平成 30 年 12 月
各位
外務省
独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）

海外進出企業向け 安全対策セミナー（福岡）のご案内
近年、日本企業の海外への進出が加速し、企業関係者が海外に渡航・滞在する機会が増加する中、日本人が
テロをはじめとする凶悪な事件や、一般犯罪、災害等に遭遇する危険性が高まっており、海外進出企業にとっ
て駐在員や出張者の安全確保は重要な課題となっています。
そうした状況を踏まえて、海外進出企業の安全管理態勢強化に向けたセミナーを以下の通り開催致します。
海外のリスク管理に詳しい政府等の関係者及び危機管理専門家が、外務省が作成したゴルゴ 13 の海外安全対
策マニュアル等も活用しながら、政府の取組や海外における安全上の各種脅威（一般犯罪、災害、テロ、誘拐、
感染症等）と安全対策、有事発生時の初期対応等について演習を交えた講演を行います。
つきましては、海外安全対策の能力向上を図る上で大変有用な機会ですので、多くの方のご参加をお待ちし
ています。
■

開催日

：平成 31 年 2 月 15 日（金）
（受付:12：30～）

■

開催時間

：講演１

13：00～14：00

講演２

14：00～15：00

講演３

15：10～16：20

個別相談会

16：30～17：30

(各講演時間には質疑応答・意見交換の時間が含まれます）
■

共催・後援 ：
【共催】外務省、独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）
【後援】福岡商工会議所、一般財団法人エンジニアリング協会、一般社団法人海外邦人安
全協会、独立行政法人国際協力機構（JICA）
、一般社団法人日本在外企業協会、日
本商工会議所、全国商工会連合会、株式会社商工組合中央金庫、独立行政法人中小
企業基盤整備機構、全国中小企業団体中央会、一般社団法人日本貿易会

■

場所

：TKP ガーデンシティ PREMIUM 博多駅前 3 階 会議室 3-4
（地図）https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/gcp-hakataekimae/access/
（住所）〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前 4 丁目 2 番 1 号
ザイマックス博多駅前ビル 3Ｆ/4Ｆ

■

参加費

：無料

■

定員

：50 名
＊ 必ず事前にお申し込み下さい。
＊ 申込者が定員に達した以降は、キャンセル待ちでのお申し込みとなります（別途お知
らせ致します）
。その場合、1 社 1 名様までとさせて頂く場合がございます。併せて
ご了承下さい。
＊

お申し込み後、参加を取りやめる場合は、下記のコントロール・リスクス・グループ

株式会社の担当者までご連絡下さい。
■

講演内容

：

講演１ 「海外での安全確保～政府の取組と企業の皆様へのお願い」
講師： 外務省領事局邦人テロ対策室長兼経済局官民連携推進室日本企業海外安全対策
特別専門官 上田 肇 氏
講演 2 「海外展開のビジネスチャンスとジェトロの支援」
講師： 独立行政法人

日本貿易振興機構（ジェトロ）

福岡貿易情報センター 所長 山岡 寛和 氏
講演 3 「企業に求められる有事の初期対応（テロ、誘拐、自然災害、一般犯罪）
」
講師： コントロール・リスクス・グループ株式会社 シニア・コンサルタント 大越 吉晃 氏
＊ 講演 3 は参加者間でご検討頂く演習が含まれます。
個別相談会
講演後に、ご参加頂きました方々の個別相談会を実施致します。個別相談をご希望される
方は、下記の【お申込方法】をご参照下さい。
【会場でのお願い】
■

当日、受付にて名刺を１枚頂戴致します。

【お申込方法】
■

こちらの参加登録をクリック頂き、画面に表示された「登録フォーム」に必要事項を入力して下さい。

■

送信ボタンを押してもページが切り替わらない場合は、Google Chrome のブラウザをお使いになるか、
又は tokyo@controlrisks.com までご連絡下さい。

■

危機管理専門家による個別相談をご希望の方は、別添の「個別相談申込フォーム」に必要事項をご入力
の上、下記のコントロール・リスクス・グループ株式会社の連絡先まで E メールもしくは FAX にて
お送り下さい。なお、先着順になりますので予めご了承下さい。

■

お申込受付後、後日、受講受付確認を電子メールでお送りします。

【お問い合わせ先】
＊

コントロール・リスクス・グループ株式会社（業務委託先）担当：柿本、大越、岡本
〒105-0001 東京都港区虎ノ門 1-2-8 虎ノ門琴平タワー25 階
Tel 03-6866-0866 Fax 03-6866-0867 Email tokyo@controlrisks.com

セミナー運営、内容等の全体に関するお問い合わせ
＊

外務省 領事局 邦人テロ対策室 担当：後藤
〒100-8919 東京都千代田区霞が関２-２-１
Tel 03-5501-8000（内線 3047）

Fax 03-5501-8163

別添：

海外進出企業向け安全対策セミナー（福岡）

個別相談申込書

【個別相談会のお申込先】
コントロール・リスクス・グループ株式会社
メール：tokyo@controlrisks.com

担当：柿本、大越、岡本

TEL：03-6866-0866 FAX：03-6866-0867

【個別相談会についてのお問い合わせ先】
外務省領事局邦人テロ対策室

担当：後藤

TEL:03-5501-8000 (内線 3047)

【個別相談会申込書】
ふりがな

役職名

氏名
所属（会社名）
会社住所

〒

ＴＥＬ
E-mail

以下、ご相談事項をご記入下さい。

ＦＡＸ

海外進出企業向け

安全対策セミナー（福岡）

プログラム
平成 30 年 12 月

2 月 15 日（金）
12:30～12:55 受付
12:55～13:00 開演・お知らせ・注意事項
13:00～13:50 講演１「海外での安全確保～政府の取組と企業の皆様へのお願い」
講師：外務省領事局邦人テロ対策室長兼経済局官民連携推進室日本企業海外安全対策
特別専門官 上田 肇 氏

13:50～14:00 質疑応答・意見交換
14:00～14:50 講演２「海外展開のビジネスチャンスとジェトロの支援」
講師：独立行政法人 日本貿易振興機構（ジェトロ）
福岡貿易情報センター

所長

山岡

寛和

14:50～15:00 質疑応答・意見交換
15:00～15:10 休憩
15:10～16:20 講演３「企業に求められる有事の初期対応（テロ、誘拐、自然災害、一般犯罪）」
講師：コントロール・リスクス・グループ株式会社
シニア・コンサルタント 大越 吉晃氏
16:20～16:30 質疑応答・アンケート記入
16:30～17:30 個別相談会（お申込時に個別相談会を希望された方を優先させて頂きます）
共催：外務省、独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）
後援：福岡商工会議所、一般財団法人エンジニアリング協会、一般社団法人海外邦人安全協会、独
立行政法人国際協力機構（JICA）、一般社団法人日本在外企業協会、日本商工会議所、全国
商工会連合会、株式会社商工組合中央金庫、独立行政法人中小企業基盤整備機構、全国中小
企業団体中央会、一般社団法人日本貿易会
【お願い】
・

講演の撮影、録画はお控え下さいますよう、お願い致します。

～

パンフレットのご案内

～

外務省は海外赴任者・渡航者向けに以下のパンフレットを作成しております。
「海外安全虎の巻」
「海外における脅迫・誘拐対応Ｑ＆Ａ」
「海外旅行のテロ・誘拐対策」
「海外へ進出する日本人・
企業のための爆弾テロ対策Ｑ＆Ａ」
「海外赴任者のための安全対策小読本」パンフレットは本日、
会場内に用意いたしましたので、ご自由にお持ち帰り下さい。本パンフレットは外務省海外
安全ホームページでもダウンロードすることができます。
ＵＲＬ：https://www.anzen.mofa.go.jp/

外 務 省

海外進出企業
安全対策セミナー
福 岡
企業の海外展開に欠かせない安全対策のノウハ
ウを提供します！！
日時：2019年

２月１５日（金）13:00～16:20

場所：TKPガーデンシティPREMIUM博多駅前 3階 会議室3-4
共催：外務省，独立行政法人日本貿易振興機構
●講演１「海外での安全確保～政府の取組と企業の皆様へのお願い」
上田肇氏（外務省領事局邦人テロ対策室長兼経済局官民連携推進室日本企業海外安全対策特別専門官）
●講演２「海外展開のビジネスチャンスとジェトロの支援」
山岡寛和氏(独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）福岡貿易情報センター所長）
●講演３「企業に求められる有事の初期対応（テロ、誘拐、自然災害、一般犯罪）」
大越吉晃氏（コントロール・リスクス・グループ株式会社 シニア・コンサルタント）

★日本人がどこで，どんな問題にあっているのか？
★他の日系企業・組織はどんな対策をとっているか？
★万一の事態が発生した場合にどう対応すべきか？

外務省職員，危機管理専門家，海外ビジネスの
専門家がわかりやすく解説します！！
【申し込み】
http://analytics-eu.clickdimensions.com/controlriskscomagyes/pages/bhptwweeibuvbl84sfaq.html
（外務省海外安全ホームページ内の特設ページにリンクがございます。）

参加費
無料

【お問い合わせ先】
コントロール・リスクス・グループ株式会社（業務委託先）担当：柿本，大越，岡本
Tel 03-6866-0861

Fax 03-6866-0867

◎２018年度安全対策セミナー日程

Email tokyo@controlrisks.com

2019年3月22日（新潟）

