
アイシン・エィ・ダブリュ(株)
専務執行役員中村泰也氏

中部品質管理協会主催：トヨタ流・自工程完結事例大会

ホワイトカラーを中心とした働き方改革「仕事の質向上」

～トヨタの自工程完結で産業競争力アップ！企業を元気に！～

２０１８年５月１０日（木） 開催

基調講演 １０：０５～１１：１０

事例発表・フロアディスカッション １３：３０～１６：１５

エンディング １６：１５～１６：３０

トヨタ自動車株式会社
顧問・技監 佐々木 眞一 氏

●事例発表：
３事例：アイシン・エィ・ダブリュ㈱、㈱アテック、㈱関ケ原製作所

パネル展示 ９：００～１６：３０

会 場：日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール
名古屋市中区金山一丁目５番１号（金山駅から５分）

主 催：一般社団法人 中部品質管理協会

・㈱青山製作所
・アスモ㈱（現、㈱デンソー）
・イビデン㈱
・NSKｽﾃｱﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑｽﾞ㈱
・㈱キャタラー
・住友理工㈱
・日本ガスケット㈱
・林テレンプ㈱
・㈱ＵＡＣＪ

提供会社

「トヨタの自工程完結」はリーダーの仕事の進め方の原点、日本を元気に！

●フロアディスカッション：
佐々木眞一氏も登壇頂いての企業内取組みの苦労
話をして頂きます。 （コーディネータ：松林講師、川上）

ビデオ上映 ９：００～１６：３０

・アイシン・エィ・ダブリュ㈱
・㈱アテック
・㈱関ケ原製作所

提供会社

特別講演 １１：１０～１２：００

豊田通商株式会社
取締役常務執行役員永井康裕氏

協 賛：日本科学技術連盟、中部産業連盟、トヨタエンタプライズ、グロービス、中部経済新聞社
会 費：５，０００円（会員）、６，０００円（一般） 税別

ﾎﾜｲﾄｶﾗｰ職場
の業務の生産
性向上・スタッ
フのモチベー
ションアップをﾄ
ﾖﾀで展開

著「トヨタの自
工程完結」

Ｄ＆Ｉ推進を
経営戦略の
１つと位置

付け、働き方
改革を現場
施策として
推進・実行

【第1部】

㈱関ケ原製作所
代表取締役社長小寺正芝氏

㈱アテック
代表取締役社長中島郁文氏

・ＴＱＭを浸透し、仕事
のやりがい・喜びにつ
なげる為に自工程完結
に取り組んでいる

・間接部門の小集団活動
の取組がマンネリ化して
おり、自工程完結で新たな風
土を導入中

・スタッフの気持ちや業務の
“もやもや”をスッキリさせた
く、「まずはやってみよう」と
はじめた自工程完結

【昼休み時間（１２：００～１３：３０）
：説明員配置予定】

・取り組み企業毎で下記の内容について
想いをまとめて頂きます。
①始めた切っ掛け/課題意識
②現状把握と取組み内容
③具体事例
④更なる推進のための今後の進め方

・全社や本部で取組んでいる企業の
社長や役員の想いを上映します。
①活動キックオフ会
②成果発表会
③新聞社によるインタビュー

最終案内

本件に関する問い合せ先
一般社団法人中部品質管理協会 TEL：052-581-9841 FAX：052-565-1205

川上尚光 Email: kawakami@cjqca.com 細見純子 Email: jun.hosomi@cjqca.com

中部地区で働く仲間が取り組んだホワイトカラー職場の改善事例発表会です。
この地域で初めての開催！！
働き方改革に取り組もうと考えている人にピッタリ、気付きのチャンス！！
すでに始めている人達にも進め方に自信が持てるためのヒントが一杯！！

mailto:kawakami@cjqca.com


ネットワーキング・懇親会

第1部終了後、会食交えた懇親会を計画しています。
懇親会には第1部で登壇いただいたすべてのスピーカー、そして自工程完結
のすべてのトヨタ認定講師などが参加予定です。
第1部にご参加いただいた方々で、自工程完結推進のためにネットワーキング
を図りたい方、実践の実態をもっと知りたい、相談したいという方を対象に、
場を提供させて頂きます。

２０１８年５月１０日（木） １７：３０～１９：３０

会 場：イーオリエンタルバンケット
主 催：一般社団法人 中部品質管理協会

協 賛：日本科学技術連盟、中部産業連盟、トヨタエンタプライズ、グロービス、中部経済新聞社
会 費：６，０００円（会員）、７，０００円（一般） 税込

【第2部】

＜出席予定の皆様ご紹介＞

ﾘｸﾙｰﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ
西田直史

中部品質管理協会
理事 会長補佐
川上尚光

トヨタ自動車㈱
顧問・技監

佐々木眞一氏

㈱関ケ原製作所
代表取締役社長
小寺正芝氏

㈱アテック
代表取締役社長
中島郁文氏

トヨタ認定講師
元トヨタ自動車
松林光雄

トヨタ自動車㈱
業務品質改善部
小杉敬彦

ﾅﾚｯｼﾞ・ﾌﾟﾗｸﾃｨ
ｽ・ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ
宇井克己

元トヨタ自動車
ｴﾝｼﾞﾝ部主幹
藤田真人

中部品質管理協会
企画部次長
細見純子

元愛知製鋼
主幹
加藤久佳

トヨタ認定講師トヨタ自動車㈱業務品質改善部

部長
鈴木浩佳氏

室長
大口桂氏

第１部事例発表ご登壇者様 第１部事例発表ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ
ﾄﾖﾀ流・自工程完結
の生みの親

併せてご予定
ください！

アイシン・エィ・ダブリュ㈱
専務執行役員
中村泰也氏

本件に関する問い合せ先
一般社団法人中部品質管理協会 TEL：052-581-9841 FAX：052-565-1205

川上尚光 Email: kawakami@cjqca.com 細見純子 Email: jun.hosomi@cjqca.com

（１７：００～ 受付・入場）

中部品質管理協会主催：トヨタ流・自工程完結事例大会

最終案内

mailto:kawakami@cjqca.com


・ＪＲ 東海道本線・中央本線「金山駅」下車 北へ徒歩5分

・名鉄 名鉄名古屋本線「金山駅」下車 北へ徒歩5分

・地下鉄 名城線「金山駅」下車 徒歩3分（地下連絡通路あり）

・市バス 「金山」下車 北へ徒歩3分

トヨタ流･自工程完結 取組み事例発表大会 参加申込用紙FAX:052-565-1205

《大会参加費》

大 会 会 費

（税込）

第1部 第2部

会員 一般 会員 一般

５，４００円 ６，４８０円 ６，０００円 ７，０００円

《交 通》

協賛：一般財団法人日本科学技術連盟、㈱トヨタエンタプライズ、一般社団法人中部産業連盟、グロービス 他

・名鉄金山駅、JR金山駅、市バスターミナル金山、

地下鉄金山駅2番出口より徒歩2分

・金山駅から264m

〈お問い合わせ〉 一般社団法人中部品質管理協会 研修総務部 鈴木、金子
ＴＥＬ：052-581-9841 ＦＡＸ：052-565-1205 E‐mail：cqca@cjqca.com

第1部：日本特殊陶業市民会館 第2部：イーオリエンタルバンケット

会社名 所属役職

郵便番号 〒 所在地

フリガナ TEL

申込責任者 E-mail

氏 名 フ リ ガ ナ 所属・役職

参
加
費

会員（税込） 6,000円 × 名 ＝ 円

一般（税込） 7,000円 × 名 ＝ 円

【大会参加者情報】

★振込先：三菱東京UFJ銀行 名古屋駅前支店 普通 №0295709 口座名：一般社団法人中部品質管理協会
★請求書の発行は開催初日の約２週間前に送付させていただきます。振込み手数料は貴社でご負担ください。
★銀行振込みでのご送金の場合は、振込受領証をもって領収証に代えておりますのでご了承ください。

事業ＣＤ 2018-1-50

会社ＣＤ 責任者ＣＤ

【懇親会参加者情報】

氏 名 フ リ ガ ナ 所属・役職

参
加
費

会員（税込） 5,400円 × 名 ＝ 円

一般（税込） 6,480円 × 名 ＝ 円

DMS

大会（第１部）参加者様には
当日右記書籍から、１冊プレゼント
（種類はご希望に沿えない場合があります）

《特 典》

各冊先着２０名様に佐々木顧問・技監
のサイン付きをプレゼント予定。
なお、当日は書籍販売コーナーも設置予定。

上記協賛会社とは、相互協
賛をさせて頂いており、何
れの会員・賛助企業様は、
本大会を会員価格で
ご参加頂けます。


