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【テーマ】ウィズコロナ・アフターコロナの働き方改革
第1部

基調講演①

働き方改革に対応する為の生産性向上取り組み事例
〜 IT導入と若手人財確保育成について〜

ダイヤ精機株式会社 代表取締役 諏訪貴子氏
1971年東京都生まれ。成蹊大学工学部卒業後、ユニシアジェックス
（現・日立Astemo）にてエンジニアとして働く。32歳（2004年）で父の逝
去に伴いダイヤ精機社長に就任。新しい社風を構築し、育児と経営を両
立させる若手女性経営者として活躍中。日経BP社ウーマン・オブ・ザ・イ
ヤー 2013 大賞を受賞。ニュースZEROや日曜討論等のメディアに多数
出演し、中小企業の現状を伝えている。

第2部

基調講演②

ポストコロナ時代の働き方はこうなる
〜先進企業に見る実践と課題

ジャーナリスト/前Business Insider Japan 統括編集長/元AERA編集長

浜田敬子氏

1989年朝日新聞社に入社。AERA初の女性編集長に就任し、編集長時
代は、オンラインメディアとのコラボや、外部のプロデューサーによる「特別
編集長号」など新機軸に次々挑戦。2016年5月より朝日新聞社総合プロ
デュース室プロデューサーとして、
「働く×子育てのこれからを考える」プロ
ジェクト
「WORKO！」や「働き方を考える」
シンポジウムなどをプロデュース。
「羽鳥慎一モーニングショー」
や
「サンデーモーニング」
などのコメンテーター
や、ダイバーシティーや働き方改革についての講演なども行う。
第3部

コロナ禍により、雇用情勢が厳しくなった
一方で、感染拡大防止のため、都市部を
中心にテレワークやWeb会議の導入、ロー
テーション勤務が広がるなど、働き方の新
しいスタイルが求められており、これまでの
働き方を見直す機会となっています。
岡山県では、県内中小企業の働き方改
革への取組意識のさらなる醸成を図るた
め、先進的事例や県内企業の実践例を紹
介するフォーラムを開催します。

県内企業の取組事例

（株）アイダメカシステム 丸山隆行氏
倉敷木材（株）
大久保陽平氏
お問い合わせ・お申し込み先

そのほか企業経営者向け各種情報を、
情報サイト
「きら☆おか」に掲載しています。

「きら☆おか」
https://www.kirari-okayama.jp/

事業委託運営

2021年

11月4日（木）
13：00〜17：00

参加費
定員

無料
200名

（要事前予約）

ZOOM利用による
オンライン配信にて開催
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、オン
ライン配信での受講で開催します。なお、スマートフォ
ン・タブレットでオンライン参加の方は「ZOOM」ア
プリを予めインストールしてください。

岡山県中小企業団体中央会

〒700-0817 岡山市北区弓之町4-19-202

TEL.086-224-2245
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プログラム
13：00〜13：10 開会 挨拶

岡山県産業労働部長 三浦智美
岡山労働局長 内田敏之

13：10〜14：40 基調講演①
「働き方改革に対応する為の
生産性向上取り組み事例

〜IT導入と若手人財確保育成について〜」

ダイヤ精機㈱ 諏訪貴子氏

14：40〜14：45 休憩
14：45〜16：15 基調講演②
「ポストコロナ時代の働き方はこうなる
〜先進企業に見る実践と課題」
ジャーナリスト 浜田敬子氏

ダイヤ精機株式会社
代表取締役 諏訪貴子氏
＜現在の主な役職＞
2014年 政府税制調査会 特別委員
2015年 中小
企業政策審議会 委員
2018年 日本郵便株式会社 社外取締役
＜著書＞ 「町工場の娘」 2014年11月 （日経BP社）「ザ・町工場〜『女将』がつ
くる最強の職人集団」 2016年3月（日経BP社）
＜沿革 受賞歴＞
2008年 経済産業省「IT経営実践企業」に認定
2010年 大
田区「優工場」認定 「人にやさしい部門」部門賞 受賞
2011年 野田佳彦 内閣
総理大臣 視察
2012年 東京商工会議所「勇気ある経営大賞」受賞
「東京
都中小企業ものづくり人材育成大賞知事賞」奨励賞 受賞、日経BP社 ウーマン・オ
ブ・ザ・イヤー 2013 大賞 受賞
2015年 文芸春秋 日本を代表する女性120
人 選出
2017年11月「町工場の娘」がNHK ドラマ10でドラマ化
2020年
全日本中小企業クラウド大賞 日本商工会議所会頭賞受賞
＜ダイヤ精機株式会社＞ 自動車メーカー及び各種部品メーカー向けの金型・ゲージ・
治工具の設計・制作・製造を行う一貫加工メーカー。自動車部品などの寸法をチェック
するゲージを主力とし、
ミクロン単位の加工を熟練の職人が手作業で研磨して仕上げる。
他社では真似のできない技術力・対応力を強みとする。
ジャーナリスト/前Business Insider Japan 統括編集長/元AERA編集長
浜田敬子氏
1989年に朝日新聞社に入社。前橋支局、仙台支局、週刊朝日編集部を経て、99年
からAERA編集部。記者として女性の生き方や働く職場の問題、また国際ニュースなど
を中心に取材。米同時多発テロやイラク戦争などは現地にて取材をする。2004年から
はAERA副編集長。その後、編集長代理を経て、AERA初の女性編集長に就任。編集
長時代は、オンラインメディアとのコラボや、外部のプロデューサーによる「特別編集長
号」など新機軸に次々挑戦した。2016年5月より朝日新聞社総合プロデュース室プロ
デューサーとして、
「働く×子育てのこれからを考える」プロジェクト
「WORKO！」や「働
き方を考える」シンポジウムなどをプロデュースする。2017年3月末で朝日新聞社退社。
2017年4月より世界17カ国に展開するオンライン経済メディアの日本版統括編集長に就
任。2020年12月末で退任。
「羽鳥慎一モーニングショー」や「サンデーモーニング」など
のコメンテーターや、ダイバーシティーや働き方改革についての講演なども行う。
＜著書＞ 『働く女子と罪悪感』
＜メディア出演等＞
東京FM「TOKYO SLOW NEWS」毎月第4木曜日
TBSラ
ジオ「テンカイズ」プレゼンター
テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」水曜コメ
ンテーター
TBS「サンデーモーニング」不定期
株式会社アイダメカシステム
代表取締役 丸山隆行氏

16：15〜16：20 休憩

津山高専卒業後、県内機械メーカーで設計・開発・技術営業
等に従事。1999年アイダ・トレーディング（現アイダメカシステム）
へ入社、2010年より現職。「機械装置のかかりつけ医」をめざし
て地域の製造業のお困りごとに対応している。6年前から働き方
改革に取組み、従業員の希望を踏まえた配置転換や役職廃止に
よる組織のフラット化など、
「個」を生かした柔軟で多様な働き方
を推進し生産性向上にも繋がっている。令和2年度岡山働き方改
革パイオニア企業表彰受賞。

16：20〜16：40 県内企業の取組事例①
㈱アイダメカシステム 丸山隆行氏
16：40〜17：00 県内企業の取組事例②
倉敷木材㈱ 大久保陽平氏
17：00

倉敷木材株式会社
代表取締役社長 大久保陽平氏

閉会

早稲田大学を卒業後、国際コンベンション運営会社での勤務
を経て2005年倉敷木材（株）入社。2015年岡山大学大学院社
会 文 化 科 学 研 究 科 博 士 前 期 課 程 修 了。2016年より現 職。
SDGsや働き方改革への取組が表面的なものにとどまらないよう自
戒し、人間にとっての心の平穏といった社会において大切な問い
に向き合いつつ、
「社員を社会に解放する」
という理念の実現を目
指している。現在、岡山県経営者協会常任理事、一般社団法人
岡山経済同友会常任幹事、岡山県生涯学習審議会委員、岡山
県社会教育委員等を務める。

そのほかのイベント
企業経営者向け啓発イベント
情報サイト「きら☆おか」へ企業経営者向け各種情報を掲載
「きら☆おか」https://www.kirari-okayama.jp/

コチラの専用サイトからお申込みください。……………………

▲

お申込み方法

https://www.kirari-okayama.jp/news/detail.php?id=304

ご参加には事前のお申し込みが必要です。
いずれかの方法でお申し込みください。

下記に必要事項をご記入の上、切り取らずにFAX又はメールでお申込みください。

FAX 086-232-4145 メール teichaku@okachu.or.jp
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※収集した個人情報は11/4のイベント運営のためのみに使用し、
イベント終了後は速やかに廃棄致します。

お問合わせ／岡山県中小企業団体中央会（岡山市北区弓之町4-19-202 tel:086-224-2245）

