
会　期 2015年2月18日（水）～2月20日（金）
会　場  タワーホール船堀（東京都江戸川区）

JFMAフォーラム 2015
第 9 回 日本ファシリティマネジメント大会

日本社会を支えるファシリティマネジメント                        
－公共FM進展への貢献/民間の知恵を生かして－

メイン
テーマ

  JFMAフォーラム2015
見どころガイド
いよいよ「JFMA フォーラム2015」（第9回 日本ファシリティマネジメント大会）の季節になりました。

年に1度、国内外のファシリティマネジャーが一堂に集い、

FMに関する研究成果や実践事例などが発表される国内最大のFMイベントです。

開催に先駆け、テーマ別に今年の見どころをお伝えします。

13：30～14：00
● 主催者挨拶

「FMが変える地域経営」
坂本 春生　JFMA会長

14：00～15：30
● 基調講演

「地域経営の課題」
増田 寛也　元総務大臣

東京大学公共政策大学院客員教授
野村総合研究所顧問

15：40～17：10
● 特別講演

「日本のFM  今後の展望」
池田 芳樹　JFMA専務理事

2月18日（水）   会場 5階 大ホール

主催者挨拶・基調講演・特別講演
主　催 

公益社団法人 日本ファシリティマネジメント協会（JFMA）

後　援 

経済産業省　国土交通省　日本経済新聞社

協　賛（予定）

一般社団法人 ニューオフィス推進協会
公益社団法人 ロングライフビル推進協会
公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会
一般社団法人 日本建築学会
公益社団法人 日本建築士会連合会
一般社団法人 東京建築士会
特定非営利活動法人 日本PFI・PPP協会
一般財団法人 建築保全センター
公益社団法人 土木学会
一般社団法人 京都ビジネスリサーチセンター
公益社団法人 日本医業経営コンサルタント協会



FMの基本を学びたい

初級FMセミナー
2月18日（水） 17：40～20：50  会場 5階 大ホール　

JFMAフォーラムで毎年好評の「初級FM セミナー」が今年も
開催されます。
初級FM スクール講師陣によるエッセンスを短時間で学べます。
参加者のみなさんのご要望に応えて、今年は開催時間を
17：40からにしました。

公共FMの動向が知りたい

● 講演

公共FM
2月19日（木） 10：30～15：10  会場 2階 瑞雲
2月20日（金） 10：30～15：40  会場    同上　

公共FMの現状やPFI・PPP、鉄道や道路などのアセットマネ
ジメント、自治体の取り組み事例、自治体担当者によるパネ
ルディスカッションなど2日間にわたり公共FMをテーマにし
た講演が行われます。

経営や財務を深く知りたい

● 講演

経営・財務・CRE
2月19日（木） 10：30～17：40  会場 2階 桃源

金融機関やシンクタンクのコンサルタント、財務評価手法研
究部会、CRE研究部会による講演。
15：50からは、講演者全員で「これからのCRE、PREを考え
る」をテーマにパネルディスカッションが開催されます。

グローバルFMを体感する

アジアFMサミット
2月20日（金） 10：30～15：10 会場 4階 会議室401

アジア各国のFM団体、さらにIFMA（国際FM協会）の代表者
をお迎えして「アジアFMサミット」を開催します。
各国のFM最新動向が聞けます。発表やディスカッションは
すべて英語です。

すぐれたFMの事例を知りたい

JFMA賞受賞講演
2月20日（金） 10：30～17：40 会場 5階 小ホール

JFMA賞最優秀賞、優秀賞、特別賞、功績賞などを受賞した
団体による講演が行われます。FM の最新情報を得る絶好の
チャンスです。

ファシリティマネジャーとして自信をつけたい

● 講演

「戦略総務の実行力と成果」

2月19日（木） 10：30～12：20  会場 5階 小ホール　

戦略的FMやマインドを分かりやすく解説し「FMの伝道師」
と呼ばれるクレイグ・カックスさんによる講演とファシリティ
マネジャーのFMクレド体験が語られます。

経営の視点から病院FMを考える

● 病院FMシンポジウム

「実力病院のベストプラクティスに学ぶ」
2月19日（木） 13：20～15：10  会場 5階 小ホール　

医療環境の変化や経営課題にFMがいかに貢献できるか。
亀田総合病院院長と倉敷中央病院副理事長に医療経営の
視点からお話をうかがいます。
また、実力病院の優れた実践事例を通して、さまざまな切り
口により検証します。
モデレーターは日本医業経営コンサルタント協会理事の伊
藤 一章さん。

● 講演

CBRE PRESENTS
2月20日（金） 10：30～17：40  会場 2階 桃源　
＊詳細はホームページ等をご覧ください。



次世代の人材育成・FM教育

JFMAアカデミーサミット
2月20日（金） 15：50～17：40 会場 4階 会議室401

「FM 教育を考える」をテーマにしたシンポジウム。大学にお
けるFM 教育、海外のFM 教育の実情などを通してFM 教育
の重要性や課題などを明確にします。JFMA フォーラム初企
画です。

国土強靭化やレジリエンスの潮流を知る

● 講演

リスクマネジメント・BCP
2月19日（木） 10：30～17：40  会場 2階 蓬莱　

FMにもリスクマネジメントや事業継続計画（BCP）の視点が
不可欠です。全国で頻発している自然災害やさまざまなリ
スクに対応するためにも、強くしなやかな国にするためにも
一見の価値があります。

コンピュータを活用した最先端のFM技術

● 講演

BIM/ICT
2月20日（金） 10：30～17：40  会場 2階 福寿

コンピュータで3Dの建物情報モデルを構築するBIM（ビル
ディングインフォメーションモデル）のガイドラインや運用、
本格的なBIM の導入事例やビルメンテナンスでの活用など
最新の事例が紹介されます。

FMの知見を深める

● 講演

調査研究・他

FM一般

2月20日（金） 10：30～17：40  会場 2階 平安

2月20日（金） 10：30～17：40  会場 2階 蓬莱
情報共有、まちづくり、商業施設におけるFM サービスなど、
さまざまなFM の実践事例が紹介されます。

ワークプレイスの最新情報を知りたい

● 講演

ワークプレイス・多様性
2月19日（木） 10：30～17：40  会場 2階 平安

知識創造やイノベーションを生み出すためのワークプレ
イスには、多 様性（ダイバ ーシティ）の 視 点 が 不 可 欠 に
なっています。ワークプレイスと知的生産性、プログラミン
グ、コワーキングスペースなどさまざまな事例や研究結果
が発表されます。

FMのネットワークを広げたい

ネットワーキングパーティ
2月19日（木） 18：30～20：50  会場 2階 瑞雲

2日目の夕方からはJFMA賞受賞祝賀会、ネットワーキング
パーティが開催されます。
JFMA賞受賞団体をはじめ、JFMAフォーラム参加者が集う
にぎやかなパーティです。

＊事前申し込み、パーティ参加費が別途必要です。

環境・省エネルギーをもっと考えたい

● 講演

環境・省エネルギー
2月19日（木） 10：30～17：40  会場 2階 福寿

環境保全やエネルギー問題はFM の大きなテーマのひと
つです。公共施設の省エネや東京都の助成制度、さらには
再開発複合施設や大学の取り組みなどが発表されます。

FMサービスや技術のトレンドを知りたい

展示会
2月19日（木）～2月20日（金） 10：00～18：30  
会場 1階  展示ホール           （20日は18：00まで）

展示会会場では、20社以上が出展する展示会場では、最新
のFM技術やサービスに関する展示やデモが行われます。
FMのトレンド情報が集められます。おもてなしスポンサーに
よるコーヒーの無料サービスも好評です。




