2021 オンライン
年度
全日程
開催
ＢＣＰシリーズご好評につき、

全３回のシリーズ化決定！

製造業における

防災・減災対策セミナー
～ 災害に強い工場づくり ～

テーマ毎のお申込みも可能です！

第１回テーマ

第２回テーマ

第３回テーマ

「水害対策」

「地震対策」

「火災対策」

8．24（火）

9.28（火）

10．27（水）

想定される危険への理解を深め、今必要な対策を考察します

主催：
中部インダストリアル・エンジニアリング(ＩＥ)協会
協賛： 一般財団法人中部生産性本部 / 中部マーケティング協会

災害⼤国の⽇本で企業を守るため、取り組むことを考えます
昨今の新型コロナウイルスをはじめとした感染症や、地震・⽔害などの⾃然災害、⽕災などの⼈的災害と、常に企
業は多くの災害リスクにさらされています。災害発⽣時には、従業員や近隣地域への⼈的被害、操業への⻑期的な
被害に加え、サプライチェーンにも重⼤な影響を与えるおそれがあり、改めて企業防災のあり⽅が問われています。そこ
で本セミナーでは、災害に強い⼯場づくりを⽬指して、各回個別テーマを掲げ、専⾨家による講演や企業による事例
紹介により、想定される危険を理解し、必要な対策の在り⽅を考えます。

全⽇程オンラインにて開催いたします
「⽔害対策」

８⽉２４⽇（⽕）１３︓３０ 〜 １６︓２０

「地震対策」

９⽉２８⽇（⽕）１３︓３０ 〜 １６︓２０

「⽕災対策」 １０⽉２７⽇（⽔）１３︓３０ 〜 １６︓２０
※Ｚｏｏｍを使用いたします（カメラ・マイク機能は必要ございません）

＜第１回＞ ８⽉２４⽇（⽕）13:30〜16:20

台⾵シーズン到来︕ ⽔害対策

近年、⼤型台⾵や短時間で局所的に発⽣するゲリラ豪⾬が多発しており、各地で甚⼤な被害をもたらしています。地震と⽐較
し、企業における⽔害のリスクを想定した準備は、⼿薄な傾向があるとも⾔われており、災害時に予想以上の被害を受けることも考
えられます。現代の⽔害の特徴を学び、対策について考えます。

《講

演》 13:30〜15:00 （講演 80 分 質疑応答 10 分）

「気候変動により激甚化する⽔害からどのようにして命と暮らし、社会経済活動を守るか」
〜近年の豪⾬災害による住⺠、企業、病院、社会福祉施設、市役所等の被害を踏まえて〜

東京⼤学⼤学院

⼯学系研究科社会基盤学専攻教授

池内 幸司 氏

<プロフィール＞
1982 年 東京⼤学⼤学院⼯学系研究科修⼠課程修了、建設省⼊省
2006 年 内閣府（防災担当）参事官（地震・⽕⼭・⼤規模⽔害対策担）
2009 年 国⼟交通省 河川局河川計画課⻑
2013 年 国⼟交通省 近畿地⽅整備局⻑
2014 年 国⼟交通省 ⽔管理・国⼟保全局⻑
2015 年 国⼟交通省 技監（Vice-Minister for Engineering Affairs）
2016 年 東京⼤学 ⼤学院⼯学系研究科 教授（社会基盤学専攻） 現在に⾄る
2017 年 東京⼤学 地球観測データ統融合連携研究機構 機構⻑ 現在に⾄る

《事例紹介》 15:10〜16:20 （講演 60 分 質疑応答 10 分）

「千曲川決壊による本社⼯場浸⽔被害からの復旧」
〜取り組みの最前線から学ぶ本当の対策とは〜

仁科⼯業㈱

取締役社⻑

⻑野県にある仁科⼯業㈱は産業⾞両および建設機械の油圧制御機器
の製造・販売を⼿掛ける。２０１９年１０⽉、台⾵１９号に伴う千曲川
決壊により、本社⼯場の浸⽔被害を受けた。⼯場は稼働停止し、⽣産への
多⼤な影響があったが、取引先や地域関係者および関係会社などから多⼤
な⽀援を受けながら、被害状況の調査、復旧作業に取り組み、早期に稼働
再開を果たした。今回は、被災時の状況や、復旧活動の具体的な内容、現
在に⾄るまでの災害に強い⼯場を⽬指した取り組みについてお伺いする。

写真中央：浸水被害を受ける仁科工業

中野

卓 氏

＜第２回＞ ９⽉２８⽇（⽕）13:30〜16:20

いつかは必ず来る 地震対策

政府の地震調査委員会は 2018 年、今後 30 年間に南海トラフ地震が発⽣する確率を従来の「70％程度」から「70〜80％」
に引き上げました。地震規模はＭ８〜Ｍ９クラスと⾔われており、企業は引き続き対策を推し進めることで被害軽減をはかることが
重要となります。製造業における地震災害時の BCP 策定のポイントも含め、具体的な対策を考察します。

《講

演》 13:30〜15:00 （講演 80 分 質疑応答 10 分）

「過去の災禍に学び来たる大災害から製造業を守る」
〜いつか必ず来る⽇に備え、取り組むこと〜

名古屋⼤学

減災連携研究センター教授

福和 伸夫 氏

<プロフィール＞
1981 年 名古屋⼤学⼤学院⼯学研究科博⼠課程前期課程建築学専攻修了
1981 年 清⽔建設（株）原⼦⼒部⼊社
1982 年 ⼀級建築⼠（164759・82.4.15）
1989 年 ⼯学博⼠（名古屋⼤学・論⼯博 925・89.5.29）
1991 年 名古屋⼤学⼯学部助教授（建築学科）
1997 年 名古屋⼤学先端技術共同研究センター教授（環境・⽣命⼯学プロジェクト分野）
2001 年 名古屋⼤学⼤学院環境学研究科教授（都市環境学専攻 建築学系）
2009 年 構造設計⼀級建築⼠（建築⼠証交付番号第 2290 号, 2009.2.19）
2009 年 名古屋⼤学⼤学院環境学研究科副研究科⻑
2010 年 名古屋⼤学減災連携研究センターを兼務
2012 年 名古屋⼤学減災連携研究センター教授、センター⻑（2021.3 まで）

《事例紹介》 15:10〜16:20 （講演 60 分 質疑応答 10 分）

「大規模地震から学ぶ未来への備え」
〜グループ⼀丸で乗り越えた熊本⼤震災〜

アイシン九州㈱

元代表取締役社⻑

髙橋

寛 氏

熊本県にあるアイシン九州㈱は前震と本震で震度７を記録した熊本地震に
より、⼯場の天井クレーンが落下し⼤型プレス機が破損するなど、設備や建屋
に甚⼤な被害を受けた。誰もが復旧は⻑期に渡るものと直感した中、設備や
従業員を他の⼯場に移す⽅針を迅速に決定し、被災から約２週間後には順
次⽣産再開を果たした。また、被災した⼯場においては、グループの応援も含
め総⼒を挙げて復旧作業を進め、同時に耐震対策も強化した。震災を経てア
イシングループでは、安全や地震対策の再確認を⾏い、サプライチェーン維持の
改善にも取り組んでいる。今回は、地震発⽣時から復旧までの状況、今後の
震災に備えたＢＣＰ策定・改定のポイントなどについてお伺いする。

写真：工場の天井クレーンが落下した様子

＜第３回＞ １０⽉２７⽇（⽔）13:30〜16:20

意識向上と体制強化で防止 ⽕災対策

企業における防災意識が⾼まっている現代においても、⼯場⽕災は頻発しています。その原因は様々ですが、事故を未然に防ぐた
めには⽇常の点検、確認、対策が不可⽋です。今回は、実際の⼯場⽕災の事例より、具体的な発⽣原因や、⾒落としがちな問題
点を含め、⽇々の防災活動で取り組むべき点について考察します。

《講

演》 13:30〜15:00 （講演 80 分 質疑応答 10 分）

「⼯場⽕災の事例を踏まえた、陥りやすい防⽕上の問題点とは」
〜どうすれば⽕災事故は防げるのか〜

名古屋市消防局

予防部規制課危険物係⻑
予防部予防課違反是正係⻑

森島 政彰 氏
渡邉 夏樹 氏

《事例紹介》 15:10〜16:20 （講演 60 分 質疑応答 10 分）

「製造業の⽕災対策のこれから」
ＳＯＭＰＯリスクマネジメント㈱

シニアコンサルタント

１. 近年の製造業における⼯場⽕災の事例紹介―問題点の解説と対策
２. ⽕災事故が及ぼす二次被害、サプライチェーンへの影響
３. ⽕災対策の BCP 策定について

奥⼭ 憲昭 氏

２０２１年度

製造業における防災・減災対策セミナー
開 催 要 領

と

き：第１回「水害対策」２０２１年 ８月２４日（火） １３：３０～１６：２０
第２回「地震対策」２０２１年 ９月２８日（火） １３：３０～１６：２０
第３回「火災対策」２０２１年１０月２７日（水） １３：３０～１６：２０
開催形態：オンラインセミナー（Zoom を使用します）
対
象：会員企業の方々、災害対策に関わる部門責任者、担当者方々
参 加 費：

全３回セット申込み
（第１回～３回全てにご参加の方）

１テーマ毎の申込み

会員

一般

３５，２００円

４５，７６０円

１２，９８０円

１７，０５０円

※会員価格には、中部生産性本部、中部マーケティング協会会員が含まれます。
※視聴される方お一人当たりの金額です。
※消費税１０％込み

申込期限：
【全３回セット申込み】
「水害対策」・・ ８月１７日（火）
【１テーマ毎の申込み】
「水害対策」・・ ８月１７日（火）
「地震対策」・・ ９月２１日（火）
「火災対策」・・１０月２０日（水）
※申込期限に遅れる場合は予めご連絡ください。

① 講師の都合などの事情により、日程・時間・内容の変更をさせていただく場合がございます。
② 申込受付後、１人目の参加申込者の方宛に請求書及び受付確認書（人数分）をご送付申し上げます。
③ 参加費は、請求書に記載の期日までに指定の銀行口座へお振り込み願います。振込手数料は、お客様にてご負担下さい。

注 意 事 項
下記事項をご確認、同意の上、お申込みをお願いいたします。
１．講演の録画、録音、配布資料記載事項の無断転載、画面撮影、画面キャプチャー、SNS などへの掲載を固くお断りいたします。
その様な行為が発覚いたしました場合、事務局より削除を要請または講師より請求されます損害賠償を請求させていただき
ます。
２．当方に起因しないシステムトラブルにより画像・音声に乱れが生じた場合については、再送信や返金はいたしかねますので、あ
らかじめご了承ください。
３．申込者もしくは代理参加以外の参加はご遠慮願います。（オンラインの場合、視聴ＵＲＬ等は参加されるご本人のみ有効です。
第三者への転送はご遠慮ください。）
４．本注意事項については、代理参加となった場合は、代理参加者に自動的に適用されます。

申 込 方 法
当協会ホームページ（https://www.cpc.or.jp/ie/）トップ画面右上
の「募集中のセミナー」タブからお申込みください。

＜申込手続きの流れ＞
当協会ホームページ→募集中のセミナー

セミナー詳細ページ

募集中のセミナーは、
こちらからご確認い
ただけます。

お申込みはこちら
参加申込画⾯に必要事項記載、送信

「申込受付メール」が⾃動配信で届きますのでご確
認ください。受付登録後、ご請求書、受付確認書を
お送りいたします。

※WEB 申込が難しい場合は、ホームページより FAX 申込用紙を出力し、必要事項をご記入の上、FAX にてお送りください。
※個人情報の取り扱いについて
１． 参加申込によりご提供いただいた個人情報は、当本部の個人情報保護方針に基づき、安全に管理し、保護の徹底に努めます。なお、当本部個人情報保
護方針の内容については、当本部ホームページ（http://www.cpc.or.jp/）をご参照願います。参加されるご本人、ご連絡担当者の皆様におかれましては、
内容をご確認、ご理解の上、お申込いただきますようお願いいたします。
２． お申し込みをいただいた方へは各種セミナーのご案内をお送りする場合がございます。
３． 個人情報の開示、訂正、削除については、以下の窓口までお問合せください。
４． 本案内記載事項の無断転載をお断りします。
【個人情報に関する問合せ窓口 担当：齋藤・岩本 TEL 052-221-1261】

【お問い合わせ先】 中部インダストリアル・エンジニアリング（ＩＥ）協会 担当：堀部
〒460-0003 名古屋市中区錦２－１５－１５ 豊島ビル１１階
TEL 052-221-1261 FAX 052-221-1265 https://www.cpc.or.jp/ie/
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