
 

 

 

 

 

第２回 シンポジウム 

「キャリア権を考える～人材マネジメントとキャリア開発～」 

 

プログラム 

 1．開会あいさつ 

 2．基調講演：守島基博 先⽣ ⼀橋⼤学⼤学院商学研究科教授 

 「”⼈” 視点の⼈材マネジメント」 

 3．スピーチ：菊池桃⼦理事 

「キャリアの⼤切さについて 〜よりよく⽣きるために〜 」 

＜休 憩＞ 

 4．パネルディスカッション 
 ・テーマ：「これからの⼈材マネジメントとキャリア権」 

・パネリスト（50 ⾳順）： 
⼤津和夫様 読売新聞編集局社会保障部記者 
斎藤誠⼆様 サントリーホールディングス（株）⼈事本部副本部⻑キャリア開発部⻑ 
島⽥由⾹様 ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス（株）取締役⼈事総務本部⻑ 
新⾕信幸様 連合総合労働局総合局⻑ 

・モデレーター：守島基博 先⽣ ⼀橋⼤学⼤学院商学研究科教授 

 

⽇時／平成 26 年 12 ⽉ 1 ⽇（⽉） 18:00〜20:30 

会場／弘済会館４階「蘭」（東京都千代⽥区麹町５－１） 

主催／NPO 法⼈ キャリア権推進ネットワーク 

後援／⽂部科学省、厚⽣労働省、⽇本商⼯会議所、⽇本労働組合総連合会 

 

 



 

 
 

基調講演 

守島基博先⽣ プロフィール 

1982 年慶應義塾⼤学⼤学院社会学研究科社会学専攻修⼠課程修了。86 年に⽶国イリノイ⼤学⼤学院

産業労使関係研究所博⼠課程修了、組織⾏動論・⼈的資源管理論で Ph.D.を取得し、カナダ・サイモ

ン・フレーザー⼤学経営学部助教授。90 年慶應義塾⼤学総合政策学部助教授、99 年同⼤学⼤学院経

営管理研究科教授を経て、現在⼀橋⼤学⼤学院商学研究科教授。 

公職として、独⽴⾏政法⼈経済産業研究所⾮常勤研究員、財務省独⽴⾏政法⼈評価委員会委員等など

を歴任、現在、厚⽣労働省労働政策審議会労働条件部会委員をはじめ、⽇本組織学会組織科学編集委

員会副編集⻑、経営⾏動科学学会顧問などを兼務。 

著書は『⼈材マネジメント⼊⾨』（⽇経⽂庫）、『⼈材の複雑⽅程式』 （⽇本経済新聞出版社）、『会

社の元気は⼈事がつくる』（共著、⽇本経団連出版）など多数。 

  



今、必要な“人”視点の
人材マネジメント

一橋大学 守島基博
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１．人材マネジメントとは
•人材マネジメント(人的資源管理・人事管理)と
は、企業の経営目的達成のために、人的資源
を獲得し、活用するための経営活動

•企業が、その活動のために必要とする主な資
源：ヒト、モノ、カネ、情報など

•なかでも重要なのは、人という資源(人材、人的
資源）

•どんなに立派な戦略があっても、人材が協力し
ないと目標を達成できない

•人という極めて重要な経営資源を獲得し、活用
するのが、人材マネジメントという経営活動
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難しいのは「人という存在」

•ただし、「人材」という資源は、その他の経営資
源と異なった特徴をもっている

•例えば、納得して働いている時と、そうでない
時は、資源としての価値が大きく異なる

•また、働くうえでは自分なりのニーズをもつ

•人は「企業の資源になる」（≒雇用される）こと
を通じて、自らのニーズを達成する
→例えば、生きる、自己実現する、成長する、
社会貢献をする

•一言でいえば、「心をもつ資源」
3



人視点の人材マネジメント

•人は心や意志をもつ存在

•したがって、人材マネジメントが、経営に資
する機能を果たしていくためには、働く人の
視点を考慮することが必須

•逆に、人の心を理解しない人材マネジメント
は機能しない

•人材マネジメントが、経営に資する機能を果
たしていくためには、働く人の視点をもつこと
が必須

•人視点の人材マネジメント
4



２．こういう観点で考えてみると・・・
•過去25年間、多くの企業では、主に経営的な視点からの
人材マネジメント変革が行われていた

•例えば、

長期安定雇用からの脱却

評価・処遇制度の変革(成果主義の導入)
早期の人材選抜

非典型労働力の活用

•なかには、従業員志向の改革もあったが
女性人材の活用、ワークライフバランス施策

•変革の結果、日本の人材マネジメントは、25年前に
比べて様変わりしている

•また、経営もスリム化し、効率化が進んだ
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本当に考えるべきは、以下のような問い

それで本当に企業が強くなったのか？

企業の競争力が上がったのか？

働く人が幸せになったのか？

こういう問いに対して、みなさんの企業ではどう
いう答えがでてくるでしょうか？
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例えば、多くの企業で次のような現象が
指摘されている

1. 働く人が夢をもてない
→雇用が不安定化し、

長期的なキャリアを描く
ことができない
→将来の生活の安定が
期待できない。

2. 働く上での納得感・公平
感が低下した
→評価の公平性・納得
感が低下した
→個人の意思を無視し
た配置転換が多くなった

3. 企業内格差の増大
→勝ち組と負け組みの明確
な分離が進んだ
→雇用形態間の格差が拡大
した
→敗者の復活が難しくなった

4. 組織力の低下
→職場で人が育たない
→チームワークがなくなり、
孤立化する個人が増えた
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職場の状況：過去3年間に職場で見られた変化
(2006年労働研究研修機構調査, N=2,063)
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2年前と比べて、働きがいは変化しましたか？
（プレジデント調査、2010年2月、n=2,014)
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仕事や職業生活について強い不安・悩
み・ストレスを感じている人
（厚生労働省調査、2013年9月、単位％）
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こうした変化によって、

•多くの企業の人材マネジメントは、働く人にと
って厳しい人材マネジメントになってしまった
のではないか？

•もちろん、人材マネジメントにおいて、経営視
点の追及は重要課題

•でも、それだけだと、組織と人が疲弊する

•そして企業の長期的な競争力が毀損される

•ここ暫くの人材マネジメントは、大きく経営視
点へと振り子がふれており、人視点を充分
考慮していないのではないか・・・
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３．人材マネジメントが目指すもの
•人材マネジメントが達成すべきものは、大き
く2つの軸で考えることができる

1. 経営の視点 – 働く人の視点

2. 短期的視点 – 長期的視点

•この2つをクロスして、人材マネジメントが目
指すべきものが出てくる(次ページ図参照)

•ここ暫く、重視されてきた左上のボックス(経
営の視点 ｘ短期的)

•これからは、残りの３象限へのシフトが必要

•特に本日のテーマから考えて重要なのは、
働く人のキャリア開発支援
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人材マネジメントにとって重要な４つの目標

短期的目標
(能力活用）

長期的目標
（能力蓄積）

経営の視点 人材による戦略
達成への貢献を
高める

競争力の基礎と
なる、組織の強
みを構築する

個人の視点 働 く 人 に 公 平
感・納得感や働
きやすさを提供
する

キャリアを通じた
人材としての成
長を支援する
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４．どうすれば、働く人のキャリア開発を
支援できるのか？

•人材マネジメントの視点から見ると、「キャリア
開発」とは、人材が職業能力を向上させ、人
材としての価値を高めていく過程

•企業は働く人のキャリアをデザインすることに
よって、人材を育成し、企業が必要な人材を
確保する

•働く人は、人材として成長し、また成長によっ
て、人生から得るものが増大する

•キャリア開発は、働く人の人材としての価値や
幸せ感、さらには経営の良し悪しも決定する



「キャリア権」という考え方
•「キャリア権」とは、働く人々が、意欲と能力
に応じて希望する仕事を選択し、職業生活
を通じて、幸福を追求する権利
(NPOキャリア権推進ネットワークHPより)

•この考え方を前提にすると、働く人がより強
い主導権をもったキャリア開発の考え方が
導かれる

•当然、そうした世界があることは望ましい

•理想的には、そのほうが人が幸せになる可
能性が高いし、企業としても、意欲の高い人
材が確保できる 15



また、

•現在多くの企業で既にキャリア開発と能力
開発において、働く人の意志を反映させる方
向へと変化が起きている

•特に何を目指して、キャリアを作っていくの
かのついての支援が始まっている

キャリア・カウンセリング、キャリア開発研修等

•でも、それだけで充分なのか？

•キャリア開発は、人の努力だけではできない

•企業の支援なしには、到底進められない

•では、どうすれば良いのか？
16



例えば、良質の経験という考え方
•キャリア開発で重要なのは、人材が「良質の経験」
をすること
良質の経験＝学習可能性の高い経験

•でも、職務につくだけでは良質の経験にならない
企業や上司の協力が必要

•例えば、
1. 人事異動(配置転換)における学習効果の考慮
2. 職場での仕事を割り振りでの配慮
3. 仕事の目的や全体感などに関する説明
4. 結果についての上司によるフィードバック

•これらを通じて職務経験が学習に繋がる

•こうした観点からの“企業による支援”が必要
17



必要なのは、働く人と企業との協力関係
•働く人が“良いキャリア”を歩んでいける体制
を作ることが必要

•ポイントは、キャリア自律だけではなく、キャリ
アの質

•そのためには、働く人と企業との協力が必要

•またそれに伴う企業と人の考え方の転換
人は単なる人的資源ではない。人は幸せになる権
利をもっている

キャリア開発は、企業と働く人の共同事業

•政府の役割も大切

•ディスカッションを通じて、協力関係へ
18



 

 
 

スピーチ 

「キャリアの大切さについて ～よりよく生きるために～ 」 
 

菊池桃子理事 プロフィール 

1968 年 東京都生まれ。 

1984 年 芸能界デビュー。 

今年、デビュー30 周年記念アルバム｢青春ラブレター～30th Celebration Best～｣ 発売。 

現在，文化放送『菊池桃子のライオンミュージックサタデー』メインパーソナリティ（毎週土曜日），テレビ朝

日系『人生の楽園』（毎週土曜日）案内人）出演中。 

2012 年 3 月 法政大学大学院政策創造専攻修士課程修了。 

同年 8 月より母校の戸板女子短期大学で客員教授を務めている。  

学術研究分野は『雇用政策を踏まえた人びとのキャリア形成』 

2013 年 NPO 法人キャリア権推進ネットワーク理事就任。 

講演会、トークショー、シンポジウムなど多方面で活躍中。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

パネルディスカッション 

「これからの人材マネジメントとキャリア権」 

 

パネリスト プロフィール 

■⼤津 和夫（おおつ・かずお）様 

読売新聞東京本社・社会保障部記者 

1993 年同社に⼊社。政治部（⾸相官邸クラブなど）を経て 2000 年 12 ⽉より現職。04 年から 05

年、⽶コロンビア⼤学院客員研究員。財務省の「多様な就業形態に対する⽀援のあり⽅研究会」委

員、厚⽣労働省の「今後の仕事と家庭の両⽴⽀援に関する研究会」委員を歴任。著書に「置き去り

社会の孤独」（⽇本評論社）、「介護地獄アメリカ」（同社）など。 

 

■斎藤 誠⼆（さいとう せいじ）様 

サントリーホールディングス株式会社 ⼈事本部副本部⻑キャリア開発部⻑  

1980 年サントリー⼊社。1986 年サントリーホール（オープニング⽴ち上げ）、1994 年ハーゲンダ

ッツジャパン（総務⼈事担当）、1997 年ペプシコーラ（買収後新会社⽴ち上げ）、2000 年サンリー

ブ（会社再編⽴ち上げ）、2002 年サントリー⼈事部（制度改定担当）、2007 年ティップネス（経営

再建）、2012 年サントリー⼈事本部 キャリア開発部 

 

■島⽥ 由⾹ （しまだ ゆか）様  ※HP ⽤の公開資料はありません。 

ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会社 取締役⼈事総務本部⻑ 

1996 年慶応義塾⼤学卒業後、⽇系⼈材ベンチャーに⼊社。2000 年コロンビア⼤学⼤学院留学。2002

年組織⼼理学修⼠取得、⽶系⼤⼿複合企業⼊社。2008 年ユニリーバ⼊社後、R&D、マーケティング、

営業部⾨の HR パートナー、リーダーシップ開発マネジャー、HR ダイレクターを経て 2013 年 4 ⽉

取締役⼈事本部⻑就任。その後 2014 年 4 ⽉取締役⼈事総務本部⻑就任、現在に⾄る。学⽣時代か

らモチベーションに関⼼を持ち、キャリアは⼀貫して⼈・組織にかかわる。⼩学５年⽣の息⼦を持

つ⼀児の⺟親。 

 

■新⾕ 信幸（しんたに のぶゆき）様 

連合 総合労働局総合局⻑、⺠事司法を利⽤しやすくする懇談会 委員 

1983 年三菱電機株式会社⼊社。1990 年同社労働組合本部 中央執⾏委員、2006 年電機連合総合研

究企画室室⻑兼組織推進センター⻑、2008 年電機連合書記次⻑、2009 年より現職。 



フツーの人の「キャリア」
を考える

読売新聞東京本社
社会保障部

記者 大津和夫
oooo4048^@yomiuri.com



• 「キャリア権」って言うと、トップエリートってイメージ。
「自分は関係ないなあ感」

• でも、「意欲と能力に応じて希望する仕事を選択し、
職業生活を通して、幸福を追求する権利」とある。

• じゃあ、「フツーの人」が抱えるリスクを取り除き、幸
福を求めることもキャリア権に含まれるのでは？

• フツーの人に起きそうなリスクって・・・？



①非正規、②失業→生活困窮・・・



③育児、介護によるキャリア中断



◆時間＆モノ
労働時間の上限
規制を創設。過労
死ゼロに！！
保育園整備

◆カネ
最賃、公共訓練
＆社会保険＆住
宅＆教育費拡充
＋中立的税制

◆意識
法令遵守！労
働教育、適職
探しイクボス普
及。
制度＆風土！

仕事の見える化、職種別賃金、リカレント教育、雇用
の多様化、起業支援、育児・介護休暇促進・・・

キャリアブレーク、労働時間調整法など

３階建てキャリア論！



キャリア開発の考え方

サントリーホールディングス株式会社
人事本部 副本部長 キャリア開発部長

斎藤 誠二

サントリーのキャリア開発は、各人
がキャリアオーナーの自覚をもち、
自らのキャリアを切り拓く「キャリア
自律」の考えを採用しています。
皆さん１人１人の「内なるフロンティ
ア」を開拓すべく、会社が提供して
いるさまざまな施策を存分に活用
してほしいと思います。
これからも皆さんに寄り添いながら、
キャリア形成を支援していきます。

日本で、世界で、社員がもっとも成
長できるグループへ。
私たち１人１人が成長し、サント
リーグループの新しい未来を創りあ
げていきましょう。



公正さ、公平さ
責任感･使命感の強さ
前向き、建設的な態度

一定の実務経験
社会人としての常識

経理､財務､会計
会社法等の法律
マーケティング
経営管理
等の知識

すべて備われば
パーフェクトですが・・・

配属されてからの
勉強が大事

まずなによりも豊かな人間性と当事者意識を持てる人、

加えて･･･

メンバーのキャリアは
経理/人事/営業/物流/生産/調達/システム/G会社など多彩

内部監査部門が求める素養とは…

社内に‘求人票’があります！
例えば・・・



【経歴（部署名・担当業務・期間）】

【ご自身のキャリアを一言で表すと？】

(このようになりたいという希望も込めて)

エンジニアリング技術を通したものづくり現場の強化

【会社名・部署】

生産○○部
【名前】

○×△○

【これまでのキャリアはどのようにして歩みましたか？】
※いつからイメージしていたのか、自身の希望の有無など

振返ると自身にとって非常にやりがいのある面白い仕事をそれぞれ
の部署で経験し進められたと感じているが、積極的に何か自分から
働きかけてこのキャリアを歩んできた訳ではなかったように思っており、
キャリアという意味では受け身だったかもしれない。

ただし、それぞれの役割でのエンジニアリング業務については非常に
積極的に色んな事にチャレンジしてきたつもりである。

【（キャリアを振り返っての）ターニングポイントは？】
※努力・苦労したこと、一皮むけた経験、上司からの一言、など

・入社時の工場長
プラントマネージャーの面白さと怖さを教えてもらった

・中国での会社運営の経験
情報が少ない中での即断即決の重要性を知った

・○○部での商品化業務
現場エンジニアリングでは知る事の無い事業スピードの速さ

・工場マネージメントの面白さ
○○B，△P，■Pでの工場及び部門運営を通した楽しさ

生産○○部▲▲工場△△工場○○工場○○生産部中国○○
有限公司

■■工場生産○○室設備課

【今後のキャリアビジョンについて一言！】
どこかで、ものづくり現場全体のマネージメントにチャレンジしてみたい。

○工場に駐在しながら
工場エンジニアリングの
勉強

１年 ６年 ３．５年 ３．５年 ３年 ２年 ３年 ３．５年

■■工場での設備導入
及び効率化推進

中国現地法人の運営及
び醸造・製麦設備増設
エンジニアリング

商品化及びパッケージン
グ技術を担当

○○工場エンジニアリ
ングマネージメント

△△工場エンジニアリ
ングマネージメント

▲▲工場エンジニアリ
ングマネージメント

全社エンジニアリング
マネージメント

課長昇進 部長昇進

社内で‘キャリアプロフィール’が公開されています！



○○

2006.9～
営業

営業企画
ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社

2006.9～

営業
営業企画

2008.4～

工場
生産スタッフ

2013.4～

事業部
R&Dスタッフ

2011.9～
営業

営業推進
工場

生産スタッフ

2013.4～

元社員
他企業で
ｶｳﾝｾﾗｰ

201３．9～

スタッフ
営業

関係法人

2013.9～

スタッフ
営業

どんなキャリアがあ
るのか分からない。

メンバーに
アドバイスする際の
視点を教えてほしい

専門のスタッフが、随時皆さんとの面談を受け付けており、
ともにキャリアを考え、助言を行います。

【キャリア開発部キャリアサポート室】まで、いつでもお気軽にお問い合わせ下さい。
http://intranet.sgn.suntory.co.jp/
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キャリアサポート専任スタッフが相談にのります！

○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○





日本労働組合総連合会 

総合労働局長 新谷信幸 

働く意欲を持つすべての労働者に職業能力開発機会を 

1 

 

 

１．はじめに 

２．雇用形態のミスマッチ 

３．企業における職業能力開発の実態 

４．企業における人材育成の必要性 

５．職業能力開発のあるべき姿 
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１．はじめに 

＜職業能力開発促進の基本理念＞ （職業能力開発法第３条） 
「労働者がその職業生活の全期間を通じてその有する能力を有効に発揮できるように
することが、職業の安定及び労働者の地位の向上のために不可欠」  
 

＜企業に求める取り組み＞ 

○正社員への転換推進 

  助成制度を活用するなど、正社員との職業能力開発機会の格差是正に向け、企業 

  内の取り組みを促進すべき 

○労働者の中長期的なキャリア形成支援 

 企業内職業訓練や自己啓発支援などに対する国の助成制度を有効に活用すべき 

＜連合の基本的考え方＞ 
○正規・非正規や離職者・在職者などを問わず、働く意欲を持つすべての者に対する 
  職業能力開発を拡充する 
○特に、非正規労働者や若者の職業能力開発の取り組みを強化する 
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２．雇用形態のミスマッチ① 

○学校卒業後に初めて就いた仕事が非正規雇用である若者の割合は増加し、直近で 

  は３９．８％と４割近くに及んでいる 

○正社員として働ける機会がなく非正規で働いている労働者（不本意非正規）の割合は、 

  ２５～３４歳では２６．９％（２０１４年４～６月期平均）と４人に１人を超えている 

                         

■非正規として初職に就いた労働者の割合                 ■不本意非正規の状況 

資料出所：厚生労働省資料 資料出所：厚生労働省資料 
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２．雇用形態のミスマッチ② 

○新規学校卒業者（２０１１年３月卒）の卒業３年後の離職率は、大卒平均３２．４％、 

  高卒平均３９．６％であり、人手不足が生じている職種や非正規雇用労働者の割合 

  が高い産業では離職率が高い 

 

（在職者に対する職業能力開発） 
⇒安定した質の高い雇用へ向けた職業訓練を実施すべき 

⇒企業は、「キャリアアップ助成金」等を活用し、職場における訓練機会を提供すべき 

⇒在職者が働き続けながら職業訓練を受けられるよう環境を整備すべき 

 

（離職者に対する職業能力開発） 
⇒安定した雇用へ導くための質の高い訓練を実施すべき 

⇒企業は、正社員就職率が高い「雇用型訓練」を一層推進すべき。「雇用型訓練」は 

  中小企業のみならず、大企業においても実施されるべき 
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【参考】専門実践教育訓練 

 
○教育訓練給付金は、労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受 

  講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度 

○2014年10月から、従来の枠組みを引き継いだ「一般教育訓練の教育訓練給付金」と、拡充された「専門実践 

  教育訓練の教育訓練給付金」の2本立てとなった 

○専門実践教育訓練は、2014年10月に16講座が開講、2015年4月には863講座が開講（2015年4月指定分を 

  除く） 

⇒企業は、受講のための環境整備、労働者自己負担額に対する助成金を検討すべき 

資料出所：厚生労働省資料 
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３．企業における職業能力開発の実態 

○正社員と比較して、正社員以外は職業能力開発機会に恵まれていない 

○大企業の正社員と比較して、中小企業の正社員は職業能力開発機会に恵まれて 

  いない 

⇒企業は、中核的役割を果たす人材についてはキャリア形成促進助成金を、非正規 

  労働者や中小企業の正社員についてはキャリアアップ助成金を活用することで、質 

  の高い企業内訓練を実施すべき 

■OJTおよびOFF-JTの実施状況 
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４．企業における人材育成の必要性 

○正規社員では、半数以上が身につけてほしい能力を上司から知らされていない 

○正規社員に比べ非正規社員は身につけてほしい能力を上司から知らされていない 

⇒企業内での効果的な人材育成に向け、上司の部下育成能力や指導意識を向上させ 

  るべき 

■勤務先の上司から、身につけてほしい能力について、どの程度説明を受けているか 

資料出所：労働政策研究・研修機構「働くことと学ぶことについての調査」 
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５．職業能力開発のあるべき姿 

○日本企業の教育訓練費は９０年代以降低下・横ばい傾向であり、日本の訓練プログ 

  ラムに対する公的支出（対GDP比）はOECD平均の５分の１にとどまっている 

⇒企業で仕事をするために必要とされる能力開発は本来、企業が行うべき 

⇒日本の成長と競争力を支えるのは労働者であり、企業はすべての労働者の職業能 

  力開発に注力すべき 

⇒すべての労働者の能力を伸ばし、底上げを図り、日本の競争力強化の源泉とすべき 

資料出所：厚生労働省資料 

■企業の支出する教育訓練費の推移               ■各国における訓練プログラムへの公的支出 



 

 
 

 

NPO 法⼈キャリア権推進ネットワークの概要 
 
 
■会員数（2014 年 11 ⽉ 23 ⽇現在） 

個⼈会員：103 名  団体会員：11 団体 
総数：114 

 
■2013 年度の取組み 

3 ⽉ 21 ⽇ NPO 法⼈「キャリア権推進ネットワーク」が東京都から認証を受ける 
4 ⽉  1 ⽇ NPO 法⼈「キャリア権推進ネットワーク」の登記を完了 

  4 ⽉ 16 ⽇ NPO 法⼈ 設⽴総会・キックオフミーティング開催 
  9 ⽉ 17 ⽇ 第 1 回キャリア権ワールドカフェ 「楽しく学ぼう！キャリア権」開催 
 11 ⽉ 12 ⽇ 第 1 回法制化研究会を開催 
 12 ⽉ ３⽇ 第 1 回シンポジウム｢キャリア権を考える 〜 時代が求めるキャリア権 〜」開催 
 

■本年度のイベント 

6 ⽉ 10 ⽇（⽕） 
第⼆回総会及び記念講演会を開催
講師：キヤノン電⼦株式会社 代表取締役社⻑ 
酒巻 久 様、 演題：「企業経営とキャリア権について」 

5 ⽉〜12 ⽉ キャリア権の出前授業を⾸都圏 3 ⼤学で実施中 

7 ⽉ 29 ⽇(⽕) 楽しく学ぶキャリア権 ワールドカフェ 「キャリア権と能⼒開発」 

9 ⽉ 10 ⽇(⽔)  ①キャリア権コミュニケーションサロン
ゲストのスピーチとグループディスカッション

12 ⽉ 1 ⽇(⽉) 
シンポジウム「これからの企業の⼈事施策とキャリア権について」 

四⾕・弘済会館 
 (1)基調講演 守島基博 ⼀橋⼤学⼤学院 商学研究科教授 

(2)パネルディスカッション

平成 27 年 
１⽉ 29 ⽇(⽊) 
18：30〜 

②キャリア権コミュニケーションサロン
勉強会とグループディスカッション 
MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社 
常務取締役 ⼈事総務部⻑ 福井泰光様 
四⾕・弘済会館 4 階「蘭の東の間」

 

■⼊会のご案内 
NPO の HP（http://www.career-ken.org/）からお申込みください。 

 
 
 

NPO 法⼈キャリア権推進ネットワーク 
 
〒101-0027 
東京都千代⽥区神⽥平河町 1 番地第 3 東ビル 5F 
Email：info＠career-ken.org  
Phone：03-3863-0488 


