【２０１８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グローバルレベルで大きな変化を続けるなか、企業・組織が持続的な成長を遂
げるためには、強靭な人事・人材開発戦略が欠かせません。特に、
「次世代経営人材の選抜育成（サクセッ
ション・プラン）
」やタレントマネジメントの他、社員一人ひとりの「主体的行動」や「社内活性化・組織
風土改革」によって、企業・組織全体のパフォーマンスも大きく変わってくると言えます。
本年度「人材開発研究会」では、人材開発における重要テーマである「経営人材の選抜育成・人財活用」
、
「主体的行動の促進」
、さらには「社内活性化・組織風土改革」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
【経営人材の選抜育成・人財活用】
・経営人材・リーダーの選抜育成
・タレントマネジメント、レビュー
・人財の“見える化”(スキルマップ)

【主体的行動の促進】
・キャリアプラン研修
・行動計画の策定
・人事評価の納得性向上・表彰制度

【社内活性化・組織風土改革】
・フィロソフィーの策定と浸透
・コミュニケーション活性化
・行動変容の促進、変革ミーティング

＜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：８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
５５名程度（ご参考：前年度５７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、６月１４日(木)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。

■ ２０１８年度「人材開発研究会」実施スケジュール ■
第１回例会 ：6 月 21 日(木)15:00～17:15 事例研究：「武田薬品工業」

＊終了後、立食懇親会

ゲスト：武田薬品工業㈱ グローバルＨＲ グローバルＨＲＢＰコーポレートヘッド 藤間 美樹 氏
「タケダにおけるノーレイティング導入と人材育成」
＜武田薬品工業＞(連結)
（１）ノーレイティング導入の背景とその効果
（２）タレントレビューによる将来のリーダー候補育成
（３）上司・部下間のコミュニケーション活性化による評価の納得性向上

創 業 ：1781 年
従業員数：29,900 人
売上高 ：1 兆 7,320 億円

武田薬品工業では、年次の評価段階付を廃止する“ノーレイティング”導入により評価・報酬決定のプロセス
を大きく変えるとともに、｢信頼関係を築き成長や成果につながるコミュニケーション｣の仕組みも設けている。
当例会では、タレントレビューによる将来のリーダー育成も交え、同社の取り組みを伺う。

第２回例会 ：7 月 5 日(木) 15:00～17:15 事例研究：「ＫＤＤＩ」
ゲスト：ＫＤＤＩ㈱ コーポレート統括本部総務・人事本部 人財開発部長
「ＫＤＤＩにおける経営幹部候補育成の取り組み」

千葉 華久子 氏

（１）人財育成のベースとなるＫＤＤＩフィロソフィー
（２）経営の視野・視点を学ぶ｢役員補佐制度｣
（３）次世代経営幹部育成のための選抜プログラム

＜ＫＤＤＩ＞(連結)
設 立 ：1984 年
従業員数：35,032 人
売上高 ：4 兆 7,482 億円

ＫＤＤＩでは、経営幹部育成策として、役員と行動を共にしながらマン・ツー・マンで学ぶ｢役員補佐制度｣を
実施し、経営手法や経営層としての視野・視点を養っている。また、経営に必要なリーダーシップを鍛えるた
め、経営幹部育成選抜プログラムも実施している。当例会では、経営陣・経営幹部による侃々諤々の議論を重
ねてまとめられた｢ＫＤＤＩフィロソフィー｣とともに紹介いただく。

第３回例会 ：8 月 30 日(木) 15:00～17:15 事例研究：「旭硝子」
ゲスト：旭硝子㈱ 人事部人事統括担当部長 西田 直哉 氏
「ＡＧＣ旭硝子におけるデータベースを活用したタレントマネジメントと人財育成」
（１）従業員スキルを“見える化”する“スキルマップ”の構築
（２）“スキルマップ”による人財の有効活用とコミュニケーション促進
（３）ＡＧＣグループを牽引する経営人財育成プログラム

＜旭硝子＞(連結)
設 立 ：1950 年
従業員数：53,224 人
売上高 ：1 兆 4,635 億円

ＡＧＣグループでは、従業員を専門分野別に登録した独自人財データベース「スキルマップ」を構築し、
「どの
部門に」
「どのようなスキルをもった人財がいるか」を“見える化”し、人財の有効活用とコミュニケーション
促進につなげている。また、将来のグローバルグループを牽引する経営人財を計画的に育成するために、グロ
ーバルレベルおよび各国・地域で多様なリーダー人財育成にも取り組む同社の人財施策を伺う。

第４回例会 ：9 月 26 日(水)15:00～17:15 事例研究：「積水化学工業」
ゲスト：積水化学工業㈱ 人事部人材開発グループ人材開発担当課長 唯根 亮 氏
「年代別キャリアプラン研修を通じた、
＜積水化学工業＞(連結)
一人ひとりの持ち味を活かす組織づくり」
設 立 ：1947 年
（１）研修概要（2 年目/30 歳/40 歳/50 歳/57 歳研修）と
従業員数：23,006 人
売上高 ：1 兆 657 億円
実施の背景（ダイバーシティ経営）
（２）意見交流/診断ツールによる自身の持ち味理解と、自己実現に向けた行動計画策定
（３）研修参加者の行動変化と、今後の取り組み

積水化学工業（積水化学グループ）では、自ら学んで成長していくことがダイバーシティ経営には必須である
との観点から、
「今後のキャリアを自分で考える機会」として年代別キャリアプラン研修を実施し、参加者が
「will」
「can」
「must」の 3 つの切り口から自分の姿を捉え直し、自己実現に向けた行動計画策定を行ってい
る。当例会では、同研修参加者の行動変化と、今後の取り組みも含めて、同社グループの取り組みを紹介いた
だく。

第５回例会：10 月 25 日（木）15:00～17:15 事例研究：「ＡＮＡ（全日本空輸）」＊終了後、懇親会
ゲスト：全日本空輸㈱ 人財戦略室 人事部 ANA's Way 推進チームリーダー 高野 弘樹 氏
「ＡＮＡにおけるグループ行動指針“ANA's Way”浸透の取り組み」
＜全日本空輸＞(連結)
（１）ボトムアップによる ANA's Way 策定の背景とプロセス
（２）人事評価・研修、表彰制度等との連携による浸透・行動化の促進
（３）ANA's Way 促進による効果・課題、今後の展開

発 足 ：2012 年
従業員数：13,518 人
売上高：1 兆 9,717 億円

ＡＮＡグループは 2013 年の持株会社化に伴い、グループ各社が独自性を高め、機動的に強みを発揮できるよう、
プロジェクトチームが中心となって、グループ共通の行動指針“ANA's Way”を策定した。当例会では Way 策定
のプロセスから、評価・表彰制度との連携による浸透、そして、Way 導入から現在に至るまでの会社・組織の変
化等について紹介いただく。

第６回例会 ：11 月 12 日(月)15:00～17:15 事例研究：「ブラザー工業」
ゲスト：ブラザー工業㈱ 人事部採用教育 G シニア・チーム・マネジャー
「ブラザー工業における人材育成と組織変革」
（１）新入社員（総合職）全員を対象とした海外製造・販売現場研修
（２）社員ひとり一人の主体的行動の促進に向けた取り組み
（1 on 1、チームで変革ミーティング）

佐々木 泰幸 氏
＜ブラザー工業＞(連結)
設 立 ：1934 年
従業員数：36,929 人
売上収益：6,412 億円

“Transform for the Future ∼変革への挑戦∼ ”をテーマに構造改革を進めるブラザー工業では、社員ひとり一人の
主体的行動を促進するため、部門ごとの「変革ミーティング」等に取り組んでいる。当例会では同社が進める
組織変革とともに、総合職の新入社員全員対象に行う海外での製造現場・販売現場の実習等の人材育成につい
て紹介いただく。

第７回例会 ：12 月 20 日(木)15:00～17:15 事例研究：「セイコーエプソン」＊終了後、懇親会
ゲスト：セイコーエプソン㈱ 人事部長 中島 紀彦 氏
「セイコーエプソンにおける人事制度改革と次世代リーダー育成」
（１）「役割」に基づく人事制度の導入と人材育成
（２）次世代経営候補者層育成の取組み
（３）グローバル人材マネジメントの取組み

＜セイコーエプソン＞(連結)
創 立 ：1942 年
従業員数：76,391 人
売上収益：1 兆 1,021 億円

セイコーエプソンでは、組織の最適フォーメーション構築、全社最適、公平・公正な評価処遇を実現するため
に、管理職の役割を明確化した人事制度を導入した。また、国内外のリーダー層を対象とした選抜型研修や、
世界各国・地域のグローバルリーダー育成にも取り組む。当例会では、同社の人事制度改革と次世代リーダー
育成について伺う。

特別例会 ：2019 年 1 月 15 日(火)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 6 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 8 回例会：2019 年 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。

■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。

■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５回例会(中間)・第７回例会(年末)には懇親会も実施します。

☐ご参考：前年度 当研究会会員一覧（順不同、５５組織・５７名）
有限責任あずさ監査法人
F2F㈱
大阪ガス㈱
(学)大阪経済大学
㈱大阪ソーダ
㈱カネカ
川崎重工業㈱
関西アーバン銀行従業員組合
関西電力㈱
関電システムソリューションズ㈱
㈱京進
倉敷紡績㈱
グンゼ㈱
㈱健康都市デザイン研究所

コベルコシステム㈱
㈱Consulente HYAKUNEN
参天製薬㈱
シスメックス㈱
㈱島津製作所
シャープ労働組合
(学)常翔学園
新生フィナンシャル㈱
㈱SCREEN ホールディングス
住友化学労働組合
住友電気工業㈱
ダイキン工業㈱
大日本住友製薬㈱
㈱ダイフク

大和ハウス工業㈱
田辺三菱製薬㈱
帝人㈱
東洋ゴム工業㈱
東洋紡㈱
中西金属工業㈱
奈良交通㈱
西日本旅客鉄道㈱
㈱日本触媒
日本電気硝子㈱
パナソニック㈱
パナソニックエイジフリー㈱
パナソニックグループ労働組合連合会
阪急電鉄㈱
い お き べ

不二製油㈱
古野電気㈱
兵神装備㈱
ホシデン㈱
㈱マンダム
ミズノ㈱
メック㈱
㈱モリタ製作所
ヤンマー㈱
㈱レールテック
レンゴー㈱
㈱ロック・フィールド
ロート製薬㈱
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事務局 公益財団法人 関西生産性本部 人材開発研究会 担当：五百籏頭・七野・大橋
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公益財団法人 関西生産性本部 大橋 宛
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2018 年度「人材開発研究会」参加申込書
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会員
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会社・組織名
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賛助会員 ・ 一般

Tel
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）

Fax

（

）

所在地

参
加
登
録
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所属・
役職

ﾌﾘｶﾞﾅ

氏名

E-mail
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。

