
~次の時代を担うトップランナーが集い、次のステージを語る~

「レジリエンス　格付け」ジャパン
サミット2020

2020年2月27日（木）/28日（金）開催日 東京国際フォーラム ホールD7場所

主催：「レジリエンス×格付け」ジャパンサミット2020実行委員会

STOP
感染症

SDGs

地方創生

地域包括ケア

国土強靭化

「レジリエンス×格付け」ジャパンサミット2020実行委員会は、
一般社団法人レジリエンスジャパン推進協議会、一般財団法人格付けジャパン研究機構、

一般社団法人地域産業活性協会、レジリエンスセールスエージェンシー株式会社で構成されています。
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これまで、熊本地震で被災した白山姫神社、東日本大震災で被災した福島県双葉町の諏訪神社を無償で再建、寄贈し地域復興を
支援してきた災害被災神社再建・地域復興プロジェクトの第三弾。記者発表会では今回の再建神社を発表。フォーラムでは「神
社、お寺を地域の防災拠点に！」という新しいコンセプトのもと、レジリエンス、防災の新たなステージについて議論いたします。

全体のプログラム構成

新型コロナウイルスによる新型肺炎が今大きな社会問題になっていますが、今年は史上空前のマスギャザリングでもある東京オ
リンピック・パラリンピックも開催予定となっており、近年毎年起こっている自然災害がこれに合わさるとこれまでにも類を見ない
感染症拡大の可能性も指摘されています。
それを防ぐためにどうすべきか？感染症の第一人者が勢揃いする、STOP感染症2020戦略会議からの緊急提言と合わせ、最前
線のソリューションについても議論していきます。

STOP感染症2020フォーラム
「新型肺炎対策緊急提言と東京オリンピック・パラリンピックヘ向けた感染症対策」

セッションA

セッションB

セッションC

セッションD

セッションE
第1回レジリエンスジャパンサミット

～民間主導で国土強靭化を！～

レジリエンス格付けラウンドテーブル&認定式

次世代型FC(フランチャイズ チェーン)ビジネス最前線
～障害者福祉×空き家対策×レジリエンス～

神社を地域の防災拠点に！
災害被災神社再建・地域復興プロジェクト記者発表会＆フォーラム

日本では、重度障害児の放課後デイサービスは現状において圧倒的に不足しており大きな社会問題となっています。一方で日本
の空き家問題も深刻化しています。これらを一緒に解決できるとともに、障害者の災害時の対策への答えともなる新しいビジネス
モデルについて紹介するとともに、今後のレジリエンスビジネス、FCビジネスのあり方についても議論していきます。

都市や企業をレジリエンスの視点でどう格付けしていくか？は、 従来から多くの議論があります。今回、一般社団法人レジリエンス
ジャパン推進協議会と一般財団法人格付けジャパンとのコラボレーションにより、新たな『 レジリエンス格付け』 をスタートしました。
その第1号認定式とともに、今後のレジリエンス格付けについての議論を行うラウンドテーブルを行います。

国土強靱化大賞（ジャパン・レジリエンス・アワード）歴代受賞企業・団体、国土強靱化貢献団体認証（レジリエンス認証）の歴代認
証企業・団体、「国土強靱化民間の取組事例集」（内閣官房）最新版掲載企業・団体、レジリエンスジャパン推進協議会の戦略会議・
研究会WG の委員企業・団体等、先駆的取り組みをされている企業・団体を一堂に会し、国土強靱化の次のステージを議論する
とともに、国土強靱化先駆者のネッ トワークを構築して今後の国土強靱化推進の一助としていくことを目的に開催する。



プ ロ グ ラ ム
セッションA

セッションB

記者発表会

フォーラム

金谷 年展氏(一般社団法人レジリエンジャパン推進協議会総研所長)
・神社やお寺を防災拠点にすることの重要性、防災の新たなかたち

〈プレゼンテーション1〉神社やお寺を防災拠点にするということ

河崎 悠有氏(株式会社アクアム社長)・空気から水を創り出す製水器が防災拠点にあることの重要性
〈プレゼンテーション2〉アクアム 「製水器」

上野 晃社氏(dinntecoJAPANセールスマネージャー)・避雷針を設置し、防災拠点を守る
〈プレゼンテーション3〉dinntecoJAPAN 「落雷させない避雷針」

横山 英子氏(元復興庁復興推進委員会委員)
〈プレゼンテーション4〉宮城県の復興に関して

吉村 直巳氏(株式会社木の城たいせつ代表取締役社長) / 前田 雅彦氏(株式会社木の城たいせつ取締役)
今回の新プロジェクトの概要説明

ご来賓挨拶
古屋 圭司(初代国土強靭化担当大臣) / 伊藤 英司氏(閖上湊神社宮司)

主催者挨拶　
吉村孝文氏（株式会社創建代表取締役会長）

木の城モデル「INOCHI」発売の背景・意図 / 災害被災神社再建・地域復興プロジェクトの紹介、等

神社を地域の防災拠点に！
災害被災神社再建・地域復興プロジェクト記者発表会＆フォーラム

STOP感染症2020フォーラム
「新型肺炎対策緊急提言と東京オリンピック・パラリンピックヘ向けた感染症対策」

※プログラムは変更になる可能性があります。

「新型肺炎対策緊急提言」及び「ストップ感染症2020戦略会議中間報告」第1部
賀来 満夫（東北医科薬科大学特任教授） / 加来 浩器（防衛医科大学 教授） / 國島 広之（聖マリアンナ医科大学教授）

「紫外線照射殺菌による感染症対策  新しい空気環境対策」第4部
賀来 満夫（東北医科薬科大学特任教授） / 木原 寿彦（株式会社エネフォレスト代表取締役）

「感染症対策と腸内フローラ プロバイオティクスとは？」第3部
賀来 満夫（東北医科薬科大学特任教授） / 國島 広之（聖マリアンナ医科大学教授） / 高橋 志達（ミヤリサン製薬株式会社 事業戦略部長）

「注目される持続除菌の除菌剤と感染症対策」第2部

「持続除菌性N0.1は？除菌剤格付け結果発表」
トークセッション「今求められる持続除菌という考え方」

賀来 満夫（東北医科薬科大学特任教授） / 阿部 洋史（富士フイルム株式会社 メディカルシステム事業部統括マネージャー）

<パネリスト>吉村孝文会長 / 吉村直巳社長 / 横山 英子氏 / 河崎 悠有氏 / 上野 晃社氏

パネルディスカッション

コーディネーター ： 金谷 年展氏

神社、お寺を防災拠点に! レジリエンス、防災、これからの防災拠点のあり方



金谷 年展 （レジリエンスジャパン推進協議会総合研究所所長）

主催者挨拶

小倉 丘礼 （株式会社Granny代表取締役会長）

プレゼンテーション①

<パネリスト>
清水 兼悦 （北海道作業療法士協会会長、札幌医科大学保健医療学部臨床教授）
横山 英子 （財団法人格付けジャパン研究機構理事、元復興推進委員会委員）
小倉 丘礼 （株式会社Granny代表取締役社会長）
高柳 慶一郎 （株式会社LIXIL住宅研究所部長）

パネルディスカッション

高柳 慶一郎 （株式会社LIXIL住宅研究所  執行役員FC本部ワンストップハウジング事業部部長）

コーディネーター ： 金谷 年展 （レジリエンスジャパン推進協議会総合研究所所長）

プレゼンテーション②

第一回「３つ星レジリエンスシティ」、「3つ星レジリエンスカンパニー」認定発表

新制度「レジリエンス格付け認定」発表 

「国土強靭化推進と３つ星レジリエンス格付け」ラウンドテーブル
コーディネーター：芝浦工業大学 増田幸宏教授

パネリスト：宮村 和谷氏（PWCあらた監査法人パートナー リスクアシュアランス部門）
浅沼　博　（千葉大学大学院教授）

３つ星レジリエンス認定 企業・自治体より

データプレミアムNo1格付け認証説明
蓮沼 肇（一般財団法人格付けジャパン研究機構 代表理事）

３つ星レジリエンスシティ認定式・・・２自治体
３つ星レジリエンスカンパニー認定式・・11社

「レジリエンス格付け」認定式
プレゼンター : 柏木 孝夫理事

次世代型FC(フランチャイズ チェーン)ビジネス最前線
～障害者福祉×空き家対策×レジリエンス～

セッションC

セッションD

レジリエンス格付けラウンドテーブル&認定式

※プログラムは変更になる可能性があります。

「重度障害児福祉の現状と放課後デイサービスの課題そして新たなビジネスソリューション」

「重度障害児のデイサービスの課題解決への空き家、空き地活用戦略」

「社会問題解決型FCの時代へ」

データプレミアム認証製品
①長万部アグリ社「ENRICHMINITOMATO」（No.1認証）
②コロナ社「 ナノミストサウナナノリッチ」 （No.1認証）
③富士フイルム社「HydroAg+」 （No.1認証）
④道路下陥没対策No1自治体 
　東京都大田区・大阪府堺市 （No.1認証）
⑤DINNTECO JAPAN 落雷しない避雷針 （TopRunner認証）
⑥Granny×LIXILビジネスモデル （TopRunner認証）

データプレミアム認証製品   認証式
プレゼンター : 横山 英子理事

「レジリエンス格付け」認定団体
①京都市②富山市③ユアサ商事株式会社
④大成建設株式会社⑤宮坂建設工業株式会社
⑥株式会社コロナ⑦佐川急便株式会社
⑧東京海上日動火災保険株式会社
⑨三井住友海上火災保険株式会社
⑩ジオ・サーチ株式会社⑪学校法人関西大学
⑫株式会社LIXIL住宅研究所⑬株式会社山善



セッションE

第1回レジリエンスジャパンサミット
～民間主導で国土強靭化を！～

閉会挨拶
金谷年展

宮崎 祥一 （内閣官房国土強靭化推進室審議官）
特別講演
 「国土強靭化の最新動向（予定）」

武田 良太
赤羽 一嘉
二階 俊博
古屋 圭司

（国土強靭化担当大臣）
（国土交通大臣）
（国土強靭化提唱者・自由民主党幹事長）
（初代国土強靭化担当大臣）

ご来賓挨拶

江頭 敏明 （レジリエンスジャパン推進協議会会長）
主催者挨拶

ラウンドテーブル
「国土強靱化のこれからを考える」
～「レジリエンス × 健康」「レジリエンス × 環境」「レジリエンス × 経済性」
柏木 孝夫 （東京工業大学特命教授・名誉教授先進エネルギー国際研究センター長）
賀来 満夫 （東北医科薬科大学医学部感染症学教室特任教授、東北大学名誉教授）
栗原 正紀 （大規模災害リハビリテーション支援関連団体協議会代表）
今村 文彦 （東北大学災害科学国際研究所所長）
呉 文繍 （国連グローバルコンパクトボードメンバー）
羽深 成樹 （株式会社三菱ケミカルホールディングス執行役）
三角 隆彦 （済生会横浜市東部病院院長）

コーディネーター：金谷年展

一般社団法人レジリエンスジャパン推進協議会 事務局長 山中 隆一
[Eメール］yamanaka@resilience-jp.com ［電話］03-6712-5197

お問い合わせ先

※プログラムは変更になる可能性があります。

司会：橋本 泰作 （東京大学大学院工学研究科建築学専攻研究員）
レジリエンスジャパン推進協議会の戦略会議、WG等の報告

４ 食と農の物流 WG の取り組み
山田 忠史 （京都大学経営管理大学院教授）

３ 災害関連死ゼロ、STOP 感染症他 、医療・健康関連のWGの取り組み
石川 広己 （日本医師会常任理事）

食と農の自律分散エネルギー、天然ガスパイプライン、
地中埋設物見える化等、エネルギー関連WGの取り組み２

柏木 孝夫 （東京工業大学特命教授・名誉教授　先進エネルギー国際研究センター長）

全体のフレームワークと概要について１
金谷 年展 （レジリエンスジャパン推進協議会レジリエンスジャパン総研所長）



申 込 書

ACCESS
東京国際フォーラム
ホール D7
（有楽町駅徒歩1分）

東京国際フォーラムアクセス方法
https://www.t-i-forum.co.jp/visitors/facilities/d7/

2020年2月25日（火）までにお申し込みください。

お名前

所属
（勤務先・団体名）

（○をつけてください）

連絡先住所
〒

電話番号

メールアドレス

参加セッション A B C D E

同行者名

@

FAX:03-6712-5198 / E-mail : info@resilience-jp.com
お問い合わせは上記e-mailにご連絡をお願いいたします。

ホール D7


