技術経営会議
●目 的
1974 年 10 月設立され、産業界における技術・経営的諸課題の解明とその対策、経営リーダーの
人材育成、経営トップ層の相互交流と情報交換を行う場を運営し、技術と経営に関する諸課題につ
いて情報収集、意見交換ならびに調査・研究ならびに発信活動を行ってきている。会員の主体的な
活動・運営を基本としており現在、参加企業は 48 社（2019 年 4 月現在）である。
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●本 会 議
〇夏の本会議 （軽井沢開催）
【開催時期】 例年 9 月上旬の週末 or 週初め
（１泊２日間）

（2019 年は 9/13,14 開催）
【開催場所】 軽井沢プリンスホテルウエスト
【プログラム】
・特別講演
５講演程度
・ラウンドテーブル討論 全員参加
・交流パーティ
・ナイトセッション、コテージセッション
〇冬の本会議 （東京開催）
【開催時期】 例年２月上旬（2020 年は 2/13）
【開催場所】 如水会館（東京）
【プログラム】
・技術経営・イノベーション賞表彰式
・本会議 審議
・特別講演など
・交流パーティ

●定例会／イノベーションシンポジウム
〇イノベーションシンポジウム（兼、定例会）
【開催時期】 例年 ６月上旬
13:00～17:00（2019 年は 6/4 開催）
【開催場所】 近年、
「日比谷コンベンションホール」
【プログラム】前年度の「技術経営・イノベーション賞」受賞会社の講演

〇定例会
【開催時期】 例年 １１月上旬
13:00～17:00（2018 年は 11/6 開催）
【開催場所】 近年、
「日比谷コンベンションホール」
【プログラム】
・特別講演①：第一人者による講演
・メンバースピーチ：会員代表者による講演
・特別講演②：第一人者による講演

●代表者懇談会
・会員代表者が集まり、経営課題などについて意見交換と討議を行う。年５回
程度開催
・進め方は、産官学の第一人者を外部講師として招き、その講演を題材に意見
交換、討議を行なう。 会合後、懇親会にて会員相互の交流を図る

●キーパーソン研究会
・技術経営会議のキーパーソンは、会員代表者が推薦した会員各社の将来を担
う部課長クラスのメンバーで、キーパーソン研究会は各種の企画テーマにつ
いての調査研究、勉強会、現場見学、異業種交流などを行う。
・開催回数は年４回程度。会合後、懇親会にて会員相互の交流を図る

●専門委員会
・政策委員会
・日本の宇宙分野での競争力強化について考える専門委員会（2019 年 4 月設置）
・デジタル変革による新サービス創造専門委員会（2018 年 10 月設置）
・働き方改革 -生産性向上とワーク・ライフバランス-（2017 年 1 月設置、2017 年 9 月終了）
・技術経営・イノベーション大賞選考委員会

