【２０１9 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・グローバル人材の選
抜育成」やキャリアサポートの他、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いえます。
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・グローバル人材の育成」
、
「主体的行動促進・キャリアサポート」
、さらには「社内活性化・組織風土改革」を主要テーマとして掲げ、
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お迎えし、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・グローバル人材の育成】
・経営人材の早期選抜育成・意識変革
・グローバル人材の育成・海外研修
・企業内大学・複数階層の選抜研修

【主体的行動促進・キャリアサポート】
・ビジネス提案研修
・自律自責型人材の育成
・成長実感会議・キャリア提言書

【社内活性化・組織風土改革】
・人事のプロフェッショナル化
・外国人社員を含めたグループ
全体の行動指針の設定

＜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
＊講師・参加者相互の親睦を深めるため、期間中に３回程度、懇親会を開催予定です。
■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４９名）
■参 加 費
生産性本部賛助会員 ８６，４００円（8％税込）
・一般 １０８，０００円（8％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７日(金)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。

■ ２０１９年度「人材開発研究会」実施スケジュール ■
第１回例会 ：6 月 14 日(金)15:00～17:15 事例研究：「帝人」

＊終了後、立食懇親会

ゲスト：帝人㈱ 人事部人財開発グループ長 兼 組織・キャリア開発グループ
「3 階層×3 年間の選抜型育成プログラム
～選抜型の次世代リーダー候補育成～」
（１）ブレない軸を持つ人財を育成するリベラルアーツ研修
（２）経営者視点を身につける役員へのビジネス提案研修
（３）視野拡大とネットワーク構築を目的とした「社外人財との他流試合」

吉岡 久 氏

＜帝人＞(連結)
創 立 ：1918 年
従業員数：19,711 人
売上高 ：8,350 億円

帝人では、研修と配置を組み合わせながら、3 階層による選抜型育成プログラムを運用し、3 年間をかけて次世
代リーダー候補を育成・プールしている。当例会では、
「リベラルアーツ研修」や「社外人財との他流試合」も
含めた同社の次世代育成施策について紹介いただく。

第２回例会 ：7 月 22 日(月) 15:00～17:15 事例研究：「日清食品ホールディングス」
ゲスト：日清食品ホールディングス㈱ 人事部次長 三浦 康久 氏
「日清食品の経営人材の育成について
＜日清食品ホールディングス＞
(連結)
～勝ち&続ける会社であるための人事部門の役割～」
（１）経営人材プール倍増を目的とした
選抜研修“グローバル SAMURAI アカデミー”
（２）組織文化変革をも視野に入れた 1on1 及び成長実感会議の導入
（３）エンゲージメントを高めるための数々のユニーク施策

設 立 ：1948 年
従業員数：12,102 人
売上高 ：5,164 億円

日清食品では、次世代経営人材育成のために「人材プール」をつくり、その人材プールを倍増させるために、
若手・中堅から経営者候補まで 4 階層で育成を行う選抜型社内大学『グローバル SAMURAI アカデミー』を設
けている。アカデミーでの育成だけに留まらず、ビジネスパートナー制、無人島サバイバル研修等、ユニーク
な施策を数々展開する同社の取り組みについてうかがう。

第３回例会 ：8 月 20 日(火) 15:00～17:15 研究紹介：「エン・ジャパン」
ゲスト：エン・ジャパン㈱ engage 事業開発室 3E Tech グループ マネージャー
越田 良 氏
人材活躍支援事業部 教育・評価サービス企画グループ 西本 加奈子 氏
「中途社員離職の３つの要因“GRC”と離職を防ぐ有効施策」
＜エン・ジャパン＞(連結)
（１）早期離職が企業に与えるダメージ
（２）退職者の傾向から見えてきた退職のメカニズム
（３）中途社員を孤独にしない早期フォロー

設 立 ：2000 年
従業員数：2,534 人
売上高 ：407 億円

エン・ジャパンでは、早期離職と向き合う中で、早期離職に影響を与える３つの要因｢ギャップ(Gap)｣、｢リレ
ーション(Relation)｣、
「キャパシティ(Capacity)」に沿ったフォローが社員の定着に繋がると考えている。
当例会では、早期離職のリスクとそれを防ぐための施策について、お話を伺うとともに、併せて管理職育成の
ための「お試し管理職制度」の取り組みについても紹介いただく。

第４回例会 ：9 月 30 日(月)15:00～17:15 事例研究：「カゴメ」

＊終了後、立食懇親会

ゲスト：カゴメ㈱ 常務執行役員 CHO（最高人事責任者)
有沢 正人 氏
「人事最高責任者が語る、
＜カゴメ＞(連結)
これからの人事パーソンに必要な資質とは ～未来志向に向けて～」 設 立 ：1949 年
（１）人事のお客様は誰かを常に考える顧客志向
（２）日本型人事の常識は世界の非常識とするグローバル志向
（３）人事パーソンに求められるマーケティング力

従業員数：2,504 人
売上高 ：2,098 億円

働き方改革が急速に進められる今、人事戦略は企業戦略の中でも最も重要であるといっても過言ではなく、そ
れに伴い、人事担当者にもより一層のプロフェッショナル化が求められている。カゴメの有沢氏は、同社の人
事面でのグローバル化の総括責任者として、全世界共通の人事制度の構築を行っている。
当例会では、企業価値の最大化、組織の在り方の構築、多様な人材のマネジメント等、これからの人事パーソ
ンに必要な資質とは何か、またそれを得るために必要な考え方や行動について、同氏のお話をうかがう。

第５回例会：10 月 17 日(木)15:00～17:15 事例研究：「キッコーマン」
ゲスト：キッコーマン㈱ 常務執行役員 CHO 人事部長 松﨑 毅 氏
「キッコーマンにおける異動・面接・教育を柱とした
CDP（Career Development Program）制度」

＜キッコーマン＞(連結)
設 立 ：1917 年
従業員数：7,105 人
売上高 ：4,306 億円

（１）求められる「プロ人材」と「グローバル人材」の要件
（２）若手社員育成プログラム（第Ⅰ期採用から８年）
（３）他部門所属長３名からの「キャリア提言書」によるアドバイス

キッコーマンでは、自ら学ぶ姿勢を持つ社員のキャリアアップのサポートとして、CDP 制度を導入し、
「人事異
動・ローテーション」
、
「人事や所属長との面接」
、
「研修・教育制度」を柱として、Ⅰ期８年、Ⅱ期７年の計 15
年に渡り運用している。2014 年の役割等級制度への変更を受け、より柔軟な配置、早期の抜擢を可能にする制
度として、現在も改革を続ける同社の取り組みを紹介いただく。

第６回例会 ：11 月 18 日(月)15:00～17:15 事例研究：「SOMPO ホールディングス」
ゲスト：SOMPO ホールディングス㈱
人事部特命部長 加藤 素樹 氏
「SOMPO ホールディングスにおける次代の経営人材育成の取り組み」
（１）若手社員対象の企業内大学「SOMPO Global University」
（２）自社グループ内外の海外企業出向によるグローバル経営人材育成
（３）経営判断を学ぶための社長オフィス新設とシャドウイング

＜SOMPO ホールディングス＞
(連結)
創 業 ：2010 年
従業員数：65,263 人
正味収入保険料：2 兆 8,547 億円

SOMPO ホールディングスは、2012 年にグループをグローバルベースで牽引できる経営人材育成のため、世界有
数といわれるシンガポール国立大学ビジネススクールでの「経営知識の習得」と、知識を実践知化するための
「海外での実務経験」の二本柱で構成された企業内大学「SOMPO Global University」を設立した。
当例会では、世界で伍していくグループとして発展を続ける同社の取り組みをうかがう。

第７回例会 ：12 月 16 日(月)15:00～17:15 事例研究：「商船三井」

＊終了後、懇親会

ゲスト：㈱商船三井 人事部長 安藤 美和子 氏
「商船三井グループにおけるグローバル人材・次世代経営人材育成の取り組み」
（１）商船三井グループ共通の価値観『MOL CHART』を基盤とした
「自律自責」型グローバル人材の育成について
（２）「One MOL グローバル経営塾」「One MOL 経営スクール」を通じた
グローバル経営幹部の育成について

＜商船三井＞(連結)
設 立 ：1884 年
従業員数：10,832 人
売上高 ：1 兆 6523 億円

商船三井では、外国人社員を含む、グループ全役員・社員の共通の価値観、行動指針として『MOL CHART』
を制定した。また、それを基盤として国内外の次世代グローバル経営幹部育成を目的とした「One MOL グロ
ーバル経営塾」
、国内のグローバル人材の早期育成を目的とした「経営スクール」を開講している。当例会では、
グローバルな事業展開で、世界の海運をリードする同社の次世代経営人材育成の取り組みを紹介いただく。

第８回例会 ：2020 年 2 月 21 日(金)15:00～17:15 事例研究：「キリンホールディングス」
ゲスト：キリンホールディングス㈱ 人事総務部長 濱 利仁 氏
「多様な人材が挑戦できる組織風土の実現に向けて」

＜キリンホールディングス＞
(連結)
（１）なぜキリングループが多様性や組織風土変革に取り組むのか？
設 立 ：1907 年
（２）360 度評価とコーチングを軸とした「トップリーダーの変革」
従業員数：30,464 人
（３）人材の育成スピードを高めるための「育成風土の醸成」「若手育成プログラム」 売上収益：1 兆 9305 億円

キリンホールディングスでは、最も大切な経営資源は人であり、従業員と会社はイコール・パートナーである
という考えのもと、人事の基本理念として「人間性の尊重」を掲げ、
「人と組織風土の変革」に注力している。
＊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。
当例会では、同社における「トップリーダーの変革」や、
「育成風土の醸成」等、成長意欲を持つ多様な従業員
＊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。
が、多様性を強みに変えて活き活きと仕事ができる自由闊達な組織風土実現のための取り組みをうかがう。

■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４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、４６組織・４９名）
有限責任あずさ監査法人
エア・ウォーター㈱
㈱ＮＴＴデータ関西
(学)大阪経済大学
(一財)海外産業人材育成協会
㈱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㈱
倉敷紡績㈱
グンゼ㈱
コベルコシステム㈱

参天製薬㈱
シャープ労働組合
シスメックス㈱
㈱島津製作所
人事マネジメント R＆D
新生フィナンシャル㈱
住友電気工業㈱
大日本住友製薬㈱
㈱ダイフク
太陽工業㈱
大和ハウス工業㈱
㈱立花エレテック

TOA㈱
東洋紡㈱
中西金属工業㈱
奈良交通㈱
西日本旅客鉄道㈱
ニプロファーマ㈱
㈱日本触媒
日本ピラー工業㈱
ハウス食品㈱
阪急阪神ホールディングス㈱
パナソニック㈱
㈱日阪製作所
しちの

不二製油㈱
古野電気㈱
兵神装備㈱
ホシデン㈱
㈱マンダム
ミズノ㈱
㈱モリタ製作所
ヤンマー㈱
レンゴー㈱
㈱ロック・フィールド

い お き べ

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：七野・五百籏頭・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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2019 年度「人材開発研究会」参加申込書
申込日
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会社・組織名
(〒
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年

月

日

賛助会員 ・ 一般

Tel

（

）

Fax

（

）

所在地

参
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録
者

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。

