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資格制度と人材育成 

－生産管理資格制度の確立と普及に向けて－ 

 

平成 28年 7月 30日（土）～平成 28年 7月 31日（日） 受付 7月 30日 12時 30分より 

 ものづくりの拠点が日本から東アジアへ移動して久しいが，これに伴って国内のものづくり人材が海外へ

流出したり，海外の人材が国内にものづくりを学びにきたり，人材の流動化社会が進んでいる．日本は，最先

端の科学技術と卓越した管理技術によって世界を凌駕するものづくり大国となった．特に，品質の良い製品を，

安く，速く作りこむ管理技術がその一翼を担っている．今後，国内外においてこれらの技術を生かし，ものづく

りの発展に寄与する仕組みが欠かせないと考えられる．そこで，本大会は，ものづくり人材の育成と管理技術

を担保する資格制度について捉える場としたい． 

 

■ 大会会場： 
   愛知工業大学 自由ヶ丘キャンパス  

（ 受 付 ） 1階入口ホール  

（ 住 所 ） 〒464-0044 名古屋市千種区自由ヶ丘 2丁目 49-2  

（ 電 話 ） 052-757-0810（代表） 

（アクセス） 地下鉄東山線「名古屋駅」から乗車，「本山駅」で下車後，地下鉄名城線へ乗り換え

「自由ヶ丘駅」で下車，徒歩 1分 

 

■ 大会スケジュール 

月日 時間 行事 場所 

7月 30日

（土） 

13:00～13:10 開会式                     司会： 石井敏夫 

201教室 

13:10～13:40 

特別講演①                  司会： 鈴木宣二 

QC検定制度と人材育成 

日本規格協会 星野 裕 氏 

13:40～14:10 

特別講演②                  司会： 福井幸男 

ビジネス検定制度と人材育成 

関西学院大学 商学部 教授 梶浦昭友 氏 

14:10～14:40 

基調講演                    司会： 岩崎祐子 

生産管理資格制度の確立と普及に向けて 

標準化研究学会会長 近藤高司，山田裕昭 

澤田善次郎              

14:50～17:20 研究発表 プログラム参照 

17:20～17:30 閉会式                     司会： 石井敏夫 201教室 

17:40～19:30 情報交換会                 司会： 美濃浦比佐雄 食堂 

7月 31日

（日） 
10：00～17：00 

生産管理資格制度セミナー（1日コース） プログラム 

① 5Sセミナー         講師：鈴木宣二 

② 日常管理セミナー     講師：篭橋正則 

③ 設備管理セミナー     講師：山田裕昭 

④ ISO9001セミナー     講師：石井敏夫 

⑤ 新入社員セミナー     講師：梅村 彰 

① 301教室 

② 201教室 

③ 202教室 

④ 203教室 

⑤ 204教室 

※ 7月 31日の 1日講座は生産管理資格制度に関連するものであり，1日受講を原則とする． 
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 準備スケジュール（発表・聴講参加受付） 

・ セッション5研究発表申込受付・締切（e-mail）2018年 4月 1日(金)～ 2018年6月20日(月) 

・ 研究発表論文原稿受付・締切（e-mail）  2018年 4月 1日(金)～ 2018年 7月  3日(日) 

・ 大会参加申込（e-mail）             2018年 4月 1日(金)～ 2018年 7月 20日(水) 

 

■ 研究発表プログラム（案） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ セッション 5は，原則英語発表．但し，母国語以外の発表であれば良い事とする．発表者は最大 10名まで． 

※ 各セッションは，発表者の都合により変更する場合があります． 

  

■ 大会運営組織 

実行委員顧問 児玉正憲 九州大学名誉教授 実行委員 楓 森博 岐阜女子大学 

実行委員長 岩崎 祐子 四日市大学   〃  大澤 美紀 テンプスタッフキャリアコンサルティング㈱ 

実行委員 近藤 高司 愛知工業大学   〃 篭橋 正則 

 

㈲篭橋経営技術研究所 

  〃 澤田善次郎 澤田経営研究所   〃 坂倉 貢司 ㈱セキデン 

  〃 國島 正浩 中小企業診断士   〃 杉本 和夫 杉本キャリア開発研究所 

  〃 高所真理子 （一社）まなび考房   〃 鈴木 宣二 NPO法人 SDC検証審査協会 

  〃 大平 一哉 中小企業診断士   〃 平野 憲康 シンクラボ 

  〃 小竹 暢隆 名古屋工業大学   〃 藤井 春雄 ㈱経営技術研究所 

  〃 石井 圭介 椙山女学園大学   〃 星野 裕 一般財団法人日本規格協会 

  〃 石井 成美 愛知工業大学   〃 美濃浦比佐雄 ドラィ・マネジメント 

  〃 石井 敏夫 NPO法人 SDC検証審査協会   〃 山田 裕昭 東海学園大学 

  〃 梅村 彰 創和マネジメント    

 

■ 参加費 

大会参加費：9,000円（テキスト代含む） 

（1日のみの参加日：5,000円） 

昼食代：1,000円／日 

情報交換会費：5,000円 

但し，留学大学院生 15名まで大学参加費 

9000円無料とする。15名選出は受付後に 

学会長，副会長で大会 2週間前までに選出． 

 

■ お問合せ 

愛知工業大学 近藤研究室 〒464-0044名古屋市千種区自由ヶ丘 2丁目 49-2  

TEL： 052-757-0810（代表），E-mail： taka-kondoh@aitech.ac.jp 

支払方法 郵便振替 【振替期限 7月 20日（水）】 

三菱東京 UFJ銀行 高浜支店 

標準化研究学会 監事 山田裕昭 

（ヒョウジュンカケンキュウガッカイ カンジ ヤマダヒロアキ） 

普通 口座番号：3070374 

※ 領収書は，金融機関のご利用明細をもって代えさせ

て頂きます．（領収書が必要な方はご指示ください） 

セッション1 セッション2 セッション3 セッション4 セッション5

（会場：301） （会場：201） （会場：202） （会場：203） （会場：204）

資格制度と人材育成
グローバル・ICT人材
の育成

生産管理資格制度 家庭経営士資格制度 研究発表（5件）

愛知工業大学 関西学院大学 澤田経営研究所 四日市大学

近藤高司 福井幸男 澤田善次郎 岩崎祐子

トヨタ系の人材育成
台湾・中国企業の人
材育成

指導講師認定制度
ホームマネジメントア
ドバイザー

国際経営技術研究所 明道大学 （一財）日本規格協会

石川君雄 　頼昱誠 星野裕

リクルートの人材育
成

ローカル人材の育成 IE検定　3,2,1級
キャリアプランニング
アドバイザー

創和マネジメント NPO法人SDC検証審査協会 NPO法人SDC検証審査協会

梅村　彰 石井敏夫 鈴木宣二

 金沢工大の人材育

成
IoT人材の育成

ワークライフバランス
推進アドバイザー

金沢工業大学 金沢工業大学 （一財）三重県環境保全事業団

中野　真 武市祥司 黒田伸弘

 トップ・ミドル・ロアマ

ネジメントの人材育成
現場と生産管理シス
テムの改善改革

キャリア、コンサルタ
ント制度

女性活躍推進アドバ
イザー

㈱経営技術研究所 システム ユニ 杉本キャリア開発研究所

藤井春雄 岡田敏明 杉本和夫

16:40-17:10

時間

14:20-15:10

15:10-15:40

15:40-16:10

16:10-16:40



申込用紙 

下記の申込み欄をご記入頂き，送付先まで e-mailでお送り下さい． 

（送付先：h_ymd3a@ybb.ne.jp 担当：山田） 
 

① 大会参加申込（参加者全員記入） 

氏名 所属 連絡先 

  
TEL： 

e-mail： 

参加区分 30日のみ ・ 31日のみ ・ 両日 

昼食の申込み 30日のみ ・ 31日のみ ・ 両日 

30日（土）の情報交換会 参加する ・ 参加しない 

 

② 外国語セッション研究発表論文申込み（研究発表ご希望の方は以下にご記入ください．） 

氏名 所属 連絡先 

  
TEL： 

e-mail： 

発表テーマ 

(英語) 

 

(日本語) 

 

大会での発表時の使用言語 日本語  ・ 英語  （母国語以外を選択） 

発表論文の使用言語 日本語  ・ 英語  （母国語以外を選択） 

（注）予稿論文の体裁は，日本生産管理学会『全国大会講演論文集（研究発表）』原稿執筆要綱・テンプ

レートに順ずる．http://e-jspm.com/ronbunyoryo（参照） 

 

③ 7月 31日 生産管理資格制度セミナー（1日コース）参加申込み 

参加するセミナーの参加申込みチェック欄にある□へレ点チェックを付けてください． 

氏名 所属 連絡先 

  
TEL： 

e-mail： 

セミナー名 参加申込みチェック 

① 5Sセミナー □ 

② 日常管理セミナー □ 

③ 設備管理セミナー □ 

④ ISO9001セミナー □ 

⑤ 新入社員セミナー □ 

 


