
〒105-8522  東京都港区芝公園3-1-22
一般社団法人日本能率協会　経営・人材革新センター
JMA（組織開発フォーラム）事務局
TEL : 03-3434-1955   E-mail : hrnext@jma.or.jp 
HP:  https://od.hrd-jma.com/odforum2019/

Webサイトからお申し込みください

TEL : 03（3434）1955
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※貴社の情報セキュリティ方針等でwebからのお申込みが難しい方は
   JMA（組織開発フォーラム）事務局までお電話にてお問い合せください。 hrnext@jma.or.jp

企業まとめ申込みの場合、
専用フォーマットを
お送りします。
担当事務局まで
ご連絡ください。

参加料（一人あたり） （消費税抜）※本事業開催最終日の消費税率を適用させていただきます。

OP1

OP2

D1
D2
D3

11,000円

11,000円

4,000円

13,000円 13,000円

11,000円 13,000円 13,000円 14,000円

14,000円

11,000円

35,000円

20,000円

早期申込み［10/31（木）まで］

セッション料金

セッション料金 パック料金（D1～D3）

セッション料金 セッション料金 セッション料金
日本能率協会会員 日本能率協会会員外 日本能率協会会員 日本能率協会会員外

通常申込み

13,000円

5,000円

13,000円

43,000円

25,000円

セッション料金 パック料金（D1～D3）

13,000円

5,000円

13,000円

43,000円

25,000円

セッション料金 パック料金（D1～D3）

14,000円

6,000円

14,000円

48,000円

29,000円

セッション料金 パック料金（D1～D3）

セッション料金 パック料金（D4～D7）セッション料金 パック料金（D4～D7）セッション料金 パック料金（D4～D7）セッション料金 パック料金（D4～D7）

参加料には、参加されるセッションの資料代（テキスト等）が含まれます。（発表者の都合で講演資料は印刷物としてお渡しできないセッションも
ございます。）

●

法人会員ご入会の有無につきましては、下記HPにてご確認ください。
https://www.jma.or.jp/membership/

●

まとめ
申込み

10セッション以上（セッションM、C3、D3、Pは含まず）
30セッション以上（セッションM、C3、D3、Pは含まず）

……………………………
……………………………

合計金額から  5％オフ
合計金額から10％オフ

※組織開発フォーラム（Ｄセッション）にはパック料金が設定されています。
　本パック料金を適用したセッションについては、上記まとめ申込みの数にはカウントされていません。
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JPタワー
ホール＆

カンファレンス

JPタワーホール＆カンファレンス

〒100-7004 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階
●JR東京駅 徒歩約1分　●丸の内線東京駅 地下道より直結
●千代田線二重橋前〈丸の内〉駅 徒歩約2分　●三田線大手町駅 徒歩約4分
●JR京葉線東京駅 徒歩約3分　●有楽町線有楽町駅 徒歩約6分　●JR有楽町駅 徒歩約6分 　 

会場案内

申込みに関する問い合わせ先
（参加証・請求書・キャンセル・変更などに関する内容）

キャンセル規定

JMAマネジメントスクール

電話受付時間／月～金曜日 9：00～17：00 ただし祝日を除く
T E 26）4343（30 ： L 71

メール ： seminar@jma.or.jp  
 FAX 5055）4343（30 ： 

プログラム内容に関する問い合わせ先

開催7日前（開催初日を含まず起算）～前々日…参加料の30％
開催前日および当日………………………………参加料全額

万一キャンセルの場合は必ず
ファックスでご連絡ください。（ ）

参加者のご都合が悪い場合は、代理の方がご出席ください。代理の方
も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
受けますので予めご了承ください。

Organization Development Forum

組織開発
フォーラム

2019

ＪＰタワー
ホール＆カンファレンス 4F
東京都千代田区丸の内2-7-2 KITTE 4階

会場

会期 2019.
11.26火▶27水

組織研究者の講演、企業事例の紹介、
パネルディスカッション、参加者同士の討論を通じて、

組織という観点に着目し、その能力を最大限に
活かし拡大することを目的に開催します。

組織開発
フ

主催 一般社団法人日本能率協会

同時
開催 2019 HR Leaders NEXTカンファレンス

組織開発フォーラム JMA
https://od.hrd-jma.com/odforum2019/

組織・人事マネジメントの
プロフェッショナルが集い、

その専門知識や情報を獲得・交流する場へ

もしくは、https : //od.hrd -jma.com/odforum2019/

パソコン（各種検索サイト）からダイレクトで
組織開発フォーラム

こちらからも
申し込めます。→

2019 HR Leaders NEXTカンファレンス



時　間時　間 内　容内　容

D1

「脳科学からみる、ヒトの感情と行動」
脳科学者　中野 信子

心と現実をつなぐ組織開発－研究者から経営者になってわかったこと－

ユニティガードシステム株式会社 代表取締役社長
ユニボット株式会社 取締役会長
博士（経営学・慶應義塾大学）

八木 陽一郎

特別講演

D3 組織開発担当者の集い
討議テーマ

D2 働き方改革の中で期待される組織開発 いきいきと働く風土醸成の実際を探る

豊田通商株式会社
人事部 D&I推進室 部長補
いきワク活動推進プロジェクトチーム
チームリーダー

池内 貴由

『いきワク活動』の文化風土化多様な人材が活き活き働
く職場、チームで成果を出す職場の実現に向けて

これからの組織開発を実務担当者、推進者の視点で語り、あり方を探る。組織は、働き方は、
個人の成長は？　組織の姿はどう発展していくのか、活動の進化と継承、自身の成長は？
様々な悩みや疑問を担当者どうしで語り、課題の共有と解決を探ります。

本田技研工業株式会社
四輪事業本部 営業人材開発部
人事・組織開発グループ
グループリーダー  主幹

佐藤 央男

WiCS研究－
「自ら考え、行動できるヒトになるための研究」から見えてきたこと

大企業でのイノベーション創出に向けた組織・人材開発
およびスタッフ活動の変革【事例】

時　間時　間 内　容内　容

ミシガン大学 ロス・スクール・オブ・ビジネス　デイビッド ウルリッチ
13:00‐14:0013:00‐14:00

14:25－15:4514:25－15:45

15:50‐17:1015:50‐17:10

17:25－18:4517:25－18:45

10:00‐11:0010:00‐11:00

11:20-12:4011:20-12:40

13:30‐14:5013:30‐14:50

16:40－18:0016:40－18:00

15:05-16:2515:05-16:25

時　間時　間時　間

2019年11月26日（火）
時　間時　間時　間

2019年11月27日（水）

一般社団法人チームスキル研究所 理事 研究所長 コ・ファウンダー[コーディネータ] 田中 信

一般社団法人チームスキル研究所 理事 研究所長 コ・ファウンダー[コーディネータ] 田中 信

株式会社日本能率協会総合研究所 組織・人材戦略研究部 部長
[コーディネータ] 深代 達也

株式会社日本能率協会総合研究所 組織・人材戦略研究部 部長
[コーディネータ] 深代 達也

一般社団法人チームスキル研究所 理事 研究所長 コ・ファウンダー
[コーディネータ] 田中 信

※詳細は「組織開発フォーラム2019」のサイトをご覧ください。 ※セッションテーマ・内容は今後変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。※詳細は「組織開発フォーラム2019」のサイトをご覧ください。 ※セッションテーマ・内容は今後変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

D4 Googleにおける組織開発の取り組み～心理的安全性と生産性の高いチームのあり方

グーグル合同会社 人事部長　谷本 美穂

D5 NECにおける社会課題に応えたイノベーションの実現に向けた取り組み

日本電気株式会社 ビジネスイノベーション企画本部長　中島 大輔

D6 いきいきワクワクする組織風土へのチャレンジ
東京エレクトロン テクノロジー 
ソリューションズ株式会社  企画管理部
野崎 貴弘

D7 組織開発アプローチを用いた中計達成や職場づくりへのチャレンジ

※コンサルタントの方のご参加は固くお断りしています。 一般社団法人チームスキル研究所 理事 研究所長 コ・ファウンダー
[コーディネータ] 田中 信

第一三共 ビジネスアソシエ株式会社
人事推進部 採用研修グループ グループ長
吉田 美加

組織開発フォーラム2019 Organization Development Forum

グローバル競争、少子高齢化、技術・ビジネスモデルの破壊的イノベーションの出現といった大きな変化の中で、多様
な個人の力を束ね、組織として経営成果を創出することが求められています。
本フォーラムは組織研究者の講演、企業事例の紹介、パネルディスカッション、参加者同士の討議等を通じて、“組織とい
う観点に着目し、その能力を最大限に活かし拡大すること”を目的に開催いたします。

聴く 企業の組織力向上・組織活性化など「組織開発」の取り組み実践事例、組織研究者の
講演により、組織能力を最大限に活かし拡大するための動向や具体的施策を把握します。

共有する・深める 聴講だけでなく、自社組織の悩み、問題等を持ち寄り、 
異業種・異分野の参加者同士で情報交換・意見交換できる場を設けます。

＜参加対象＞＜参加対象＞
　 経営企画部門、人事部門、人事・人材開発部門、組織開発部門等の管理者・スタッフの方々
　 事業構造・組織体制の再編・改革を推進するプロジェクトリーダー、スタッフの方々 
　 事業部門・職場のマネジャー、リーダーおよびその候補者
　 研究開発、商品開発､技術開発等企画部門のリーダー、スタッフの方々

一般社団法人チームスキル研究所 
理事 研究所長 コ・ファウンダー
田中 信

工学修士課程修了後、JMACにて20年以上にわたり研究開発及びヒト系分
野のコンサルタントとして企業･組織の改革・改善活動の支援に関わる。時代
の変化に合わせてクライアント企業と協働して、人と組織の力を引き出す
ソリューションを開発。
　2009年独立、社内改革推進者養成、職場開発コンサルティング、エグ
ゼクティブ開発等の支援を展開。
　2012年一般社団法人チームスキル研究所設立。JMA主催社内コンサル
タント養成コースやチームスキルセミナー監修などを担当。近年はベンチャー
企業アドバイザーを兼業し次世代の組織マネジメントづくりも支援する。

株式会社日本能率協会総合研究所 
組織・人材戦略研究部 部長
深代 達也

民間シンクタンクにて、バランスト・スコアカードや人事革新・組織活性を
中心としたコンサルティング＆人材育成に従事。
同シンクタンク経営コンサルティング部長を経て「人と組織の可能性の
最大化」を使命とする株式会社可能性コンサルタンツを設立。その後現職。
現在は、音楽なども活用した組織開発コンサルティング、企業理念浸透
＆部門展開活動支援、エンゲージメント向上支援、チームビルディング、
コミュニケーション力向上などの現場指導・研修等を推進している。

コーディネータ

ユニティガードシステム株式会社 代表取締役社長
ユニボット株式会社 取締役会長
博士（経営学・慶應義塾大学）
八木 陽一郎

2013年までは経営学者として、組織行動学と組織開発を専門とし、「内省
と対話」をキーワードに研究活動を展開。特に、内省と対話によるリーダー
シップ、人と組織の成長を研究テーマとしてきた。現在は、経営者として、
警備を中心とする総合ビル管理会社 ユニティガードシステム、ロボット開
発のユニボットで活動している。主な著書に「内省とリーダーシップ（白桃
書房, 2012）」がある。 

<略歴>
2007年 香川大学大学院地域マネジメント研究科准教授および慶應義塾
大学SFC研究所上席所員（訪問）に就任。
2012年 香川大学大学院地域マネジメント研究科教授、慶應義塾大学大
学院経営管理研究科特任教授、ケースウエスタンリザーブ大学客員研究
員に就任。慶応丸の内シティキャンパス、南山大学大学院人間文化研究科
でも講師として組織開発分野の科目を担当。
2013年 ユニティガードシステム株式会社 代表取締役社長に就任。
2017年 ユニボット株式会社を創業。取締役会長に就任。

特別講演

オープニング
特別講演

HR Leaders NEXTカンファレンス
共同オープニング

※同時通訳あり

オープニング
特別講演

HR Leaders NEXTカンファレンス
共同オープニング


