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Pick Up 座談会

事業を持続的に成長させる
Human Resources Design
－人財育成編

新型コロナウイルスは、デジタル化への対応、ITインフラ、自動化・ロボット導入、強靱なサプラ
イチェーン、非常時に柔軟に機能する制度など、日本が取り組まなければならない喫緊の課題を浮
き彫りにした。これらの取り組みを推進する物流・ロジスティクス人財の確保、育成の課題は以前
から言われているが、コロナによって、課題を打開することが一層急がれる状況となっている。こ
うしたことから、自社課題に向き合いながら人財育成を活発化させているコクヨロジテムと日清食
品の2社に集まっていただき、育成体制や工夫している点など、お話いただいた。
� 【モデレーター：遠藤�直也（JILS総合研究所）】

企業プロフィール

株式会社コクヨロジテム

〈企業概要〉

コクヨ株式会社の100％子会社。コクヨグルー
プのファニチャー（オフィス家具系）事業の
ロジスティクス業務全般を担う。従業員数は
329名（2022年 2月）。物流センターは全
国に41拠点あり、ノンアセット型で管理する。
採用・育成はコクヨ本体とは別に独自で行って
いる。

〈人財育成トピックス〉

2年前から採用戦略の再構築とOJTで育つ仕
組みづくりを進めている。経営理念から事業戦
略にブレイクダウンし、目指す組織や求める人
財像を導き出すという王道の方法をとりながら
も、組織風土を変える活動の中でデザインして
いることが大きな特徴。経営理念の浸透と組織
横断文化の形成にも力を入れる。

日清食品株式会社

〈企業概要〉

日清食品ホールディングス株式会社の100％
子会社。グループには明星食品、日清食品チルド、
日清食品冷凍、日清シスコ、日清ヨーク、ぼん
ち、湖池屋の国内事業会社がある。従業員数は
約1万4,000名（連結）。ホールディングスに
SCM全体を改革する機能、サプライチェーン
構造改革プロジェクトがあるほか、事業会社に
もサプライチェーン・物流の部門がある。

〈人財育成トピックス〉

2020 年に日清食品グループの未来を担う
人財を育てる目的で、企業内大学「NISSIN�
Academy」を設立。そのプログラムの 1つ
として「SCMアカデミー」を実施している。
SCMチームの知見の深耕と、関連部門（営業
部門、マーケティング部門など）へのSCM啓
発を通して、日清食品グループを駆動していく
人財の育成を目指す。

27103702-1ロジスティクス02（春号2022）.indb   2427103702-1ロジスティクス02（春号2022）.indb   24 2022/04/21   9:33:462022/04/21   9:33:46



25LOGISTICS SYSTEMS  Vol.31 ● 2022 春号│

山本 紗代美 氏
㈱コクヨロジテム 企画推進室長

（2022年5月～）、戦略人事プロ
ジェクトリーダー。2019年キャ
リア入社で企画統括部に配属。
事業成長を促進する人事戦略や
風土改革に注力するため、戦略
人事プロジェクトリーダーとし
て活動を開始し、新たにHR部を
組成。前職はコンサルタント。

齋藤 香織 氏
日清食品㈱ 事業構造改革推進
部 事業戦略部 組織開発グルー
プ 係 長。「NISSIN Academy」
のプログラム企画・運営を担当。
ほかにも日清食品内の組織開発
に関わる広報、新入社員研修の
実施、ホールディングスのダイ
バーシティ委員会事務局などを
担当。

採用・育成の見直しを進める 
コクヨロジテム

遠藤　コクヨロジテムさんの「HR部」は、部署名
に思いが込められているそうですね。
山本　はい。HRは、ヒューマンリソースという意
味に加えて、Happy Revolutionの略ともしていま
す。当部は「カルチャーを変えるハッピー請負人」
として組織風土から全体を見直していく、という意
思を表しています。
遠藤　事業課題にはどのようなことがありますか。
山本　テレワークなどコロナ禍の働き方の変化によっ
て、オフィス家具市場に大きな変化が生まれています。
コクヨのファニチャー事業においても、BtoBビジネ
スに加えてBtoCの増加、ECチャネルの急拡大、商材
の多様化など、マーケットに合わせて様々、変化対
応しています。もちろんそれを物流の面から支えるロ
ジテムも、既存事業の基盤強化やバリューアップを
図っていかなければなりません。組織には、これまで
の安定運営型から価値創造型へ変わること、また流
通ニーズの多様化と顧客満足に対応できる柔軟さが
求められます。そして人財には、戦略を策定できるこ
と、事業変化に対応した仕組みを構築できること、専
門知識を保有することが求められると考えています。
遠藤　2年前から採用戦略を見直し、OJTで育つ仕
組みづくりを進めているのは、こうした背景による
ものですね。
山本　従業員に占める男性の割合が圧倒的に多く、
また年齢構成もベビーブーマーの40代後半以上が

多いという現状があります。10年後には毎年かなり
の人数が定年を迎えます。それに備えて、この2年
ほどは新卒・中途を合わせて毎年5 ～ 10名と、育
成期間も考えて前倒しで多めに採用しています。採
用活動では人事以外の組織や社員を巻き込みながら
行っています。

SCM領域のリーダーシップ人財を
育成する日清食品

遠藤　日 清 食 品 さ ん は 企 業 内 大 学「NISSIN 
Academy」をどんな背景から立ち上げたのですか。
齋藤　「新しい食の文化を創造し続ける」という当
社のビジョンを叶えるのに、あらゆる層でリーダー
シップが不足しているという認識からです。やるべ
きことをしっかりやる人は多いのですが、自分から
課題を見つけにいき、解決策を提案し、周りを巻き
込んでいける人財が若干足りていません。そこで、
特にマインドセットの転換や行動変容が期待される
20代後半～ 30代半ばの層へリーダーシッププログ
ラムを行おうと、「NISSIN Academy」を立ち上げ
ました。経営者や各部門のリーダーを目指す人財を
育成する選抜参加型プログラムと、全従業員が自発
的に参加可能なプログラムを中心とした公開型プロ
グラムの2部構成で運用しています。
遠藤　この中で、SCMアカデミーを行っているの
ですね。
齋藤　ほかに若年層向けでは、マーケティングや
セールスなどのアカデミーがありますが、SCMも
必要だと考えました。「SCMを制すればメーカーを
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制す」というくらいSCM部門は重要なのに、SCM
や業務改善力を体系的に学ぶ場がなかったのです。
当初は公開型プログラムとして企画されましたが、
リーダーとなる人財育成も不可欠と考え、2021年
度から選抜参加型プログラムも開講しました。選抜
型の受講者は2021年度7名で、2022年度は6名でス
タートします。
遠藤　SCMアカデミーの運営体制はどうなってい
ますか。
齋藤　事業部門の戦略や課題に寄り添うため、有期
部署を立ち上げて、ホールディングスのサプライ
チェーン構造改革プロジェクトと業務部門が一体と
なって展開しています。責任者は日清食品のサプラ
イチェーン企画部長です。

採用・育成の取り組みポイントは 
社内活性化につながること

遠藤　お二方から概要をお話いただきました。それ
ぞれのお話に対する感想などはいかがですか。
齋藤　コクヨロジテムさんのHRが「ハッピーレボ
リューション」の意味だと聞いて、すごくいいなと
思いました。
山本　ありがとうございます。何かを伝えるときや浸
透させようとするときに、難しい言葉を使いたくな
かったのです。HR部ができた当初、部長も「この度ハッ
ピーレボリューション部長を拝命した〇〇です」と恥
ずかしそうに自己紹介してくれていました（笑）。
齋藤　採用活動には人事以外の組織や社員を巻き込
んでいるとのことですが、その狙いは何ですか。
山本　様々な階層の社員が参画することで、自社の
魅力や働き甲斐などが改めて認識され、エンゲージ

メントが高まると考えました。例えば内定後と入社
後のメンター制度では、部署の枠を越えた3名で1名
の新入社員にあたりますが、これにより組織の壁を
取り払うことにつながります（図表1）。
遠藤　入社後のOJTで育つ仕組みはどのように
なっていますか。
山本　新卒新入社員は3年間ジョブローテーション
で会社全体の仕事を学びます。それに先立ち、配属
先の部署ではチューターとなる社員が育成プランを
策定。新入社員のモチベーションまで考えて、月単
位、日単位のカリキュラムを用意します。この入社・
配属前準備を「すくすくmtg」と名付けています。
齋藤　これも心をくすぐるネーミングですね。
山本　遊び心を入れるのが私のモットーなんです。
入社後のHR導入研修では新入社員と配属組織の全
員が自身の「トリセツ」を作成してシェア。そこか
らOJTに入っていきます。1年後には成長ぶりを発
表する「すくすく披露宴」も実施。この一連の仕組
みを通して、配属先のメンバーは当事者意識を持っ
て育成に当たることができ、さらに育成コンテンツ
も蓄積されます（図表2）。
齋藤　たくさんの組織や社員を巻き込むことで、育
成と同時に社内の活性化につながる仕組みになって
いるのですね。
山本　はい。社内の活性化ということでは組織横断活
動も活発化させています。プロジェクト型の小集団活
動により事業のイノベーションを目指すもので、現在、
ダイバーシティプロジェクト、スキルアッププロジェ
クト、便利グッズ開発プロジェクトなど10個ほどが進
行中です。様々な取り組みの相乗効果で組織横断文
化を醸成していく考えですが、社員の腹落ち感にも目
を向けながら変化を生んでいきたいと思っています。

図表1　人事以外の組織や社員を巻き込む採用活動（コクヨロジテム）
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個と組織の成長を重ねつつも 
多様なリーダーシップを育成

山本　日清食品さんは選抜参加型プログラムでリー
ダー人財を育成しているとのことですが、人財像を
どのように定義されていますか。
齋藤　日本では固定化されたリーダー像を持つ人が多
いですよね。例えば「50代男性で器が大きい」といっ
たことです。でも不確実な時代には多様なリーダー
シップが必要だと考えます。そこで、自分自身を深く
知ったうえで自分なりのリーダーシップを築いてもら
うよう定義し、そのマインドセットに時間を割いたプ
ログラムを用意しています（図表3）。当初はSCM、マー
ケティング、セールスのそれぞれのアカデミーで行っ
ていましたが、リーダーシップやマインドセットは業
務領域を問わず必要なので、今は一緒に行っています。
SCM領域のリーダーシップ人財ということでは、SCM
の5カ年戦略を実行していく人と定義しています。
山本　自分自身が成し遂げたいものを持つとき、組
織の成長ともリンクさせなければなりませんね。
齋藤　そこはとても大事です。考え方は多様でいい

けれど、価値観は会社と同じでなければいけません。
そのためリーダーシップ研修では、会社のミッショ
ン・ビジョン・バリューを深く学んだり、自分の意
志・決意を会社の価値観と重ね合わせるワーク
ショップも行ったりしています。
遠藤　SCM、マーケティング、セールスが一緒に
学ぶのはとてもよいですね。それをしないと今言わ
れているデジタルトランスフォーメーション（以降、
DX）も進まないでしょう。
齋藤　よくDX人財の必要性が言われますが、リー
ダーシップ人財がデジタルを知っていればよいので
はないかと私は思います。
遠藤　おっしゃる通り、私も全員がDX人財である
必要はないと思います。企画が定まったときに、そ
れを形にしていくDX人財は必要ですが、企画につ
いては事業全体を俯瞰し、経営視点と現場視点も含
めた“縦横を通して見ること”ができる人が立てる
ことになるでしょう。サプライチェーン、物流もマー
ケティングもファイナンスもアカウンティングも
知っている、日清食品さんが育成しているリーダー
シップ人財のような人たちが、今後の会社の成長を
牽引していくのだろうと感じました。

図表2　OJTで育つ仕組み（コクヨロジテム）

図表3　リーダーシップ人財を育成するマインドセットのプログラム（日清食品）
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物流部門のブランディングで 
存在感を高めたい

山本　公開型プログラムは全従業員が参加できると
のことでしたが、SCMアカデミーでは何をされま
したか。
齋藤　一例ですが、「日清SCM道」という公開講座
を行いました。当社のSCMを知ってもらうために、
係長～課長が講師となって、「需要予測とは何か」「資
材はどこからどう調達するか」といった話をしても
らいました。意外にもSCM部門の人が「自分たちの
部署がこんなに光を浴びてうれしい」とたくさん参
加し、エンゲージメントが高まったようです。とは
いえ当社はマーケティング主体の会社なので、やは
りマーケティングの公開講座のほうが人気でした。
山本　物流領域の存在感を上げていくことにはご苦
労があるのですね。
齋藤　“キラキラ感”が不足していると私は思って
います。キラキラした部署で優秀な人と一緒に働け
るというブランドがあると、自ずとそこに人が集
まってくるものです。社内でもっと物流のことを意
識してもらう取り組みとして、公開講座と同時に社
内報で毎号特集ページを設けて、物流とは何かを発
信しました。その際、SCMアカデミーの責任者と
私がコスプレして面白おかしく紹介。少しでも関心
を持ってもらえるようにしました。

個と組織がリンクする“Design”を

遠藤　お話を伺って、コクヨロジテムさん、日清食品
さんとも組織の在り方を、トップダウン（受動／他律）
からボトムアップ（能動／自律）へ変化、進化させて
いる印象を受けました。その要因は何でしょうか。
山本　当社は物流会社なので、物流人財を極めよう
とするほどパーツしか見えなくなります。その懸念
があるので、物流人財だけれどSCMを考えながら
下流からご提案していく、また物流戦略だけれど会
社の事業戦略につながるようにする、といった視点
が大事だと思っています。

齋藤　リーダーは自発的に行動できる人であって欲
しいので、アカデミー生には「自発的に何でもやっ
てみて」と伝えています。それは研修内容に関する
勉強会でもいいですし、ただの楽しいイベントでも
いい。日清食品の「楽しくなければおいしくない」
というカルチャーも手伝って、アカデミー生はそれ
ぞれに企画・提案するように変わってきています。
自由に動き、形にしていく成功体験が、ゆくゆくは
大きな課題解決に結びつくとよいと思っています。
遠藤　学びと実践を楽しみながら展開し、変わって
いく。それが取り組みの持続性を担保し、組織横断
的に人を巻き込んでいくことにつながるのですね。

今回のテーマ「事業を持続的に成長させるHuman 
Resources Design」の“Design”の重要性が増し
ていると感じています。コロナ禍の2年で生活や就業
のスタイルが大きく変化しました。人的資源（人財）
の在り方も変わったのでしょうか。日清食品さんの「会
社のミッション・ビジョン・バリューを深く学び、自
分の意志・決意を会社の価値観と重ね合わせる」、こ
れに尽きる気がします。どのような事業や業務であっ
ても、ミッションが自己実現に繋がっていれば、いか
なる問題や困難、ときには失敗があっても周囲とコ
ミュニケーションを取りながら愚直に前に進み続け、
結果として成果に結びつく可能性が高まるのではな
いかと思います。ただ、これを“楽しむ”ことが最も
大切なことです。コクヨロジテムさんのHR、「ハッピー
レボリューション」は“変革の意思を表す”素晴らし
い名称で、とても難しい「組織風土の変容」に繋がっ
ていることが伝わってきました。日清食品さんの「楽
しくなければおいしくない」も同様です。組織のビジョ
ンと己のありたい姿、目的を実現するプロセスを“楽
しむ”ための準備、日々の鍛錬（知識やスキル等の
能力開発）ができているかが問われます。

非連続な変化の中で会社の成長を促す人財を育
成し続けるには、自社のミッション・ビジョン・バ
リューを見つめ直しつつ、社員自らのありたい姿と
紐づけ、相互が対話しながら“Design”するプロ
セスを企図して創ること、常に会社（ビジョン）と
自身が向き合うことが大切なのかもしれません。

27103702-1ロジスティクス02（春号2022）.indb   2827103702-1ロジスティクス02（春号2022）.indb   28 2022/04/21   9:33:482022/04/21   9:33:48


