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広島県リスキリングセミナー及び 

広島県リスキリング研修プログラムの開催について 
 
 

１ 目的 

 県内の経営者や人事担当役員等を対象として，意識啓発セミナー及び研修プログラムを

開催し，リスキリングへの理解を深め，自社でリスキリングに取り組んでいくための課題

認識及び必要な考え方や導入方法などの習得を促進する。 

 

２ 開催概要 

（１）意識啓発セミナー ＜参加者募集中＞ 
 

社員の学び直しで 会社と社員の成長を実現 ～広島県リスキリングセミナー～ 
 

【目的】経営者等にリスキリングの必要性等への理解を深め，課題意識を与える 

【対象】リスキリングに関心のある県内の経営者， 

人事担当役員・担当者など 

【日時】令和４年６月７日（火）13時 30分～15時 45分 

【場所】広島 YMCA国際文化ホール 

【定員】会場 50名，オンライン 500名 

【主なプログラム】 

基調講演 

「海外のリスキリングと日本の現状」 

 （一社）ジャパン・リスキリング・イニシアチブ 

代表理事 後藤宗明 氏  

取組事例紹介 
「地方のクリーニング店でもできたデジタル化とリスキリング」 

 （株）エルアンドエー 取締役副社長 田原大輔 氏 

トーク 

セッション 

「なぜ今リスキリングに取り組むべきなのか」 

 （株）Indigo Blue 代表取締役会長 柴田励司 氏 

 （一社）ジャパン・リスキリング・イニシアチブ 

代表理事 後藤宗明 氏  

 （株）エルアンドエー 取締役副社長 田原大輔 氏 

 広島県知事 湯﨑英彦 

県施策紹介 

○ 広島県の支援制度について 

○ ITパスポートを活用した人材育成の取組事例について 

 （独）情報処理推進機構 IT人材育成センター 

国家資格・試験部 エキスパート 笠井優一 氏  
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（２）研修プログラム ＜参加者募集中＞ 
 
  自社を環境変化に対応できる組織に変える ～広島県リスキリング研修プログラム～ 
 
  【目的】経営者の意識改革により，リスキリング推進企業の増加に繋げる 

【対象】自社のリスキリングを考えたい県内の経営者，人事担当役員・担当者など 

【期間・場所】 

＜第１期＞ 令和４年７月 16日（土）～９月 10日（土） 

イノベーション・ハブ・ひろしま Camps 

   ＜第２期＞ 令和４年 10月１日（土）～12月３日（土） 

         まなびの館ローズコム（Day-1） 

         福山商工会議所（Day-2～4） 

   ＜第３期＞ 令和５年１月 14日（土）～３月 18日（土） 

         イノベーション・ハブ・ひろしま Camps 

  【定員】各期 30名 

【主な研修プログラム（１期分）】 

Day-1 
「これからの組織・人事マネジメント/リーダーシップについて」 

 （株）Indigo Blue 代表取締役会長 柴田励司 氏 

講話シャワー 

（オンライン） 

「イノベーショントレンドと日本の課題」 

「プラットフォームビジネスのこれから」 

「AIの光と影」 

 （株）CarpeDiem 代表取締役 辻村清行 氏 

Day-2 

「『リスキリング』が求められている背景と導入のための To do」 

 （一社）ジャパン・リスキリング・イニシアチブ 

代表理事 後藤宗明 氏  

Day-3 課題の特定と課題解決のための検討 

Day-4 プレゼンテーション 検討内容の共有 

 ※この他，参加者相互の職場訪問インタビューを含むグループワーク等を実施 
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（一社）ジャパン・リスキリング・イニシアチブ
代表理事 後藤 宗明氏

広島県知事
湯﨑 英彦 ほか

パネ
リスト

ファシリ
テーター

主催 お問い
合わせ

※今後の新型コロナウイルス感染拡大の状況により、オンライン開催のみとなる場合があります。

最新情報はセミナーの特設ホームページをご覧ください。

☎082-228-0131広島県商工労働局産業人材課
TEL.082-513-3414（ダイヤルイン）

多くの企業ではＤＸの重要性を認識しながらも、どこから着手
してよいか分からず、デジタル基礎知識をはじめとした従業員の
新たなスキル習得が進まない状況にあります。
今後、技術革新の進展に対応するためには、企業が従業員の
リスキリングに取り組み、デジタル化に対応できるスキル等を
持った人材を育成することが求められています。

□「リスキリング」について理解を深めたい
□リスキリングにおける基本事項から海外の動向、
　先進事例を知りたい
□従業員の能力・スキルを再開発するための
　社内での取組を考えたい

お申込みは裏面へ

6.7
50

海外のリスキリングと日本の現状
13：40▶14：00　基調講演

14：30▶15：30　トークセッション

14：00▶14：20　取組事例紹介

なぜ今リスキリングに取り組むべきなのか

県施策紹介

広島県リスキリングセミナー

（一社）ジャパン・リスキリング・イニシアチブ 代表理事 後藤 宗明氏

◀特設HPは
　こちらから

広島県リスキリングセミナー事務局

✓
✓

✓

こんな方におすすめのセミナーです

13：30▶15：45

広島YMCA国際文化ホール
開場13：00

会場参加 名様

500名様オンライン（Zoom）参加

広島市中区八丁堀7-11 

開
催
日
時 ㊋
会
場

定
員

参加募集

無料
リアル会場 オンライン

社員の学び直しで
会社と社員の成長を実現

登壇者

（株）Indigo Blue
代表取締役会長 柴田 励司氏

▶ 広島県の支援制度について
笠井 優一氏

▶ ITパスポートを活用した人材育成の取組事例について
（独）情報処理推進機構 IT人材育成センター

国家資格・試験部 エキスパート

～広島県リスキリングセミナー～

企業の経営戦略や人材戦略のもと、新たな業務等に必要となるスキルや知識
を従業員が習得することです。リスキリングの推進により、「業務の効率化」
「新しいアイデアの創出」「採用コストの削減」が図られます。

リスキリング
とは



社員の学び直しで会社と社員の成長を実現 ～広島県リスキリングセミナー～

参 加 申 込 書

※個人情報の保護に関する法律および広島県個人情報保護条例に基づき、ご記入いただいた個人情報は、この事業の目的にのみ使用し、それ以外の目的で
　使用したり、外部に提供したりすることはありません。

参加をご希望の方は、下記をご記入の上、FAX、郵便、メール又は電子申請（右下の二次元コード）でお申し込みください。

参加希望
形
態

□ 会場

□ オンライン （Zoom）
※オンラインをご希望の方はメールアドレスを必ず参加者欄にご記入ください。
　（携帯メールアドレス不可）

（E-mail　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ）

□ 希望あり　※希望ありに□を入れた場合は、下記のE-mail欄にご記入ください。
□ 希望しない

※希望する方へ、
　チェック□を
　入れてください。

✓

今後、広島県主催のセミナーやイベント等の案内を希望する方はチェック□を入れてください。✓
✓

企業名等

参 加 者

部 署 名 役 職 名 お 名 前
フリガナ

今後の
ご案内について

連 絡 先

所在地 〒

電　話 （　　　  ）　　　  ̶ （　　　  ）　　　  ̶FAX

E-mail

担当者 【所属】 【お名前】

ご質問など

広島県リスキリングセミナー事務局

TEL 082-228-0131（平日9：00～18：00） FAX 082-221-1718（24時間）
住所 広島市中区八丁堀11-28

※定員になり次第締め切らせていただきますので、お早めにお申し込みください。
　オンライン（Zoom）での参加は、6月1日（水）まで受け付けています。

mail imamura.n@hiroasa.jp
お申込み先
お問い合わせ

フリガナ

フリガナ

電子申請はこちら

基調講登壇者・パネリスト

【プロフィール】
富士銀行（現みずほ銀行）入行。渡米後、グローバ
ル研修領域で起業。帰国後、社会起業家支援のア
ショカジャパンを設立。10年かけて自らを「リスキ
リング」、アクセンチュアにて人事領域のDXと採
用戦略を担当。AI、メタバース領域でのスタ－ト
アップ支援を手がける。リクルートワークス研究
所 特任リサーチャーとして「リスキリング～デジ
タル時代の人材戦略～」「リスキリングする組織」
を共同執筆。2021年より現職。

一般社団法人ジャパン・リスキリング・イニシアチブ

代表理事　後藤 宗明氏

ファシリテーター

【プロフィール】
1962年東京生まれ。上智大学卒業後京王プラザ
ホテル入社。オランダ大使館出向を経て、同社の人
事改革に従事。退職後、マーサージャパン日本法
人代表取締役社長等を歴任。2010年 ㈱Indigo 
Blueを本格稼働し、現在会長職に就く。

株式会社Indigo Blue

代表取締役会長　柴田 励司氏

申込締切
5月31日㈫

（E-mail　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ）



自社を環境変化に

対応できる組織に変える

デジタル技術の進展や新型コロナウイルス等の影響により、
VUCA（Volatility・Uncertainty・Complexity・Ambiguity）の度合いが
高まっている現在、企業経営においては、従来のルールに縛られている発想、行動、
物事の決め方からの脱却が求められています。経営者が、リスキリングの
推進により、周辺環境の変化にしなやかに対応していくための考え方を
組織開発、人財開発コンサルティングのプロが教えます。

～広島県リスキリング研修プログラム～

※各期でのお申し込みとなります。 ※上記日程のほか、参加企業の職場訪問インタビューやグループワークを実施

●広島会場／イノベーション・ハブ・ひろしまCamps
●福山会場／DAY-1：まなびの館ローズコム  DAY-2～4：福山商工会議所
●定　　員／各期 30名（対象：県内企業の経営者、人事担当役員・担当者など）

参加募集

無料

●Day-1
●講話シャワー
●Day-2
●Day-3
●カウンセリング
●Day-4

7月16日㈯ 13：00～17：00
7月19日㈫、7月26日㈫、8月2日㈫ オンライン
8月 6日㈯ 13：00～17：00
8月20日㈯ 13：00～17：00
8月31日㈬ オンライン
9月10日㈯ 10：00～17：00

広島会場

第1期

●Day-1
●講話シャワー
●Day-2
●Day-3
●カウンセリング
●Day-4

10月 1日㈯ 13：00～17：00
10月 4日㈫、10月11日㈫、10月18日㈫ オンライン
10月29日㈯ 13：00～17：00
11月12日㈯ 13：00～17：00
11月25日㈮ オンライン
12月 3日㈯ 10：00～17：00

福山会場

〈後援〉福山市

第2期

●Day-1
●講話シャワー
●Day-2
●Day-3
●カウンセリング
●Day-4

1月14日㈯ 13：00～17：00
1月17日㈫、1月24日㈫、1月31日㈫ オンライン
2月 4日㈯ 13：00～17：00
2月18日㈯ 13：00～17：00
3月 8日㈬ オンライン
3月18日㈯ 10：00～17：00

広島会場

第3期

【プロフィール】1962年東京生ま
れ。上智大学卒業後京王プラザ
ホテル入社。オランダ大使館出向
を経て、同社の人事改革に従事。
退職後、マーサージャパン日本法
人代表取締役社長等を歴任。
2010年 ㈱Indigo Blueを本格
稼働し、現在会長職に就く。

株式会社Indigo Blue
代表取締役会長

柴田 励司氏



Day -1
（集合研修）

Day -2
（集合研修）

Day -3
（集合研修）

Day -4
（集合研修）

講話シャワー
（オンライン）
計3回 各1時間

職場訪問
インタビュー

グループワーク

カウンセリング

広島県リスキリング研修プログラム概要

広島県 商工労働局産業人材課 リスキリング支援G

TEL082-513-3414
〒730-8511
広島市中区基町10-52

mail syojinzai@pref.hiroshima.lg.jp

【お問合せ】

月～金（閉庁日を除く） 8：30～17：00

特設HP 及び
お申し込みはこちら

●講義 「これからの組織・人事マネジメント／リーダーシップについて」

●参加者間での相互インタビュー

講師／㈱Indigo Blue 代表取締役会長 柴田 励司氏

コーディネーター／㈱Indigo Blue 代表取締役会長 柴田 励司氏
※やむを得ない事情により講師が代わる場合があります。

講師／㈱CarpeDiem 代表取締役 辻村 清行氏

●講義 「『リスキリング』が求められている背景と導入のためのTo do」
講師／（一社）ジャパン・リスキリング・イニシアチブ 代表理事 後藤 宗明氏

●講義 「イノベーショントレンドと日本の課題」
●講義 「プラットフォームビジネスのこれから」
●講義 「AIの光と影」

●課題の特定と課題解決のための検討

●参加企業を相互に訪問し、課題等を従業員からヒアリング

●課題解決のための施策の検討（各グループで実施）

●プレゼンテーション  検討内容の共有

●㈱Indigo Blue 代表取締役会長 柴田 励司氏とのオンライン相談会

●職場訪問インタビューのフィードバック

講師 講師

【プロフィール】
富士銀行（現みずほ銀行）入行。渡米後、グロー
バル研修領域で起業。帰国後、社会起業家支援
のアショカジャパンを設立。10年かけて自らを
「リスキリング」、アクセンチュアにて人事領域の

DXと採用戦略を担当。AI、メタバース領域でのスタ－トアップ支援を手がける。
リクルートワークス研究所 特任リサーチャーとして「リスキリング～デジタル時
代の人材戦略～」「リスキリングする組織」を共同執筆。2021年より現職。

一般社団法人ジャパン・リスキリング・イニシアチブ

代表理事　後藤 宗明氏

広島県リスキリング研修プログラム

【プロフィール】
元NTTドコモ代表取締役副社長。同社設立
メンバーの一人として急成長を牽引。東京工
業大学特任教授、早稲田大学客員教授、
（株）ベネッセホールディングス社外取締役

を歴任。現在、（株）CarpeDiem代表取締役として、ドローン、植物工場
のベンチャー企業等を支援している。著書に「モバイルパワーの衝撃」
（東洋経済新報社）他。

株式会社CarpeDiem

代表取締役　辻村 清行氏


