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ご挨拶

平素は、本会諸事業に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
本年２月に開催しました第14回日本ファシリティマネジメント大会

「ファシリティマネジメントフォーラム２０２０」におきましては、ご
支援ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
まさに新型コロナウイルス感染者数が増加する直前の開催で、ネット

ワーキングパーティと一部シンポジウム等は中止とさせていただきまし
たが、幸いトラブルもなく、予定したプログラムにて実施することがで
きました。２月19日（水）から21日（木）の3日間で、受付入場者数
2,789名、セミナー参加者総数5,605人の方々にご参加いただき、ファシ
リティマネジメント（FM）の普及・定着・発展に寄与できた大会と考え
ております。
本年度は、コロナ禍の中、さまざまな要因を検討しました結果、Web

配信で対応することと致しました。開催日程は、2021年2月17日（水）
から2月26日（金）まで、「フォーラムウィーク」と称し、第1週（2/17
～19）はライブ配信、第2週（2/22～26）はオンデマンド配信での開催
を計画しております。また、第1週の3日間は、状況が許せば、毎年開催
しているタワーホール船堀の小ホールで、三密を回避し、ライブビュー
イングを開催できればと考えております。
毎年、本大会には、ＦＭユーザー、プロバイダー企業、官公庁、地方

公共団体、ＦＭ専門家、学識経験者、学生等々様々な業種業態、まさに
産官学民が集まり、ＦＭの知見・知識を学ぶだけでなく、交流する場で
もあります。今年の大会は、Web配信で、全国の皆様に気軽に参加いた
だけますので、今まで以上に多くの方々にご参加いただける予定です。
是非、この機会を捉え、「応募講演」にご応募いただき、全国の皆様

に、ＦＭの素晴らしさを発信いただけましたら幸いです。

2020年11月吉日
公益社団法人日本ファシリティマネジメント協会

会長 山田匡通
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下記の通り『ファシリティマネジメントフォーラム2021』応募講演を募集いたします。
奮ってご応募いただきますようお願い致します。

記

大会テーマ ニューノーマル時代の経営とファシリティマネジメント
―新サスティナブル社会のまち･建築･ワークプレイス―

講演内容 上記大会テーマに沿い、ＦＭに関連し最近行った調査や研究の成果、ＦＭ戦略
やＦＭ実務、事例、施設及び製品・サービス等の開発過程・仕組・情報など公
表に値するものを幅広く募集します。

講演方法 Power Pointスライドショー等を用いた、45分間（時間制限厳守）のプレゼン
テーションを、「Zoom」録画等にて自主収録いただき、その動画ファイル
（.mp4など）をご提出ください。JFMA動画配信サイトにて、2021年２月22日
より５日間オンデマンド配信します。

応募資格等 個人正･準会員、法人正・準会員の企業･団体等に所属する役員並びに社員の方。
各個人１講演、各企業・団体からも１講演のみの募集となります。また、別添
の「応募講演」講演規約に反した場合は応募資格を失います。ご注意ください。

募集期間 2020年11月５日（木）9:00 ～ 2020年12月1日（火）17:00

申込方法 弊協会ホームページの『応募講演』申込書をダウンロードし、必要事項を入力
後メールに添付しファシリティマネジメントフォーラム2021 事務局（大野）
宛てにご送信ください。
・申込書掲載場所：http://www.jfma.or.jp/
・申込書送信先 ：fm-forum@jfma.or.jp

申込・講演料 無料

講演者の決定 申込書の記載事項に基づき、厳選の上2020年12月４日（金）までにご連絡いた
します。

講演データ ご講演動画ファイルを2020年12月23日（水）17:00までにご提出ください。
動画ファイルは、ご利用可能なファイル転送サービスをご利用いただくか、
USBメモリ、DVDなどのメディアにてご送付ください。
・ファイル送信先： fm-forum@jfma.or.jp
・メディア送付先：〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町2-13-6浜町ビル6F

ファシリティマネジメントフォーラム2021事務局
担当：大野高幸

講演時配布資料 講演時視聴者の方々に事前配布資料がある場合は、その資料データを講演デー
タと共に上記期日までにご提出ください。

資料の公開 講演概要、配布資料等を機関誌「JFMAジャーナル」及び「弊協会ホームペー
ジ」に掲載いたします。講演概要を1,000～1,200字に内容をまとめ、2021年
１月29日（金）までにご送付ください。
また、JFMA機関誌、ホームページへの掲載を辞退される方は、その旨を上記
期日までにご連絡ください。
（資料の公開に関する詳細は、後日、協会広報担当よりご案内いたします。）

お問合せ先等 公益社団法人日本ファシリティマネジメント協会
ファシリティマネジメントフォーラム2021事務局 担当：大野高幸
TEL : 03-6912-1177 FAX : 03-6912-1178 e-mail : fm-forum@jfma.or.jp
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「応募講演」講演規約

本書面は、主催者（公益社団法人日本ファシリティマネジメント協会）と、応募講演決定者の間
において、「ファシリティマネジメントフォーラム2021」期間中に配信する『応募講演』に関する
講演規約です。内容は以下の７項です。

１．講演基準
応募講演とは、公益社団法人日本ファシリティマネジメント協会（以下、JFMAと表記）へ

JFMA個人正・準会員及び法人正・準会員の企業・団体等に所属する役員並びに社員の方が応募
され、JFMAにて審査の結果「応募講演」と認めた講演とさせていただきます。

２．講演者の限定
講演者は、応募時に講演者登録された方が実施してください。原則、講演者は、自身の講演

を「Zoom」などにて収録し、指定された期日までにその収録データ（.mp4等の動画ファイ
ル）を提出してください。なお、天災・人災等不慮の事態により、講演者を交代する際は、
JFMA事務局担当者に届出てください。この報告を怠った場合は、JFMAは当該講演の配信を中
止させていただく場合があります。

３．講演データの納期について
講演者は、「募集要項」にて定めた講演収録データの納期を厳守してください。第２項と同

様に納期を守れない場合は、JFMAは当該講演の配信を中止させていただく場合があります。

４．講演会場のセッティングについて
事前提出の講演データにおいて、セッティング（照明、背景、その他ホワイトボ－ドの記載

等）がJFMA主催講演として相応しくないあるいは不適切と判断した場合は、JFMAは当該講演
の配信を中止させていただく場合があります。

５．講演者の身だしなみ及びプロモーション活動の禁止
講演者は、その講演にふさわしい服装を着用してください。所属企業・団体をアピールする

特定のコスチューム及び服装の全体あるいは一部でも政治・思想宣伝活動に結び付けられるよ
うなものを着用して講演することは禁止事項と致します。また過度に露出していると判断され
る服装の着用も禁止します。さらに、講演内容が所属企業・団体のデモンストレーションやPR
行為も禁止事項です。万が一、そのような講演データの場合、JFMAは当該講演の配信を中止さ
せていただく場合があります。

６．講演内容の変更及び講演取り消し規定
一度申し込まれた応募講演に対する変更または取り消しについては、JFMA事務局の担当者の

承諾を得てください．講演決定後の取り消しについては以下の期間までと致します。
期間：2020年12月9日～2020年12月23日

７．準拠法および法の遵守
本規約は、日本法を準拠法とします。応募講演者は、日本及び弊協会が所属する地方自治体

の法律・規制・条例を遵守してください。

附則
本規約は2020年10月30日制定、2020年11月1日～2021年2月28日の間、適用と致します。

公益社団法人 日本ファシリティマネジメント協会
会 長 山田 匡道
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『応募講演』申込フォーム（記入例）

応募講演のお申込に際しては、弊協会ホームページの『応募講演』申込書をダウンロードし、必要事
項を入力後メールに添付しファシリティマネジメントフォーラム2021 事務局（大野）宛てにご送信
ください。 募集期間は、2020年11月5日（木）9:00 ～ 2020年12月1日（火）17:00 です。

申込書掲載場所：http://www.jfma.or.jp/

ファシリティマネジメント フォーラム2021 事務局（大野）宛て
e-mail送信先： fm-forum@jfma.or.jp 申込日 2020年 月 日

〒

＊複数人で講演される場合には講演者②もご記入ください

＊視聴者へ事前資料配布を希望される場合は、上記期日でこちらもご提出ください

● 配布する 配布しない

＊動画ではなく、「JFMAジャーナル」「ホームページ」に掲載する文字データです

● 公開可 公開資料は別途提出 公開不可3) 公開資料の公開可否

2012年　ファシリティマネジャー資格試験合格

《発表資料ご確認事項》　　　＊２）～３）項についてはいずれかに印をつけてください

1) 講演データ(動画) 提出期日
2020年12月23日（水）までにご提出してください
提出データ仕様：　Zoom録画等の動画ファイル（.mp4など）

サイクルを回していくことが基本であることを発表します。
ファシリティマネジメントとは、決して難しい経営手法ではなく、人事・経理・情報管理と同じように、「ＰＤＣＡ」

2000年　エフエム トレーディングに入社、同年総務部に配属
職務経歴

2017年～社内外にて、ファシリティマネジメントに関する教育活動を展開中

2) 配布資料データ

発表内容概略　(400字以内)
ファシリティは、人・金・情報とともに重要な経営資源のひとつですが、現在、日本人経営者の大半が
この資源を軽視していると言わざるを得えないと考えます。ファシリティという経営資源をもっと上手く
マネジメントしていけば、経営状況を好転させるばかりでなく、社員や顧客の満足度を向上させ、社会や地球
環境に貢献していきます。その理解度を深めていただくために弊社で取り組みましたＦＭ実践実務の用いて

e-mail 電話

講演タイトル (20字以内) 今こそ『第４の経営基盤』強化せよ！！

講
演
者
②

氏　名
フリガナ
漢 字

勤務先
所属部署・役職

講
演
者
①

氏　名
フリガナ ニホンバシ　タロウ
漢 字 日本橋　太郎　　*連絡担当者と同じ場合には、同上とご記入ください

勤務先 同上
所属部署・役職 執行役員　総務部長

緊急連絡先 携帯電話 080-1111-2222

e-mail forum2000@jfma.or.jp 電話 同上

所属部署・役職 総務部　主任

e-mail forum2021@jfma.or.jp 電話 03-6912-1177

勤務先住所 103-0007
東京都中央区日本橋浜町2-13-6　エフエムビル６階

11 28
ファシリティマネジメント フォーラム2021 「応募講演」 申込書

連
絡
担
当
者

氏　名
フリガナ ハマ　マチヨ
漢 字 浜　町代

勤務先 株式会社　エフエム　トレーディング
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