組織変革の障害や困難を乗り越える

組織変革の障害や困難を乗り越える

●開催日時：１２月１日（火） １３：３０～１８：３０（開場 １２：３０）

コーヒーなどをご用意していますので、開始までごゆっくりお過ごしください。
フォーラム終了後、ネットワーキング・セッションを1時間程度行います。
（飲み物とフィンガーフードをご用意しています）

●会場：虎ノ門ヒルズフォーラム

４階 ホールＢ

●住所：東京都港区虎ノ門１丁目２３番１～４号
●参加費用：１２，
０００円（消費税込み）
●定員：２００名（定員になり次第締め切ります）
●対象者

a.組織変革に関心をおもちの経営層や事業部門のトップ、マネジャー
b.組織変革の推進を担う人材開発・組織開発の担当者
c.組織変革をサポートするコンサルタント

※より多様な皆さまにご参加いただくためにa、b、cそれぞれに定員枠を設けさせていただいております

お申込URL

http://www.hv-forum.com/

●上記URL の専用サイトにアクセスの上、お申し込みください。

●お支払い

●お申込後、順次、請求書と参加票をご送付いたします。
●参加費のお支払いは、請求書到着後、指定の銀行口座にお振り込みください。

●メールでお申込み：forum@humanvalue.co.jp

●件名を「組織変革フォーラム申込」として、
本文に次の情報を明記の上、
（forum@humanvalue.co.jp）までお送りください。

●キャンセルについて

●氏名、フリガナ、会社名、業種、部署、役職、所在地、電話番号、E-mailアドレス
※ショートセッションにもお申込される方は、希望するセッションナンバー（“M1”など）を
ご記入ください。

●申し込み後に参加できなくなった場合は、代理の方のご出席をお願いいたします。なお、代理の
方のご都合がつかない場合は、下記の規定によりキャンセル料を申し受けますので、あらかじめ
ご了承ください。
・開催8日前まで………返金手数料（返金の際の振込手数料）
・開催7日前～当日……参加料の全額

変革に必要な知識やポイントを学ぶ

2015 年 12 月1 日(火)13：30～18：30
会場 ▶ 虎ノ門ヒルズフォーラム ホールＢ
主催 ▶ 株式会社ヒューマンバリュー

日時 ▶

組織変革ウィーク（11月30日〜12月4日）
ショートセッションは、参加された方の関心に合わせて具体的な事例やポイント
を紹介する、少人数の対話型セッションです（組織変革フォーラム参加者限定）

●開催日時：１１月30日（月）
、１2月2日（水）〜4日（金）

社会経済状況、市場・技術、働く人々の価値観等の大きな変化に、組織のあり様を適応

●会場：株式会社ヒューマンバリュー

させていこうとする組織変革の取り組みは、これまでにも増して求められています。

フロントオフィス

●住所：東京都千代田区一番町18番地 川喜多メモリアルビル4階
（東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」5番出口より徒歩3分）

ヒューマンバリューでは、昨年、
『組織変革フォーラム2014』を開催し、そうした組織
変革を計画的でなく、生成的に行うアプローチについてご紹介し、参加された方々と共

●参加費用：1セッション ３，
０００円（消費税込み）

に生成的変革アプローチの哲学・あり方について探求いたしました。

●定員：各セッション２０名（定員になり次第締め切ります）

今年の『組織変革フォーラム2015』では、「哲学・あり方の探求」から一歩進んで、
「組

●対象者：ご自身の組織内で組織変革を実践されたい方

織変革の障害や困難を乗り越える」という副題を設け、生成的変革を推進する中でぶつ

※組織変革フォーラム２０１５に参加される方のみお申込いただけます。
※同業の方の参加はご遠慮いただいております。

かる障害や困難をいかに乗り越えるかという、より実践的なテーマを扱ってまいります。

●お申込方法：組織変革フォーラム２０１５のお申込時に、参加を希望される
セッションナンバーをご記入ください。

そこで今年のフォーラムでは、様々な業種・規模の変革に取り組んでいる6社の皆さまに、

●ショートセッション一覧（各セッションの内容は専門サイトでご確認下さい。h ttp://www.hv-forum.com/ ）
参加費

開催日
11月30日(月)

セッションNo.

10:00～12:00

M1

イベントで終わらない組織変革

13:30～15:30

M2

失敗する組織変革の理由

兼清 俊光

16:00～18:00

M3

組織変革プロセスで起きがちな障害とその対処

長曽 崇志

12月1日(火)

各セッション
３,０００円(税込）

12月2日(水)

12月3日(木)

12月4日(金)

●お問い合わせ

セッションテーマ

それぞれの組織でどのような障害や困難に向き合ったのか、そしてそれをどう乗り越え

時間

担当
阿諏訪 博一

W1

現場インタビューを通じた変革のネットワークづくり

13:30～15:00

W2

組織変革の推進度合いを当事者が確認し、次のアクションを生み出す

川口 大輔
阿諏訪 博一

15:30～17:30

W3

リフレクションの失敗パターンと成功パターンの違い

10:00～12:00

T1

組織変革を生み出す場とプロセスをデザインする

13:30～15:30

T2

組織変革をスタートする際の失敗と成功を分けるもの

兼清 俊光

16:00～17:30

T3

職場のメンバーが実践するシナリオプランニング

川口 大輔

10:30～12:00

F1

組織変革プロセスを活用した人材育成

長曽 崇志

13:30～15:30

F2

日常のマネジメントプロセスの変革を図る

16:00～17:30

F3

経営者・人事部・企画部が陥りがちな変革推進の罠

株式会社ヒューマンバリュー www.humanvalue.co.jp 東京都千代田区一番町18番地 川喜多メモリアルビル４F
TEL：０３-５２７６-２８８８ E-mail：forum@humanvalue.co.jp 担当：市村、高橋

トーリーを語っていただきます。
その後に、その場に集まった皆さんで「生成的変革プロセスを推進する上での障害や困
難を乗り越えるためのレバレッジ」について、共に知恵を出し合い探求していきたいと

組織変革フォーラム2015
10:00～12:00

たのか、また、乗り越えようとしているのか、実体験から得られたリアリティの高いス

兼清 俊光
保坂 光子・霜山 元

阿諏訪 博一
兼清 俊光

思います。
その中から、組織変革の取り組みに生かせるヒントや一歩を見出していただくとともに、
組織を超えて生成的変革に取り組む仲間としてのつながりを生み出す場になればと願っ
ております。
社会価値・事業価値・人的価値を高める取り組みが、これまで以上に社会的な広がりを
もって推進される機会となれば幸いです。

組織変革の障害や困難を乗り越える

13:30~

オープニング

13:45~

オープニング・スピーチ

本フォーラムでは、客観的な正解がない中で、自分たちでありたい姿を描き、ソーシャルキャピタル（社会関係資本）を高めな
とはいったいどのようなものか、そのような組織変革を実現するためにぶつかる障害や困難を乗り越えるためのレバレッジとは

Creating
P e o p l e
V a l u e

何か、を探求します。様々な組織における多様な組織変革の取り組みストーリーや、フォーラムに参加する多くの方との話し合
いを通して、ご自身の障害や困難を乗り越えるヒントを生み出します。

代表取締役社長
さ

と う しゅう ろ う

佐藤修朗氏

Creating
Enterprise
V a l u e

Creating
Shared
V a l u e

福島トヨペット株式会社

株式会社フルスピード

対話を通して未来を創造する組織風土づくりに向けて、全社員参加でお互いの想

会社や自分たちの過去、現在、そして未来を見つめる経営陣の合宿から変革の取

いを語り合うReBORNミーティング、職場での小集団活動を活性化するファシ

り組みがスタートしました。起きている小さな変化を捉えることが難しく、取り
代表取締役社長

してきました。トップと現場の想いが共鳴しながら、数々のチャレンジと向き合

友松功一氏

い、皆で組織風土づくりを推進しています。

「共創アプローチによる計画策定」

と も ま つ こ う い ち

それを乗り越え、全体を徐々に巻き込んだ形で、社員個人、そして会社の未来を
一緒にイメージして紡ぎあげていくような取り組みへと進化しています。

市民・行政・企業等のステークホルダーが、今起きている具体的な事象を、対話

ＮＴＴグループでは、社員が主体的に判断・行動し、高い目標に挑戦することを

を通じて理解し、ありたい姿を共有し、洞察や解決策の仮説を生み出して実験し、

目的とした人事評価制度を導入しています。制度導入後も、グループ全体として

定を、もっと生成的に、もっと動的に、価値の連鎖を生み出すものにし、行政の
あり方の進化を目指す旅路を紹介します。

企画部 企画政策課
企画政策係長
か

と う か ず ひ さ

加藤和永氏

企画統括室
RMPビジョンプロジェクト
チーム リーダー
く わ は ら

し

ほ

桑原史帆氏

▶

小田原市
加藤和永氏

「組織変革の守破離：いかに変革の継
続を生み出すか」

を行い、社員の意識変革、マネジメントの変革を図り、日常の仕事の中での実践

15:40~
16:00~

2013年に1000名を超える全社員が集まり、一人ひとりのありたい姿を共有する

ビジネス環境の変化に適応するために「主体的で生産性の高いカルチャー」を築

機会が創られ、2014年には「30年後の目指す世界やスローガン」が生まれました。

くSHINKAというプロジェクトをスタートさせ、組織の重要課題の解決に取り

変化の只中において、変革の進化を続けています。

だ

ひ さ

お

吉田寿生氏

生成的変革アプローチに伴う障害や困難

生成的変革アプローチは、一人ひとりの熱意と積極性が高まり、そこに関わる人が増
えて相互作用の中から小さな成果が生まれ、そこからさらなる取り組みが実施されて大
きな成果につながっていくというプロセスをたどりますが、その過程には多くの障害や
困難が存在します。
新たな取り組みを始めたはよいが、十分なリソースを確保できずに尻すぼみになって
しまう。周囲の理解が得られず、取り組みの輪が広がらない。なかなか目に見える成果
が出てこずに、否定的評価によって取り組みが中断してしまうなど、様々な事態が生じ
てきます。

組んできました。主体性という目に見えにくいものに取り組む困難を感じつつ、
現在は一人ひとりの主体性にフォーカスを当て、やらされにならない活動を意識
しながら推進しています。

大きな変化

業績・成果
小さな変化

4

成果を
高め続ける

対話

3

変化を育む

変化・成長への取り組み

共有

2

仲間を招く
自ら実践

1

ビジョンを
生きる

目の前にある障害や困難がどのようなものなのか、それが何によってもたらされてい
るのか、乗り越えるためのレバレッジはどのようなものかを把握できれば、その状況に
あった打ち手を生み出すことができ、生成的変革を前に進めることができます。

リフレクション

想い・使命感
ありたい姿・
ビジョン

組織変革ストーリーⅡ

「経営陣から始まった未来を共創造す
る組織変革への取り組み」

「一人ひとりの社員が主体性を発揮す
るための取り組み」

梶原全裕氏

「一人ひとりの社員が主体性を発揮するための取り組み」

人事・総務本部
SHINKAリーダー

休憩

日本電信電話株式会社
梶原全裕氏

か じ わ ら ま さ ひ ろ

に結びつけています。

よ し

1.取り組み概要の紹介
2.実践者のストーリーテリング
3.実践者を交えたリストーリー

株式会社リクルート・マーケティング・パートナーズ
桑原史帆氏

総務部門
人事・人事制度担当
担当部長

サノフィ株式会社

み等を全社で推進しています。また2015年春に、経営陣が大きく入れ替わるなど、

◉ナビゲーターより事例の背景や取り組み
内容をご紹介いたします。その後、実践者
のストーリーを聴いて、周囲の方々と対話
を通して気づきや発見を共有します。

「人事評価制度を活用した社員の意識
改革の取り組み」

株式会社リクルート・マーケティング・パートナーズ

その後、会社のありたい姿と自分のありたい姿、現在の仕事を結びつける取り組

ナビゲーター
株式会社ヒューマンバリュー
阿諏訪博一・川口大輔・長曽崇志・保坂光子

株式会社フルスピード
友松功一氏

時代の変化・働き方の転換に柔軟に対応しつつ、長期間に渡って様々な取り組み

「組織変革の守破離：いかに変革の継続を生み出すか」

「トップと全社員の想いが共鳴する組
織風土づくり」
「共創アプローチによる計画策定」

「人事評価制度を活用した社員の意識改革の取り組み」
日本電信電話株式会社

組織変革ストーリーⅠ

福島トヨペット株式会社
佐藤修朗氏

組みを継続することへの戸惑いも生じたものの、みんなで向き合っていくことで

小田原市

学びを深めていく、共創的な計画策定にチャレンジしています。従来型の計画策

14:20~

「経営陣から始まった未来を共創造する組織変革への取り組み」

リテーター養成、リーダーシップ・ジャーニーの展開等、様々な取り組みを推進

「組織変革のいま」
株式会社ヒューマンバリュー
代表取締役 兼清 俊光

がら、組織の壁を超えて変化を継続的に共創し、事業のパフォーマンス（成果）と社会的価値を高めていく組織変革のプロセス

「トップと全社員の想いが共鳴する組織風土づくり」

司会進行
株式会社ヒューマンバリュー
保坂 光子・霜山 元

サノフィ株式会社
吉田寿生氏

17:20~

休憩

17:35~

全体ダイアログ

18:20~

クロージング

18:30~
19:30

ネットワーキング・セッション

◉これまでの６社の変革ストーリーを踏まえて、
気づいたことや組織変革の障害や困難を
乗り越えるレバレッジを探求します。

◉会 場前のホワイエにて、飲み物とフィン
ガーフードをご用意していますので、他
の参加者の方々とご歓談ください。

これから企業の中で組織変革を実践していこ

講演された企業の皆さまとフォーラム参加者

うとする方向けに、システムシンキングやシ

とのさらなる交流・検討の場です。昨年は組

ナリオプランニングなど、変革に必要な知識

織変革フォーラムで講演をされた方が、ご縁

やポイントについてお伝えするショートセッ

があった参加者を招いて話し合いの場をもっ

ションを別日程で複数開催いたします。

たり、社内見学を開催されました。

