
 

１ 会    場   第１回～第４回 山形県高度技術研究開発センター研修室 

（山形県山形市松栄２丁目２番１号） 

第５回   スズキハイテック株式会社（現地集合） 

～移動～ 株式会社片桐製作所（現地解散） 

２ 参  加  料   ２０，０００円（全５回） 

３ 定     員   １５名（先着順となります。予め御了承ください。） 

４ 対  象  者   県内ものづくり産業の企業経営者、管理部門リーダー、現場リーダー 

５ 申 込 方 法   裏面の受講申込書に御記入の上、ＦＡＸにてお申込み下さい。 

受講が決定いたしますと、受講申込者に「受講決定通知書」と「納入通知書」を 

郵送します。受講料は納入通知書記載の御支払期限までに御支払いください。   

６  申込締切日    令和４年９月１２日（月） 

           ～新型コロナ感染防止のためのお願い～ 

◆別紙「お知らせ」を御覧ください。皆様の御協力をお願いいたします。 

◆新型コロナウイルス感染拡大防止のため、感染が疑われる方が出た場合、 

申込書を保健所等の公的機関に提供する場合があります。予め御承知おきください。 

◆新型コロナウイルスの感染状況によっては、開催日程・内容の変更、オンライン研修と 

なる場合もあります。 

◆新型コロナウイルスの感染状況によっては、工場見学は中止する場合もあります。 

 

 

 

１ 研修のねらい 

ポストコロナ時代において、経済、社会の新たな変革に対応する柔軟な思考力を養成し、多様な社員一 

人ひとりが、個性を活かしながら主体的に働ける自走型の魅力ある企業づくりを目指します。 

２ 研修のテーマとカリキュラム 

（１）研修テーマ 

①柔軟な思考力を養成し会社の魅力と生産性を上げる 

②社員にとっての企業の魅力を上げる 

（２）研修カリキュラム＜コーディネーター山形大学客員教授 柴田 孝氏（毎回出席）＞ 

開催日 内 容 講 師 

9 /30（金） 
12：45～16：45 

会社の魅力を上げる① 
・速い変化に対応した経営戦略などの立案と全社
員の共有化による運用 

・全社員が一丸で経営理念達成のために活動する
組織づくり（仕組みづくり） 

 

・柴田 孝 氏（山形大学客員教授） 

・横山 清 氏（快筋堂代表取締役） 

10/ 5（水） 
12：45～16：45 

製品の魅力を上げる① 
・会社の魅力・製品の魅力の伝え方 
 
・製品価値を上げて利益を上げる 

 
・マンジョット・ベディ 氏 
（next is east代表取締役社長） 
・松本 晋一 氏 
（Ｏ2代表取締役社長ＣＥＯ） 

10/12（水） 
9：00～16：00 

人の魅力を上げる①、製品の魅力を上げる② 
・管理者、中堅社員の人材育成能力を強化する 
 
・生産性を上げる（リーンシンキング～カイゼ
ン） 

 
・成沢 俊子 氏  
（ピーキューブ代表取締役社長） 

 

10/18（火） 
12：45～16：45 

人の魅力を上げる② 
・全社員が主体的に働き輝く自走型の人づくり 
 
・Z世代定着のためのコミュニケーション及び 
女性活躍について 

 
・関根 近子 氏 
（Bマインド代表取締役社長） 
・伊藤 麻衣子 氏 
（work life shift代表） 

10/26（水） 
12：45～17：15 

会社の魅力を上げる②（社長講演・工場見学） 
・柔軟な思考力でビジネスモデルを変革した事例 
 
・TWI実践事例（グループ活動有効活用） 

 
・鈴木 一徳 氏 
（スズキハイテック代表取締役社長） 
・片桐 鉄哉 氏 
（片桐製作所代表取締役社長） 

  

令和４年度ものづくり産業マネジメント人材育成事業 

マネジメント人材育成研修 

主催  山形県、（公財）山形県産業技術振興機構 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

                     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会  社  名  TEL/FAX   

住    所 〒    

氏  名  年齢  

所属・役職   勤続年数  

Emailアドレス  申込担当者  

エグゼクティブクリエイティブディレクター、カメ

ラマン。伊勢神宮をはじめとする日本の魅力発信を

担う一方で、トヨタ自動車のレクサスなど、数多く

の日本企業のアウトバウンド施策に携わる。経営者

視点でクリエイティブ戦略を立案するグローバルブ

ランディングのプロフェッショナル。2019年米沢市

に新会社「next is east」を設立し、クリエイティ

ブの力による地方の企業支援・課題解決に挑む。 

株式会社 

next is east       

マンジョット・ 

ベディ 氏          

＜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 研修課 稲村 誠                 TEL 023-647-3154  FAX 023-647-3139  E-mail  m-inamura＠ypoint.jp 

しばた たかし 

柴田 孝 氏 

受講申込書 

米沢製作所（米沢日本電気株式会社(NEC)）に入社。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、エヌワイデータ社長等を歴

任。その後、山形大学産学連携教授、新庄信用金庫顧問、

ＮＤソフトウェア株式会社取締役などを歴任。専門はも

のづくり経営戦略論、生産革新論。 

NEC 時代にトヨタ生産方式に学んだ生産性改善活動

に従事し、PEC・山田日登志氏に師事。教育訓練マネ

ージャー、生産革新推進マネージャー等を歴任。金

融庁監督局勤務を経て、企業への改善支援の傍ら、

日米技術交流史を研究。世界のさまざまな国で改善

を広める。近年はＴＷＩの新たな活用を探求中。山

形県内各地でリーンマネジメントの普及に尽力。 

なるさわ  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 

～経営者の講演＆工場見学～ 

代表取締役社長 

山形県出身。資生堂に美容部員として入社。営業から

事務所責任者、国際部など様々な領域を経て執行役員

常務となり経営に携わる。2013 年に日経WOMAN 主催

「ウーマン・オブ・ザ・イヤー2013リーダー部門」受

賞。近年は、（株）ファミリーマートをはじめ3社の

社外取締役を兼務しながら、(株)B マインドを創立

し、女性活躍推進・経営者研修などをテーマに講演活

動を行っている。 

株式会社Bマインド 

代表取締役社長 

せきね  ちかこ 

関根 近子 氏          

すずき  かずのり 

鈴木 一徳 氏          

大学卒業後、当時メッキ業界No.1の売上を誇った「山

王」入社。さらに、大手企業でマネジメントを学び、

2000 年にスズキハイテックに入社。表面処理技術と

環境対応技術で、エレクトロニクス製品、自動車関連

機器、産業機器の中心的な役割を担うよう、努力を続

けて常に「挑戦」し続ける。また、近年は外国人材を

中核人材として積極的に活用している。 

株式会社スズキハイテック 

 

山形大学  

客員教授 

 

講 師 紹 介（講演順） 

主催  山形県、（公財）山形県産業技術振興機構 

いとう   まいこ 

伊藤 麻衣子 氏         

人材採用・育成、組織開発、女性活躍推進等のコンサ

ルタント、研修講師。大学卒業後富士電機(株)で国際

営業を担当後、NPO法人ETICに転職。2014年に米国か

ら鶴岡に移住し、ベンチャー企業の立上等に従事後、

work life shiftを企業。山形を選ぶ若者を増やす

「サクラマスプロジェクト」をはじめとしキャリア教

育や探究活動の講師も行う。山形県総合政策審議会委

員、山形県若年女性県内就職・定着促進協議会委員。 

合同会社 
work life shift 

1966 年戸沢村に生まれる。小学校の頃からポジテ

ィブ思考法を身に付け積極的に活動している。1990

年にミツミ電機(株)の子会社のニュートロニクス

に入社しＤＡＴストリーマーの生産に携わり品質

管理を担当する。35歳で独立して快筋堂を設立し、

デジタル技術を活用したお客様及び従業員満足度

向上につとめ、現在はDXスマート整体業に取り組

んでいる。 

株式会社快筋堂  

よこやま きよし 

横山 清 氏 

大学卒業後、ナイルス部品(株)（現ヴァレオジャパン）

入社。昭和62年同社退職後、(株)片桐製作所入社。

平成10 年代表取締役社長就任。平成20 年経済産業

省「元気なものづくり中小企業300社」受賞。平成29

年経済産業省「地域未来索引企業」認定。令和3年山

形労働局「ベストプラクティス企業2021」認定。公益

社団法人自動車技術会東北支部理事。 

株式会社片桐製作所 

かたぎり てつや 

片桐 鉄哉 氏          

株式会社Ｏ2  

 

まつもと しんかず 

松本 晋一 氏 

大手化学メーカー、外資系 IT ベンダーのディレク

ター、コンサルティングファームのディレクターな

ど経て、2004年3月に製造業特化型コンサルティン

グ業務を行う株式会社Ｏ2を設立。設計・製造DX、

新規事業創出などを中心に大企業から中小企業ま

でのコンサルティング事業を行い、18年以上に渡っ

て日本の製造業に貢献。 

代表取締役社長 

代表取締役社長ＣＥＯ 

代表 

代表取締役社長 
代表取締役 


