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 中国地区品質経営協会 
 
 
 

 
 
 

◇ 日 時 : 平成30年 5月23日 (水) 13:10 〜 16:50 
◇ 会 場 : リーガロイヤルホテル広島 4階 クリスタルホール 

  〜 広島市中区基町6-78  TEL (082) 502-1121 
 
 

 
 

中国地区品質経営協会では、毎年、総会のプログラムのひとつとして、著名な方を講師にお招きし、『経営と
TQM』講演会を開催いたしております。本年度も、平成 30年度総会のプログラムのひとつとして、同講演会を開催
いたします。 
本年度は､国立大学法人 東京藝術大学 社会連携センター 客員教授の 谷川 史郎 氏と、株式会社ジェイテクト 
相談役の 新美 篤志 氏をお招きし、ご講演いただきます。 
 

最初にご講演いただく 谷川 史郎 氏は、1980年に野村総合研究所(NRI)に入社し、主にコンサルティング事
業を担当され、システムコンサルティング事業本部長、未来創発センター長、取締役専務執行役員、理事長を歴
任後、2017年に NRIを退職。その後も、東京藝術大学 社会連携センター 客員教授として、大学と企業のマッチ
ングを通した研究成果の社会実装支援を行いながら、日本の在り方や地方活性化に対して総務省や諸団体と
色々な取り組みをされている たいへん著名な方であります。 
今回の講演では、「IoT時代の落とし穴」 と題して、急進展している IT技術に対して 日本企業・社会がぶつかっ
ている目に見えない壁を明らかにし、今後考えるべき視点について、ご講演いただきます。 
 

続いてご講演いただく 新美 篤志 氏は、1971年に 現トヨタ自動車に入社以来、生産技術畑でトヨタ流のモノ
づくりを牽引し、生産管理部長、工場長、Toyota Motor Manufacturing North America取締役社長、 
常務役員、専務取締役、代表取締役副社長を歴任され、世界をリードするトヨタ流のモノづくりを真に支えて来られ、
2013年には株式会社ジェイテクトの取締役会長に就任、現在は 同社の相談役を務めておられる たいへん著名な
方であります。 
今回の講演では、「生産性革新で少子・高齢化社会を勝ち抜く」 と題して、日本の現状と彼我の差を認識し、
IoTや Industry 4.0などの 彼等の戦略に我々はどう戦うべきか？ トヨタで学び実践して来たトヨタ生産方式を 
ベースに、新たなものづくりによる生産性革新の必要性と実践について、ご講演いただきます。 
 

各企業のトップの方をはじめ、経営幹部の方々にはたいへん参考になる講演でありますので、是非とも多数の 
ご参加をお願い申しあげます。 
 
 

主 催 : 中国地区品質経営協会 
 

 

後 援 : 一般社団法人 中国経済連合会,  広島商工会議所,  広島経済同友会,  広島県経営者協会 
 
 

 

『経営とTQM』 講演会 

参加のお勧め 
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時 間 内      容 

 
13:10 〜 13:20 

 
【開会挨拶】 

中国地区品質経営協会 会長 
マツダ 株式会社 取締役 専務執行役員 
菖蒲田 清孝 

 
13:20 〜 14:50 

 
(90分) 
 

 
【第1部】 講演① 
「 IoT 時代の落とし穴  」 
国立大学法人 東京藝術大学 社会連携センター 客員教授 
谷川 史郎 氏 

 
《講演者紹介》 
中国地区品質経営協会 理事 
株式会社 モルテン 代表取締役社長 最高経営責任者 
民秋 清史 

14:50 〜 15:10 休憩 (20分) 

 
15:10 〜 16:40 

 
(90分) 

 
【第2部】 講演② 
「 生産性革新で少子・高齢化社会を勝ち抜く 」 
株式会社ジェイテクト 相談役 
新美 篤志 氏 

 
《講演者紹介》 
中国地区品質経営協会 理事 
西川ゴム工業 株式会社 専務取締役 
児玉 照三 

 
16:40 〜 16:50 

 
【閉会挨拶】 

中国地区品質経営協会 副会長 
西川ゴム工業 株式会社 代表取締役 会長 
西川 正洋  

 
 

プログラム 



 QMAC  2018 Lecture Meeting                            

         Quality Management Association in Chugoku area                    

 
 

 
◆谷川 史郎 (たにかわ しろう) 氏 
 

略 歴 1980年3月 早稲田大学 理工学部 卒業 
 1980年4月 株式会社野村総合研究所入社 
 2002年4月 同社 執行役員 コンサルティング第二事業本部長 
 2006年4月 同社 常務執行役員 コンサルティング事業本部長 
 2008年4月 同社 常務執行役員 コンサルティング事業担当 システムコンサルティング事業本部長 
 2010年6月 同社 取締役 就任 
  常務執行役員 コンサルティング事業担当 システムコンサルティング事業本部長 
 2012年4月 同社 同 
  専務執行役員 コンサルティング事業担当 未来創発センター長 
 2014年6月 同社 理事長 就任 
 2017年6月 NTT都市開発株式会社 取締役 就任 
  東京藝術大学 社会連携センター 客員教授 

現在に至る   
 

団体職 2016年9月 地域IoT実装推進タスクフォース 座長代理 (総務大臣主宰) 
 2017年4月 官民データ活用推進基本計画実行委員会 委員 (民間委員+各省庁局長級) 
  他 

 
 
◆新美 篤志 (にいみ あつし) 氏 
 

略 歴 1971年3月 名古屋大学 工学部 航空学科 卒業 
 1971年4月 トヨタ自動車工業株式会社 入社、生産技術部門に配属 
 1987年5月 TOYOTA MOTOR MANUFACTURING KENTUCKY 株式会社 赴任 
 1995年1月 トヨタ自動車株式会社 生産管理部新車進行管理室室長 
 1997年6月 同社 生産管理部長 
 1999年6月 同社 生技管理部長 
 2000年6月 同社 取締役 就任  
  元町工場長・堤工場長 
 2002年6月 TOYOTA MOTOR MANUFACTURING NORTH AMERICA株式会社 取締役社長 
 2005年6月 トヨタ自動車株式会社 専務取締役 就任 
  生産管理･物流本部長、製造本部長 
 2007年6月 同社 同 
  調達本部長 
 2009年6月 同社 取締役副社長 就任 
 2013年6月 株式会社ジェイテクト 取締役会長 就任 
 2014年6月 株式会社名古屋証券取引所 取締役 就任 
 2015年3月 ヤマハ発動機株式会社 取締役 就任 
 2016年6月 株式会社ジェイテクト 相談役 就任 
 2016年6月 日本車輌製造株式会社 取締役 就任 
 2017年1月 角文株式会社 取締役 就任 

現在に至る   
 

団体職 2013年4月 中部経済同友会 代表幹事 就任（2016年４月〜 特別幹事） 
 2016年6月 刈谷商工会議所 顧問 就任 

 

講師紹介 (講演順) 
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【定      員】 
200名 

 

【参  加  費】 
会員会社 :  8、000円/名 
一 般 : 10、000円/名 
 

【申込締切日】 
平成30年5月8日(火) 

 

【申 込 方 法】  
・ 参加申込用紙に必要事項を記入の上、郵送､FAXまたはE-mailでお願いします。 
・ 参加費は5月末日迄に下記へお振り込みください。 

振込先： 広島銀行広島駅前支店 (普)1047528 
口座名： 中国地区品質経営協会 

 

＊参加券を発行しますので、当日受付にてご提出をお願いいたします。 
（参加券と引き換えに資料をお渡しいたします） 

 

キリトリ 
 

「経営とTQM」 講演会 参加申込用紙 
中国地区品質経営協会  行 

〒733-0011 広島市西区横川町３丁目５番９号 (世良ビル404号) 
TEL: (082)532-6844  FAX: (082)532-6845 
E-mail: qmac@a1.mbn.or.jp 

 

会 社 名 
 

お申込責任者：  
TEL：  
E-mail： 

住所（〒      ） 
 

参  加  者  名 所  属 ・ 役  職 

    

    

    

    

    

参加費 
（   名分）            円 

請求書 
必要 ・ 不要 

※ ご記入して頂いた企業・組織及び個人情報は、参加申込受付処理並びに当協会からのセミナーや行事のご案内のために 
使用します。 

 
 

参加要領 

リーガロイヤルホテル広島 
広島市中区基町6-78 
TEL (082)502-1121 
http://www.rihga-hiroshima.co.jp./ 

  

JR広島駅から徒歩25分 
バス停：広島バスセンター 
電 停：広島電鉄 紙屋町 

 

会場のご案内 


