
合同フォーラム みんなでつくろう明日の人材 プログラム 
 

基調講演 「今、社会で求められている人材とは？」 
基調講演者 

 

■大阪府中小企業家同友会代表理事 畑野 吉雄氏 

平成 24 年 4 月株式会社中央電機計器製作所会長に就任。関西メガ・

リージョン活性化構想検討委員会委員。大阪府中小企業家同友会代表

理事。社会人基礎力育成グランプリ 2010 講演者並びに審査員。関西

のクリエイティブ産業を考える会委員。公益財団法人 大阪産業振興

機構理事。5 大学の客員講師を務め、中国吉林大学、韓国ハンバット

大学などで講演。平成 24 年、第 50 回関西財界セミナーに意見発表

者として参加。中小企業の経営者として、グローバル人材の活用等、

若者の教育にも独自の考えを展開。座右の銘「念ずれば夢かなう」。 
パネルディスカッション 「今、社会で求められている人材とは？～さまざまな立場から課題を考える～」 
コーディネーター 

 

■大阪府立大学学長 奥野 武俊氏 

公立大学法人大阪府立大学 理事長・学長。 
1946 年、北海道生まれ。1965 年、大阪府立大学工学部に入学。工学

部助手、英国リバプール大学客員研究員を経て、1991 年より工学部

教授。 専門は、海洋システム工学、海洋環境、船舶工学流体力学。

2009 年 4 月より、現職。 

パネリスト  ■大阪府中小企業家同友会代表理事 畑野 吉雄氏（基調講演者） 

 

■文部科学省 高等教育局 専門教育課長 内藤 敏也氏 

1988 年文部省（現文部科学省）入省。高等局大学審議会第一係長、

石川県企画開発部高等教育振興室長、在タイ日本国大使館一等書記

官、初中局特別支援教育課企画官、文化庁記念物課長、内閣官房内閣

参事官（副長官補付）などを経て現職。 

 

■近畿経済産業局 地域経済部長 高畠 昌明氏 

東北大学工学部卒業後、昭和 63 年通商産業省(現経済産業省)入省。

地域経済産業グループ統括地域活性化企画官、外務省在ウィーン国際

機関日本政府代表部一等書記官、貿易経済協力局安全保障貿易国際室

長、内閣府原子力災害対策本部原子力被災者生活支援チーム参事官を

経て現職。 

 

■堺市副市長 狭間 惠三子氏 

昭和 57 年 サントリー株式会社入社。サントリー不易流行研究所課

長、甲子園大学客員教授、大阪商業大学非常勤講師、財団法人大阪観

光コンベンション協会経営企画部情報発信担当部長、京都嵯峨芸術大

学大学院非常勤講師を経て、平成 24 年より、現職（堺市副市長）。 
 

 

■大阪工業大学 2 回生、学生リーダー会リーダー 副田 正樹氏 

初めまして。学生リーダー会統括リーダー大阪工業大学工学部環境工

学科２回生の副田正樹です。大学では水処理技術について学んでいま

す。また、留学生の生活サポート活動もしています。私を一言でいう

なら「Crazy of 向上心」です！ 
 

13:00～15:00 



 
分科会１ 「産業界ニーズ～4 つの取組テーマから考える」 

１．産業界ニーズ調査中間報告 

２．４委員長による討論～産業界ニーズについて４つのテーマからみて大学の教育に活かされているのか、そうでないならどう取り

込んでいくのか等について考える場とする。また、今後教育改善・充実とその体制を整備する上でさらに必要となる産業界ニーズ

の情報についても検討し、次年度につなげていく場とする。 

コーディネーター ■取組主担当：山野 則子氏（大阪府立大学教授） 
中間発表報告者 ■内部評価委員会委員長：小畑 力人氏（追手門学院大学社会学部長、教授） 

パネリスト ■テーマⅠ委員会委員長：長谷川 昌弘氏（大阪工業大学特任教授） 
■テーマⅡ委員会委員長：西尾 通卓氏（兵庫県立大学特任教授） 
■テーマⅢ委員会委員長：鰺坂 恒夫氏（和歌山大学教授（ｷｬﾘｱ支援担当 学長補佐）） 
■テーマⅣ委員会委員長：浅井 宗海氏（大阪成蹊大学教授） 

コメンテーター 

 

■株式会社ジェイ・エス・エル HRコンサルティング事業部部長 照井 

直哉氏 

1998 年 立命館大学 経営学部卒、ＮＴＴ西日本人事部、ベリングポ

イント日本法人（現 プライスウォーターハウスクーパース）を経て

現職、人事・教育コンサルティングが専門。社会人基礎力事業等、キ

ャリア教育関連プロジェクトを多数経験。 
 

分科会３ 「企業の社員教育で大切にしているものはこれだ！」 

企業が行っている社員教育について「最近の新卒者への率直な感想」「問題点」「社員教育で大切にしているもの」「学生に求めるもの」

「人材に対する将来の目標や夢」などのお話を通して企業と大学との差異を知り、大学で育成する人材教育について考える場とする。 

コーディネーター ■星野 聡孝氏（大阪府立大学教授） 
パネリスト 

 

■パナソニック株式会社 グローバル＆グループ採用センター 企画チ

ーム チームリーダー 池田 朋広氏 

〔経歴〕1994 年パナソニック㈱入社、電池事業部門の人事を担当の

後、2003 年より現職。 
〔担当〕パナソニックにおけるグローバル＆グループ全体の採用戦略

企画および新入社員教育を担当。 

 

 

■日本経済新聞社 人材・教育事業本部 本部長 為定 明雄氏 

昭和 56 年日本経済新聞社入社。ウイーン支局長、消費産業部長、日

経ＭＪ編集長、日経産業地域研究所所長を経て平成 23 年から現職。

この間テレビ東京系列「ワールドビジネスサテライト」コメンテータ

ー、札幌まちづくり戦略ビジョン審議会委員などを歴任。 

 

■シナジーマーケティング株式会社 代表取締役兼ＣＥＯ 谷井 等氏 

神戸大学経営学部卒業。2005 年 CRM システムの提供を開始しシェ

ア No.1 に導く。2007 年ヘラクレスに上場。2010 年米国セールスフ

ォース・ドットコム社との提携を推進。現在、消費者行動予測技術を

用いたクラウドサービスの提供で、企業のマーケティングを支援する

「コミュニケーションエンジニアリング企業」としての同社を率い

る。 

  

15:10～16:40 



学生企画 「学生の本音～自分で掴む未来～」 

学生リーダー会の 14大学の学生たちが企画・運営する分科会。4つのテーマ①産業界とは、②男女共同参画、③大学に行く理由、 

④大学生と社会との意識ギャップを通して、それぞれ学生の「リアルに感じていることを」本音で語る。会場では 4つのテーマにつ

いて学生の主張があった後、社会人を含めた参加者が８グループに分かれて議論し、それぞれのテーマでこれからどうアプローチし

ていくかを考える。会場には、14大学から寄せられた学生一人一人の多数の声が壁面にあふれ、来訪者に語りかける。 

企画・運営 

 

■学生リーダー会（数字は回生） 
平彩乃２、白石崇裕２（和歌山大学）、國方梨華２、中垣梓３、小林

寿代３、小南陽平３、池田留巳２、下村健太２、安里いずみ２、畠山

尚之１、片山直也１、村山侑香１、（大阪府立大学）、谷岡有香２、中

島聡美１（兵庫県立大学）、古賀野莉子２（追手門学院大学）、三谷晴

佳１、隈崎このみ２（大阪音学大学）、副田正樹２、森島佑２、芦田

浩平２（大阪工業大学）、山川広宜２、芝野太貴２（大阪成蹊大学）、

降旗京花２、高見千春２（関西外国語大学）、秦野貴広２、畔柳風花

３（摂南大学）、森田龍、東祐次（帝塚山学院大学）、岡田健汰２、日

下秀文３（芦屋大学）、森泉咲１、佐藤壮一郎１（大手前大学）、鞍内

真実子２（神戸学院大学） 

 
分科会２ 「社長はこんなこと考えてる！」 

地元企業の社長が考える「仕事とは？」「大切にしているもの」「学生に求めるもの」「将来の目標や夢」などのお話を通して、大学で

育成する人材教育について考える場とする。 

コーディネーター ■奥田 孝一氏（兵庫県立大学教授） 
パネリスト  

 

■株式会社新日本テック 代表取締役社長 和泉 康夫氏 

1963 年大阪府生まれ。電子部品や医療機器用の超精密金型メーカ㈱

新日本テックを経営する一方、大阪のものづくり企業経営者ら 19 名

で 2010 年に㈱大阪ケイオスを設立、総合受託加工等仕事を創る活動

も進める。 

 

■辰巳工業株式会社 代表取締役 辰巳 施智子氏 

青山学院大学（英文科）出身。元スチュワーデスの経歴を持つ異色の

女性経営者。多品種、小ロット、多様な材質に対応する高付加価値の

特殊鋳鋼品（ステンレス鋼、鋼合金など）を得意とする。2000 年に

社長就任。赤字経営から短期間で脱却し、以降連続増収増益を達成。

現場重視で、社員主体の経営を実践するとともに、人材育成、組織変

革等に強力なリーダーシップを発揮されている。「もの創りなでしこ

JAPAN」メンバーでもある。注目の女性経営者。企業理念は、「Think 
考え、Act 行動し、Create 創りだす」。大阪支店・中小企業事業

のお取引先。 

 

■株式会社天彦産業 代表取締役社長 樋口 友夫氏  

1949 年 7 月 25 日生まれ。滋賀県出身。1973 年近畿大学商経学部卒

業。1973 年アサヒスティール（株）（現（株）メタルワン特殊鋼）入

社。1977 年（株）天彦産業入社。1987 年取締役。1997 年専務取締

役。2005 年代表取締役社長就任。趣味は卓球、歌真似。 

  

16:50～18:20 



分科会４ 「実践的インターンシップ・ＰＢＬの発展に向けて」 

大学で実際に行われているインターンシップや PBL の事例紹介を行い、産業界の方から大学の取組に対して意見・アドバイスをいた

だくとともに、それらを通して、インターンシップや PBLを中心として効果的なキャリア教育の手法や手段について考えるとともに、

それらが産業界ニーズに対応したものになっているか、もしそうでないのであればどのように改善すべきかなどについて考える場と

する。 

コーディネーター ■鰺坂 恒夫氏（和歌山大学教授） 

発表者 ■永成 海里氏、山下 エリナ氏、石川 智大氏（和歌山大学３回生） 

■中野 誠氏（関西外国語大学キャリアセンター所長、教授） 

■森田 裕之氏（大阪府立大学教授） 

コメンテーター 

 

■関西生産性本部 理事・事務局長 小宅 誠司氏 

1956 年(昭和 31 年) 大阪府堺市生まれ。80 年関西学院大学法学部卒

業、社団法人 大阪工業会に入局し、関西生産性本部の業務を主に担

当。83 年関西生産性本部が分離・独立。機関誌編集などの広報、会

員拡大、委員会、研究会やセミナーの開発・企画・運営、海外視察団、

調査研究などを担当し、2006 年に事務局長に就任。09 年に理事に選

任される。関西生産性本部は 11 年４月に内閣府から公益財団法人に

認可された。 

 

■堺経営者協会 専務理事・事務局長 植松 高志氏 

1950 年生まれ。長野県出身。奈良県に在住。1973 年北海道大学法学

部卒業。1973 年松下電器産業㈱入社。2010 年パナソニック㈱定年退

職。2010 年堺経営者協会入局 専務理事として現在に至る。 

分科会５ 「キャリア教育の体系的なカリキュラムを考える」 

大学で実際に行われているキャリア教育の体系的なカリキュラムについての事例紹介を行い、コメンテーターとして産業界の方から

大学の取組に対して意見・アドバイスをいただくとともに、それらを通して、キャリア教育の義務化が始まって間もない大学の人材

教育のカリキュラム体系について考えるとともに、それらが産業界ニーズに対応したものになっているか、もしそうでないのであれ

ばどのように改善すべきかなどについて考える場とする。 

コーディネーター ■長谷川 昌弘氏（大阪工業大学特任教授） 

発表者 ■武野 昭氏（帝塚山学院大学キャリアセンター エグゼクティブ・ディレクター、教授） 

 ■長谷川 昌弘氏（大阪工業大学特任教授） 

 ■山野 則子氏（大阪府立大学教授）、小林 寿代氏、中垣 梓氏（大阪府立大学 3 回生） 

 ■水野 武氏（摂南大学講師） 

コメンテーター 

 

■関西経済連合会 産業部長 野島 学氏 

1966 年生まれ。大阪市出身、同志社大学経済学部卒業後、関西経済

連合会に入局。国際部、産業部次長を歴任し、現在、産業部長。関西、

ひいては日本の経済活性化に資する政策提言や水ビジネスインフラ

ビジネスの海外展開支援など具体的なプロジェクトを推進。 

 

 

■堺市 産業振興局 商工労働部 産業政策課 主幹 峯 耕一郎氏 

平成７年に堺市役所入庁。現在は産業振興局商工労働部産業政策課に

て勤務。 
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