平成２９年度事業報告
基 本 方 針
平成２９年度の日本経済は､「米国第一」を掲げるトランプ政権の発足や英国のＥＵ離脱
の交渉本格化など先行き不透明感が漂うなかでも、好調な外需と底堅い内需に支えられ、実
質経済成長率は１％台前半と引き続き拡大が続く見通しとなっている。
企業収益面では、新興国景気の底入れで資源価格が回復し、円高の逆風も弱まってきたこ
とから、直近の法人企業統計調査(平成２８年１０～１２月期)では経常利益が過去最高を更
新するとともに、上場企業の２９年３月期の純利益も前期比約１割増え、２年ぶりに最高益
を更新する見込みとなっているなど、企業業績も堅調に推移する見通しとなっている。
一方、中長期的な視点から日本経済を展望すると、少子高齢化・人口減少の波は大都市に
も及び、生産や消費の担い手を膨らませた都市部が地方を補う日本経済の構図にも狂いが生
じている。また、未曽有の人手不足が日本企業を揺さぶっており、平成２８年の生産年齢人
口は７６３３万人と１０年で約１割減少、さらに１０年後には７０００万人を割り込むなど、
急ピッチで労働力供給の減少が進行している。こうした状況下、今後、日本がさらなる発展
を遂げるには、イノベーションの実現により、生産性を劇的に向上させることが急務となっ
ている。
ここで、企業を取り巻く経営環境に目を転じると、ロボットに続き AI についても研究段
階から社会・ビジネスへの実装レベルへ移行しつつある。加えて IoT やフィンテックの中核
技術にとどまらず、ネット社会の新しいインフラと期待されるブロックチェーンの活用拡大、
自動運転技術の開発競争激化、ビッグデータの利活用など、先端技術への積極的な取り組み
が、企業の競争力・成長力を大きく左右する時代が到来しているといっても過言ではない。
また、雇用・労働面では、過重労働問題が大手企業の経営トップの辞任につながるなど、
長時間労働是正を柱とする「働き方改革」は経営者の重大な責務となっている。加えて、同
一労働同一賃金の導入に向けた関連法の改正、罰則を伴う残業時間上限規制の導入に向けた
労働基準法改正など、今後企業が対応すべき課題は山積しており、経営者には、従来のしが
らみにとらわれずに自社を見直す覚悟、多様な人材を活かす環境整備を推進する姿勢が強く
求められている。
以上の視点を踏まえ、２９年度も、トップセミナー、特別セミナー、各種委員会・研究会、
講演会・講習会等の充実強化を図り、会員企業の様々な経営課題解決の一助となる活動を推
進していきたい。
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活 動 理 念
本会は、活力に溢れ、魅力ある県経済社会の実現に向けて自ら行動するとともに県政・諸
機関・諸団体・諸大学そして連合埼玉などと調和と連携を図り、県経済社会の健全な発展に
寄与する。

事業活動の骨子
１．産学官連携の強化
県経済の持続的発展には、企業のグローバル化への対応強化とイノベーション実現へ
向けた不断の取り組みが不可欠であり、これらをサポートすべく、会員企業同士の情報
交換機会の充実と産業界と県・国の機関や埼玉大学・ものつくり大学など教育界との連
携強化に取組む。
２．コーディネーター機能・情報提供機能の強化・拡充
企業の取り組むべき課題がますます高度化しつつあることを踏まえ、これらの課題解
決に資するために、埼玉県、国、各種研究機関等との連携を強化し、各種セミナー、委
員会活動等の充実を通じ、コーディネーター機能・各種情報提供機能を強化・拡充して
いく。
３．安定した経営基盤の構築と効果的・効率的な業務運営の推進
会員増強や事業収益の増加等を通じてより安定した組織・経営基盤を構築していく。
４．会員・経済界のニーズの集約とその実現
会員そして県内経済界が直面する諸課題についての意見・ニーズを収集・集約しその
解決に努める。
５．産業教育への支援強化
埼玉産業教育審議会等各種審議会・委員会への積極的な参画、教職員・高校生向けの
研修への講師派遣、さらには科学の甲子園やキャリア教育アワードなど、埼玉県の産業
教育への支援強化を図る。
６．提言活動の展開
知事と経済人との懇談会などをはじめ多種多様な県・国の機関等の公設委員会議など
を通じ、提言や意見陳述に努めていく。
７．雇用の維持・拡大
雇用の維持・拡大とセーフティーネットの拡充のため、ベースとなる人事労務問題へ
の取り組みの充実は勿論、埼玉県・埼玉労働局・連合埼玉との連携の下、大学生インタ
ーンシップ事業、高校生そして障害者の就職支援等の各種プロジェクトや従業員の働き
がいを高めるための取り組み等を積極的に推進する。
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平成２９年度事業のポイント
平成２９年度事業の推進にあたっては、これまで推進してきた事業を原則継続するととも
に、以下のような施策を進めました。
１．安定した経営基盤の構築
会員企業からの紹介等を通じた会員増強に加え、多様な研修プログラムを新設、講演会・
講習会等事業の一層の充実を図り、安定した経営基盤の構築を図りました。
２．埼玉県インターンシップ推進事業(埼玉県よりの受託事業)の拡充
県内企業の経営課題の解決とともに、あわせて県内企業に対する学生の理解を深めること
も目的とする課題解決型インターンシップは、２８年度より埼玉大学を対象に実施しました
が、２９年度は埼玉県内の大学の大学院生、学部学生、外国人留学生に対象を拡大し、より
充実した事業の実現を目指して取り組んでまいりました。
【埼玉県大学生インターンシップ推進事業】平成２９年度実績 （ ）内は平成２８年度実績
受入先企業登録数
受入先企業部門数
学生登録数
学生応募数
学生実施数
大学登録数
783(729)
881(814)
1283(1293)
686(671)
295(285)
235(207)
インターンシップ説明会・個別相談会
課題解決型インターンシップコース
大宮ソニックシティ
学生参加者２３名 （昨年度８名）
４月２６日(水) 参加者４６名
企業提案型

学生提案型

１７名
（１５案件）

６名
（４案件）

＜学生の内訳＞

＜学生の内訳＞

埼玉大学 15 名

大学・企業担当者向け説明会の様子
全国の大学に掲示されたポスター 共栄大学
埼玉県課題解決型インターンシップ成果報告会
３月 ２日（金） 参加者８３名

パネルディスカッション

2名

計

２３名
（１９案件）

早稲田大学 2 名
武蔵丘短期大学 4 名

大宮ソニックシティ

学生及び関係者
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３．
「科学の甲子園」埼玉県開催を踏まえた支援策の充実・強化
国立研究開発法人科学技術振興機構主催の「科学の甲子園」については、第４回大会から
本会が協働パートナーとなり、加えて第５回・第６回と、全国初の取組となる、本会会員が
県予選から全国大会まで一貫して協賛・支援する活動に取り組んできました(第６回協賛会
員は６企業１大学)。こうした活動が大きな評価要因となり、平成３０年３月開催の第７回
大会から平成３２年３月開催の第９回大会まで埼玉県で開催されることが決定しました。
埼玉県での開催を成功に導くために、会員企業の全面的な協力のもと、今年度の協働パー
トナーとして１０社（協賛企業５社、応援企業５社）にご協賛いただきました。
【科学の甲子園】
【第７回 埼玉大会】
県立総合教育センター
１１月 ４日(土) 参加者３４２名（生徒）
特別講演『超小型衛星を、新しい時代のインフラに！』
成績
中村 友哉 氏
株式会社アクセルスペース
代表取締役

筆記競技

実技競技

【総合部門】
優 勝
埼玉県教育委員会賞
準優勝
一般社団法人埼玉県経営者協会賞
第３位
株式会社しまむら賞
第４位
株式会社タムロン賞
第５位
株式会社ハーベス賞

浦和高校Ａ
開智高校Ａ
浦和高校Ｃ
大宮高校Ａ
越谷北高校Ｂ

【筆記部門】
第１位
株式会社埼玉りそな銀行賞
第２位
セントラル自動車技研株式会社賞
第３位
株式会社臼田ファインモータースクール賞

大宮高校Ａ
開智高校Ａ
浦和高校Ａ

【実技部門】
第１位
株式会社武蔵野銀行賞
第２位
三州製菓株式会社賞
第３位
一般社団法人埼玉県経営者協会賞

浦和高校Ａ
熊谷高校Ｄ
熊谷高校Ａ

【特別賞】
専門高校第１位 ＡＧＳ株式会社賞

久喜工業高校Ａ

総合優勝した浦和高校Ａ
埼玉県代表として
全国大会に出場

協働パートナーとして本会ならびに県内加盟企業９社に御協賛いただきました。大会当日
は成績上位校に対し表彰状とクリスタルオーナメントを授与していただきました。
協働パートナー
○協賛企業
株式会社埼玉りそな銀行 株式会社武蔵野銀行 ＡＧＳ株式会社
株式会社しまむら 一般社団法人埼玉県経営者協会
○応援企業
三州製菓株式会社 株式会社タムロン 株式会社ハーベス
セントラル自動車技研株式会社 株式会社臼田ファインモータースクール
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【科学の甲子園】
【第７回 全国大会】
大宮ソニックシティ サイデン化学アリーナ
３月１６日（金）～１８日（日）
＜大宮ソニックシティ＞
３月１６日（金）開会式および筆記競技
３月１８日（日）特別シンポジウムおよび表彰式
＜サイデン化学アリーナ＞
３月１７日（土） 実技競技
＜大会成績＞
総合優勝 栄光学園高校（神奈川）
総合第２位 広島学院高校（広島）

文部科学大臣賞 文部科学大臣政務官 新妻 秀規 氏（右）
ＣＩＥＥ／ＴＯＥＦＬ賞 日本代表代行 根本 斉 氏（左）

科学技術振興機構理事長賞 理事 真先 正人 氏（左）
ＵＬ Ｊａｐａｎ賞 事業開発部部長 川口 昇 氏（右）

総合第３位 筑波大学附属駒場高校（東京）

総合第４位 県立並木中等教育学校（茨城）

埼玉県知事賞 副知事 奥野 立 氏（右）
埼玉りそな銀行賞 代表取締役社長 池田 一義 氏（左）

さいたま市長賞 経済局長 吉沢 浩之 氏（右）
武蔵野銀行賞 常務取締役 白井 利幸 氏（左）

企業特別賞 県立鳥取西高校（鳥取） 海陽中等教育学校（愛知）

県立丸亀高校（香川）

ＡＧＳ賞 代表取締役社長 石井 進 氏 埼玉県経営者協会賞 会長 上條 正仁 氏 しまむら賞 執行役員 鈴木 誠 氏
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４．労働問題実務対応講座の新設
人事・労務・法務担当者並びに管理職に求められる必須労働法知識を修得することを目的
に、２８年度に２講座開催した、労働法実務実践講座を充実強化させ、全７講座で構成する
労働問題実務対応講座を新設しました。これで、労働法関連講座は労働法実務講座４講座と
労働問題実務対応講座７講座の年間１１講座開催へと大幅な内容の充実を図りました。
【労働問題実務対応講座】
大宮ソニックシティ
第１回 ７月１４日(金) 参加者１４名
第２回 ８月２８日(月) 参加者２１名
『退職・解雇・内定取消の実務注意点』
『労働条件の不利益変更の注意点』
仁野 直樹 氏

橘 大樹 氏

石嵜・山中総合法律事務所
ヴァイスパートナー弁護士
第３回 ９月２５日(月) 参加者３５名
『メンタル不調者に関わる法的留意点』

石嵜・山中総合法律事務所
ヴァイスパートナー弁護士
第４回 １０月１９日(木) 参加者２２名
『“問題社員”の法的対応と実務対策』

小森 光嘉 氏

安藤 源太 氏

石嵜・山中総合法律事務所
弁護士
第５回１０月２７日(金) 参加者２０名
『有期契約社員の契約対応実務』

石嵜・山中総合法律事務所
パートナー弁護士
第６回 １１月２９日(水) 参加者１８名
『セクハラ・パワハラをめぐる企業の法的責任と実務対応』

塚越 賢一郎 氏

山口 毅 氏

石嵜・山中総合法律事務所
ヴァイスパートナー弁護士
第７回１２月１４日(木) 参加者１７名
『労働時間管理の注意点と実務対応』

石嵜・山中総合法律事務所
パートナー弁護士

土屋 真也 氏
石嵜・山中総合法律事務所
ヴァイスパートナー弁護士
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５．
『課長力パワーアップ講座～会社の成長を支える《課長力》の磨き方』の新設
課長力パワーアップ講座を新設しました。なお、本講座は事前課題、講義、グループ討議、
意見交換、交流会をプログラム内容としており、全６回で、延べ２４７名が参加しました。
【課長力パワーアップ講座】全６回
大宮ソニックシティ
第１回 ６月２１日(水) 参加者５２名
第２回 ６月２８日(水) 参加者４５名
『課長の使命と役割を自覚する』
『マネジメント力を鍛える基本演習』
第３回 ７月１１日(火) 参加者３７名
第４回 ７月２６日(水) 参加者４１名
『問題発見と解決への具体的アプローチ』 『コミュニケーション能力と育成能力を高める』
第５回 ９月 １日(金) 参加者３８名
第６回 ９月 ８日(金) 参加者３４名
『メンバー全員が活性化する職場の法則』 『課長の行動指針をつくる』
本田 有明 氏
人事教育コンサルタント

６．気象ビジネス推進コンソーシアムへの参画
気象ビッグデータのビジネスへの有効活用を目的とした産学官横断の協議会である「気象
ビジネス推進コンソーシアム」に参画し、企業のコスト削減や生産性改善などに向けた気象
データの活用策等について、２月２６日開催の農業ビジネス研究会において農研機構農業環
境変動研究センター気候変更対応研究領域温暖化適応策ユニット長の中川博視氏に御講演
いただきました。
【農業ビジネス研究会】
第１回 ２月２６日(月) 参加者３３名
大宮ソニックシティ
『２０２５年 日本農業はこう変わる』
大泉 一貫 氏
宮城大学名誉教授

『農業における気象ビジネスの展開について』

『埼玉県の農業ビジネス支援策』

中川 博視 氏
農研機構農業環境変動研究センター
気候変更対応研究領域
温暖化適応策ユニット長

畑 克利 氏
埼玉県農林部
農業ビジネス支援課副課長
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平成２９年度主要事業の実施状況を以下のとおりご報告します。
(講師等の所属先・役職名は開催当時のものを掲載しています)
１ 総会
平成２９年度 定時総会

５月１０日(水) 出席者３１７名

選任された理事・監事一同

パレスホテル大宮

【議案】
１ 平成２８年度事業報告
２ 平成２８年度決算報告
３ 平成２９年度事業計画
４ 平成２９年度収支予算
５ 理事・監事の選任
６ 会長・副会長・専務理事
常務理事の選任
報告事項
・組織拡大協力委員への
感謝状贈呈の件
・事務局報告

特別講演
組織拡大協力会員への感謝状贈呈
『破綻企業の方程式
～企業再生の現場から見えたもの』
小城 武彦 氏
株式会社日本人材機構
代表取締役社長
株式会社埼玉りそな銀行
池田 一義 様
ＡＧＳ株式会社
石井 進 様
ボッシュ株式会社
満岡 隆一 様
吉野電化工業株式会社
吉野 寛治 様
東日本電信電話株式会社
榊原 明 様
株式会社デサン
藤池 一誠 様
望月印刷株式会社
望月 諭 様

懇親会
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株式会社武蔵野銀行
加藤 喜久雄 様
株式会社あなたの幸せが私の幸せ
栗原 志功 様
株式会社クリタエイムデリカ
栗田 美和子 様
株式会社愛工舎製作所
牛窪 啓詞 様
富士電子株式会社
中込 秀明 様
大栄不動産株式会社
石村 等 様

平成２９年度 臨時総会

１０月２６日(木) 出席者１２２名

パレスホテル大宮

【議案】
１ 理事の選任
２ 副会長の選任
報告事項
・上半期事業活動報告
・事務局報告

特別講演
『私が診（見）てきた、超一流アスリートの実像』
並木 磨去光 氏
株式会社ナズー代表取締役
スポーツマッサージ・ナズー院長

２ 理事会
第１回 理事会・幹事会 ４月１３日(木)
理事会：出席者２３名

上條正仁 会長(議長)
理事会
特別講演
『人口減少と日本経済
～日本経済の衰退は不可避か、答えは NO!』
吉川 洋 氏
立正大学経済学部教授
（東京大学名誉教授）
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パレスホテル大宮
幹事会・講演会：出席者５１名

幹事会

第２回 理事会・幹事会 １０月２６日(木)

上條正仁 会長(議長)
第３回 理事会・幹事会

理事会
３月１３日(火)
理事会：出席者２７名

パレスホテル大宮
理事会：出席者２６名

特別講演会後の懇親会の様子
パレスホテル大宮
幹事会・講演会：出席者５３名

特別講演
『日本軍の失敗に学ぶ組織の不条理』
菊澤 研宗 氏
慶応義塾大学商学部
教授
理事会

幹事会

３ 新年会員懇談会
平成３０年 新年会員懇談会 １月１１日(木)

パレスホテル大宮
出席者３５０名

祝辞
上田 清司 氏
埼玉県知事
特別講演
『一流と超一流の違い』
後藤 孝志 氏
元読売巨人軍コーチ
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懇親会

祝辞
清水 勇人 氏
さいたま市長

乾杯
山口 宏樹 氏
埼玉大学学長

懇親会の様子

４ 地区協議会
平成２９年度 幹事会
地区
開催日
中部
７月１１日(火)
南部
７月１９日(水)
北部
７月２４日(月)
西部
７月２５日(火)

議 題
秋・春季地区協議会の企画と運営について
秋・春季地区協議会の企画と運営について
秋・春季地区協議会の企画と運営について
秋・春季地区協議会の企画と運営について

会 場
パレスホテル大宮
川口総合文化センター
マロウドイン熊谷
丸広百貨店

平成２９年度 秋季地区協議会
北部 １１月 ７日(火) 株式会社ＳＵＢＡＲＵ群馬製作所矢島工場視察会(群馬県太田市)

出席者
９名
９名
１０名
１３名

参加者４０名

西部 １１月１５日(水) 株式会社しまむら 東松山商品センター視察会(東松山市) 参加者３０名

南部 １２月 ７日(木) 大森機械工業株式会社視察会(越谷市)
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参加者１２名

中部 １２月１９日(火) 株式会社東玉 視察会(さいたま市岩槻区)

平成２９年度 春季地区協議会
中部 ２月 ６日(火) 参加者１４名
講演『春季労働交渉・協議に臨む経営側の基本姿勢』

参加者１０名

大宮ソニックシティ

平田 武 氏
経団連事業サービス
人事賃金センター長
南部 ２月 ７日(水) 参加者１７名
川口総合文化センター
講演１『春季労働交渉・協議に臨む経営側の基本姿勢』 平田 武 氏 経団連事業サービス 人事賃金センター長
講演２『人材不足の今だからこそ「女性が活き活き働ける組織は強い」』
内田 ひとみ 氏
㈱ＨＵＧＲＥＳ
代表取締役
懇親会の様子
西部 ２月１４日(水) 参加者２０名
丸広百貨店
講演１『春季労働交渉・協議に臨む経営側の基本姿勢』 平田 武 氏 経団連事業サービス 人事賃金センター長
講演２『社長の声の力で会社は変わる！』
佐藤 恵 氏
㈱ボイスクリエーションシュクル
代表取締役
懇親会の様子
北部 ２月１５日(木) 参加者７名
マロウドイン熊谷
講演『春季労働交渉・協議に臨む経営側の基本姿勢』 平田 武 氏 経団連事業サービス 人事賃金センター長
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５ トップセミナー・特別セミナー等
【トップセミナー】
大宮ソニックシティ
第１回 ４月 ７日(金) 参加者４１名
第２回 ５月１５日(月) 参加者２２名
『チームの可能性を最大限引き出し、組織を成功に
『安保論争』
導くための「７つの習慣マネージャー」』
～日本ではなぜ奇妙な『正義』がまかり通るのか～
竹村 富士徳 氏

細谷 雄一 氏

フランクリン・コヴィー・ジャパン株式会社
取締役副社長

慶應義塾大学法学部
教授

第３回 ５月１７日(水) 参加者２６名
『武器としての人口減社会
～国際比較統計でわかる日本の強さ』

第４回 ５月１９日(金) 参加者３７名
『老舗企業の強さに学ぶ
～持続的競争力の強さの秘訣とは』

村上 由美子 氏

神田 良 氏

経済協力開発機構（OECD）
東京センター長

明治学院大学経済学部
教授

第５回 ５月２２日(月) 参加者５０名
歴史に学ぶ戦国武将シリーズ第３弾
『戦国最強の武将は誰か？』

第６回 ７月 ３日(月) 参加者１９名
『あなたの会社にイノベーションを起こす
～普通の社員を企業内起業家に変える方法』

本郷 和人 氏

河瀬 誠 氏

東京大学史料編纂所
教授

エムケー・アンド・アソシエイツ
代表

第７回 ９月 ７日(木) 参加者１７名
第８回 １２月 ８日（金）参加者４４名
『投資される経営、売買(うりかい)される経営』 『２０１８年の世界経済、
～長期投資に耐えうる企業経営の姿～
日本経済を展望する』
中神 康議 氏

永濱 利廣 氏

みさき投資株式会社
代表取締役社長

株式会社第一生命経済研究所
経済調査部 主席エコノミスト
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第９回 １２月１１日(月)参加者５２名
『最新学説と独自の推理で描く関ヶ原の戦い』

第 10 回 １２月１２日(火)参加者２６名
『リーダーの基準』
～リーダー育成論の死角を抉る新しいアプローチ～

本郷 和人 氏

清水 勝彦 氏

東京大学史料編纂所
教授

慶應義塾大学大学院
経営管理研究科 教授

第 11 回 １２月１３日(水)参加者２８名
第 12 回 ２月２２日(木) 参加者２６名
『緊迫する朝鮮半島情勢』
『なぜ、企業は不祥事を繰り返すのか』
～有事は起こるのか、そして日本の備えは？～
～有名事件の原因メカニズムに迫る～
道下 徳成 氏

樋口 晴彦 氏

政策研究大学院大学
教授

警察大学校
警察政策研究センター 教授

【特別セミナー】
大宮ソニックシティ
第１回 ６月２３日(金) 参加者８７名
野村證券株式会社との共催
「成長戦略セミナー」
講演 1『ROBOTICS ～ロボットは
講演２『５坪のお店から上場企業へ』
日本の「モノづくり」に夢を与えるか？』
御子柴 史郎 氏

神田 正 氏

野村リサーチ＆
株式会社ハイデイ日高
アドバイザリー株式会社
代表取締役会長
テクノロジーグループ
第２回 １１月 １日(水) 参加者１４名
第１部『ＩＣＴ活用による超スマート社会 第２部『ＩｏＴのトレンドとＮＴＴコミュニケーションズが
”Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０”とは？』
提供するＩｏＴサービス』
林 雅之 氏

川本 祐輝 氏

ＮＴＴコミュニケーションズ株式会社
クラウドサービス部クラウド・エバンジェルスト

ＮＴＴコミュニケーションズ株式会社
経営企画部 ＩｏＴ推進室
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第３回 １月１５日(月) 参加者２６名
「管理職に是非とも知ってほしい～女性のキャリアとホルモンバランス～」＜Well Aging(上手に歳を重ねるために)な社会のために＞
第１部『社会の変化と女性のライフステージ』
第２部『働く女性に今、起きていること～女性のホルモンバランス、
女性ホルモンが引き起こす心身の症状と病気等』
内田 ひとみ 氏

中村 真理子 氏

株式会社ＨＵＧＲＥＳ
代表取締役

ＨＵＧＲＥＳパートナー講師
聖路加国際大学認定看護師教育課程
不妊症認定看護コース専任教員
埼玉労働局、連合埼玉、埼玉県等と共催

第４回 ３月１２日(月) 参加者１９０名
「治療と職業生活の両立支援セミナー」
説明１『両立支援ガイドラインの概要等』
富樫 英樹 氏

豊島絵理子 氏

埼玉労働局労働基準部健康安全課

さいたま総合労働相談コーナー
総合労働相談員

説明２『長期療養支援についての概要等』

講演１『がん等の治療と就労の両立支援
～就労継続のために大切なこと』

岡村 佳子 氏

近藤 明美 氏

大宮公共職業安定所
就職支援ナビゲーター

埼玉産業保健総合支援センター両立支援推進員
社会保険労務士

講演２『治療と就労の両立支援 職場での取り組み』 講演３『働く人が病気になったら』
深井 好子 氏

北村 文彦 氏

生活協同組合コープみらい
看護担当主任

埼玉産業保健総合支援センター産業保健相談員
順天堂大学医学部衛生学講座 准教授
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第５回 ３月１４日(水) 参加者７５名
講演 1
『M&A 積極活用による成長戦略について』

野村證券株式会社と共催
講演２
『中堅企業における M&A 活用術～成長と事業承継～』

池野 隆光 氏

石野 猛士 氏

ウエルシアホールディングス株式会社
代表取締役会長

野村證券株式会社
法人開発部次長

金子 芳行 氏
野村證券㈱さいたま支店
企業金融課長
第６回 ３月１５日(木) 参加者４０名
「すぐに実践できる通信環境に関するセキュリティセミナー」
第１部『通信環境に潜むセキュリティリスクとその具体的対策方法』
大屋 一 氏
株式会社ブロードテック
代表取締役
第２部『～簡単に構築できる NTT 東日本が提供するセキュリティ商品～』
市村 光広 氏
東日本電信電話株式会社
埼玉事業部
ビジネスイノベーション部

【ＢＣＰ策定支援セミナー】
１１月２７日(月) 参加者２９名
ウエスタ川越
１１月２９日(水) 参加者１９名 熊谷市立商工会館

柳 琪 氏
トレンドマイクロ株式会社
東日本営業本部
首都圏パートナー第３営業グループ

ＡＧＳ株式会社と共催
１１月２８日(火) 参加者２８名 春日部市民文化会館
１２月 ７日(木) 参加者２３名 さいたま商工会議所
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６ 委員会、研究会
【連合埼玉、埼玉県との共催による２０１７地域フォーラム】
７月１８日(火) 参加者１４０名
大宮ソニックシティ国際ホール
「働きがいのある会社づくりを通じて企業、社員、そして地域の活性化を目指そう！」
基調講演１『日本一働きたい会社のつくりかた』
羽田 幸広 氏
LIFULL 株式会社
執行役員人事本部長
基調講演２『ＧＰＴＷが考える
働きがいのある会社とは』
岡元 利奈子 氏
ＧＰＴＷジャパン
代表取締役社長

事例報告 1『埼玉県公労使会議の取り組み』 事例報告２『ＡＧＳの働き方改革』
江森 光芳 氏

石井 進 氏

埼玉県産業労働部
雇用労働局長

ＡＧＳ株式会社
代表取締役社長

【人事労務委員会】
第１回 １月２２日(月) 参加者４８名
説明１『働き方改革の進め方』、『無期転換ルール』、
説明２『長時間労働対策』（上限規制に係る法律案要綱、
『有期特措法』
監督指導結果、労働時間適正把握ガイドライン等）
小林 雅彦 氏
高橋 仁 氏
埼玉労働局
雇用環境改善・均等推進室

埼玉労働局
監督課
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大宮ソニックシティ
説明３『同一労働同一賃金』（法律案要綱等）
宇野 禎晃 氏
厚生労働省
雇用環境・均等局
有期・短時間労働課

第２回 ３月 ５日(月) 参加者２６名
大宮ソニックシティ
講演『働きがいのある会社に向けて先進企業の取り組み事例に学ぶ』
小林 順子 氏
ＧＰＴＷ シニアコンサルタント

事例発表「ＧＰＴＷ２０１８全国ランキング入賞企業」「働きがいのある会社」ランキングベストカンパニー
発表１
発表２
渡久地 美理 氏
古橋 哲朗 氏
ソースネクスト株式会社
総務人事グループ 執行役員

株式会社わらわら
執行役員 ＣＯＯ

埼玉県における働きがいのある企業表彰式・交流会

表彰式
株式会社温泉道場 株式会社タウ
株式会社わらわら
交流会
２月２７日(火) 2018 年版「働きがいのある会社」表彰式・交流会 ホテルハイアットリージェンシー東京

会場の様子

挨拶をする GPTW ジャパン代表岡元氏

【ライフデザインセミナー】全３回
第１回１１月 ６日(月) 参加者１８名
『キャリアプランニング
～ワークとライフの将来設計へのヒント』

集合写真
大宮ソニックシティ
第２回１２月 ６日(水) 参加者３０名
『リーダーのための実践コーチング
～マネジメント、ビジネススキル、部下指導を学ぶ』

内田 ひとみ 氏

加地 照子 氏

㈱ＨＵＧＲＥＳ
代表取締役

ビジネスコーチ株式会社
パートナーエグゼクティブコーチ
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第３回１２月１８日(月) 参加者２５名
『職場、家庭、そしてプライベート空間で
の異性間コミュニケーションを学ぶ』
佐藤 恵 氏
株式会社ボイスクリエーションシュクル
代表取締役

【企業戦略研究会】
第１回 ４月２４日(月) 参加者５０名
講演１『人口知能時代の新たな顧客価値
創造～Watson が変革する世界～』
細 和久 氏
日本 IBM 株式会社理事
インダストリーソリューション事業開発
IoT ソリューション事業部 事業部長
第２回 ２月２８日(水) 参加者２１名
講演１『企業の危機管理広報のポイント
～事例を踏まえて』

大宮ソニックシティ
講演２『
“部下がなかなか育たない”という
前に～人材育成マネジメント～』
高橋 圭二 氏
リコージャパン株式会社埼玉支社
ソリューション営業部
製造グループマネージャー
講演２『日本版司法取引が企業に及ぼす影響』

熊田 彰英 氏
のぞみ総合法律事務所
弁護士

【地域社会問題委員会】
第１回 ４月１７日(月) 参加者９名
講演１『日本のエネルギー事情と原子力発電』

大宮ソニックシティ
講演２『高レベル放射性廃棄物の最終処分』

内山 洋司 氏

富森 卓 氏

筑波大学
名誉教授

原子力発電環境整備機構
地域交流部専門部長
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第２回 ５月２４日(水)～２５日(木) 参加者９名
北海道・幌延深地層研究センター視察会

研究センター

研究計画概要説明

ゆめ地創館(人工バリア模型)

幌延深地層研究センター

ゆめ地創館(展示施設)

調査坑道(地下 350m)

【ウーマノミクス推進委員会】
大宮ソニックシティ
第１回 ４月１４日(金) 参加者２１名
『明日を担う女性リーダーを育成する』
～女性管理職誕生！ご本人なら９０日間で何を行いますか？上司ならどんな育成をしますか？～
加地 照子 氏
ビジネスコーチ株式会社
パートナーエグゼクティブコーチ
第２回 １１月２７日(月) 「女性活躍のための働き方改革推進セミナー」
参加者１３０名
埼玉労働局との共催
講演 『企業戦略のためのワーク・ライフ・バランス －女性活躍推進の視点から－』
渥美 由喜 氏
内閣府地域働き方改革
支援チーム委員
挨拶

説明
荒木 祥一 氏

加藤 孝子 氏

埼玉労働局長

埼玉労働局雇用環境・均等室長
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事例発表「我が社の女性活躍推進への取組みについて」
千葉 幸司 氏
ボッシュ株式会社
人事部門人材開発グループ
セクション・マネージャー

千田 悠可 氏
ケイアイスター不動産株式会社
第一分譲事業部法人営業部
本社統括部兼ダイバーシティ推進室長

【働く女性応援講座】(埼玉県女性キャリアセンターとの共催)
With You さいたま
（７月６日：にいざほっとぷらざ、１１月１５日：狭山市産業労働センター）
第１回 ６月２９日(木) 参加者１２名
７月 ６日(木) 県内各地開催分 参加者１５名
『ビジネスマナー』
『アサーティブ・
コミュニケーション』
河﨑 理恵子 氏
河﨑 理恵子 氏
キャリアコンサルタント
キャリアコンサルタント
第２回 ７月１３日(木) 参加者２９名
第３回 ７月２６日(水) 参加者３４名
『仕事の基礎力』
『話し方・伝え方』
能勢 みゆき 氏
能勢 みゆき 氏
キャリアコンサルタント
キャリアコンサルタント
第４回 ８月 ３日(木) 参加者２９名
第５回 ８月２６日(土) 参加者１５名
『対人コミュニケー
『サービス接遇』
ション力向上』
河﨑 理恵子 氏
喜多 朋子 氏
キャリアコンサルタント
キャリアコンサルタント
第６回 ９月 １日(金) 参加者４２名
第７回 ９月 ８日(金) 参加者３５名
『自分らしい
『信頼関係を築く
リーダーシップを磨く』
アクティブリスニング』
早川 優子 氏
河﨑 理恵子 氏
早川オフィス
キャリアコンサルタント
第８回 ９月２０日(水) 参加者２８名
第９回 ９月２８日(木) 参加者１９名
『女性リーダー養成』
『キャリアデザイン』
早川 優子 氏
河﨑 理恵子 氏
早川オフィス
キャリアコンサルタント
第 10 回１０月 ６日(金) 参加者４２名
第 11 回１０月１２日(木) 参加者４１名
『チーム力を高める
『アサーティブ・
コミュニケーション術上』
コミュニケーション』
早川 優子 氏
河﨑 理恵子 氏
早川オフィス
キャリアコンサルタント
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第 12 回１０月１６日(月) 参加者２７名
『女性を部下に持つ
マネジャー向け』
能勢 みゆき 氏
キャリアコンサルタント
第 14 回１１月 １日(水) 参加者３０名
『仕事の基礎力』

第 13 回１０月２７日(金) 参加者２１名
『チームマネジメント』

能勢 みゆき 氏
キャリアコンサルタント
第 16 回１１月１５日(水) 参加者１５名
『サービス接遇』

河﨑 理恵子 氏
キャリアコンサルタント
１１月１５日(水) 県内各地開催分 参加者 ４名
『キャリアデザイン』

河﨑 理恵子 氏
キャリアコンサルタント
第 15 回１１月 ８日(水) 参加者１４名
『ビジネスマナー』

喜多 朋子 氏
キャリアコンサルタント
第 17 回１１月２０日(月) 参加者３５名
『話し方・伝え方』

法林 孝子 氏

第 18 回１２月 １日(金) 参加者２１名
『対人コミュニケー
ション力向上』
能勢 みゆき 氏
河﨑 理恵子 氏
キャリアコンサルタント
キャリアコンサルタント
第 19 回１２月１３日(水) 参加者３６名
第 20 回１２月１８日(月) 参加者５０名
『メンタルヘルス・
『信頼関係を築く
マネジメント』
アクティブリスニング』
喜多 朋子 氏
河﨑 理恵子 氏
キャリアコンサルタント
キャリアコンサルタント
第 21 回 １月１２日(金) 参加者１５名
第 22 回 １月２２日(月) 参加者１３名
『キャリアデザイン』
『話し方・伝え方』
河﨑 理恵子 氏
能勢 みゆき 氏
キャリアコンサルタント
キャリアコンサルタント
第 23 回 １月３１日(水) 参加者３６名
第 24 回 ２月 ９日(金) 参加者２２名
『自分らしい
『話し方・伝え方』
リーダーシップを磨く』
早川 優子 氏
能勢 みゆき 氏
早川オフィス
キャリアコンサルタント
第 25 回 ２月１６日(金) 参加者１５名
第 26 回 ２月２４日(土) 参加者１１名
『ワークライフ・
『マネープラン』
バランス』
河﨑 理恵子 氏
川端 薫 氏
キャリアコンサルタント
キャリアコンサルタント
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第 27 回 ３月 ２日(金)
『全体交流会』
河﨑 理恵子 氏
キャリアコンサルタント
【女性管理職のための交流会】(県ウーマノミクス課主催)
７月２６日(水) 参加者５３名

大宮ソニックシティ

講演『女性リーダーに期待すること』
根岸 茂文
本会 専務理事
グローバル委員会【第１４回埼玉アジアフォーラム】
新都心ビジネス交流プラザ
７月２０日(木) 参加者９０名
『「一帯一路」構想で脚光を浴びるインドシナのフロンティア～ラオス人民民主共和国』
埼玉県、ラオス大使館、埼玉りそな銀行との共催
基調講演１
講演
ヴィロード・スンダーラー 氏

米山 芳春 氏
独立行政法人
国際協力機構（JICA）
ラオス事務所長

駐日ラオス人民民主共和国
特命全権大使
パネルディスカッション

モデレーター
米山 芳春 氏

清藤 隆雄 氏
冨永 幸子 氏
村松 賢志 氏
光陽オリエントジャパン株式会社 認定・県指定特定⾮営利活動法⼈ 寮都産業株式会社
代表取締役
国際協⼒NGO・IV-JAPAN 代表理事 営業統括責任者
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【外国人留学生対象企業説明会・就職面接会】
大宮ソニックシティ
５月２２日(月)・６月２７日(火) 説明会６１５名、面接会３７４名
埼玉労働局との共催

６月２７日の就職面接会の様子
【ＣＳＲ委員会】
第１回 ９月 ４日(月) 「発達障害者雇用に向けた企業支援セミナー」 大宮ソニックシティ
参加者１３５名
埼玉労働局、埼玉県、埼玉県発達障害者支援センター「まほろば」と共催
講演１『発達障害者の特性と雇用支援』
説明「障害者法定雇用率と雇用助成金制度」
野口 洋平 氏

堀口 康成 氏
埼玉労働局
職業安定部職業対策課
課長補佐

埼玉障害者職業センター
主任障害者職業カウンセラー
＜埼玉県の発達障害者就労支援の取組＞
①埼玉県発達障害者就労支援センター
（ジョブセンター）川越の取組

月舘 悠希 氏
エヌ・ティ・ティ・システム開発株式会社管理本部人事部 係長
深田 裕二郎 氏
エヌ・ティ・ティ・システム開発株式会社
伊藤 雅義 氏
ウェルビー株式会社 ジョブセンター川越 センター長

②埼玉県発達障害者就労支援センター
（ジョブセンター）熊谷の取組

町田 直美 氏
株式会社ステップアップ 営業管理
大塲 千尋 氏
株式会社ステップアップ
橋本 操 氏
特定非営利活動法人ワーカーズコープ
ジョブセンター熊谷 センター長
礒部 由紀 氏
特定非営利活動法人ワーカーズコープ
ジョブセンター熊谷 副センター長
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第２回１１月２８日(火) 「埼玉県障害者雇用促進セミナー」
大宮ソニックシティ
参加者１１２名
埼玉労働局、埼玉県と共催
講演
『「共生社会」実現への道～パラスポーツの充実と東京２０２０パラリンピックの成功に向けて～』
髙橋 秀文 氏
日本パラリンピック委員会
副委員長
『障害者を雇用するにあたって』

『精神・発達障害者しごとサポーター養成講座』

鍵和田 幹夫 氏

曽根原 隆一 氏

埼玉県障害者雇用サポートセンター
センター長

精神障害者雇用トータルサポーター

第３回 ２月 １日(木) 参加者１１名
スーパーバッグ株式会社所沢工場
「障害者が活き活きとして働き、そして活躍する職場視察会」
講演『スーパーバッグ株式会社における障害者雇用の取組みについて』
仲原 厚史 氏
スーパーバッグ株式会社
人事課長
第４回 ２月１６日(金) 参加者１４名
「特別支援教育の現場の視察と意見交換」

県立特別支援学校羽生ふじ高等学園

小池 浩次 氏
県立特別支援学校羽生ふじ高等学園
校長
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【産業教育委員会】
第１回 １１月１１日(土)・１２日（日）参加者 16,000 名
「第２７回埼玉県産業教育フェア」
講演『ミドリムシが創る産業とその将来の可能性』

大宮ソニックシティ等

鈴木 健吾 氏
株式会社ユーグレナ
取締役 研究開発担当
第２回１２月 ４日(月) 参加者１７名
「教育現場の視察と意見交換会」

県立熊谷工業高等学校

猪野 敏夫 氏
県立熊谷工業高等学校
校長
第３回１２月 ５日(火) 参加者１０名
「教育現場の視察と意見交換会」

県立岩槻商業高等学校

堀越 菊雄 氏
県立岩槻商業高等学校
校長
【農業ビジネス研究会】（再掲）
第１回 ２月２６日(月) 参加者３３名
『２０２５年 日本農業はこう変わる』

大宮ソニックシティ

大泉 一貫 氏
宮城大学名誉教授

『農業における気象ビジネスの展開について』

『埼玉県の農業ビジネス支援策』

中川 博視 氏
農研機構農業環境変動研究センター
気候変更対応研究領域
温暖化適応策ユニット長

畑 克利 氏
埼玉県農林部
農業ビジネス支援副課長
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７ 講演会・講習会
【課長力パワーアップ講座】全６回（再掲）
大宮ソニックシティ
第１回 ６月２１日(水) 参加者５２名
第２回 ６月２８日(水) 参加者４５名
『課長の使命と役割を自覚する』
『マネジメント力を鍛える基本演習』
第３回 ７月１１日(火) 参加者３７名
第４回 ７月２６日(水) 参加者４１名
『問題発見と解決への具体的アプローチ』 『コミュニケーション能力と育成能力を高める』
第５回 ９月 １日(金) 参加者３８名
第６回 ９月 ８日(金) 参加者３４名
『メンバー全員が活性化する職場の法則』 『課長の行動指針をつくる』
本田 有明 氏
人事教育コンサルタント

【社長塾】
第１回 ９月１１日(月) 参加者１０名
『「残業メタボ」を解消する６か月プログラム』
第３回１０月１０日(火) 参加者 ６名
『ゆとり世代の育成とリテンション戦略』
第５回１１月 ２日(木) 参加者 ４名
『タイプ別自社の"問題社員"を精鋭に変える！』

大宮ソニックシティ
第２回 ９月２１日(木) 参加者 ６名
『《事例に学ぶ》不祥事を根絶する経営術』
第４回１０月２０日(金) 参加者 ６名
『"社会人基礎力"を全社員に根付かせる方法』
第６回１１月２１日(火) 参加者 ８名
『ドラッカー流強い会社をつくる経営者の条件』

本田 有明 氏
人事教育コンサルタント

【労働法実務講座】全４回
第１回 ５月３０日(火) 参加者６７名
第２回 ６月 ６日(火) 参加者４７名
第３回 ６月１５日(木) 参加者４８名

大宮ソニックシティ
第４回 ６月２０日(火) 参加者４９名

外井 浩志 氏

伊藤 和樹 氏

外井（ＴＯＩ）法律事務所
代表弁護士

外井（ＴＯＩ）法律事務所
弁護士
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【労働問題実務対応講座】（再掲）
第１回 ７月１４日(金) 参加者１４名
『退職・解雇・内定取消の実務注意点』

大宮ソニックシティ
第２回 ８月２８日(月) 参加者２１名
『労働条件の不利益変更の注意点』

仁野 直樹 氏
石嵜・山中総合法律事務所
ヴァイスパートナー弁護士
第３回 ９月２５日(月) 参加者３５名
『メンタル不調者に関わる法的留意点』

橘 大樹 氏
石嵜・山中総合法律事務所
ヴァイスパートナー弁護士
第４回 １０月１９日(木) 参加者２２名
『“問題社員”の法的対応と実務対策』

小森 光嘉 氏
石嵜・山中総合法律事務所
弁護士
第５回１０月２７日(金) 参加者２０名
『有期契約社員の契約対応実務』

安藤 源太 氏
石嵜・山中総合法律事務所
パートナー弁護士
第６回 １１月２９日(水) 参加者１８名
『セクハラ・パワハラをめぐる企業の法的責任と実務対応』

塚越 賢一郎 氏

山口 毅 氏

石嵜・山中総合法律事務所
ヴァイスパートナー弁護士
第７回１２月１４日(木) 参加者１７名
『労働時間管理の注意点と実務対応』

石嵜・山中総合法律事務所
パートナー弁護士

土屋 真也 氏
石嵜・山中総合法律事務所
ヴァイスパートナー弁護士
【営業力強化セミナー】
８月 １日(火) 参加者１５名
『売れる組織に変える！部下を動かす、５つの戦略心理』
三井 裕 氏
株式会社オーシャンズ
代表取締役
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大宮ソニックシティ

【人事制度セミナー】全３回
大宮ソニックシティ
第１回 ６月２６日(月) 参加者２２名
第２回 ７月１９日(水) 参加者１４名
『等級制度・報酬制度の実践的構築法』
『評価制度の実践的構築法』
第３回 ７月３１日(月) 参加者２０名
『適正運用のための評価者研修の重要ポイント』
吉田 寿 氏
ビジネスコーチ株式会社
常務取締役チーフ
ＨＲビジネスオフィサー
【変革リーダー研修】
９月 ６日(水) 参加者１５名
～人数を増やさず今のメンバーで変革を実現する～

大宮ソニックシティ

岩永 拓家 氏
株式会社インソース
専任講師
【ファシリテーション研修】
大宮ソニックシティ
９月１２日(火) 参加者１５名
～組織の創造性・問題解決能力・実行力を高めるためのファシリテータを育成する～
菅原 敦子 氏
株式会社インソース
専任講師
【問題解決力向上（ロジカルシンキング）研修】全２回
大宮ソニックシティ
第１回１０月 ３日(火) 参加者７名
第２回１０月３０日(月) 参加者７名
『理論的思考力を理解する』
『問題解決のための流れとポイントを学ぶ』
河邊 議導 氏
株式会社インソース
専任講師
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【新入社員研修】
４月 ４日(火) 参加者４９名

大宮ソニックシティ
４月 ５日(水) 参加者２７名

古澤 美奈子 氏

遠藤 康子 氏

古澤美奈子人材教育研究所代表
りそな総合研究所株式会社パートナー講師

リカレントキャリアマナー講師
りそな総合研究所株式会社パートナー講師

【新入社員フォローアップ研修】
１０月１６日(月) 参加者４２名

大宮ソニックシティ
１０月１８日(水) 参加者４６名

古澤 美奈子 氏
古澤美奈子人材教育研究所代表
りそな総合研究所株式会社パートナー講師
【管理職のための仕事渋滞解消術】
大宮ソニックシティ
４月２０日(木) 参加者１８名
『仕事の渋滞を解消し職場の生産性向上を実現する』～仕事の渋滞解消術を一日でマスターする～
芳垣 玲子 氏
株式会社人材育成社
取締役
【仕事の渋滞解消術初級編】
７月 ７日(金) 参加者２４名
～仕事の段取り、優先順位、書類の整理方法を学ぶ～
芳垣 玲子 氏
株式会社人材育成社
取締役
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大宮ソニックシティ

【部下の「ほめ方・叱り方」】
大宮ソニックシティ
７月２５日(火) 参加者１６名
～観察すれば具体的な言葉がかけられる～ 「ほめる」「しかる」で上司力アップ
芳垣 玲子 氏
株式会社人材育成社
取締役

【年末調整セミナー】
１１月１３日(月) 参加者３６名

大宮ソニックシティ

飯野 浩一 氏
税理士法人優和 代表社員
公認会計士飯野事務所 税理士 公認会計士
【決算書の読み方セミナー】
大宮ソニックシティ
１月１７日(水) 参加者２７名
『たった４時間で決算書の読み方と財務分析手法がマスターできる！』
川口 宏之 氏
ジャパン・ビジネス・アシュアランス株式会社
ディレクター 公認会計士
早稲田大学会計大学院非常勤講師

【１日でわかる人事が知っておきたい「税務の基礎知識と実務対応」】
１月２９日(月) 参加者４２名

中澤 仁之 氏
中澤公認会計士事務所
公認会計士／税理士

32

大宮ソニックシティ

【第１回女性チャレンジフォーラム】
大宮ソニックシティ
３月 ８日(木) 参加者２７名
講演１『将来のリーダーに是非とも認識してほしいこと 講演２『ちょっと、やりすぎる。 ～夢見る力と現実力～』
～LEAN IN（一歩踏み出せ）～』
小島 由香 氏
根岸 茂文 氏
株式会社 FOVE
代表取締役社長

本会専務理事

【職務・仕事基準の人事制度セミナー】
大宮ソニックシティ
３月１９日(月) 参加者１０名
『"脱年功給"職務・仕事基準の人事制度設計セミナー
～仕事価値による職務・役割等級・職能資格制度の設計方法』
平田 武 氏
一般社団法人経団連事業サービス
人事賃金センター長

８ 産学連携事業
【埼玉大学研究開発フォーラム】
６月２９日(木) 参加者４０名
オートファジー制御による植物ストレス耐性強化

大宮ソニックシティ
有機・無機ペロブスカイト薄膜の簡便な塗布成膜方法の開発と太陽電池応用

森安 裕二 氏
教授
省電力・小型・低価格を実現する電気静油圧アクチュエータ

石川 良 氏
助教
高速・非接触・大面積・高精度な物体形状の光センシング機器

境野 翔 氏
助教
抵抗トルク呈示による機器操作の支援

塩田 達俊 氏
准教授
革新的な制振設計を適用した回転摺動機構の開発
33

楓 和憲 氏
助教
時変の極めて高騒音な環境下においても、高品質な音声を確保

田所 千治 氏
助教
蛍光量子収率が 90％にも達する高輝度蛍光ビーズの開発

島村 徹也 氏
教授
金属酸化物を利用した新動作原理の熱発電素子

幡野 健 氏
准教授
ナノ抗体提示多糖を用いた高感度免疫測定

福田 武司 氏
助教
ヒトが生きられない極限環境に応用可能なポリイミド溶着技術

松下 隆彦 氏
助教
物を磁力で浮かしながら振動を止める技術

山口 大介 氏
助教

水野 毅 氏
教授

講演の様子

ポスター展示・解説の様子

【ロシア人起業家との産学連携・新規事業に関する意見交換】
９月１２日(火) 産業技術総合センター

プレゼンテーションをするロシア人起業家
産業技術総合センターでの意見交換
スホルーコフ氏(左：物理学)
クリュコフ氏(右：生物学)
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埼玉大学との共催
９月１５(金)本会会議室

新規事業の進め方についての
意見交換

【埼玉大学産官学交流会 Ｔｅｃｈｎｏ Ｃａｆｅ】
１１月１４日（火）

埼玉大学

挨拶をする上條正仁会長
【埼玉大学 地域志向科目講演】 １１月１７日（金）

埼玉大学

根岸 茂文
本会 専務理事
【埼玉大学大学院 理工学研究科博士前期課程 講義】 全１４回
『技術者のための産業経営論』 講師 根岸 茂文 本会専務理事
【埼玉大学特別公開講座】
３月１６日（金） 参加者２０名
『社会から信頼される企業を目指して
～不祥事例を踏まえあるべき経営倫理について考える～』

埼玉大学

大宮ソニックシティ
『埼玉大学開放特許説明会』

水村 典弘 氏

松岡 浩司 氏
埼玉大学オープンイノベーションセンター
センター長
埼玉大学大学院
理工学研究科教授

埼玉大学大学院
人文科学研究科准教授
【ものつくり大学 総合機械学科 講義】 全８回
『日本経済論』 講師 根岸 茂文 本会専務理事
【ものつくり大学特別公開講座】
３月 １日（木） 参加者１１７名
『宇宙生命は存在するか？ 天文学からのアプローチ』
渡部 潤一 氏
自然科学研究機構国立天文台
副台長・教授
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ものつくり大学

大宮ソニックシティ

埼玉県課題解決型インターンシップ成果報告会（再掲）
３月 ２日（金） 参加者８３名

パネルディスカッション

大宮ソニックシティ

学生及び関係者

９ 経団連関係
総会・幹事会・地方団体連絡協議会・関東経営者協会・専務理事会 等

10 県関連事業等
【埼玉県教育局 民間講師等派遣状況】
①新任校長研修
専務理事
根岸 茂文
②新任教頭研修
専務理事
根岸 茂文
③高校初任者研修会・特別支援学校初任者研修 パレスホテル大宮 総務人事支配人 石田 繁 氏
④特別支援学校初任者研修
県障害者雇用サポートセンター
笹川 俊雄 氏
⑤公立小・中学校等校長候補者研修会 (株)ジャスト 代表取締役 本多 均 氏
⑥管理職候補者名簿登載者研修会
(株)日中医療福祉支援機構 取締役会長 高橋行憲 氏
⑦公立小・中高教員等採用試験員
延べ 29 名
⑧彩の国教育の日推進会議委員
会長
上條 正仁
⑨埼玉県道徳教育推進協議会委員
(株)デサン 代表取締役会長
藤池 誠治 氏
⑩産業教育フェア運営委員
(株)松本商会 代表取締役社長 松本 伸一郎 氏
⑪埼玉県地方産業教育審議会委員
常務理事 廣澤 健一
⑫埼玉県産業教育振興会常任理事
専務理事 根岸 茂文
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【越谷市教育委員会中堅教諭等資質向上研修】
越谷市教育センター
６月２０日(火) 参加者３９名

【全国高校定時制通信制教頭会関東研修会】
川口総合文化センター・リリア
６月２３日(金) 参加者５９名

根岸 茂文

根岸 茂文

本会 専務理事

本会 専務理事

【小中高等新任教頭研修会】
県立総合教育センター
８月 ７日(月) 参加者３５７名

【県立総合教育センター所員研修会】
県立総合教育センター
１０月２３日(月) 参加者４０名

根岸 茂文

根岸 茂文

本会 専務理事

本会 専務理事

【県立上尾鷹の台高校創立１０周年記念講演】
県立上尾鷹の台高等学校
１１月１１日(土) 参加者７０８名

【新任校長研修会】
県立総合教育センター
１１月１７日(金) 参加者４５３名

根岸 茂文

根岸 茂文

本会 専務理事

本会 専務理事

【男女が共に活躍するためのキャリア意識向上プロジェクト】
【進路講演会】
県立本庄高等学校 【進路講演会】
県立鴻巣高等学校
６月１３日(火) 参加者９８６名
１２月１５日(金) 参加者８４０名
根岸 茂文

根岸 茂文

本会 専務理事

本会 専務理事
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【座談会】 ２月 ８日(木) 参加者２２６名
県立幸手桜高等学校
講演『チャレンジすることの大切さ、そして働くことの素晴らしさ』
根岸茂文
本会専務理事
座談会（クラス単位）

根岸 留美子 氏 中村 恵子 氏

菅 美香 氏

翠川 裕子 氏

河野 久美 氏

ＡＧＳ株式会社
金融システム部

株式会社テレビ埼玉
報道制作局制作部

日本信号株式会社
ものづくり本部
宇都宮事業所業務部

むさし証券株式会社
営業企画部

株式会社埼玉りそな銀行
経営管理部秘書グループ

富岡 瑞希 氏

山口 由美子 氏

株式会社武蔵野銀行

一般社団法人埼玉県経営者協会

人事部キャリア開発室

主任研究員

【企業経営者と高校生・保護者・教員による四者面談会】 熊谷文化創造館さくらめいと
１月２８日(日) 参加者３名１５組

石塚 巧 氏

松本 伸一郎 氏

中込 秀明 氏

根岸 節子 氏

根岸 茂文 氏

キヤノン電子㈱
専務取締役

㈱松本商会
代表取締役社長

富士電子㈱
代表取締役社長

社会福祉法人
隼人会まきば園
理事長

一般社団法人
埼玉県経営者協会
専務理事
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【科学の甲子園】（再掲）
【第７回 埼玉大会】
１１月 ４日(土) 参加者３４２名（生徒）
特別講演『超小型衛星を、新しい時代のインフラに！』
中村 友哉 氏
株式会社アクセルスペース
代表取締役

筆記競技

実技競技

県立総合教育センター
成績
【総合部門】
優 勝
埼玉県教育委員会賞
準優勝
一般社団法人埼玉県経営者協会賞
第３位
株式会社しまむら賞
第４位
株式会社タムロン賞
第５位
株式会社ハーベス賞

浦和高校Ａ
開智高校Ａ
浦和高校Ｃ
大宮高校Ａ
越谷北高校Ｂ

【筆記部門】
第１位
株式会社埼玉りそな銀行賞
第２位
セントラル自動車技研株式会社賞
第３位
株式会社臼田ファインモータースクール賞

大宮高校Ａ
開智高校Ａ
浦和高校Ａ

【実技部門】
第１位
株式会社武蔵野銀行賞
第２位
三州製菓株式会社賞
第３位
一般社団法人埼玉県経営者協会賞

浦和高校Ａ
熊谷高校Ｄ
熊谷高校Ａ

【特別賞】
専門高校第１位 ＡＧＳ株式会社賞

久喜工業高校Ａ

総合優勝した浦和高校Ａ
埼玉県代表として
全国大会に出場

協働パートナーとして本会ならびに県内加盟企業９社に御協賛いただきました。大会当日
は成績上位校に対し表彰状とクリスタルオーナメントを授与していただきました。
協働パートナー
○協賛企業
株式会社埼玉りそな銀行 株式会社武蔵野銀行 ＡＧＳ株式会社
株式会社しまむら 一般社団法人埼玉県経営者協会
○応援企業
三州製菓株式会社 株式会社タムロン 株式会社ハーベス
セントラル自動車技研株式会社 株式会社臼田ファインモータースクール
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【第７回 全国大会】
大宮ソニックシティ サイデン化学アリーナ
３月１６日（金）～１８日（日）
＜大宮ソニックシティ＞
３月１６日（金）開会式および筆記競技
３月１８日（日）特別シンポジウムおよび表彰式
＜サイデン化学アリーナ＞
３月１７日（土） 実技競技
＜大会成績＞
総合優勝 栄光学園高校（神奈川）
総合第２位 広島学院高校（広島）

文部科学大臣賞 文部科学大臣政務官 新妻 秀規 氏（右）
ＣＩＥＥ／ＴＯＥＦＬ賞 日本代表代行 根本 斉 氏（左）

科学技術振興機構理事長賞 理事 真先 正人 氏（左）
ＵＬ Ｊａｐａｎ賞 事業開発部部長 川口 昇 氏（右）

総合第３位 筑波大学附属駒場高校（東京）

総合第４位 県立並木中等教育学校（茨城）

埼玉県知事賞 副知事 奥野 立 氏（右）
埼玉りそな銀行賞 代表取締役社長 池田 一義 氏（左）

さいたま市長賞 経済局長 吉沢 浩之 氏（右）
武蔵野銀行賞 常務取締役 白井 利幸 氏（左）

企業特別賞 県立鳥取西高校（鳥取） 海陽中等教育学校（愛知）

県立丸亀高校（香川）

ＡＧＳ賞 代表取締役社長 石井 進 氏 埼玉県経営者協会賞 会長 上條 正仁 氏 しまむら賞 執行役員 鈴木 誠 氏
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＜実技競技 ３月１７日（土）＞

実技競技の様子

＜表彰式 ３月１８日（日）＞

＜特別シンポジウム ３月１８日（日）＞
『"人工知能の時代”を生きるサバイバル術』
古澤
明 氏 東京大学大学院工学系研究科教授
山口 高平 氏 慶應義塾大学理工学部管理工学科教授
吉田 直紀 氏 東京大学大学院理学系研究科教授
野村 有加 氏 日本アイ・ビー・エム株式会社
ソフトウェア＆システム開発研究所
Watson 開発 主任ソフトウェアエンジニア

質疑応答の様子

【埼玉県キャリア教育実践アワード表彰】
パレスホテル大宮
２月 ２日(金) 参加者７５名
企業の産業教育支援策の策定・推進(埼玉県教育委員会との連携事業)
【最優秀賞】
「駅弁ポテくまくん弁当開発プロジェクト」
広域秩父産業連携フォーラム FIND Chichibu
秩父農工科学高校

最優秀賞の広域秩父産業連携フォーラム FIND Chichibu
と秩父農工科学高校の皆さん

【優秀賞】
「わかくさ版デュアルシステム
～自立と社会参加の実現を目指す就業体験学習～」
グローバサービス株式会社
入間わかくさ高等特別支援学校
「地域との連携によるインターンシップ
～二年生全員が二業種を体験～」
共和電機株式会社
皆野高校
「地域と連携した実践的職業教育
～商品開発・販売実習、子育て支援講座の実施～」
もみじや
鴻巣女子高校
【奨励賞】
「地場産業を中核とした企業と学校との連携」
きねや足袋株式会社
進修館高校
「環境建設科のアスファルト舗装体験授業の取組」
中原建設株式会社
いずみ高等学校
「地域密着型「教育支援」プロジェクトＩＣＴを活用した
庭づくり～卒業生とともに継承する歴史と文化～」
株式会社グローバルソフトウエア
株式会社丸浜設計舎
株式会社モストデザイン
丸濱造園
中澤外構
株式会社児玉設備工業
西城造園
株式会社やまのは
藤原産業株式会社
児玉白楊高等学校

表彰式後の報告会の様子
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【埼玉県大学生インターンシップ推進事業】
（再掲） 平成２９年度実績 （ ）内は平成２８年度実績
受入先企業登録数
受入先企業部門数
学生登録数
学生応募数
学生実施数
大学登録数
783(729)
881(814)
1283(1293)
686(671)
295(285)
235(207)
インターンシップ説明会・個別相談会
課題解決型インターンシップコース
大宮ソニックシティ
学生参加者２３名 （昨年度８名）
４月２６日(水) 参加者４６名
企業提案型

学生提案型

１７名
（１５案件）

６名
（４案件）

＜学生の内訳＞

＜学生の内訳＞

埼玉大学 15 名

合

計

２３名
（１９案件）

早稲田大学 2 名

武蔵丘短期大学 4 名
大学・企業担当者向け説明会の様子
全国の大学に掲示されたポスター
【埼玉県課題解決型インターンシップ成果報告会】
大宮ソニックシティ
３月 ２日（金） 参加者８３名
（P3.P35 に掲載）
共栄大学

【埼玉県産業労働部主要施策説明会】
４月１９日(水) 参加者２０名
『平成２９年度埼玉県主要労働施策のポイント』

2名

大宮ソニックシティ

石川 英寛 氏

江森 光芳 氏

埼玉県産業労働部
副部長

埼玉県産業労働部
雇用労働局長

【リーダーシップトレーニング研修】（彩の国さいたま人づくり広域連合主催） 埼玉県知事公館
８月３０日(水) 参加者１２名
根岸 茂文
本会 専務理事
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11 海外視察
第３７回 社会経済視察団「商業・物流・観光で急成長を遂げる『ドバイ』と
“最後のフロンティア”アフリカで高い経済成長を遂げる『タンザニア』を視る」
７月 １日(土)～ ８日(土) 参加者１３名
日
数

月

日

1

2017 年
7月1日

2

7月2日

曜

都 市 名

東京(羽田)
発
ドバイ
着
土 【時差：－5 時間】

日

現地時間

交通機関

00：30
06：15

EK-313
専用バス

ドバイ

専用バス

要 (予

摘

定)

エミレーツ航空にて、ドバイへ
（所要時間：10 時間 45 分）
午前、ドバイ市内視察
（人工島パーム・ジュメイラ地区等）
（ドバイ泊）
●JETRO ドバイ事務所訪問
●ドバイ商工会議所訪問
●ナキール社(政府系デベロッパー)訪問
夜、ディナークルーズ

3

7月3日

ドバイ
発
ダルエスサラーム着
ダルエスサラーム発
月
セル－
着
【時差：－6 時間】

10：40
15：05
16：00
17：05

EK-725
セスナ

（ドバイ泊）
ダルエスサラームへ
（所要時間：5 時間 25 分）
軽飛行機にて、セル－へ
世界遺産、セル－動物保護区に宿泊

専用バス
（セル－泊）

4

7月4日

火

4WD

セル－動物保護区

ボート
5

7月5日

発
水 セル－
ダルエスサラーム 着

13：15
13：50

セスナ
専用バス

オフロードサファリ
（セル－泊）
ボートサファリ
軽飛行機にて、ダルエスサラームへ
（ダルエスサラーム泊）
●タンザニア公共事業省訪問

6

7月6日

木

7

7月7日

金

ダルエスサラーム

専用バス

専用バス
ダルエスサラーム

8

7月8日

土

ダルエスサラーム 発
ドバイ
着

16：45
23：20

EK-726

ドバイ
東京（成田）

02：50
17：35

EK-318

発
着

●パナソニック・エナジー・タンザニア
訪問
（ダルエスサラーム泊）
ダルエスサラーム市内視察
・漁港、魚市場（日本の ODA）
・国立博物館
等
エミレーツ航空にて、ドバイへ
（所要時間：5 時間 35 分）

ドバイ・ナキ－ル社

乗り継ぎ、帰国の途へ
（所要時間：9 時間 45 分）

ＪＥＴＲＯドバイ事務所

在タンザニア日本国大使館 パナソニック・エナジー・タンザニア株式会社 ＪＩＣＡタンザニア事務所
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12 その他の事業
【上條会長杯争奪ゴルフ大会】
第４回 ６月 ２日(金) 参加者３０名
武蔵カントリー豊岡コース

第５回１１月２４日(金) 参加者２３名
武蔵カントリー笹井コース

【気象ビジネス推進コンソーシアムへの参画】（第１回セミナー）
気象庁
５月３０日(火)
『気象データの全体像』
『農業における気象ビジネスの展開に向けて』
気象庁 松本 康志 氏
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合
『気象リスク管理の基礎』
研究機構
気象庁 経田 正幸 氏
中川 博視 氏
【プログラミングキャンプ ～高校生対象のスマートフォンアプリ作成体験講座】
ＡＧＳビル
８月 ７日(月) 参加者２５名
ＡＧＳ株式会社主催 本会後援

【最低賃金改定街頭キャンペーン】
９月２７日(水) 埼玉労働局、連合埼玉と本会の３者で実施
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大宮駅西口

(ご参考)≪青年経営者部会≫
４月例会
４月１７日(月) 参加者１９名
【世界に挑戦する経営者に学ぶ】
講演『世界への挑戦「ものつくりへの情熱」で掴み取る新たなビジネスチャンス』

パレスホテル大宮

内田 敏一 氏
株式会社ＵＣＨＩＤＡ
代表取締役社長
定時総会

５月１５日(月) 参加者２０名
【議案】
１ 平成２８年度事業報告
２ 平成２８年度決算報告
並びに会計監査報告
３ 平成２９年度事業計画案
４ 平成２９年度事業予算案

パレスホテル大宮
講演『伝統のカンボジアペッパーをもう一度“世界一”へ
～内戦で消えかけた胡椒を復活させた日本人起業家～』
倉田 浩伸 氏
KURATA PEPPER Co.Ltd.
代表

７月例会
７月 ４日(火) 参加者１７名
【先輩経営者に学ぶ④】
企業訪問・講演『そのお菓子づくりを、もっと美味しく、新しく』

株式会社マスダック

増田 文治 氏
株式会社マスダック
代表取締役社長

講演会の様子

８月例会
８月 ８日(火) 参加者１３名
【体験型プログラム】 「ダイアログ・イン・サイレンス」を体験する
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工場見学
LUMINE 0 NEWoMan 新宿

９月例会
９月２０日(水) 参加者 ８名
【学び合い語り合う③】
講演『VUCA の時代に求められる“エグゼクティブ・コーチング”を学ぶ
～“先が見えないビジネス環境”で打ち勝つリーダーになるために～』

パレスホテル大宮

加地 照子 氏
ビジネスコーチ株式会社
パートナーエグゼクティブコーチ

第４２回経営者協会青年部全国大会ｉｎ千葉 １０月１９日（木）
・２０日（金）
参加者８名
京成ホテルミラマーレ
記念講演『”夢・感動・喜び・やすらぎ”をこれからも』
上西 京一郎 氏
㈱オリエンタルランド
代表取締役社長兼ＣＯＯ
会員親睦ゴルフ大会 １１月２２日(水) 参加者７名

１２月例会 １２月１５日(金) 参加者２０名
【先輩経営者に学ぶ⑤】
講演『人材の成長なくして、企業の成長なし』
伊藤 麻美 氏
日本電鍍工業株式会社
代表取締役
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鳩山カントリークラブ

大宮ソニックシティ

新春特別講演会 １月１９日(金) 参加者３３名
パレスホテル大宮
講演『アベノミクスと安倍外交のあいだ ～この両方をつなぐものとは～』
谷口 智彦 氏
内閣官房参与
慶應義塾大学大学院
システムデザイン・マネジメント研究科教授
第１回 埼玉ブレイクスルーアイデア大賞
参加者７０名

２月２１日(水)
大宮ソニックシティ国際会議室
【最優秀賞】
＜一般部門＞
「メモリアル・デザイン・プロジェクト」
赤羽 裕子 さん
＜学生部門＞
「デリバリー リユース ボックス」
埼玉県立鴻巣高等学校 岩﨑 萌さん 今西 菜苗さん
【優秀賞】
＜一般部門＞
「子育て世代をつなぐ ママッチ」
株式会社 ヴィアッジオ 戸田 万理さん
「戸建て住宅団地でブレイクスルー！」
一般社団法人臨床タイ医学研究会 鈴木 ミユキさん
＜学生部門＞
「埼玉るっと！～彩の国埼玉の名産が大集結！～」
学校法人 共栄学園 共栄大学 田蔵ゼミの皆さん
「廃棄食材削減へ向けた商業高校生の取組み」
埼玉県立浦和商業高等学校 OA 部の皆さん

一般部門最優秀賞

【特別賞】
「スマイルリンクプロジェクト」
学校法人福岡大学 柳田 美里さん
「災害に備え、フライパンを振るう料理店(会社)」
学校法人武陽学園西武台高等学校 片居木 大智さん

学生部門最優秀賞

３月例会
３月２３日(金) 参加者８名
千葉・茨城との合同例会(主催:茨城)

産業総合技術研究所
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