
Report│ご報告

● ウィークリーセミナー 

次の通り開催しました。 

[WS0532]  「新春恒例 2018年 オフィスマーケット動向」
2017年1月10日（月）

● 初級FMスクール

2017年度の初級FMスクールを下記の３回、開催しました。
2017年8月7日（月）、10月13日（金）、12月1日（金）

【コンピュータ活用研究部会】
『FMで活用するICTシステム』出版記念講演 第1回目

講師 ： 部会長  天神 良久 （株式会社ケー・デー・シー）

ほか執筆者
2017年9月6日（水）

『FMで活用するICTシステム』出版記念講演 第２回目
講師 ： 部会長  天神 良久 （株式会社ケー・デー・シー）

ほか執筆者
2017年9月13日（水）

【公共施設FM研究部会】
「公共施設等総合管理計画策定内容から見た計画考察と
公共施設最適化事業計画事例及び民間主導型の
街づくり指針事例の紹介」
講師 ： 部会長  安蘇 秀徳 （東京美装興業株式会社）

2017年9月27日（水）

【品質評価手法研究部会】
「オフィスのトイレを語ろう」

講師 ： 部会長  野瀬 かおり （ファシリティマネジメント総合研究所）

           部会員  一澤  治（サッポロホールディングス株式会社）

2017年10月4日（水）

【BIM・FM研究部会】
「BIMはFMの強い味方」

講師 ： 部会長  猪里 孝司 （大成建設株式会社）

2017年10月25日（水）

【ユニバーサルデザイン研究部会】
「健康経営を支える場の力」

講師 ： 部会長  似内 志朗 （日本郵政株式会社）

2017年11月1日（水）

【人と場へのFM投資価値研究部会】
「人間の創造性を発揮させるワークプレイス」

講師 ： 部会長  岡田 大士郎 （株式会社スクウェア・エニックス）

2017年11月8日（水）

【FMプロジェクトマネジメント研究部会】 
「もうパッチワーク仕事はこりごり！

日常業務→プロジェクト化事例のご案内」
講師 ： 部会長  吉 井   隆 （株式会社ＮＴＴファシリティーズ）

             部会員  穂積 義剛 （株式会社内田洋行）

  岡田 明浩 （株式会社竹中工務店）

  長坂 将光 （グラクソ・スミスクライン株式会社）

  黒田 綾子 （ブリストル・マイヤーズスクイブ株式会社）

2017年11月10日（金）

【インフラマネジメント研究部会 】
「道路維持管理の日米比較」

講師 ： 部会長  渡邉 大介 （株式会社ガイアート）

2017年11月22日（水）

【ヘルスケアFM研究部会 】
「病院の現場から－FM手法を使ってみたら－」

講師 ： 部会長   森  佐絵 （多摩医療PFI株式会社）

2017年11月22日（水）

【キャンパスFM研究部会】
「大学の施設管理における大学のFM財務評価

―ファシリティコスト評価を中心に―」
講師 ： 部会長  一箭 憲作 （コクヨマーケティング株式会社）

2017年11月27日（月）

【エネルギー環境保全マネジメント研究部会】
「環境建築～サスティナブル都市の評価・認証」

講師 ： 部会長  塚田 敏彦 （株式会社ＮＴＴファシリティーズ総合研究所）

2017年11月28日（火）

【FM戦略企画研究部会】
「ファシリティマネジャーのためのＦＭ戦略の立て方」

講師 ： 部会長  高藤 眞澄 （株式会社NTTファシリティーズFMアシスト）

2017年11月29日（水）

【 FM 財務評価手法研究部会 】
「FM財務評価と企業財務の基本」

講師 ： 部会長  松成 和夫 （プロコード・コンサルティング）

2017年12月6日（水）

【 リスクマネジメント研究部会 】
「FMにおけるリスクマネジメント災害対応と事業継続の取組み」

講師 ： 部会長  上倉 秀之 （株式会社セノン）

2017年12月12日（火）

【 運営維持手法研究部会 】
「ファシリティマネジャーのための運営維持入門」その２

講師 ： 部会長  吉瀬   茂 （JPビルマネジメント株式会社）

2017年12月13日（水）

■ イベント・セミナー等 実施報告　

調査研究部会公開セミナー<秋の夜学校シリーズ>をウィー
クリーセミナーの一環として開催し、15部会が発表しまし
た。また、コンピュータ活用研究部会の発表は、大阪と名古
屋でも行いました。
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● 各種企画セミナー

「健康経営」シンポジウム

健康経営シンポジウムを、「人間と経営のためのファシリティ
マネジメント」をテーマに、５回にわたって開催しました。
第1回 「なぜ健康経営が必要なのか」
            2017年8月5日 (土)

第2回 「健康経営を『人』の視点から検証する」
            2017年9月16日 (土)

第3回 「国内外オフィス家具メーカーの取り組み」
            2017年10月7日 (土)

第4回 「健康経営の先進的な取り組み事例」
            2017年11月11日 (土)

第5回 「健康経営を実現する健康建築・ワークプレイス」
2017年12月9日 (土)

● FM上級セミナー
「グローバル化するFM－最先端・最前線のFMを知る」をテー
マに、FMの国際基準となるISOの発行、IoTやAIなどがFMに
もたらす最 新システムなどを含め、1）FMとICT、2）海 外FMと
ISO、3）FMのアウトソースという3つの切口から、下記の3日間
にわたって講演がありました。

2017年11月  2日（木）
2017年11月10日（金）
2017年11月17日（金）

秋の夜学校スペシャル in大阪・名古屋
【コンピュータ活用研究部会】

JFMAの「コンピュータ活用研究部会」では、ICT新技術の
調査を行い、報告書をまとめ出版しました。出版記念として
研究部会のメンバーが、大阪と名古屋で記念講演会を行
い、盛況のうちに終了しました。

講師 ： 天神 良久 （コンピュータ活用研究部会部会長）

森本 貞雄 （有限会社アルファ・アソシエイツ）

木村 圭介 （株式会社FMシステム）

秋山 克己 （日本メックス株式会社）

小木曽 清則 （日本メックス株式会社）

井野 昭夫 （株式会社構造計画研究所）

大田 　武 （プロパティデータバンク株式会社）

大　阪 ： 2017年12月7日（木）
名古屋 ： 2017年12月8日（金）

秋の夜学校スペシャル in 名古屋会場風景

ミニ FM フォーラム in 広島

ミニ FM フォーラム in 仙台 ミニ FM フォーラム in 福岡

秋の夜学校スペシャル in 大阪会場風景

経営者・総務担当必見セミナー in広島、in仙台、in福岡

「ファシリティマネジメント（FM）は経営を活性化する！」をテー
マに、下記の3カ所で『ミニFMフォーラム』を開催しました。

広島市/後援：広島商工会議所   

2017年10月21日(土)

仙台市/後援：仙台商工会議所   
2017年11月25日(土)

福岡市/後援：福岡商工会議所  
 2017年12月16日(土)

公共FMシンポジウムin沖縄

総務省より「公共施設等総合管理計画」が策定要請された
のを受け、建築・土木インフラともに実践事例を紹介できる
シンポジウムの第一弾を「公共施設等総合管理計画のその
後を実例から考える －箱物からインフラまで－」をテーマ
に、沖縄で開催しました。

共催 ： 株式会社久米電装
後援 ： 国土交通省インフラメンテナンス国民会議

2017年11月1日(水)
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