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無　料
定員200名

（先着・事前登録制）
公式ホームページまたは
裏面のFAX参加申込書から

お申込可能です。
＜締切 : 2月13日（木）＞

※内容は変更される場合があります。あらかじめご了承ください。　　（敬称略）プ ロ グ ラ ム 日 - タイ 同時通訳

閉会あいさつ

タイ企業におけるプラント保安とIoT化の現状 事例②事 例 講 演
THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED（予定）

日タイ連携によるタイ産業集積地におけるエリアBCM構築プロジェクトの紹介技 術 講 演
Dr. Natt Leelawat チュラロンコン大学工学部 産業エンジニアリング学科 災害・リスク管理情報システムリサーチグループ主任研究員

山九株式会社 メンテナンス事業統括部部長 桑野 健一郎
山九の3PM(3rd Party Maintenance）～日本のプラントメンテナンスと海外展開～事 例 講 演

タイにおけるプラント保安の IoT 化の現状（仮）技 術 講 演
泰日経済技術振興協会 (TPA)

経済産業省 /タイ工業省 /駐日タイ王国大使館開 会セレモニー

さらなる保安力の向上を目指して～産業保安のスマート化を中心に～講 　 　 演

経済産業省 産業保安グループ 保安課 課長補佐　高橋 秀太朗

基 調 講 演 日本のプラント保安における IoT活用の現状と今後の展望
東京農工大学大学院工学研究院　山下 善之

タイにおけるスマートHAZOPを活用したデジタル時代のプラント安全性評価に向けた取組特 別 講 演

タイ化学工学会（SCG Chemicals プロセス安全技術部 リーダー）　Mr. Visoot Duenkwang

終 了17：20

タイ企業におけるプラント保安とIoT化の現状 事例①事 例 講 演

IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED/IRPC（予定）

13：00

13：15

タイにおけるプラント保安のデジタル化に向けた政策と課題（仮）講 　 　 演

タイ工業省
13：35

16：35

16：55

14：25

13：55

14：55

コーヒーブレークおよび名刺交換会  15：15

15：35

日タイ間の産学連携を通じたビジネスチャンス技 術 講 演
Assoc. Prof. Dr. Tawatchai Charinpanitkul チュラロンコン大学工学部 化学工学科 学術連携・学部長補佐

15：55

16：15

17：15

※上記プログラムは2020年1月17日現在の情報です、最新情報は公式ホームページ（https://www.thai-japan-plantsafety.jp）で随時ご確認ください。

 

　経済産業省及びタイ工業省は、平成３０年６月に「タイにおける産業保安のスマート化の強化に関する協力覚書」を締結。IoT・ビッグデータ・
AI等の新技術も活用し、事業者の保安力を向上させることで安全性と生産性両方の向上を図ること（産業保安のスマート化）を主な目的と
して、現在取組を進めています。
　本シンポジウムでは、日タイ政府・企業・学会より、両国における産業保安のスマート化の現状及び今後の展望を共有するとともに、安全を
通じたさらなる産学官連携の強化及び両国の発展を目指します。ぜひ皆様のご参加をお待ちしています。

2020年2月19日（水） 13:00～17：20 （受付開始 12:30～予定）
TKP新橋カンファレンスセンター［16階］ ホール16D

経済産業省　タイ工業省

日 　 時

会　　場

主 催

一般財団法人海外産業人材育成協会
一般社団法人日本能率協会

運 営 協 力

～日-タイ両国のプラント保安におけるIoT活用の現状と今後の展望～

日本-タイ
スマート保安シンポジウム 2020

日本-タイ
スマート保安シンポジウム 2020



日本-タイ スマート保安シンポジウム2020
ふりがな ふりがな

会　社　名
（正式名称）

受付
No.

所　在　地

事業所名

〒

運営事務局
一般社団法人日本能率協会
産業振興センター
FAX 03（3434）8076
TEL 03（3434）1988
E-mail MRA@jma.or.jp
〒105-8522
東京都港区芝公園3-1-22
（受付時間）月～金曜日9:00～17:00

（ただし祝日を除く）

2020年２月13日（木）

申込締切日

電話番号（市外局番からご記入ください）

（満席の場合 先着順）

（　　　　　）

FAX番号（市外局番からご記入ください）

【連絡希望事項欄】

（　　　　　）

ふりがな

Eメール

所　属
役職名

参加者氏名① 関連する催し物のメール配信を希望 □する　□しない

ふりがな

Eメール

所　属
役職名

参加者氏名② 関連する催し物のメール配信を希望 □する　□しない

ふりがな

Eメール

所　属
役職名

参加者氏名③ 関連する催し物のメール配信を希望 □する　□しない

天災地変や伝染病の流行、研修会場・輸送等の機関のサービスの停止、官公庁の指示等の小会
が管理できない事由によりセミナー内容の一部変更および中止のために生じたお客様の
損害については、経済産業省および小会ではその責任を負いかねますのでご了承ください。

免責事項

申込書に必要事項をご記入のうえ、FAXをお送りいただくか、ホームページからお申込みください。
開催間際のお申込みは、ご参加いただけない場合もございます。
参加当日、お名刺をご持参のうえ受付にお越しください。

参加申込方法

経済産業省 産業保安グループ 保安課
TEL 03-3501-8628

プログラム内容の問い合せ先

本プログラム主催の経済産業省および運営協力の一般社団法人日本能率協会では、個人
情報の保護に努めております。詳細は両団体の個人情報保護方針をご覧ください。なお、ご記入
いただきましたお客様の個人情報は、本催し物に関する確認・連絡および両団体の関連催し物
のご案内をお送りさせていただく際に使用させていただきます。

個人情報のお取扱いについて

●お申込みをいただいた方にはセミナーインフォメーションをお送りすることがあります。
　ご不要の際は簡単に配信解除できます。
●講義の録音・撮影、講義中のPC・タブレットの利用はご遠慮ください。
●テキストは会場でお渡しします。参加者以外の方にはテキストはおわけいたしません。

ご注意

200名
参加定員

無料（先着・事前登録制）
参加料

参加申込規定

FAX 03-3434-8076
運営事務局:（一社）日本能率協会 産業振興センター行

セミナー当日は、お名刺ご持参のうえ直接会場受付にお越しください。

参
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書

https://www.thai-japan-plantsafety.jp

ホームページでのお問い合せ・お申込みは

会場案内 TKP新橋カンファレンスセンター　ホール16D

〒100-0011 東京都千代田区内幸町1丁目3-1 幸ビルディング　TEL 03-5510-1351
◎都営三田線 内幸町駅 日土地内幸町ビル口 (A5出口付近 ) 徒歩1分 
　内幸町駅 A5出口は工事中の為閉鎖されておりますが、 A5出口近くの日土地内幸町ビル口より
　お越しいただけます。（5：30 ～23：00）
◎JR山手線 新橋駅 日比谷口 徒歩7分 ◎JR 京浜東北・根岸線 新橋駅 日比谷口 徒歩7分
◎JR 東海道本線 新橋駅 日比谷口 徒歩7分 ◎JR横須賀線 新橋駅 日比谷口 徒歩7分
◎東京メトロ銀座線 新橋駅 8 番出口 徒歩7分 ◎都営浅草線 新橋駅 8 番出口 徒歩7分
◎東京メトロ日比谷線 霞ケ関 ( 東京都 )駅 C4 徒歩 8分
◎東京メトロ丸ノ内線 霞ケ関 ( 東京都 )駅 C4 徒歩 8分
◎東京メトロ千代田線 霞ケ関 ( 東京都 )駅 C4 徒歩 8分


