JFMA
ＦＭ秋の夜学校 2020

【第9夜】11/25(水)

【第1時限】

【第2時限】

品質評価手法研究部会

運営維持手法研究部会

部会長 野瀬 かおり 氏

「コロナ禍に考えるファシリティの品質」

【第10夜】12/02(水)

「ファシリティマネジャーのための
運営維持入門／初心者編」
ファシリティマネジャーの取組みの『きっかけ』を提供しま
す。FMの原点、運営維持とは、ファシリティマネジャ―の
資質(視点や業務のポイント)等、運営維持について理
解を深めていただければと思います。

※ 毎夜水曜日 18:15～20:00 ZOOMウェビナーによるWebセミナー
2020年は 『コロナに勝つ！』 がテーマ … JFMA18部会の各種活動報告をお楽しみください！
９月

７つの評価軸の基本的な考え方を示すとともに、部
会員が経験した感染症拡大の中での働き方とこれから
のファシリティマネジメントついて考察する。

（

部会長 吉瀬 茂 氏

【第２夜】
10/07
（水）

【第11夜】12/09(水)

★座談会(1)

★座談会(2)

「ウィズコロナにおけるオフィスのリスク対策」

「アフターコロナのオフィス・ワークスタイル」

【第１夜】
9/30
（水）

「健康で安全な施設・運営のための「WELLヘルスセーフティ評価」」

こころとからだのウェルビーイング研究部会

【第４夜】
10/21
（水）
【第５夜】
10/28
（水）

【セミナー概要】

・開催方式 ZOOMウェビナーによるWebセミナー
※ 詳しい参加方法については、JFMAホームページをご参照ください
・開催時間 18:15～20：00 ※秋の夜学校は、１夜につき2部会・２時限共に参加をお願いします。
・参加費用 JFMA会員 1,000円 一般 2,000円 ※支払いは請求書払いとなります

【第６夜
11/04
（水）

【参加申込方法】

【第７夜】
11/11
（水）

ニューノーマル時代の働き方とオフィスの再定義 FMに出来ること

人と場へのFM投資価値研究部会
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【第８夜】
11/18
（水）

【お問合せ先】
公益社団法人 日本ファシリティマネジメント協会（JFMA）

※ 詳しくはホームページ(ウィークリーセミナー) をご覧下さい

【第９夜】
11/25
（水）
12

月

〒103-0007
東京都中央区日本橋浜町 ２-１３-６ 浜町ビル６Ｆ
電 話： ０３-６９１２-１１７７
ＦＡＸ： ０３-６９１２-１１７８
ＵＲＬ： http://www.jfma.or.jp/

ワークスタイルのパラダイムシフトと「未来オフィス」の在り方

エネルギー環境保全マネジメント研究部会

持続可能性からみる地球環境の行方-新型コロナ禍の影響を踏まえて-

キャンパスFM研究部会

ウィズコロナ、アフターコロナ 大学のこれからのニューノーマル

リスクマネジメント研究部会
ヘルスケアFM研究部会
CREマネジメント研究部会
FM財務評価手法研究部会

感染症対策リストとＦＭリスクマネジメントの見直し
コロナで浮き彫りになった、病院の育て方とＦＭの役割
Withコロナ:New Normal のCREM戦略
FM財務評価ハンドブック2020

インフラマネジメント研究部会

都市の自立性とレジリエンスを再考する(仮)ｰ新型コロナウイルス感染から学ぶべきこと-

公共施設FM研究部会
FMプロジェクトマネジメント研究部会
FM戦略・企画研究部会

月

・必ず事前に参加申込みをお願いします。
・JFMAホームページ(ウィークリーセミナーページ）の 「Web入力フォーム 参加申込み」 よりお申込みください。
（JFMAトップページMENU 「セミナー・報告会」 ＞ 「ウィークリーセミナー」 ）

健康経営とワークプレイス

オフィス・ワークプレイスの知的生産性研究部会

月
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【第３夜】
10/14
（水）

ユニバーサルデザイン研究部会

コンピュータ活用研究部会
BIM・FM研究部会
品質評価手法研究部会
運営維持手法研究部会

コロナ禍における個別施設計画のあり方
企業オフィスのニューノーマル対応動向
コロナ禍をチャンスに変えるFM戦略
コロナ下で実施：オフィスサーベイデータからのご報告
コロナに勝つ BIMはFMのDXのプラットフォーム
コロナ禍に考えるファシリティの品質
ファシリティマネジャーのための運営維持入門／初心者編

12/2(水)

★座談会 (1)

ウィズコロナにおけるオフィスのリスク対策

12/9(水)

★座談会 (2)

アフターコロナのオフィス・ワークスタイル

※ 講演スケジュール・内容については、予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。

【第1夜】 9/30(水)

【第1時限】

【第2時限】

ユニバーサルデザイン研究部会

こころとからだのウェルビーイング研究部会

部会長 似内 志朗 氏

「健康で安全な施設・運営のための
「WELLヘルスセーフティ評価」」
新型コロナは高齢者や疾患のある者にとって特に危
険。今年6月WELL認証を運営するIWBI発表の評
価法を、施設利用安全性の目安として紹介。

部会長 高原 良 氏

（

【第5夜】10/28(水)

【第1時限】

CREマネジメント研究部会

ｵﾌｨｽ・ﾜｰｸﾌﾟﾚｲｽの知的生産性研究部会

部会長 齋藤 敦子 氏

FM財務評価手法研究部会

部会長 大野 晃敬 氏

「健康経営とワークプレイス」

「Withコロナ
: New Normal のCREM戦略」

健康経営におけるワークプレイスの役割、FMのポイン
トをご紹介します。加えてテレワークにおいて配慮すべき
健康上のリスクと対策も解説致します。

コロナ禍下において、働き方改革が否応なく進んでき
ている。ハード、ソフト両面から潜在的ニーズを捉えた
CRE戦略とはどのようなものか、その内容を検証する。

【第2夜】10/07(水)
【第1時限】

【第2時限】

部会長 大山 信一 氏

（

「FM財務評価ハンドブック2020」
FM施策の実施や組織内での合意形成に不可欠な
FM財務評価をわかりやすく解説した「FM財務評価ハ
ンドブック2020」の概要を紹介します。

【第6夜】11/04(水)

【第2時限】

人と場へのFM投資価値研究部会

部会長 岡田 大士郎 氏

【第1時限】

【第2時限】

インフラマネジメント研究部会

部会長 中川 均 氏

公共施設FM研究部会

部会員 千葉 亨二 氏

「ニューノーマル時代の働き方と
オフィスの再定義 FMに出来ること」

「ワークスタイルのパラダイムシフトと
「未来オフィス」の在り方」

「都市の自立性とレジリエンスを再考する(仮)
-新型コロナウイルス感染から学ぶべきこと-」

「コロナ禍における個別施設計画のあり方」

コロナによって強制的に働き方・暮らし方がアップデート
された今、ニューノーマルを支えるオフィスはどうあるべき
か？FMの役割と共に解説する。

ポストコロナの時代、「働き方」や「オフィス」の機能と役
割がどのように変容するのか。その進化に「適応」していく
FM投資の在り方を考察する。

感染拡大防止のためにとられた施策から見えてきた都
市間交通・流通の課題について示唆に富んだ知見を
出席者に述べてもらう。

インフラ老朽化の推進に関する関係省庁連絡会議
で提起された「インフラ長寿命化基本計画」に基づき、
コロナ禍の中で、全国で策定中の「個別施設計画」の
あり方を板橋区の実践を通して考察します。

【第3夜】10/14(水)
【第1時限】

エネルギー環境保全マネジメント研究部会

部会長 横山 健児 氏

【第7夜】11/11(水)
【第1時限】

【第2時限】

キャンパスFM研究部会

部会長 藤村 達雄 氏

FMプロジェクトマネジメント研究部会

部会長 吉井 隆 氏

【第2時限】

FM戦略・企画研究部会

部会長 高藤 眞澄 氏

「持続可能性からみる地球環境の行方
-新型コロナ禍の影響を踏まえて-」

「ウィズコロナ、アフターコロナ
大学のこれからのニューノーマル」

「企業オフィスのニューノーマル対応動向」

「コロナ禍をチャンスに変えるFM戦略」

持続可能性の定義や環境対策の変遷に基づき地球
環境問題の最新動向を解説すると共に、新型コロナ
禍による社会的変化が及ぼす影響について推察する。

コロナ禍において実施した感染対策の検証を踏まえ、
キャンパスＦＭの視点から大学におけるウィズコロナ、ア
フターコロナのニューノーマルを想定する。

各企業はコロナウィルス発生に伴う緊急対応を施した
が当面のウィズコロナ期間を経て、オフィスのあるべき姿、
CRE戦略が変わりつつあり、各企業の動向からニュー
ノーマル対応を考察する。

コロナ禍の影響は社会全般に及ぶが、新たな価値創
造の可能性も見える。FM戦略の視点から「多様な働
き方により生産性を向上させるオフィス戦略」と「Wellbeingを実現する環境管理」を検討する。

【第4夜】10/21(水)
【第1時限】

リスクマネジメント研究部会

部会長 上倉 秀之 氏

【第8夜】11/18(水)
【第1時限】

【第2時限】

ヘルスケアFM研究部会

部会長 森 佐絵 氏

コンピュータ活用研究部会

部会員 森本 卓雄 氏

【第2時限】

BIM・FM研究部会

部会長 猪里 孝司 氏

「感染症対策リストと
ＦＭリスクマネジメントの見直し」

「コロナで浮き彫りになった、
病院の育て方とＦＭの役割」

「コロナ下で実施：
オフィスサーベイデータからのご報告」

「コロナに勝つ
BIMはFMのDXのプラットフォーム」

新型コロナウイルス感染対策として施設の感染症対
策のチェックリストの活用とテレワーク等の浸透によるＦ
Ｍに関係するリスクマネジメントの見直しについてお話し
します。

試行錯誤の最中にある医療福祉施設のコロナ対応
を紹介しながら、緊急事態下で見えてきた組織風土に
対し、ＦＭがどう寄与できるかを考えます。

コロナ下で実施されたオフィスサーベイシステムの結果
から、何が変わったのか！（オフィスサーベイ：社員の
仕事や働く環境を把握するアンケート調査）

BIMは、ファシリティマネジャーが建物のデジタル情報を
獲得する仕組みです。FMのDXに不可欠なBIMによる
建物デジタル情報について説明します。

