Project．No．20181041 No.20181042
第 9 回 金融機関 人財開発・人財教育セミナー
（関係部門へご回覧下さい）

東京と大阪で開催します！！

新任管理職・新任支店長のための

「働き方改革時代の人材育成術」
働き方改革関連法が成立しました。あり方の検討・議論の段階から、実際に「働き方改革」に取り組む段階に
入りました。本セミナーでは、主に新任管理職および新任支店長を対象に「働き方改革時代における人材育成術」
を学びます。講師が組織マネジメントのあり方を踏まえて人材育成への取り組み方法を包括的・段階的に解説し
ます。働き方改革時代の人材育成は、従来と大きく異なる環境要因があります。それは、時間的制約です。労働
時間を削減して生産性を高めることも働き方改革の目的です。人材育成のためなら無制限に時間を割くことがで
きるわけではありません。人材育成も大きな職務である新任管理職・新任支店長のみなさんに「働き方改革時代」
における人材育成の要諦を解説します。
本セミナーは、東京と大阪の２地域で開催します。開催日は異なります。お申し込みに際しては、どちらか１
つを選んでお申し込みください。

開催日時：大 阪 ２０１８年 ９月２１日（金）１０時３０分～１６時３０分
東 京 ２０１８年１０月１９日 （金）１０時３０分～１６時３０分
会
場：大 阪 大阪銀行協会
東 京 ニッキンホール
講
師：株式会社百五総合研究所 地域調査部部長 兼 主席研究員
慶応義塾大学大学院 法務研究科 非常勤講師
瀧本 和彦 氏

CMC

（Computer Based Management College ）
ＵＲＬ：http://www.nikkin.co.jp/cmc.html
※上記ＣＭＣのホームページから、申し込み手続きができます

後 援：一般社団法人全国地方銀行協会
一般社団法人第二地方銀行協会
一般社団法人全国信用金庫協会
一般社団法人全国信用組合中央協会

研修の対象
・新たに管理職となった人、また、初めて支店長になった方
・本部人事部門で人事企画・研修企画や管理職研修・実行を担当する方および人事・人事企画・管理職研修
などを担当する役員の方
・非金融機関の方で金融機関の管理職研修の企画・実行などを担当する方
・上記のほかに管理職研修や人材育成に携わるまたは企画を担当する方

研修のねらい
・働き方改革が求められる背景と理由を学び、そのうえで法律の内容と趣旨、目的の理解を促します。あわ
せて政府の狙いと政府が推奨する働き方改革の手段や金融機関の取組む事例を紹介します。働き方改革の
全体像を理解してもらいます。
・また、
「人員不足」
「採用難」が続く中、金融機関では、せっかく採用した人材が 3 年以内に退職するとい
う現実にも直面しています。
本研修では、
「配下行員の“やる気”を高め、優秀な行員の育成を通じて、職場の活性化、自行の競争力の
強化を図る」という原点に立ち返り、管理職が習得すべき「配下行員の満足度を高め、成果の出せる人づ
くり」を行うために必要な人材育成手法を併せて習得してもらうことをねらいとしています。

開催要領
（１）開催日時
【大 阪】開催日：２０１８年９月２１日（金）１０：３０～１６：３０ （受付開始１０：００）
会 場：大阪銀行協会本館 第１会議室
〒５４０-００１２ 大阪市中央区谷町３-３－５
電話０６（６９４２）１３７１
講 師：株式会社百五総合研究所 地域調査部部長 兼 主席研究員
慶応義塾大学大学院 法務研究科 非常勤講師
瀧本 和彦氏
【東 京】開催日：２０１８年１０月１９日（金）１０：３０～１６：３０（受付開始１０：００）
会 場：ニッキンホール
〒１０２－００７４ 東京都千代田区九段南４-３-３
電話０３（３２６１）４５５０
講 師：株式会社百五総合研究所 地域調査部部長 兼 主席研究員
慶応義塾大学大学院 法務研究科 非常勤講師
瀧本 和彦氏
（２）受講料
Ａ：４１，０４０円 （本体価格３８，０００円）
（ＣＭＣ金融機関機械化研究会および金融ニュービジネス＆テクノロジー研究会会員価格）

Ｂ：４４，２８０円 （本体価格４１，０００円）
（ＣＭＣ後援団体会員機関様への適用価格）

Ｃ：４７，５２０円 （本体価格４４，０００円）
（上記Ａ、Ｂ以外の皆様への適用価格）

（３）定 員： ２５人（最少実施人員１５人）
（４）その他：①お申し込みいただいた皆様に請求書と受講証と会場地図を送付します。受講証はセミナー
当日に必ず持参してください
②昼食は、ＣＭＣが用意します。

新任管理職・新任支店長のための

【カリキュラム/スケジュール】

「働き方改革時代の人材育成術」

（※） カリキュラム・スケジュールは、大阪・東京とも同じです

１０：００

受付開始

１０：３０

１．直面している社会環境と行内環境
①政府による働き方改革の概要
②政府が推奨している働き方改革の手段
③金融機関の取組み事例
④新入社員の趣向の変化
＜ワークショップ＞ 働き方改革のメリット・デメリット
２．管理職によるマネジメント構造の理解
①組織における役割と責任
②仕事の管理
③人の管理
④情報の管理
＜ワークショップ＞ ケーススタディ（部下の思考・根本原因・解決策）
３．管理職によるタイムマネジメント指導

１２：３０
＜昼 食＞
１３：３０

①タイムマネジメントとは
②スケジュール管理の全体像
③スケジュール管理の具体的手法
④仕事の優先順位付け考え方
＜ワークショップ＞ ４象限への分解（訓練） 事例に基づく仕事の優先順位付け
⑤生産性向上に資する日々の指導
４．部下をさらに成長させる方法
①部下の育成が難しくなっている理由
②部下の成長に必要な４つの指導サイクルと２つの視点
③部下を成長させる指導方法
＜ワークショップ＞ ケーススタディ
ケース１：言うことを聞かない部下
ケース２：リアクションが薄い部下
ケース３：チャレンジしない部下
ケース４：年上の部下
５．営業店における働き方改革の実践
①取り組みの骨子
②具体的な取り組み内容（ＢＰＲ編）
③具体的な取り組み内容（人材育成編)
④働き方改革の障壁と打開策
⑤成果のまとめ
６．総括
①営業店と本部に潜む１０のムダ
②働き方改革を推進する思考
③今後の金融機関の収益を支える４つの力

１６：３０

終了

【大阪地区受講申込書】
ＦＡＸ ０３－３２６１－４５７０ CMC 事務局まで
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新任管理職・新任支店長のための

「働き方改革時代の人材育成術」
ホームページ用受講申込書 ［大 阪： 2018 年 9 月 21 日（金） 開講 ］

貴社名
所在地

〒

連絡責任者
部署・役職
ＴＴＥＬ

ＦＡＸ
参加者氏名

所属（部・課・グループ）

役職

お申し込みいただきました方には、受講証・請求書・会場地図をＦＡＸ致します。

受講料

Ａ：４１，０４０円（本体価格 ３８，０００円）
（CMC 金融機関機械化研究会会員機関および金融ニュービジネス＆テクノロジー研究会会員機関）

Ｂ：４４，２８０円（本体価格 ４１，０００円） （後援団体会員機関）
Ｃ：４７，５２０円（本体価格 ４４，０００円） （上記 A,B 以外の皆さま）
【問合先】 CMC ：ＴＥＬ０３－３２６１－４５５０ ＦＡＸ０３－３２６１－４５７０ まで。
注：
（振込先銀行） みずほ銀行
市ヶ谷支店 普通預金 1797042
三菱東京ＵＦＪ銀行

市ヶ谷支店 普通預金 1279478

りそな銀行

市ヶ谷支店 普通預金 1627070

（名義） 株式会社 CMC

振込予定日（できるだけご記入ください）

月

日

‐受講についてのお願い‐
・受講料は、できるだけセミナー開催日までにお振り込み下さい。
・銀行振込の場合は領収書を発行いたしません。
・銀行振込に際しては、可能であれば貴社名の前に請求番号の下 3 桁（枝番数）を付してください。振込
手数料は、貴機関でご負担をお願い申し上げます。
・開催日前、1 週間以内のキャンセルはできません。
・講演時の録音・撮影および携帯電話・パソコンの利用はご遠慮ください。
・諸般の事情により開催を中止させていただく場合があります。

【東京地区受講申込書】
ＦＡＸ ０３－３２６１－４５７０ CMC 事務局まで
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新任管理職・新任支店長のための

「働き方改革時代の人材育成術」
ホームページ用受講申込書

[ 東 京：2018 年 10 月 19 日（金）開催 ]

貴社名
所在地

〒

連絡責任者
部署・役職
ＴＴＥＬ

ＦＡＸ
参加者氏名

所属（部・課・グループ）

役職

お申し込みいただきました方には、受講証・請求書・会場地図をＦＡＸ致します。

受講料

Ａ：４１，０４０円（本体価格 ３８，０００円）
（CMC 金融機関機械化研究会会員機関および金融ニュービジネス＆テクノロジー研究会会員機関）

Ｂ：４４，２８０円（本体価格 ４１，０００円） （後援団体会員機関）
Ｃ：４７，５２０円（本体価格 ４４，０００円） （上記 A,B 以外の皆さま）
【問合先】 CMC ：ＴＥＬ０３－３２６１－４５５０ ＦＡＸ０３－３２６１－４５７０ まで。
注：
（振込先銀行） みずほ銀行
市ヶ谷支店 普通預金 1797042
三菱東京ＵＦＪ銀行

市ヶ谷支店 普通預金 1279478

りそな銀行

市ヶ谷支店 普通預金 1627070

（名義） 株式会社 CMC

振込予定日（できるだけご記入ください）

月

日

‐受講についてのお願い‐
・受講料は、できるだけセミナー開催日までにお振り込み下さい。
・銀行振込の場合は領収書を発行いたしません。
・銀行振込に際しては、可能であれば貴社名の前に請求番号の下 3 桁（枝番数）を付してください。振込
手数料は、貴機関でご負担をお願い申し上げます。
・開催日前、1 週間以内のキャンセルはできません。
・講演時の録音・撮影および携帯電話・パソコンの利用はご遠慮ください。
・諸般の事情により開催を中止させていただく場合があります。

