人事部門の未来図 〜次世代型人事部門への進化 〜

『人事革新』を考える 第1回 無料公開シンポジウムのご案内
明日の経営と人事を考える
「日本CHO協会」
は、
これからの時代の経営と事業に貢献し、未来を創
る、頼りがいある
「人事部門や人事業務のあり方」
を、多面的に考察するプログラムを一年間にわたり
展開します(詳細は当プログラムの展開計画を掲載した別チラシ参照)。
今回のシンポジウムは、そのキックオフプログラムとして、これからの人事部門に求められる役割
や機能を確認するとともに、その実現に向けた第1ステップとして、標準化・可視化・外部化・省力化・
自動化等をキーワードに、
「 人事業務の効率化」
を進めるための具体的な取り組みをご紹介します。
人事部門の改革に関心のある方であれば、日本CHO協会の会員以外でも参加出来る無料公開講
座です。奮ってご参加ください。
参加を希望される方は、裏面のURLまたは申込書に必要事項を記載し、お申込みください。

プ ロ グ ラム の ご 紹 介
日 時

2020年 3月26日（木） 13：30〜17：30

場 所

パソナグループ本部ビル JOB HUB SQUARE 10F セミナールームB（〒100-8228 東京都千代田区大手町2-6-2［東京駅日本橋口正面］）

募集定員

PART 1 《基調講演》
「人事部門の未来」〜“日本の人事”の変革に向けた一手〜

60名（先着順）

KPMGコンサルティング 大池 一弥 氏

PART 2 《人事業務の集約化とシェアードサービス活用に関する事例紹介》

「NECグループの人事業務のシェアード化と業務改革」

NECマネジメントパートナー

PART 3 《人事業務の標準化とアウトソーシング活用に関する事例紹介》

富士通 深沢 孝一 氏

「富士通における人事部門の変革とアウトソーシング活用」

プログラム
PART 4

洲之内 隆典 氏

FTHRプロフェショナルズ 堀 正雄 氏

《RPAを活用した人事業務の自動化・省力化に関する事例紹介》

「“日本の元気”を人事から始める」〜RPAの先進的取り組み事例と進め方のポイント〜
PART 5

トークセッション

PART 6

全体質疑応答

※パネリスト: 上記登壇者の皆様

Ui Path

江澤 真吾 氏

※モデレータ: ベネフィットワン・ペイロール 吉永 隆一

登 壇者のご紹介
KPMGコンサルティング株式会社
執行役員パートナー

大池 一弥 氏
■メッセージ

Future of HR調査
と題して、人事部門の現
状と未来への展望を明
らかにすることを目的に、世界中のHRリー
ダー1,362人の回答をまとめました。その
結果は、今後の人事部門の位置づけ、
ビジ
ネスへの貢献方法、
デジタル化への模索と
データ活用、
さらには注目されつつある従
業員体験（Employee Experience）向上
への対応等、非常に示唆に富んだものと
なっています。今回のシンポジウムでは、そ
の内容を皆様と共有させて頂きますので、
今後の優位性を生み出す人事戦略の立案
や、人事部門の価値向上に繋げていく一助
となれば幸いです。
■プロフィール
組織・人材マネジメント領域で22年以上の経
験を有する。複数の外資系コンサルティングファー
ムを経て、現職。人事戦略策定、人事制度設計、
グローバルタレントマネジメント、人材開発/人材
育成、人事システム導入支援、働き方改革支援の
各領域で、数多くのプロジェクトを推進。

NECマネジメントパートナー株式会社
人事サービス事業部 事業部長代理

洲之内 隆典 氏

■プロフィール
日本電気(株)入社後、人事労務関係業務に
従事。2001年NECプロポート(株)へ出向、給与関連業務の
シェアード会社立ち上げに関わる。以降、人事部門において、
NECグループの構造改革に携わり、2014年からはNECマネ
ジメントパートナー(株)にて業務改革を推進。

株式会社FTHRプロフェショナルズ
代表取締役社長

堀 正雄 氏

■プロフィール
1981年富士通(株)に入社。人事関連業務の
経験を経て、1995年給与計算業務の集約、以降、ワークフ
ローを導入し、人事関連業務の集約化に携わる。事業所支社
の人事部長、富士通健康保険組合事務局長、人事システム
構築室長を歴任後、(株)富士通HRプロフェショナルズに出
向し常務取締役に就任。2019年4月より現職。
トランスコス
モス(株)の理事を兼務。
株式会社ベネフィットワン・ペイロール
取締役 副社長執行役員

吉永 隆一

富士通株式会社
総務・人事本部 人事・総務サービスセンター長

深沢 孝一 氏

■プロフィール
1989年富士通(株)に入社。製造工場の労務
管理からスタートし、
その後、事業部門の人事として、主に事業
再編や事業構造改革業務を担う。本社では人事制度企画業務
に携わり、2016年4月より現職。現在、DX企業の人事として、
HR Techにより新しい価値を提供できる人事への変革を進め
ている。(株)FTHRプロフェショナルズの取締役を兼務。
Ui Path株式会社
ソリューション本部 バリューデザイン部 部長

江澤 真吾 氏

■プロフィール
新卒でシステムエンジニアを経験後、メガバ
ンクにて事務部門における人員資源配分や システム企画に
従事。その後、
アビームコンサルティング(株)にて、業務改革・
BPR・RPAの導入等のプロジェクトを多数リード。2019年
3月よりUi Path(株)にて、DXおよびRPAの持つ新しい付加
価値の追求、
および導入ノウハウのアセット化等に従事(現職)。

1991年(株)パソナに入社。1996年ITサービスの新規事業に参画。1998年(株)パソナテックとして
分社MBO。営業担当役員、常務COOを経て、2012年同社代表取締役社長に就任し、地方、海外、Crowd、
AI、IoT投資等を積極展開。2018年(株)ベネフィット・ワンの社長特命として、
ヘルスケア、
デジタル事業
を担当。2019年(株)ベネフィットワン・ペイロール副社長に就任(現職)。最近では、人事BPO ×クラウド
をテーマに、バックオフィスの効率化と生産性UPモデルで、
日本の課題解決に取り組む。

※席数に限りがあり、先着順とさせていただきます。お早めにお申し込みください。

入会申請書（兼）公開シンポジウム 参加申込書
お申し込みは、こちらから

https://bit.ly/2GU9vN0
または、
下記必要事項をご記入の上、
メールまたはFAXでお送りください。
※会員の方は、参加申込書の「氏名」
「 会社名」のみご記入ください。
※会員企業の方で、今回の「公開シンポジウム」のみ参加される場合は、参加申込書の「氏名」
「 会社名」
「 部署名」
「 役職名」
「 E-mail」にご記入ください。
フリガナ

氏

名

会社名
部署名
役職名
□代表取締役・会長・社長

役職区分

□人事の取締役

□人事の執行役員

担当する部長（総務人事部長・管理部長・業務部長等）

□人事部長

□人事と他部署を兼務・

□人事部門の部付部長・統括部長・担当部長

（直属上司が人事部長である方） □人事部門の課長・担当・マネージャー（直属上司が人事部長である方）
□人事部門の一般スタッフ
□その他（

□ダイバーシティ推進部門の責任者

□ダイバーシティ推進部門のスタッフ
）

E-mail

会員登録を希望される方は、入会申請書もご記入ください。※会員資格は下記をご確認ください。
【会員登録(入会)について】 ※会員資格のある方は、従業員数1000名以上(単体もしくは連結)の企業で、人事担当の取締役、執行役員、人事部長層、人事課長層、ダイバーシティ
推進部門の責任者・スタッフの皆様です。
※入会の可否は申請頂いた内容を審査した上で、事務局よりご連絡させて頂きます。

入会申請書
上場 / 非上場

上場

非上場

従業員数

名
（単体）
□建設業

業

種

□小売業

□製造業

□その他（

□電気・ガス・熱供給・水道業

□金融業、保険業

□飲食サービス業

名
（連結）
□情報通信業

□不動産業、物品賃貸業

□生活関連サービス業、娯楽業

□運輸業、郵便業

□卸売業

□学術研究、専門・技術サービス業

□教育、学習支援業
）

□医療、福祉

□宿泊業

会社住所
会社TEL
※ご記入頂きました個人情報については、弊社及び弊社グループ各社より会員様へご提供するサービス以外の目的では利用致しません。

メールまたはFAXでのお申し込みは、こちらから

cho@pasonagroup.co.jp / 03-6225-5101

※番号のおかけ間違いにご注意ください。

〒100-6514
東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング14F
株式会社パソナグループ
日本CHO協会 事務局 石口

Tel：03-6256-0284
Fax：03-6225-5101
E-mail : cho@pasonagroup.co.jp
URL：http://www.j-cho.jp

