「 第15期 IT人材活性化研究会 」

参加申込書

研究会へ参加をご希望の方は下記申込書に必要事項をご記入の上、FAXにてＩＴ協会までご送信ください。
IT協会

検 索

会期

2022年9月～2023年1月（全5回）

会場

リアル／オンライン／ハイブリット開催のいずれか

～研究テーマ～
＜現地視察＞
◆働き方改革
IT人材育成の高度化と
◆組織/チーム作り
DX推進を目的とした
◆コミュニケーション活性化 IT人材研修施設『TREASURE SQUARE』
◆人事評価制度
◆人材育成
◆エンゲージメント
◆シニア層の活躍
◆人的資本
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コンソーシアム
企画委員会委員長
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プログラム内容は変更となる場合がございます。
プログラムテーマは一部仮題を含みます。

『アフターコロナの働き方を考える』

『これからの働き方とチーム作りの工夫』

コロナ後の働き方として、従業員エンゲージメント向上を目指し、ハイブリッドワーク環境を検討
される企業が増えています。働く場所を問わずイノベーション創出を促す工夫がされる一方で、
安心安全が確実に求められるフィールドワーカーへのハイブリッドワークの浸透はまだ多くの企
業で課題です。本セッションでは、NECの社内の取り組みを事例として紹介し、各企業の最適
モデルを模索するきっかけになればと考えます。

私たちは他社より早く働き方改革に取り組んできましたが、それでも出社しなければ「チーム
作り」はできないと、思い込んでいました。コロナ禍により、私たちの働き方は大きく変わり、ほと
んどの社員がリモートワークとなり、場所にとらわれない働き方ができるようになりました。試行
錯誤しなから取り組んだ「多様な人材が活躍できる組織風土づくり」と「リモートワークにおけ
るチーム作りの工夫」をご紹介します。
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『コミュニケーション活性化の鍵は『心理的安全性』
～離れていても組織をひとつに～』
コロナ禍で「働く場所と時間」が自由に。これからの時代に求められる組織づくりとは。
新型コロナウィルス感染拡大から約2年半。企業はリモートワークにおける労働環境の整備だ
けではなく、オフライン同様のコミュニケーション活性や風土の維持・向上など本質的な課題に
着手する必要が求められています。本講演では、現代におけるコミュニケーション活性化のポ
イントや風土改革の実践法を具体的な事例を用いて徹底解説いたします。

『「ぜんいん人事部」と人事制度のクラフティング』
カヤックでは全社員が人事部に所属し、「採用」「評価」「給与査定」に関わりながら、自分た
ちが面白く働ける組織をつくっています。
「自分たちが面白く働ける組織を、自分たちでつくる」この考え方を「クラフティング（粘土のよ
うにこねくりまわす）」という切り口から紹介します。人事用語だとジョブ・クラフティングという言
葉があります。戦略クラフティングという考え方もありますが、それと近い概念です。
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研究会の具体的な研究項目・内容については、小会より委嘱されたIT人材活性化コンソーシアム企画委員会において検討を頂き、取りまとめて頂きました。
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『TREASURE SQUARE（トレジャースクエア）』
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NRIシステムテクノ株式会社 デジタルサービス事業部 部長
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「TREASURE SQUARE」は、日本生命グループ全体のIT・DXを推進する人財の、前向き
かつ主体的な成長や相互交流を目的とした施設（空間）です。
従来型の教室的な研修施設とは異なり、コミュニケーション・交流が闊達になるファシリティ
や、実験・実践・体験ができる設備、最新トレンドやグループ各社情報を受信・発信するツー
ルを用意することで、利用したくなる・集まりたくなる空間を目指しています。

明治大学 経営学部 教授

中丸 博禎 楽天コミュニケーションズ株式会社 エンプロイー・エクスペリエンス部 部長
鶴井 直之 株式会社リコー 人事総務センター 人事サポート室 働き方変革・D&I 推進グループ
（社名50音順、敬称略）

『「価値創造のＩＣＴ」人財流動化時代に於ける組織能力獲得
戦略とは』
人財の流動化が益々加速する中、当社グループで進める変革に際し導入展開する営みのうち
人財育成を中心とした取組みについて説明します。「変革」の営みそのものは業種や規模に関
わらず過去より企業活動の中に常に存在するテーマですが、今この変革に取組むとき、備える
べき組織能力の観点から、変わらなければいけないことは何で、変えてはいけないことは何な
のでしょうか。また、やることはわかっているとしてどのようなジレンマや問題を抱えて取り組ん
でいるでしょうか。私どもの実際を通じて皆様が推進する課題解決の一助となれば幸いです。

キリンホールディングス株式会社
執行役員 情報戦略部長

阿部 泰二氏

『社会課題としてのシニア不活性

『エンゲージメント調査ってどう使えば良いの？
～人的資本経営時代に求められる従業員の声の収集・活用トレンド～』
今や政府のレポートでも触れられるようになった「エンゲージメント」というコンセプト。人的資
本経営に対する関心の高まりも追い風となり、従業員エンゲージメントを測定・改善しようとす
る企業が着実に増えています。テクノロジーの進化により、従業員の声を効率的に可視化でき
るようになった一方、調査結果の活用については、依然として手探り状態の企業が少なくあり
ません。改めて効果的な調査の実施、活用を考えてみませんか。

クアルトリクス合同会社
EXソリューションストラテジー
シニアディレクター 市川 幹人氏

『いま議論が進む企業の人的資本開示とは』

～「働かないおじさん」はなぜ再生産されるのか～』
中高年の不活性化課題は、日本企業の「持病」のようなものです。
拙著『早期退職時代のサバイバル術』（幻冬舎）では、この問題の背景にある、「働かない」
「帰らない」「話さない」「変われない」という、より射程の広い「４無い」問題を指摘しています。
社会的に再生産され続けるこの構造に対して、対処療法ではない形で解決するために、企業
の人材マネジメントのどの部分を変える必要があるのか議論したいと思います。

◆参加対象者◆
・情報システム部門管理者
・情報システム部門人事総務管理ご担当責任者
・IT系企業の人事労務ご担当者
・IT系職場の活性化や人材の活性化にご関心のある方等

株式会社パーソル総合研究所
シンクタンク本部 リサーチ部
上席主任研究員 小林 祐児氏

昨今、注目されている「人的資本」。
人材を「資源」ではなく「資本」と捉え、投資して価値を生み出していくという考え方です。
今後企業には、人的資本の情報を開示することが求められていきます。
人的資本とは何か、これからの日本企業はどのように対応していけばよいのか。
トレンドの背景から実践方法まで、事例を交えてお話いたします。

株式会社Works Human Intelligence
WHI総研 シニアマネージャー

伊藤 裕之氏

