
三重県経営者協会 会員企業様

人材育成お役立ちフォーラムのご案内参加無料

産業能率大学では、人材育成に関連する各種テーマを取り上げ、全国で無料フォーラム
を開催しております。現在、名古屋・大阪・京都で開催を予定しているフォーラムの一部を
ご紹介させていただきます。

学校法人産業能率大学 総合研究所 中部事業部 担当 田村
TEL 052-561-4550、FAX 052-561-4678

日時 フォーラム名/テーマ

2015年9月14日 女性社員の活躍推進についてあらためて考える

2015年10月8日
コンプライアンス推進に向けた問題と

解決の方向性を探る

■名古屋開催

日時 フォーラム名

2015年9月2日 原因不明の不具合に取り組むための仮説構築力向上

2015年9月3日
～ アイシン精機株式会社様の事例に学ぶ ～

商品競争力向上への取り組み

2015年9月18日 教育体系構築の考え方・進め方

■大阪/京都開催

その他、東京や北陸でも随時フォーラムを開催しております。下記URLからご覧いただくこと
ができます。 ⇒ http://www.hj.sanno.ac.jp/event/

＜お問合せ窓口＞

通信教育や公開セミナーも随時
お申込を受け付けております！



                                

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

貴社名 
 

住所 
〒 

 

 

TEL  FAX  

所属・役職 ご参加者氏名 e メールアドレス 

   

 

                              

概
要 

 
① 【基調講演】   創造力向上とイノベーションへの挑戦 

13:30～    (学)産業能率大学 総合研究所 技術経営研究センター長／主席研究員 竹村政哉 

 

② 【事例紹介】   技術者の問題解決能力向上への取組み～創造力の強化と商品競争力向上のために～ 

14:00～   アイシン精機株式会社 生技開発部 主査 井沢 省吾 様 
 

③ 【手法紹介】   イノベーションに挑む創造技法 
15:30～    (学)産業能率大学 総合研究所 技術経営研究センター長／主席研究員 竹村政哉 

 

実
施
要
領 

◆日 程：2015年 9月 3日（木） 

◆時 間：13：30 ～ 17：00 （受付開始 13：00） 

◆会 場：メルパルク京都 京都府京都市下京区東洞院通七条下ル東塩小路町 676番 13 

◆対 象：研究・技術開発部門、商品開発・企画部門、設計部門、人事教育・技術者教育部門等におい

て、技術課題の解決や創造的な開発・設計・技術者等の育成担当マネジャー・推進担当者の方々 

◆参加費：無料 

◆定 員：50名（1社 2名様まで・先着順）定員になり次第締め切らせていただきます。 

  

お申込ＦＡＸ番号：０１２０－５１３３０６ 

※法人対象のフォーラムのため、個人の方および同業他社様の参加については、お断りさせていただく場合がございます。 

■申込方法：①以下の申込欄に必要事項をご記入の上、本学アドバイザーまでお渡しいただくかそのままＦＡＸにてお申込みください。 

②産業能率大学 総合研究所のホームページ（http://www.hj.sanno.ac.jp/event/）からもお申込みいただけます。 

※開催日の 7 日前を目処に受講票をｅメールにてお送りいたします。      

        ③参加希望が複数の場合は、本申込書をコピーしてご記入いただきますようお願いします。 

■主催・問い合わせ先：(学)産業能率大学 総合研究所 西日本事業部 関西普及開発課 担当：森田 

               〒530-0003 大阪市北区堂島 2-4-27 新藤田ビル  TEL：06-6347-0321 

個人情報の取り扱いについて（必ずお読みください） 

お預かりした参加申込書の個人情報は、本セミナーの運営業務ならびに本学からのご連絡･人材育成に関する情報提供に使用させていただきます。  

個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ等： 

（学）産業能率大学 総合研究所 西日本事業部 関西普及開発課長 森田 英一郎（℡：06-6347-0321） 

★上記「個人情報の取り扱いについて」ご了承いただいた方は、必要事項をご記入の上お申込ください。 

 

 

 ～ アイシン精機株式会社様の事例に学ぶ ～ 

   “商品競争力向上への取り組み” 

参加 

無料 

混迷を極める現代において、うまく突破口を見つけられない企業は数多くあります。多くの技術者を抱える製造業においても同様です。そうした状

況において、技術者に創造力の発揮を求める企業も少なくありません。しかしながら、技術者は「創造力とは何か」、「創造力をどのようにして発揮

するか」をきちんと理解しているのでしょうか。理解をしていても、必要な能力を習得する方法を知っているでしょうか。 

彼らに創造力発揮の方法論を与えずに結果（アウトプット）だけを求めるのは酷であると言わざるを得ません。そのような問題意識から、創造力発

揮の方法論を広く知って頂くために当フォーラムを企画いたしました。 

当イベントでは、まず創造力の発揮が求められる背景や、ビジネスの状況について言及し、どのようなことに留意すれば創造力を発揮することができ

るのかについて考えてまいります。さらに、実践事例をご紹介しながら代表的な技法を取り上げ、その技法のポイントを紹介します。 

 

2015年９月３日（木） 
京都開催 

http://www.hj.sanno.ac.jp/event/


     《 2015 SANNO中部フォーラム 》 

    女性社員の活躍推進についてあらためて考える 

- 自組織の「理想」と「現実」を明らかにし、“我が社の女性活躍推進”の取り組みを検討する -            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貴社名 

 

住所 

〒 

 

 

 

TEL  FAX  

所属・役職 ご参加者氏名 e メールアドレス（受講票送付先） 

   

 
 

内
容 

１．自組織の女性活躍推進の「理想」と「現実」、取り組みの留意点 

 女性活躍推進に関する企業・団体への支援実績をもとに、組織での取り組みの成否を分ける留意点について、具体的

な事例を挙げながら押さえます。 

学校法人産業能率大学 総合研究所 研修企画支援センター 村田 雅子 

２．現場の実態に即した女性活躍推進の課題と取り組みポイント 

女性活躍推進に関する指導および研修担当講師としての実績をもとに、現場の「生々しいお話」をさせていただくと

ともに、特に問題意識を持っている「女性社員がうまくライフイベントを乗り越えるための、男性上司と女性部下のコ

ミュニケーション」については研修の一部を体験しながら、そのポイントをつかんでいただきます。 

 学校法人産業能率大学 総合研究所兼任講師 原田 真帆 

実
施
要
領 

 
◆日 時：２０１５年９月１４日（月）１３:３０～１６:３０（受付開始１３:００） 
◆会 場：愛知県産業労働センター ウィンクあいち １２０３会議室 

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅 4-4-38 
◆対 象：女性活躍推進の責任者・ご担当者様、人事・人材開発部門の責任者・企画立案ご担当者様等 
◆参加費：無料 
◆定 員：５０名（1社 2名様まで 先着順） 定員になり次第締め切らせていただきます 

参加 
無料 
 

政府の成長戦略、女性登用のための数値目標設定など、多くの企業・団体が女性の活躍推進や管理職登用に向けて真剣

に取り組みを加速させています。しかし、特定の企業における先進の取り組み事例が取り沙汰される一方で、大半の組織

は「理想」に向けてさまざまな施策を展開するものの、なかなか効果が出ていないという「現実」があるようです。 

その大きな要因として、そもそも自組織における女性活躍推進の「理想」の状態を描けていない、その一方で、女性活

躍推進の「現実」（管理職の意識や言動、女性が抱いている今後活躍していくことに対する不安や不満等）を把握するこ

とができていない、そのような中で施策を次々と展開している、といったことが考えられます。 

本フォーラムでは、「理想」と「現実」をキーワードに、組織における女性活躍推進の代表的な施策例や実態を紐解き

ながら、自組織で女性活躍推進の取り組みを展開する際の留意点やポイントをご紹介させていただきます。 
 

  

お申込ＦＡＸ番号：０５２－５６１－４６７８ 

※法人対象のフォーラムのため、個人の方および同業他社様の参加については、お断りさせていただく場合がございます。 

 

■申込方法：①以下の申込欄に必要事項をご記入の上、本学アドバイザーまでお渡しいただくか、そのままＦＡＸにてお申込みください。 

②産業能率大学 総合研究所のホームページ（http://www.hj.sanno.ac.jp/event/）からもお申込みいただけます。 

※開催日の７日前を目処に、受講票をｅメールにてお送りいたします。 

        ③参加希望が複数の場合は、本申込書をコピーしてご記入いただきますようお願いします。 

■主催・問合せ先：学校法人産業能率大学 総合研究所 中部事業部 担当：石川、隈井（くまい）、増田 

〒450-0002  名古屋市中村区名駅 4-5-28 桜通豊田ビル  TEL：052-561-4550 

 
個人情報の取り扱いについて（必ずお読みください） 

お預かりした参加申込書の個人情報は、本セミナーの運営業務ならびに本学からのご連絡･人材育成に関する情報提供に使用 

させていただきます。 

個人情報の取扱いに関するお問合せ等・・・ 学校法人産業能率大学 総合研究所 中部事業部 中部普及事業 1課長 隈井 TEL：052-561-4550 

★上記「個人情報の取り扱いについて」ご了承いただいた方は、必要事項をご記入の上、お申込ください。 

http://www.hj.sanno.ac.jp/event/


 

 

 

組織の努力により、コンプライアンスという言葉は個人レベルまで浸透してきています。しかし一方で、コンプライアンス
違反が発生している、なくならないことも事実です。「コンプライアンスという言葉は浸透しているが、行動が伴わない」、そ
んな悩みを抱えているご担当者の方も少なくありません。また、コンプライアンス浸透に向けた取り組み状況やそこに関わ
る問題も、組織により多様化しています。いずれにしても、組織活動におけるコンプライアンス問題のインパクトは大きく、
継続的な取り組みが求められています。 
そこで当フォーラムでは、コンプライアンス推進にあたって、企業の事例を基に問題を整理し、推進にあたっての枠組み

をご提供いたします。また、その問題解決に向けた方向性をご提示すると同時に、特に最近お問い合わせの多い、「ルー
ルや仕組みを作って研修もしているけど、不祥事がなくならない」というお声に対し、「共通認識」をキーワードに、推進活
動を一歩進めるための取り組み事例や考え方をご提供いたします。ご参加の皆様にとって、有益な情報交換の場となれ
ば幸いです。 

プ
ロ
グ
ラ
ム

１．コンプライアンス推進を阻む問題～なぜコンプライアンス違反が発生するのか～ 
・コンプライアンス違反を引き起こす２つの要因 
・参加者同士の問題状況の共有  

２．コンプライアンスの推進に向けた方向性～“共通認識”に着目した推進活動～ 
・コンプライアンス推進上の問題を解決するための枠組み 
・浸透に向けた最新の取り組み事例（“共通認識”醸成のための取り組み） 

学校法人 産業能率大学 総合研究所 経営管理研究所 研究員 赤松 育子 
学校法人 産業能率大学 総合研究所 経営管理研究所 受託開発センター 須藤 洋平 

開
催
概
要

◆開 催 日 ：  ２０１５年１０月８日（木）１３：３０～１６：３０ （受付１３：００開始）  

◆会場：ウインクあいち １２０３会議室 （ＪＲ名古屋駅桜通口よりミッドランドスクエア方面徒歩５分） 

名古屋市中村区名駅４丁目４－３８ TEL：052-561-6131 

◆対 象：ＣＳＲ・コンプライアンス部・法務・監査・総務・人事・人材開発部門の責任者・ご担当者の方 

◆参加費：無料 

◆定 員：３０名 （1社 2名様まで 先着順）定員になり次第締め切らせていただきます 

◆お申込方法   

1.以下の申し込み欄に必要事項をご記入の上、本学アドバイザーにお渡しいただくかこのままＦＡＸにて

お申込みください。

2.産業能率大学 総合研究所のホームページからもお申込みいただけます。

http://www.hj.sanno.ac.jp/event/

※上記のＵＲＬから標題のイベントの申込みフォームにお入り下さい。  

※開催日の 7日前を目処に受講票をｅメールにてお送りいたします。 

◆主催・お申込・お問合せ先：学校法人産業能率大学 総合研究所 中部事業部 担当：石川、隈井（くまい）田村 

〒450-0002 名古屋市中村区名駅 4-5-28  TEL：052-561-4550 FAX：052-561-4678 

 

 

 

★上記「個人情報の取り扱いについて」ご了承いただいた方は、必要事項をご記入の上お申込ください。 

※なお、参加希望が複数の場合は、本申込書をコピーしてご記入いただきますようお願いします。 

貴社名 住所 〒 

TEL FAX 

所属・役職 ご参加者氏名 e メールアドレス（受講票送付先） 

 コンプライアンス推進に向けた問題と解決の方向性を探る 
   ～コンプライアンス活動を一歩進めるために“共通認識”を醸成する～ 

ＳＡＮＮＯ 
フォーラム 

参加無料 

お申込ＦＡＸ番号：０５２－５６１－４６７８ 

※法人対象のフォーラムのため、個人の方および同業他社様の参加については、お断りさせていただく場合がございます。 

個人情報の取り扱いについて（必ずお読みください） 

お預かりした参加申込書の個人情報は、本セミナーの運営業務ならびに本学からのご連絡･人材育成に関する情報提供に使用させて

いただきます。 
個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ等・・・学校法人産業能率大学 総合研究所 中部事業部 中部普及事業１課長 隈井 TEL：052-561-4550 

http://www.hj.sanno.ac.jp/event/



