【２０１７年度開催のご案内】
注目・先進企業の人事・人材開発戦略事例を研究する

人材開発研究会
～持続的成長を担う強靭な人事･人材開発戦略～
－開催のご案内－
企業を取り巻く経営環境が目まぐるしく変化を続けるなか、企業・組織が持続的な成長を続けるためには、
中長期の視点に基づく強靭な人事・人材開発戦略が欠かせません。特に、次世代の経営人材育成（サクセッ
ション・プラン）やグローバルレベルでのタレント・マネジメントに加え、組織の中核を担う中堅社員層の
強化によって今後の企業業績の行方が左右されると言っても過言ではありません。また、企業・組織の持続
的成長のためには、原点回帰や経営理念浸透、ダイバーシティ推進がこれまで以上に重要な役割を担います。
本年度「人材開発研究会」では人材開発における喫緊テーマである「経営人材・選抜型幹部育成」
「中堅
社員の強化・教育研修の見直し」
「社内活性化・風土改革」を主要テーマに掲げ、注目企業・先進企業の人
事・人材開発施策責任者クラスをゲスト講師に迎え、事例紹介に基づく議論と、参加メンバー相互の意見交
換・情報交換を通じて、自社にとって有効な人事・人材開発戦略と具体的な実行施策を考えます。
皆様の積極的なご参加をお待ちいたしております。

特長
１．注目・先進企業の人事・人材開発部門の責任者クラスをゲスト講師に迎え、各社施策の詳細を紹介いただきます。
２．大阪大学大学院 開本教授(専門分野：組織行動論、創造性、人的資源管理、モチベーション、リーダーシップ等)が
常任コーディネータとして例会の進行・解説を行うことにより、参加者の一層の理解を深めます。
３．｢グループ懇談｣(全例会)、｢懇親会｣(全３回)の実施により、講師・参加者相互の人脈形成と情報交流を進めます。

■本年度当研究会で取り上げる主な企業事例・取り組み
【経営人材・選抜型幹部育成】
・経営リーダーの育成
・マネジメント人材の早期育成
・選抜型研修と階層別研修の連動

【中堅社員の強化・教育研修の見直し】
・マネージャー層の早期育成と強化
・人材育成・教育体系・内容の見直し
・グローバルに活躍する人材の育成

【社内活性化・風土改革】
・創業者精神、経営理念浸透
・原点回帰、企業風土改革
・ダイバーシティ推進

＜当研究会 常任コーディネータ＞
ひらきもと

開 本 浩矢 氏（大阪大学大学院経済学研究科 教授・兵庫県立大学 名誉教授）
1993 年神戸大学大学院経営学研究科修士課程修了後、神戸商科大学商経学部助教授、兵庫県立大学経営学部
教授、政策科学研究所所長、経営学部長・経営学研究科長等を歴任し 2017 年 4 月より現職。研究分野は、
経営学、組織行動論、創造性、人的資源管理、モチベーション、リーダーシップ。
「組織における創造性の発
揮を促進する条件」を探求している。主な著作に「クリエイティビティ・マネジメント」
「創造性研究の系譜
とその課題 ビジネス・インサイト」がある。2003 年「日本経営行動科学学会・学会賞（優秀事例賞）
」受賞。

－実施要領－
■主な参加対象 経営幹部、人材開発に関わるマネージャー、リーダー、スタッフ、労働組合幹部
■例会実施数
通常例会：１０回、特別例会：１回
＊講師・参加者相互の親睦を深めるため、期間中に３回程度、懇親会を開催します。
■主な会場
(公財)関西生産性本部 会議室[大阪市北区中之島 6-2-27]
■定
員
６０名程度（ご参考：前年度５４名）
■参 加 費
生産性本部賛助会員 ８６，４００円（税込）
・一般 １０８，０００円（税込）
（お一人につき）
＊懇親会費は、別途、実費を申し受けます。
■申込方法
「参加申込書」欄に必要事項を記入の上、５月２２日(月)までにＦＡＸにて申込み願います。
先着順に受付後、第１回例会の詳細案内・請求書等をご送付いたします。

■ ２０１７年度「人材開発研究会」実施スケジュール ■
第１回例会 ：5 月 29 日(月)15:00～17:15 事例研究：「堀場製作所」
ゲスト：㈱堀場製作所 理事 野崎 治子 氏
「堀場製作所におけるグローバル人財育成と社内活性化の取り組み」
（１）「オープン＆フェア」「加点主義」「コミュニケーション」を重視する人事施策
（２）経営判断のスピードと質を高めるマトリクス経営と、グローバル人財育成
（３）社員の士気を高める社内行事と施策(誕生会、ステンドグラスプロジェクト等)

＊終了後、立食懇親会

＜堀場製作所＞(連結)
創 業 ：1945 年
従業員数：7,149 人
売上高 ：1,701 億円

従業員の過半数が外国人である堀場製作所は、多彩な国・地域にまたがる従業員の力を集結させるため、平易
で明確な人事哲学を世界中の全従業員に伝えている。当例会では、同社が取り組むマトリクス経営・グローバ
ル人財育成とともに、社員の士気向上施策についても紹介いただく。

第２回例会 ：6 月 22 日(木)15:00～17:15 事例研究：「カルビー」
ゲスト：カルビー㈱ 人財・組織開発部長 福田 仁 氏
「カルビーにおける、自立的に成長し成果を出し続ける人と組織づくり」
（１）社員が自立した人財になるための 5 つのコンポーネント(構成要素)
（２）｢人財交流サミット｣｢チャレンジ制度｣等による全社で人を育てる風土づくり
（３）階層別研修と OJT を基本とした教育制度

＜カルビー＞(連結)
設 立 ：1949 年
従業員数：3,728 人
売上高 ：2,461 億円

カルビーは 2012 年に立ち上げた｢新人事プロジェクト｣で、カルビーグループの人財が目指すべき姿と、それを
支援する人事のあり方を 5 つのコンポーネント(構成要素)として再定義した。当例会では、人と組織が自立的
に成長し、成果を出し続けるための人事施策・風土づくり・教育制度について紹介いただく。

第３回例会 ：7 月 24 日(月)15:00～17:15 事例研究：「住友電装」
ゲスト：住友電装㈱ 人材開発部長 八島 崇 氏
「住友電装における中堅社員育成の強化」
（１）入社 5 年目総合職社員向けに実施する｢中堅社員研修｣の特長
（２）選択型研修による、学びと気づきの促進
（３）グローバルで活躍できる社員育成のための施策

＜住友電装＞(単独)
設 立 ：1917 年
従業員数：6,509 人
売上高 ：4,319 億円

住友電装は、入社 5 年目の総合職社員を対象に｢中堅社員研修｣を実施し、社内で今後さらに重要な役割を担う
という自覚・意識づけと、コミュニケーションスキル向上に注力している。当例会では、同社が取り組む選択
型研修、グローバル社員育成の施策も含めて、紹介いただく。

第４回例会 ：8 月 30 日(水)15:00～17:15 事例研究：「富士フイルム」
ゲスト：富士フイルム㈱ 人事部長 座間 康 氏
「富士フイルムにおける企業風土改革と人材育成」
（１）富士フイルムが目指す人材と、行動規範「ビジネス五体論」
（２）企業変革に向けたマネージャー層強化の取り組み
（３）グローバル人材育成のための実践的プログラム

＜富士フイルム＞(連結)
設 立 ：2006 年
従業員数：31,321 人
売上高 ：2 兆 4,916 億円

富士フイルムは、これまで写真関連事業の抜本的な構造改革を断行するなど、事業構造の転換と新たな成長戦
略の構築に取り組んできた。当例会では同社が進めてきた企業風土改革、マネージャー層強化、グローバル人
材育成等について、最新の施策を交えて紹介いただく。

第５回例会 ：9 月 22 日(金)15:00～17:15 事例研究：「ブリヂストン」
ゲスト：㈱ブリヂストン 人材開発部長 江渕 康久 氏
「選抜型中堅社員研修導入によるマネジメント人材の早期育成」
（１）管理職・中堅社員・若手社員への層別ターゲットを明確にした人材育成
（２）ロールプレイングを取り入れたマネジメント研修
（３）階層別研修(必須型・応募型)と選抜研修の連動

＜ブリヂストン＞(連結)
設 立 ：1931 年
従業員数：143,616 人
売上高 ：3 兆 3,370 億円

ブリヂストンは人材育成の重点課題を｢事業体経営ができる人材の育成」｢マネジメントができる人材の早期育
成｣｢若年層の早期戦力化｣としている。当例会では、同社の選抜型中堅社員研修の詳細に加え、上司役・部下役
のロールプレイングを取り入れたマネジメント研修、階層別研修と選抜研修の連動についても紹介いただく。

第６回例会 ：10 月 23 日(月)15:00～17:15 事例研究：｢トヨタ自動車」
ゲスト：トヨタ自動車㈱ トヨタインスティテュート部長 桑田 正規 氏
「トヨタにおけるマネジメント層の強化に向けた育成プログラム」

＊終了後、立食懇親会

＜トヨタ自動車＞(連結)
創 立 ：1937 年
従業員数：348,877 人
売上高 ：28 兆 4,031 億円

（１）トヨタの理念への原点回帰と、人材育成の基本的な考え方
（２）人材育成、教育体系・内容の見直しに至った背景と、その施策
（３）グローバルトヨタ経営人材育成の取り組み

トヨタ自動車では、近年、｢トヨタの基本理念｣への原点回帰を行うとともに、人材育成のあり方、教育体系・
内容の見直しを行ってきた。当例会ではマネジメント層強化に向けた育成プログラムを中心に「職場で教え、
教えられる風土」を再構築するための組織・体制と、グローバル視点での経営人材育成について紹介いただく。

第７回例会 ：11 月 9 日(木)15:00～17:15 事例研究：「日東電工」
ゲスト：日東電工㈱ 執行役員 経営インフラ統括部門人財統括部長
「日東電工における経営リーダー育成」

福原 浩志 氏

（１）教育体系の全体像
（２）企業内大学｢Nitto Global Business Academy｣開設のねらいと特徴
（３）“Nitto 固有のリーダー”育成のために必要なこと

＜日東電工＞(連結)
設 立 ：1918 年
従業員数：30,007 人
売上高 ：7,930 億円

かねてより経営リーダー育成に積極的に取り組んできた日東電工は、2011 年、プログラムを経営のグローバル
化に対応した内容に抜本的に見直すとともに、配置・登用との連携を図りやすい体制に移行した。当例会では
自社経営課題への戦略提案等、実践的内容を中心とする同社の経営リーダー育成の現状について紹介いただく。

第８回例会 ：12 月 21 日(木)15:00～17:15 事例研究：「ミズノ」
ゲスト：ミズノ㈱ 人事総務部人材開発課課長
「ミズノにおける経営理念浸透と人材育成」

＊終了後、懇親会(忘年会)

田中 肖吾 氏

（１）ミズノＤＮＡを学ぶ理念教育をベースとした人材育成
（２）創業者精神や経営理念を伝える全社理念教育と各部門での教育
（３）創業者精神を伝える「MIZUNO BRAND BOOK」

＜ミズノ＞(連結)
創 業 ：1906 年
従業員数：5,568 人
売上高 ：1,961 億円

世界屈指の総合スポーツメーカーであるミズノは、1980 年代後半以降、毎週月曜日の朝 30 分間を用いて、全社
一斉に企業ＤＮＡを学ぶ理念教育を行い、創業者精神、同社の価値観、行動規範、経営理念を社内に浸透させ
ている。当例会では同社が重視する理念教育と、それをベースに取り組む人材育成について紹介いただく。

特別例会 ：12 月 22 日(金)午後 研究成果発表「ダイバーシティ・マネジメント」
コーディネータ：神戸大学大学院 経営学研究科教授

鈴木 竜太 氏

当本部が働き方改革と生産性向上の担い手となるダイバーシティ･マネジメント推進者養成を目的に実施する
プログラムにおいて、異業種メンバーが約 5 カ月間にわたって議論と研究を重ねた成果を報告する。

第９回例会：1 月 15 日(月)15:00～17:15 事例研究：「帝人」
ゲスト：帝人㈱ 人財部ダイバーシティ推進室長
「帝人におけるダイバーシティ推進」

日高 乃里子 氏

（１）帝人グループが推進するダイバーシティ
（２）意思決定層の女性増加の取り組みと、人事制度・仕組みの変更
（３）これまでの成果と、今後の取り組む課題

＜帝人＞(連結)
創 立 ：1918 年
従業員数：15,756 人
売上高 ：7,907 億円

帝人は 2000 年に専任部署｢女性活躍推進室｣を設置、2007 年からは｢ダイバーシティ推進室｣として外国籍社員
も含めた広義のダイバーシティ推進を展開している。
当例会では同社が早くから取り組んできたダイバーシテ
ィ推進の成果とともに、今後、取り組むべき課題についても紹介いただく。

第 10 回例会：2 月中旬(予定) 15:00～17:15 事例研究
（本年度当研究会会員の皆様のご要望を基に調整いたします）
＊会社概要欄に記載する数値は、原則として、本案内状作成時点の公表数値です。
＊テーマ・内容、講師、日程等は諸事情により、やむを得ず変更になる場合があります。

■当研究会例会の基本的な進め方
当研究会は、ゲスト講師による｢事例紹介(講演)｣を中心に展開します。講演・質疑応答後には｢グループ
懇談(参加者相互の意見交換・情報交換)｣を行った後、再び質疑応答、コーディネータ総括の順に展開し
ます。また、第１回例会(初回)・第６回例会(中間)・第８回例会(年末)には懇親会も実施します。

■例会案内・配布資料送付について
例会案内は原則として E-mail にて行います。また例会時に配付した資料を、後日ＰＤＦ形式にて参加登
録者宛に配信いたします。参加申込書には必ず E-mail アドレスをご記入下さい。

☐ご参考：前年度 当研究会会員一覧（順不同、５２組織・５４名）
有限責任あずさ監査法人
江崎グリコ㈱
大阪ガス㈱
(学)大阪経済大学
㈱大阪国際会議場
岡本㈱
㈱カネカ
川崎重工業㈱
関電システムソリューションズ㈱
㈱京進
㈱きんでん
クボタ本社労働組合
倉敷紡績㈱

グンゼ㈱
ケーエスケー労働組合
コベルコシステム㈱
沢井製薬㈱
参天製薬㈱
シスメックス㈱
㈱島津製作所
シャープ労働組合
新生フィナンシャル㈱
住友電気工業㈱
積水化学工業㈱
㈱タイズ
㈱ダイフク

田辺三菱製薬㈱
帝人㈱
電機連合
東洋ゴム工業㈱
東洋紡㈱
奈良交通㈱
西日本旅客鉄道㈱
ニッタ㈱
㈱日本触媒
日本電気硝子㈱
ハウス食品グループ本社㈱
パナソニック㈱
パナソニックエイジフリー㈱

不二製油㈱
古野電気㈱
兵神装備㈱
ホシデン㈱
㈱マンダム
Man to Man㈱
ミズノ㈱
㈱モリタ製作所
ヤンマー㈱
(学)立命館
レンゴー㈱
㈱ロック・フィールド
ロート製薬㈱
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2017 年度「人材開発研究会」参加申込書
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）
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所在地
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ﾌﾘｶﾞﾅ

氏名

Email
個人情報のお取り扱いについて
1.

2.
3.
4.
5.

参加申込によりご提供いただいた個人情報は、当本部の個人情報保護方針に基づき、安全に管理し、保護の徹底に努めます。なお、当本部の個人情報保護方針の内容については、
ふりがな
当本部ホームページ（http://www.kpcnet.or.jp/）をご参照願います。参加されるご本人、ご連絡担当者の皆様におかれましては、内容をご確認、ご理解の上、お申込いただきま
氏名
すようお願いいたします。
個人情報は、
『人材開発研究会』の事業実施に関わる参加者名簿等の資料の作成、ならびに当本部が主催･実施する各事業におけるサービス提供や事業のご案内、および顧客分析･
市場調査のために利用させていただきます。
＠
『人材開発研究会』の事業実施に関して必要な範囲で参加者名簿等の資料を作成し、
当日講師、参加者等の関係者に限り配布させていただきます。但し、法令に基づく場合等を除
き、個人情報を第三者に開示、提供することはありません。
て
個人情報の開示、訂正、削除については、当本部個人情報保護担当窓口（℡06-6464-6461）までお問合せください。
本案内記載事項の無断転載をお断りします。

