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フランクフルト日本法人会、Roßmarkt 13, 60311 Frankfurt am Main 
Tel.: 069 – 20727, Fax: 069 – 20627, E-mail: info@hojinkai.de 

 
 

2013年	 月	 日 
 

 
フランクフルト日本法人会 
会員	 各位	 

	 

第２１回海外安全対策会議（フランクフルト・セミナー）開催のご案内	 

	 

	 フランクフルト法人会では、本邦の公益財団法人公共政策調査会及び全国暴力追放運動推

進センターとの共催により、企業の駐在員や在留邦人を対象とした安全対策セミナーを下記

のとおり開催することといたしました。同セミナーには、総領事館の安全対策担当官のほか

日本から企業の安全対策の専門家、警察庁の組織犯罪やテロ対策の専門家をお招きして、当

地における治安情勢と犯罪対策、企業における危機管理、国際テロ情勢と対策、日本の反社

会的勢力の海外進出状況と対策、などについてお話しをいただく予定です。各企業やご家庭

での安全対策にとってご参考になるものと存じますので、一社につき一名はご出席いただけ

るように、法人会理事長として各通常会員の皆様にお願い申し上げたく思っております。 
	 

	 なお、同セミナー終了後、参加者を対象にレセプションの開催を予定しております。あわ

せてご参加ください。	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 記	 

	 

１．開催日時	 平成２５年１１月５日（火）１４：００～１８：００	 

２．開催場所	 Steigenberger Frankfurter Hof, Am Kaiserplatz, 60311 Frankfurt am Main	 
３．主催及び後援	 

      ・主催	 	 公益財団法人公共政策調査会	 
	 	 	 	 	 	 	 	 全国暴力追放運動推進センター	 

                フランクフルト法人会	 
      ・後援	 	 警察庁	 
	 	 	 	 	 	 	 	 在フランクフルト日本国総領事館	 

	 	 	 	 	 	 	 	 公益財団法人日工組社会安全財団	 

	 	 	 	 	 	 	 	 一般財団法人保安通信協会	 

	 	 	 	 	 	 	 	 一般社団法人海外邦人安全協会	 

	 	 デュッセルドルフ日本商工会議所	 

	 	 	 ・協賛	 	 全日本空輸株式会社	 

４．セミナーのスケジュール	 

	 （１）セミナー	 

      14:00	         開	 会	 
      14:00～14:20	  挨拶	 
                    公益財団法人公共政策調査会理事長	      	      片桐	 	 裕	 
                    フランクフルト法人会理事長	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 片川	 弘一	 
             	  	 	 在フランクフルト日本国総領事	 	 	 	 	 	 	 	 	 坂本	 秀之	 氏 
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      14:20～115:20  基調講演	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 演題：「今、求められる企業の危機管理」	 

                    講師：株式会社日立製作所	  
リスクマネージメント	 ダイレクター	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 一般社団法人海外邦人安全協会副会長	 	 	 小島	 俊郎	 氏	 

	 	 	 15:20～15:30	 コーヒーブレイク	 
      15:30～17:50	 パネルディスカッション	 
                   パネリスト	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 株式会社日立製作所リスク対策部長	 	 	 	  	  小島	 俊郎	 氏	 
                      警察庁警備局外事情報部	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 国際テロリズム情報官	 	 	 	 	 迫田	 裕治	 氏	 

      	 	 	 	 	 	 	 	 警察庁刑事局組織犯罪対策部	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 企画分析課課長補佐	 	 	 	 	 	 大村	 真司	 氏	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	     在フランクフルト日本国総領事館領事          伴野	 康和	 氏	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	   コーディネーター	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 公益財団法人公共政策調査会第１研究室長	 	   板橋    功	 氏	 
	     17:50～18:00	 終わりに                                        	 
                    全国暴力追放運動推進センター担当部長	 	 	 	   相原	 秀昭	 氏	 
                    	 
  （２）レセプション	 
      18:00～   	   	  
 
お申し込み方法  参加無料です。ご希望の方は、申込用紙に必要事項をご記入の上、下記宛
てに電子メール或いはFAXでお申し込み下さい（複数での参加も受け付けます）。 
 
問合せ・申込先：フランクフルト日本法人会事務局 

Tel.: 069 – 20727; E-mail: info@hojinkai.de 
 

申込書  
 

申込先：フランクフルト日本法人会事務局       Fax:	 ０６９－２０６２７  

           E-mail: info@hojinkai.de 
 
 
氏名	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 
                                                                                    
 
会社名	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 
Tel.:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Fax:	 	 	 	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 
E-mail:                                                                              
 
レセプション	 	 	 	 □	 出席  	 	 □	 欠席 


