S3

＜ダイバーシティ＞

～

15：30

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 氏

(一社)日本CFO協会 理事長
藤田 純孝 氏

14：30

～
12：00

14：30

HR-S1

13：00

～

HR-1

13：00

～

首都圏における防災・減災対策の現状と課題

7/13
[金]

働き方改革 EXPO

10：30

13：00

BOS-S2
＜自治体防災の最前線＞

13：00

WS

経営に資する健康経営の始め方
～トップの巻き込みから経済損失額の
算出方法まで～

日本マイクロソフト（株）
執行役員 常務 クラウド＆ソリューション事業本部長
手島 主税 氏

11：00

省エネ・節電 EXPO

複数税率の区分経理から
インボイス制度までの全体像

11：00 マイクロソフトクラウドで実現する
働き方改革NEXT！（仮題）

17：00

ECO

テレワークの最新動向と総務省の政策展開
～「テレワーク・デイズ」を通じた働き方改革～

9：30

15：30

福利厚生 EXPO

WEL-1
＜健康経営の最新事例＞

東京電機大学 名誉教授
高村 淑彦 氏

14：30

WEL

ACC-1
＜消費税引上げによる経理実務への影響＞

省エネルギー政策の動向について

～

オフィス防災 EXPO

（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 氏

ECO-S1
＜省エネルギー対策＞

7/12
[木]

BOS

65歳定年延長の理想と現実
～キャリアの合意による価値ある職場作り～

（株）NTTデータ 執行役員
製造ITイノベーション事業本部長
佐々木 裕 氏

～

オフィサービス EXPO

ZEB（ゼロ・エネルギービル）と環境建築から、
健康に配慮したウェルネス建築へ

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
（株）レスキューナウ 危機管理アドバイザー
学ぶ快適・省エネオフィスとは
市川 啓一 氏

14：30 テレワーク推進賞 『会長賞』 受賞！
～働き方改革の柱となる、
NTTデータのテレワーク導入事例～

17：00

OFS

WS-S4
＜働き方改革の最新事例＞

～

～

会計・財務 EXPO

ＨＲ EXPO

＜シニア活躍推進＞

～

13：00

15：30

ACC

HR

ECO-1
＜省エネを実現するスマートオフィス＞

10：30

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 氏

7/11
[水]

基調講演

専門セミナー
BOS-S1

経営戦略としてのワークライフバランス

SJ-K

ACC-S2
＜RPAによる経理業務改革＞

BOS-S3
＜企業防災の最前線＞

HR-4
＜メンタルヘルスケア＞

WS-4
＜副業制度導入のポイント＞

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

巨大災害に備えた組織マネジメント

オムロンにおけるメンタルヘルス対策
～医療職が取り組む職場環境改善施策～

サイボウズにおける複業推進事例
～実践して見えたメリットとデメリット～

KPMGコンサルティング（株） 執行役員 パートナー
デジタルレイバー＆トランスフォーメーションビジネスユニット統括／
(一社)日本RPA協会 専務理事
田中 淳一 氏

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
（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／
（一社）日本CFO協会 主任研究委員 ＡI・ロボティクス部会 座長
櫻田 修一 氏

13：00
～

13：00
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 氏

14：30

～
14：30

企業防災とこれからの事業継続
（一財）危機管理教育＆演習センター 理事長／
NPO法人事業継続推進機構 理事・事務局長
細坪 信二 氏

オムロン（株） グローバル人財総務本部
保健師・産業カウンセラー
星野 寛子 氏

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～

13：00
サイボウズ（株） 人事部 副部長
青野 誠 氏

～
14：30

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
（株）エンファクトリー 代表取締役社長
加藤 健太 氏

（株）丸井グループ 健康推進部長 統括産業医
小島 玲子 氏

WS-5

BOS-4
＜グローバルBCP＞

＜テレワーク事例＞

多様化する危機へのグローバルBCP

働き方改革 Happy8
～生産性向上にむけた日産自動車の取り組み～

15:30
～

15:30
ニュートン・コンサルティング（株） シニアコンサルタント
久野 陽一郎 氏

17:00 海外勤務者を守る！ 三井E&S ホールディングスの
リスク管理体制とこれまでの対応
（株）三井E&S ホールディングス
人事総務部環境安全室 主管
奥山 元 氏

～

日産自動車（株）
ダイバーシティディベロップメントオフィス 室長
白井 恵里香 氏

17:00 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？
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 氏

敬称略。 2018/6/20現在

