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ウェビナーのご案内 

失われゆく職人の技術・技能。持続可能な

製造業務の確立に向けて 
 

―技術・技能伝承の実施方法、および新しい働き方に関するご紹介―  

 
 

日時：2022 年 11 月 29 日（火） 

シンガポール／マレーシア／フィリピン 16 時～17 時 

タイ／インドネシア／ベトナム 15 時～16 時 

日本 17 時～18 時 

 

主催：Deloitte & Touche LLP 日系企業サービスグループ 

 

 

在東南アジア 日系企業の皆様 

平素は格別のお引き立てを受け賜り、厚くお礼申し上げます。 

 

さて、私どもデロイト日系企業サービスグループは、下記のとおり東南アジア

の日系企業の皆様を対象に「製造領域における技術・技能伝承」をテーマに

Web セミナーを開催いたします。（日本語、参加費無料） 

 

新型コロナウィルスの世界的な流行や、ロシア・ウクライナを巡る情勢等、予

測不能で不確実な世界情勢が続く中、製造業においては特に「人材不足」を不

安視する声を多く頂いております。弊社が本年度実施した調査（Deloitte 

Global: 2022 Manufacturing Industry Outlook）では、2030 年までに全世界で

約 210 万職が人材不足により「空く」見通しとされており、製造分野におけ

る人材獲得競争は今後も続くことが予想されております。また、東南アジア地

域においては日本本社から出向されたベテランの技術者が、現地人材を将来有

能な技術者に育成していくことを多くの企業様で求められておりますが、出向

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/energy-and-resources/articles/gx-manufacturing-industry-outlook.html
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/energy-and-resources/articles/gx-manufacturing-industry-outlook.html


期間といったある意味限られた時間の中で、これまで培ったノウハウ・コツを

伝達するにあたり非常に苦労されているといった声も良くお聞きします。 

 

その様な東南アジア地域の状況も鑑みて、今回弊社では製造業における「技

術・技能の伝承」にフォーカスをあて、本分野の専門家が先進的な事例を交え

ながら解説いたします。また、知の伝承のみならず、これまで経験と勘に頼っ

ていた業務オペレーションそのものを、新しい働き方を導入することで抜本的

に変革するような事例も出てきておりますので、そういった事例も交えて皆様

にご紹介をさせて頂きます。東南アジアの日系企業の皆様や、その他にも本テ

ーマにご興味・ご関心をお持ちの方にも、ご参加いただけますと幸いです。 

 

この機会を通じて皆さまにに有用な情報を提供させていただければと考えてお

りますので、是非ご参加くださいますようお願い申し上げます。 

なお、東南アジア地域のグループ会社様を含め、本テーマにご興味・ご関心を

お持ちの方に、適宜ご転送頂けますと大変幸いでございます。 

 

記 

 

日時： 

SG/MY/PH:  

11/29（火）16:00-17:00 

VN/ID/TH:  

11/29（火）15:00-16:00 

JP:  

11/29（火）17:00-18:00 

 

※SG：シンガポール、MY：マレーシア、PH：フィリピン、VN：ベトナム、 

ID：インドネシア、TH: タイ、JP：日本 

 

お申し込み方法：  

• 以下のＵＲＬよりご登録をお願い致します。 

https://deloitte.zoom.us/webinar/register/WN_OrSVTYyPS5O6

9MzbSaLPBg 

 

なお、申し込みフォームに関してご不明点などございましたら日

系企業サービスグループ（亀井：chikamei@deloitte.com）宛にメ

ールでご連絡ください。 

• 本セミナーは ZOOM を使用して行います。参加お申込の皆様には

後日登録確認メールと共にログインリンクを送り致します。（申

し訳ございませんが、今回は Skype 及びその他の方法での開催は

予定しておりません） 

• ZOOM を初めてご利用になる方は、インストールが必要になりま

すので、セミナー開始の 5 分前程度にアクセスいただければ幸い

です。 

• 同業他社、および個人の方のご参加はお断りさせていただく場合

がございます。 

https://deloitte.zoom.us/webinar/register/WN_OrSVTYyPS5O69MzbSaLPBg
https://deloitte.zoom.us/webinar/register/WN_OrSVTYyPS5O69MzbSaLPBg
mailto:chikamei@deloitte.com


• 開催に際してはパスワードを設定しており、ご入力いただく内容

などの個人情報は他の参加者には共有されませんので、ご安心く

ださい。  

 

主なスピーカー紹介： 

• Deloitte Consulting Southeast Asia エグゼクティブダイレクタ

ー 府中 隆明 

• Deloitte Consulting Southeast Asia シニアマネージャー 西崎 大 

 

言語：日本語 

参加費用：無料 

 

皆様方のご参加を心よりお待ち申し上げております。 

 

以上 
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Deloitte Singapore が提供する主なサービス内容や、過去のニュースレター・セミナーの情報については、こちらをご参照ください。 

please click the link to see Deloitte Singapore JSG website! 
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