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過去最高の 10,867 人が参加！日本最大のＨＲネットワーク『日本の人事部』が
「ＨＲカンファレンス 2016-秋-」を開催
人事・労務に関する情報サイト『日本の人事部』を運営する、当社連結子会社、株式会社アイ・キュー（本社
東京都港区 代表取締役社長 林 城）は、11月15日（火）・16日（水）・17日（木）・18日（金）の４日間、
日本有数のＨＲイベント、日本の人事部「ＨＲカンファレンス 2016-秋-」を、東京・大阪にて同時開催いたし
ました。４日間の来場者数は、過去最高となる10,867人に上り、ご参加された数多くの皆さまから満足の声をい
ただきました。

この度、「ＨＲカンファレンス 2016-秋-」の来場者数やその属性等をまとめましたので、「ＨＲカンファレ
ンス 2016-秋-」にて表彰式が同時開催されました「ＨＲアワード2016」の受賞者、2017年の「ＨＲカンファレ
ンス」に関する開催予定と併せてお知らせいたします。

詳細につきましては、添付のプレスリリースをご覧ください。
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日本最大の HR ネットワーク『日本の人事部』が、
「ＨＲカンファレンス 2016-秋-」と「ＨＲアワード 2016」表彰式を同時開催！
2017 年の「ＨＲカンファレンス」開催日時も決定！
日本最大の HR ネットワーク『日本の人事部』（https://jinjibu.jp/）を運営する株式会
社アイ・キュー（本社：東京都港区 代表者：代表取締役社長 林 城）は、2016 年 11 月 15
日（火）
・16 日（水）
・17 日（木）
・18 日（金）に、日本最大の HR イベント、日本の人事部
「ＨＲカンファレンス 2016-秋-」を東京・大阪で同時開催いたしました。
来場者数は過去最高の 10,867 人。春・秋合計で年間 20,850 人となりました。また、11
月 16 日（水）には同会場において、人・組織関連で功績のあった方たちを表彰する、日本
の人事部「ＨＲアワード 2016」表彰式を開催し、各賞の受賞者を発表しました。
■日本の人事部「ＨＲカンファレンス 2016-秋-」開催報告
日本の人事部「ＨＲカンファレンス」（http://hr-conference.jp/）は、日本最大の HR
ネットワークを持つ『日本の人事部』が主催する、人の採用・育成・マネジメントに携わ
る皆さまが集う HR イベント。必要な最新の人事情報や、他社事例、ノウハウなどの情報を
収集できるほか、業種や企業規模を超えて、新たなネットワークづくりができると、経営
者や人事キーパーソンの皆さまに毎回ご好評をいただいております。
今回は、約 130 のセッションに 100 社、150 人が登壇。研究者や専門家、コンサルタント
による講演や、ワークショップ、ランチ・ミーティング、特別セッションを実施しました。
◎開催報告書（開催概要・来場者数・来場者属性など）
https://jinjibu.jp/download/HRC2016a-report.pdf（PDF: 329KB）

◎主なご登壇者
・杉浦 二郎氏（株式会社モザイクワーク 代表取締役 /元三幸製菓株式会社
人事責任者 / 採用学研究所 コンサルティングフェロー）
・藤澤 潤氏（グーグル株式会社 新規顧客開発本部 人材業界担当）
・有沢 正人氏（カゴメ株式会社 執行役員経営企画本部 人事部長）
・垣見 俊之氏（伊藤忠商事株式会社 人事・総務部長（兼）人事考査室長）
・野田 稔氏（明治大学専門職大学院 グローバル・ビジネス研究科 教授/
一般社団法人社会人材学舎 塾長）
・泉川 玲香氏（イケア・ジャパン株式会社 人事本部長）
・濱中 昭一氏（ダイドードリンコ株式会社 執行役員 人事総務本部長）
・藤森 健至氏（株式会社 三越伊勢丹ホールディングス グループ人財本部
人事企画部長）
・小杉 俊哉氏（慶応義塾大学大学院理工学研究科 特任教授/立命館大学大学院
テクノロジー・マネジメント研究科 客員教授）
・谷本 美穂氏（GE ジャパン株式会社 人事部長）
・杉原 章郎氏（楽天株式会社 常務執行役員 CPO（Chief People Officer)
グループエグゼクティブヴァイスプレジデント 人事・総務
担当役員）
・藤村 博之氏（法政大学大学院 イノベーション・マネジメント研究科教授）
・島田 由香氏（ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会社 取締役
人事総務本部長）
・源田 泰之氏（ソフトバンク株式会社 採用・人材開発統括部長）
・守島 基博氏（一橋大学大学院 商学研究科 教授）
・高橋 俊介氏（慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 特任教授）
・加藤 直子氏（株式会社リコー コーポレート統括本部 人事統括センター
人材開発部 部長）
・田村 寿浩氏（株式会社博報堂 人材開発戦略室 キャリアデザイングループ
グループマネージャー）
・花田 光世氏（慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス 一般財団法人 SFC フォーラム
代表理事/慶應義塾大学キャリアリソースラボ/慶應義塾大学
名誉教授）
・村井 満氏（公益社団法人日本プロサッカーリーグ（J リーグ）チェアマン）
・楠木 建氏（一橋大学大学院 国際企業戦略研究科 教授）
・唐池 恒二氏（九州旅客鉄道（JR 九州）株式会社 代表取締役会長）
・入山 章栄氏（早稲田大学ビジネススクール/早稲田大学大学院商学研究科
准教授）
・中原 淳氏（東京大学 大学総合教育研究センター 准教授）
・本間 浩輔氏（ヤフー株式会社 上級執行役員 コーポレート統括本部長）
・曽山 哲人氏（株式会社サイバーエージェント 執行役員 人事管轄）
・太田 肇氏（同志社大学 政策学部・同大学院 総合政策科学研究科 教授）
・金井 壽宏氏（神戸大学大学院 経営学研究科 教授）
・服部 泰宏氏（横浜国立大学大学院 国際社会科学研究院 准教授）
ほか、約 150 人のオピニオンリーダーが集結しました。

■2017 年の「ＨＲカンファレンス」開催予定
◎春：2017 年 5 月 16 日（火）～19 日（金）
◎秋：2017 年 11 月 14 日（火）～17 日（金）
2017 年もＨＲカンファレンスは「全国のエグゼクティブが集い、
『人・組織・経営』につ
いてインタラクティブに考える、日本で唯一の場」としてさらに進化してまいりますので、
どうぞご期待ください。
■全国 90,000 人の人事キーパーソンが選ぶ「ＨＲアワード 2016」受賞者決定！
日本の人事部「ＨＲアワード」は、人事・人材開発・労務管理などの分野におけるイノ
ベーターを表彰する、表彰制度。素晴らしい成果を残した企業人事部や HR ビジネス企業、
人事担当者にとって有益だと評価されている書籍やサービスを表彰することで、全ての企
業や個人のレベルアップと、人フィールドの活性化を実現することを目的としています。
『日本の人事部』会員の投票結果を基に選考委員会が各賞を選出する選考方法は、透明性・
公平性が高いとご評価いただいており、HR 関連では最も権威のある表彰制度と言われてい
ます。
今回が 5 回目となる、日本の人事部「ＨＲアワード」ですが、最終投票には前回の 3,647
人を大幅に上回る 5,602 人もの方から投票いただくなど、経営者や人事の皆さまからの注
目度が大変高いことがわかりました。
各部門とも、
「独創性」や「革新性」に優れた取り組みばかりがノミネート。最終的に選
ばれた受賞者の方々は、将来的な「成長性」や「拡大性」も期待できるところが多く、ま
さに 2016 年の HR 領域を代表する、錚々たる顔ぶれが揃いました。
次回の日本の人事部「ＨＲアワード 2017」でも、さらに独創的且つ革新的な候補と多数
出会えることを期待しています。

「日本の人事部「ＨＲアワード 2016」受賞者一覧
【企業人事部門】
◆最優秀賞
株式会社リクルートホールディングス
つくる みなおす かんがえる 働き方変革プロジェクト
◆優秀賞
株式会社アサツー ディ・ケイ
「この人と働いてみたい」と感じる社員を探して指名し、選考を受けることができる「相
棒採用」
◆優秀賞
日産自動車株式会社
育児・介護などの理由に限定せず、全社員を対象に「在宅勤務」ができる制度を導入
◆特別賞
P&G ジャパン株式会社
ダイバーシティ経営の普及を支援する、無償研修プログラムを提供
◆個人の部最優秀賞
ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会社 取締役 人事総務本部長 島田由香 氏
【書籍部門】
◆最優秀賞
『採用学』
（著者：服部泰宏／出版社：新潮社）
◆優秀賞
『チームのことだけ、考えた。』
（著者：青野慶久／出版社：ダイヤモンド社）
◆優秀賞
『ワーク・ルールズ！―― 君の生き方とリーダーシップを変える』
（著者：ラズロ・ボック／訳者：鬼澤 忍・矢羽野 薫／出版社：東洋経済新報社）
【プロフェッショナル人材採用・雇用部門】
◆最優秀賞
グーグル株式会社
YouTube 動画 ✕ スマホ で魅力を伝える、新しい採用戦略“Google for Recruiting”
◆優秀賞
株式会社地方のミカタ
利用学生数 300%増！ 地方格差問題に向き合いながら、地方特化型就活支援事業を提供

【プロフェッショナル人材開発・育成部門】
◆最優秀賞
NPO 法人 二枚目の名刺
社会を見渡し、組織を超え、将来を創るリーダーを輩出する「NPO サポートプロジェクト」
◆優秀賞
株式会社ローンディール
企業間レンタル移籍プラットフォーム「LoanDEAL」が、変革型人材を育成する
【プロフェッショナル情報サービス部門】
◆最優秀賞
株式会社日立製作所
人工知能を活用した働く人の幸福感（ハピネス）向上に有効なアドバイスの配信サービス
◆優秀賞
株式会社ビザスク
企業の課題と個人の知見を 1 時間からつなぐスポットコンサルティング「ビザスク」
【プロフェッショナル人事労務管理部門】
◆最優秀賞
株式会社 KUFU
社会保険・雇用保険の手続きを自動化するクラウド型ソフトウェア「SmartHR」
◆優秀賞
株式会社ネオキャリア
人事部を経営のセンターピンに！ 国内初 HR プラットフォームサービス「jinjer」
※「ＨＲアワード」の詳細はこちら
http://hr-award.jp/
【日本の人事部「HR アワード 2016」選考委員会】
●選考委員長
守島基博氏（一橋大学大学院 商学研究科 教授）
●選考委員
・坂東眞理子氏（昭和女子大学 理事長）
・水田正道氏（一般社団法人 人材サービス産業協議会 理事長、
テンプホールディングス株式会社 代表取締役社長 CEO）
・八木洋介氏（株式会社 LIXIL グループ 執行役副社長 人事総務担当）
・佐々木かをり氏様（株式会社イー・ウーマン 代表取締役社長）
・『日本の人事部』編集部

≪本件に関するお問合せ≫
株式会社アイ・キュー 『日本の人事部』事務局
電話：03-3560-2319
E-mail:info@jinjibu.jp

