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顧客満足を起点とした経営改革を主軸とし、
BtoC、
BtoBの
双方で、
CS調査
（顧客満足度調査）
・顧客情報収集の仕組構築・VOC
（お客さま
の声）活用など、顧客理解を深める手法に精通。近年は、顧客提供価値の観点
からの業務品質実現のための組織づくりに取り組んでいる。

全社を対象とした業務改革による生産性向上や、
一人ひとり
の意識・行動革新を通じた競争力強化についての実績が豊富。
また、企業文化・組織風土改革を実現する支援も数多く実施しており、顧客
接点機能の最適化を実現する業務改革・品質向上に取り組んでいる。

お申込みについて

1

潤

（ひるた じゅん）

定員になり次第、申込受付を終了します。お早目にお申込みください。

2

パソコン（各種検索サイト）からダイレクトで

セミナーID（半角数字）

JMA 組織デザイン

または

JMA 100235

で検索

−5つのワークショップから組織のデザインを学ぶ−

組織デザインセミナー

−豊富な個人ワークとグループ討議を通じて、組織改革にアプローチ−
スマートフォン
タブレットから

もしくは、https://school.jma.or.jp/
※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マネジメントスクールまでお電話にてお問い合わせください。
TEL：03（3434）6271

93,000円/1名

一般社団法人日本能率協会法人会員
員

期

会場案内 会場地図は、参加証送付時にご案内いたします。

参加料 （消費税抜）

会

会

外

104,000円/1名

※テキスト（資料）費・昼食費が含まれております。
※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。
※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/

日本能率協会 研修室（東京都港区芝公園）ほか、都内研修室
申込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）

TEL：03（3434）6271

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

メール：seminar@jma.or.jp

ただし祝日を除く

2日間

FAX：03（3434）5505

※参加申込規定はJMAマネジメントスクールのWebページに掲載しておりますので
ご確認、同意のうえお申込みください。

プログラム内容に関する問い合わせ先（企画担当）
キャンセル規定
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。

東京

経営・人材革新センター

（万一キャンセルの場合は必ずメールまたはファックスでご連絡ください。）

場

日本能率協会 研修室（東京都 港区 芝公園）ほか、都内研修室

対

象

経営企画部門、事業企画部門のマネジャー、ご担当者の方々

参加定員 25 名（参加人数が最少催行人数に達しない場合は、延期もしくは中止に

人事部門、組織人事グループの方々

させていただく場合がございます。）

組織の課題解決を先導し、成果を出す必要のある管理職、
マネジャー、リーダーの方々

これから求められる経営モデルの提唱

講

未開拓領域を花開かせる

KAIKA Awardsは、全社的な
変革運動、経営理念を体現する
人づくり、ダイバーシティ経営、
新しいチャレンジを進めるプロ
ジェクトなど、人・組織の力を
結集する様々な取り組みを対象
にした表彰制度です。

会員制度のご案内
一 般 社 団 法 人日本 能 率 協 会は法 人を
対象とした法人会員制度を設け、セミ
ナー参加料割引をはじめ各種サービス
を提 供しております。是 非この機会に
ご入会をご検討ください。
詳細は
https://www.jma.or.jp/membership/

両日とも10：00〜17:00

会

TEL：03（3434）1955（直通）
〒105-8522 東京都港区芝公園3-1-22

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

2020年 2月26日（水）〜27日（木）
2020年 6月23日（火）〜24日（水）
2020年11月19日（木）〜20日（金）
2021年 2月18日（木）〜19日（金）

日本能率協会（JMA）は、企業経営の要である「ひと」の力を最大にすることを通じ、
新たな経営・組織づくりに貢献します。
社長・役員向けプログラムのほか、次世代経営者・幹部育成のための長期プログラム、
役職別の能力開発研修、人事・教育、マーケティングなど専門領域のスキルアップ研修
など年間2,000本以上の公開型研修を開催しています。
また、企業・自治体・学校に向け、個別課題解決支援を行っています。

JMAが選ばれ続ける4つの理由
現場課題に合わせた
1 プログラム内容

3 研修結果を
継続させる仕組み

2
4

実践力のつく
演習・ディスカッション

多様な業界、
業種と交流

師

江渡 康裕
蛭田

㈱日本能率協会コンサルティング
シニア・コンサルタント

潤 ㈱日本能率協会コンサルティング
シニア・コンサルタント

−5つのワークショップから組織のデザインを学ぶ−
●本セミナーのねらい

組織デザインセミナー

●プログラム

● 組織の改革方向の明確化

経営環境の変化に合わせるように、
組織の再編、
新組織の
設立など柔軟な組織改革が求められています。
しかしながら、改革の繰り返しにより、効率が悪くなり、
本来の組織機能がうまく回らなくなっていることも現状に
あります。
本セミナーでは、組織の改革方向を明確にし、自社の
組織の姿を認識するとともに、実務課題の解決に向けた
組織性能を活用した組織改革のアプローチ手法を身に
つけます。

企業・事業毎に、
「めざすべき組織像」を
形成する

めざすべき
組織像

めざすべき組織像毎に、
求められる組織の力、
すなわち「組織性能」の
各性能の 重み を認識する

10：00

何をどのように
変革するかを導き出す

・めざすべき組織像毎に、求められる組織の力
・組織構成員一人ひとりの発揮能力ではなく、組織構造（組織
図）、意思決定システム・業務システムの仕組み、
人材、
組織
文化の相互作用の結果として発揮される組織としての能力

・組織論を古典から近年までの紐解きと傾向

（2）組織づくりのための着眼点

①組織構造（組織図）
②意思決定システム・業務システムの仕組み
③人材
④組織文化

2 組織の改革方向の明確化
■
（組織性能デザイン）

WS2 「組織性能簡易診断」組織性能アンバランス化方向の明確化

個人ワーク ＋ グループ討議

WS3 「組織構造・仕組み・人材・組織文化」の課題を構造化

個人ワーク

WS4 「自社で活用できる組織図」の作成

個人ワーク ＋ グループ討議

WS5 「実務課題の重点化と実行計画」の作成

個人ワーク ＋ グループ討議

①改革アプローチの視点
・デザインアプローチ：
戦略実現に向けた組織の再設計
・リサーチアプローチ：
業務機能上の問題解決に向けた組織の改善
②責任権限のあり方
③組織の管理方法の見直し
④人材の活性度検討
ワークショップ1（WS1）

● 本セミナーで使用する教材・ワークシート（一部）

①組織成果として発揮する能力
②相互作用の結果として発揮する組織
③組織性能ごとの内容と活用の考え方

■4つの組織改革の対象と4つの選択性能・6つの共通性能

①敢えてアンバランスな状態を作り出す
②めざすべき組織像から見て強める性能、
弱める性能を見出す

（4）
めざすべき組織像を2つの軸から描く

①顧客提供価値を描く
・標準価値を強める
・個別価値を強める
②事業特性・戦略の方向性を描く
・積極攻勢・展開
・積極防御・防衛

一般クラス）

・組織のいろはから理解できます。組織検討に悩んでいる方に
お勧めします。
（男性 人事部門 係長・主任クラス）
・組織再編に当たっての議論を進める上で大変勉強になりました。
（男性

経営企画部門

係長・主任クラス）

・体系的に基本を学べるプログラムでした。
（男性

人事部門

部長クラス）

5 理論的に捉えて、
■
実務課題の構造化
・ワークショップ1、2の内容を理論的に捉え
整理し、組織性能アンバランス化方向から
実務課題を構造化する
ワークショップ3（WS3）

6 組織課題を解決するための
■
「組織デザイン」
（1）組織要件のデザイン
（２）改革後の組織図のデザイン
（３）分業・統制方法のデザイン
（４）人材要件のデザイン

ワークショップ4（WS4）

（メーカー

管理部門

係長・主任クラス）

・組織課題を整理するには有効な場でした。特に組織構造や
事業の在り方に課題をお持ちの方には更に有効と思います。
（サービス

事業推進部門

一般社員）

・組織改編を担当するにあたり、もやもやした部分、問題や考え
方がすっきりと整理され不安が解消しました。
（メーカー

開発部門

次長・課長クラス）

・組織は何かという基本的な部分から組織改革への段階を踏ま
えたアプローチの方法が学べて有益でした。
（通信・インフラ

システム部門

次長・課長クラス）

7 実務課題の重点化と
■
実行計画表の作成
（1）実務課題を評価指標に従って評価し、重点化
を図る
（2）実務課題を詳細化する

・目的、実施事項、障害と対応方法、
スケジュール
等を検討し、詳細化する

（3）
重点化した実務課題を実行計画表に落とし込む

3 ケース・スタディから学ぶ
■

・組織をどのように分解して整理するかという考え方を学べて、
何から手を付ければよいか明確になりました。

サービス企画部門

ワークショップ2（WS2）

（2）組織性能とは

（3）組織性能デザインの考え方

（男性

・自社組織の組織性能を「組織性能簡易診断」
に
より把握する

（1）
トップダウンおよびボトムアップからの
改革アプローチ

個人ワーク ＋ グループ討議

・グループワークにて他業種、他組織における課題を知ること
ができ、自身の課題との比較ができて有用でした。

4 自社の組織性能の診断
■

（3）組織改革とその対象

WS1 「機能×管理×人」視点による組織実態の洗い出し

● 参加者の声

2 日 目

・経営環境の変化にともなう戦略的な方向感

組織をデザインする5つのワークショップ（WS）

■強化すべき組織性能はめざすべき組織像によって違う

1 組織改革の概要
■
（1）組織論

性能を生み出す
ための
改革対象・改革方向

・組織構造（組織図）
・意思決定システム・
業務システムの仕組み
・人材
・組織文化

（昼食 12:00〜13:00 ）

１ 日 目

時間

求められる
組織性能

組織性能とは

−豊富な個人ワークとグループ討議を通じて、組織改革にアプローチ−

17：00

・下記ケースから組織性能デザインの実践演習を
行い、自社組織の組織性能を考える
①事業間の相乗効果を発揮し、独立性を確保する
ための「企業組織」
②事業間接、本社間接の効率化と高質化を両立する
「間接組織」
③営業、開発、製造機能間連携を促進する
「事業部組織」
④顧客や製品セグメントの変化に応じた
「営業部門組織」
⑤従業員が活性化され能力を最大発揮できる
「職場組織」

ワークショップ5（WS5）

8 組織改革実行後に理解すべき内容
■
（1）業務プロセスの設計方法の理解
（2）人員配置設定方法の理解
（3）
マネジメントの仕組みの設計方法の理解

9 まとめ
■

※内容は変更される場合があります｡また､進行の都合によりプログラムの時間割が変わる場合がございます｡あらかじめご了承ください｡

