大量生産型（ハード・モノ）から課題解決型（システム・ソフト・コト）へ、クローズし
た競争社会からネットワーク型の共創型オープン社会へと大きなパラダイムシフトが起こっ
ています。県内企業がより良い経営を目指すために意識を変え、目指すべきビジョンを明確
にし、そのビジョンを達成する為には、どの様なステップを踏んで行動すべきかについて学
んでいきます。今回は、新たな試みとして県内の大学生も授業で研修に参加します。学生の
柔軟な考えや発想を通し、事業に活かせるアイデアや意識を変えるきっかけになることが期
待されます。

カリキュラム 《 研修会コーディネーター 柴田 孝 氏 (山形大学教授) 》
日時

テーマ

時間
9:30～12：00

１０月２９日（土）

１

９：３０～１７：００

１１月 ５日（土）

２

１０：００～１７：００

１１月１２日（土）

３

１０：００～１７：００

１１月１９日（土）

４

１０：００～１７：００

５

１１月２６日（土）
１３：００～１７：００

◆ 日程
◆ 会場

◆
◆
◆
◆
◆

大学発ベンチャーから読み
解く成功要因

成熟産業から新市場を切り
開くリーダーシップと人材
管理

新しいビジネスモデルと既
存事業の関連性、総括

・安房 毅 氏
株式会社タカハタ電子 代表取締役

13:00～15：00

・冨田 勝 氏
慶應義塾大学先端生命科学研究所所長

15:00～17：00

・吉武 秀哉 氏
山形大学大学院理工学研究科教授

10:00～12：00

・遠藤 憲子 氏
東北経済産業局産業支援課長/産業人材政策室長

13:00～15：00

・木村 一義 氏
株式会社シェルター 代表取締役

15:00～17：00

・仲野 益美 氏
出羽桜酒造株式会社 代表取締役社長

10:00～12：00

・成沢 俊子 氏
ピーキューブ株式会社 代表取締役社長

国における中小企業の施策
と生産性向上（リーン生産方 13:00～15：00
式）

地方創生による都市部企業
と地方中小企業の関わり方
とリーダーシップ

講師

・伊奈 友子 氏
経済産業省中小企業庁事業環境部企画課調査室長

15:00～17：00

・内海 弦 氏
アーム株式会社 代表取締役社長

10:00～12：00

・藤本 雅彦 氏
東北大学大学院経済学研究科教授

13:00～15：00

・佐藤 廣志 氏
ＮＤソフトウェア株式会社 代表取締役社長

15:00～17：00

・松田 修 氏
山形大学 教授 (ＥＭ部)

13:00～17：00

・柴田 孝 氏
山形大学 教授 (プロジェクト担当)

平成２８年１０月～１１月の全 ５ 回 １０時～１７時
１０月２９日のみ ９時３０分～１７時
ゆうキャンパス・ステーション
山形市香澄町１－３－１５ 山形むらきさわビル 1 階
近隣の有料駐車場をご利用下さい。
（利用者負担）
２０，０００円（全５回）
１５名
県内ものづくり産業の企業経営者、後継者

参加料
定員
対象者
申込方法 裏面の受講申込書にご記入の上、ＦＡＸにてお申込み下さい。
申込締切日 平成２８年１０月１７日（月）

受講が決定いたしますと、「受講決定通知書」と「納入通知書」を受講者に郵送し
ます。受講料は納入通知書記載の期限までお支払いください。

（研修順）
あ

わ

つよし

安房 毅氏
株式会社タカハタ電子代表取締役。
１９４６年高畠町生まれ。
現在、東北経済連合会産業政策委員、山形県工業会
会長、山形県中小企業団体中央会副会長、山形県総
合政策審議会委員、米沢商工会議所顧問他多数の諸
団体の役職を務める。
２０１０年山形県産業賞。２０１４年中小企業庁功労者
長官賞を受賞。

えんどう

のりこ

遠藤 憲子氏
東北経済産業局産業支援課長/産業人材政策室長。
仙台市出身。山形大学人文学部（経済）卒業後、経済
産業省東北経済産業局（当時は通商産業省仙台通
商産業局）入省。産業振興、中小企業支援、調査統
計、環境エネルギー対策、企画、広報業務を経て現
職。現在、起業支援やＵＩＪターンの推進、人材育成、
「女性の輝く社会づくり」支援が主な業務。２００５年東
北大学大学院経済学研究科に入学し、働きながら「学
び直し」に挑戦。２０１２年産学官連携とネットワークの
研究で経営学博士を取得。
い

な

ともこ

伊奈 友子氏

とみた

き むら

木村

まつだ

おさむ

松田 修氏
山形大学エンロールメント・マネジメント部教授。
１９４６年米沢市生まれ。東北大学工学部卒業後、工
場設立プロジェクトやＭ＆Ａ業務に携わる。１９９９年
インテグリス・ジャパン㈱代表取締役を経て２００８年
山形大学教授へ。ＩＥ/VE/QC/OR/TRIZ・各種創造
技法/問題解決・人材育成等の実学が専門。
しばた

たかし

柴田 孝氏
山形大学教授（プロジェクト担当）。
１９４６年米沢市生まれ。元ＮＥＣパーソナルプロダクツ
執行役員。米沢製作所/米沢日本電気株式会社（ＮＥ
Ｃ）に入社し、世界初ノートパソコンの開発責任者とし
て、開発管理の新しい仕組みの導入、生産革新、もの
づくりの IT 化、社内ベンチャーに携わり、取締役、ＮＹ
データ社長等を歴任。専門はものづくり経営戦略論、
生産革新論。著書に『ものづくり成長戦略』など。
。

会

所

代 表 者 名
氏

名

山形大学大学院理工学研究科教授。
１９８６年山口大学大学院理学研究科修士課程修
了。同年、宇部興産㈱入社。１９９２年リチウムイオン
電池溶媒「炭酸メチルエチル」の工業化に成功（世界
初）。１９９６年機能性電解液の事業化・工業化に成
功（世界初）。２０１１年宇部興産㈱退職。４月より現
職。リチウムイオン電池の総合評価拠点（ワンストッ
プ拠点）を山形県飯豊町に構築しつつある。米沢市
にあるセパレータ設備は公的機関としては唯一の実
証検証設備であり、国内外からの注目を集めてい
る。著書に『リチウムイオン二次電池－材料と応用
－』『リチウムイオン電池材料の開発と市場』『二次電
池材料この 10 年と今後』など。
なかの

一義氏

ますみ

仲野 益美氏
出羽桜酒造株式会社代表取締役社長。
１９６１年生まれ。東京農業大学農学部醸造学科卒
業。同時に出羽桜酒造に入社。二年間、国税庁醸造
試験所に出向。２０００年３月代表取締役、公益財団
法人出羽桜美術館理事長に就任。現在、東京農業
大学客員教授、東京大学大学院農学生命科学研究
科非常勤講師、山形県酒造組合会長、日本酒造組
合中央会海外戦略委員会委員長を務める。
うつみ

ゆずる

内海 弦氏

としこ

成沢 俊子氏
ピーキューブ株式会社代表取締役社長。
１９８３年～２００２年ＮＥＣ勤務。トヨタ生産方式に学ん
だ生産性改善活動に従事、教育訓練担当マネージャ
ー。２００２年～０４年金融庁監督局勤務。２００５年～
０７年 PEC 産業教育センターにて改善を研究。２００７
年～現在 企業の改善活動を支援する傍ら日米技術
交流史を研究。２０１２年よりＴＷＩの新たな活用を探
求。２０１３年ピーキューブ設立、代表取締役社長就
任。著書に『英語で Kaizen!トヨタ生産方式』『トヨタ式
A3 プロセスで仕事改革』『TWI 実践ワークブック』など
多数。

アーム株式会社代表取締役社長。
１９６１年大阪府生まれ。同志社大学工学部卒業後
１９８７年インテルジャパン（現インテル）㈱に入社。Ｕ
Ｓ本社勤務を経て国内ＰＣ顧客の Design win 活動に
従事。１９９５～９６年 VLSI テクノロジ勤務。デジタル
コンシューマプロダクト製品の技術マーケティング・
マネージャ。１９９７～２００３年インテル㈱勤務。フィ
ールドアプリケーション本部長代理。２００３～０８年
テンシリカ㈱勤務。２００８年アーム㈱入社。２０１３
年、代表取締役社長に就任し現在に至る。

さとう

まさひこ

ひろし

佐藤 廣志氏

藤本 雅彦氏
東北大学 総長特別補佐。地域イノベーション研究セ
ンター長。大学院経済学研究科教授。
１９５９年北海道生まれ。東北大学大学院経済学研
究科博士課程を修了後、㈱リクルート及び㈱サイエ
ンティア取締役を経て、２００７年東北大学大学院経
済学研究科教授。主な所属団体は「日本経営学会」
「組織学会」「人材育成学会」等。著書に『人事管理
の戦略的再構築』『経営学の基本視座』など。

ＮＤソフトウェア株式会社代表取締役社長。
１９４８年南陽市生まれ。１９７９年日東電子㈱設立。
１９８３年ＮＤソフトウェア㈱設立。２００３年㈱日本ケ
アコミュニケーションズ設立。２００６年㈱ネットウィン
を子会社化。２０１１年日本コンピュータシステム㈱を
子会社化。２０１２年㈱メディパスを子会社化。２０１３
年ＮＤソフトウェア㈱が東京証券取引所市場第二部
上場。２０１４年㈱ナレッジ・マネジメント・ケア研究所
を設立。

TEL/FAX

社 名

住

かずよし

株式会社シェルター代表取締役。
１９４９年生まれ。足利工業大学工学部建築学科卒業
後、カーネギーメロン大学大学院建築科に留学。１９７４
年シェルターホーム（現・シェルター）を設立。日本初の
接合金物工法「KES 構法」を開発し、耐久性・耐震性に
優れた木造建築を実現、木造革命を起こす。２０１３年
に木質耐火部材「COOL WOOD」開発・商品化。２０１６
年一般社団法人日本木造耐火建築協会会長に就任。
２０１０年文部科学大臣表彰で科学技術部門受賞。２０
１２年農林水産大臣賞。２０１５年黄綬褒章を受章。

ふじもと

ひでや

吉武 秀哉氏

冨田 勝氏
慶應義塾大学先端生命科学研究所所長・
環境情報学部教授。
１９５７年東京都生まれ。慶應義塾大学工学部卒業
後、米カーネギーメロン大学に留学し、１９８５年博士
号（Ｐｈ．Ｄ）取得。１９９４年に京都大学より工学博
士、１９９８年に慶應義塾大学より医学博士取得。
２００３年ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ㈱
（ＨＭＴ）を創業。２０１３年株式上場を果たし、鶴岡市
に本社を置く唯一の上場企業となる。他に慶應発ベ
ンチャーの Spiber㈱（人工クモ糸）、㈱サリバテック
（唾液で癌診断）、㈱メタジェン（便で健康診断）の設
立にも関わった。

なるさわ

経済産業省中小企業庁事業環境部企画課調査室長。
１ ９ ９ ７年 通商産 業省 （ 現 在 の経 済産 業省 ） 入省 。
２０１５年７月より現職。

よしたけ

まさる

〒
（役職・氏名）
（フリガナ）

年

齢

所属・役職
Email アドレス

● 問合わせ先 ・ 申込み先
（公財）山形県産業技術振興機構 〒990-2473 山形市松栄二丁目２－１ 山形県高度技術研究開発センター内
担当 阿部衡一、森谷 茂 TEL 023-647-3154 FAX 023-647-3139 E-mail k-abe＠ypoint.jp

