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株式会社ＮＡＮＡＩＲＯ株式会社ＮＡＮＡＩＲＯ株式会社ＮＡＮＡＩＲＯ株式会社ＮＡＮＡＩＲＯ    設立記念フォーラム設立記念フォーラム設立記念フォーラム設立記念フォーラム    

「「「「障がい者雇用の未来を切り拓く障がい者雇用の未来を切り拓く障がい者雇用の未来を切り拓く障がい者雇用の未来を切り拓く」」」」    

～私たちがデザインする私たちの社会。キーワードは“障がい者雇用”～～私たちがデザインする私たちの社会。キーワードは“障がい者雇用”～～私たちがデザインする私たちの社会。キーワードは“障がい者雇用”～～私たちがデザインする私たちの社会。キーワードは“障がい者雇用”～    

 

 

 

 

� 実施概要実施概要実施概要実施概要    

・日時： 2015 年 6 月 5 日（金） 15:00-18:00 （14:30 開場） 

・場所：  『品川シーズンテラスカンファレンス B・C』 

 東京港区港南 1 丁目 2 番 70 品川シーズンテラス３階 

 （JＲ品川駅 港南口（東口）より徒歩 6 分、京浜急行電鉄品川駅 高輪口より徒歩 9 分） 

 http://www.sst-c.com/access/index.html 

・参加対象者： 障がい者雇用に取り組む企業の障がい者雇用責任者及び担当者 

・定員 100 名 （先着順） 

・参加費 無料 

・お申込方法： 別紙 FAX 又は e-mail（info@sevencolors.co.jp）より 

 

 

� 本フォーラムのポイント本フォーラムのポイント本フォーラムのポイント本フォーラムのポイント    

1.1.1.1. 元東レ経営研究所社長元東レ経営研究所社長元東レ経営研究所社長元東レ経営研究所社長    佐々木常夫氏による基調講演佐々木常夫氏による基調講演佐々木常夫氏による基調講演佐々木常夫氏による基調講演    

ダイバーシティー＆インクルージョンを実現するための社会をどのようにデザインするか。社会環境の変化とご自身の経験を踏ま

えながら、「障がい者雇用」を切り口に皆様と共にこれからの日本社会を考えます。 

 

 

2.2.2.2. 日本を代表する障がい者雇用推進企業との情報交換日本を代表する障がい者雇用推進企業との情報交換日本を代表する障がい者雇用推進企業との情報交換日本を代表する障がい者雇用推進企業との情報交換    

本フォーラムには、以下ご来賓の方々と弊社アドバイザリーが参加いたします。企業における障がい者雇用の現在とこれからに

ついて、意見交換する機会としてご活用ください 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

3.3.3.3. 障がい者雇用組織診断「障がい者雇用組織診断「障がい者雇用組織診断「障がい者雇用組織診断「NANAIRONANAIRONANAIRONANAIRO 診断（簡易版）」のトライアル体験診断（簡易版）」のトライアル体験診断（簡易版）」のトライアル体験診断（簡易版）」のトライアル体験    

NANAIRO では組織が障がい者雇用を推進するために必要な軸を整理し、障がい者雇用の推進度合い診断するアセスメン

トを開発しています。そのアセスメント紹介するとともに会場の皆様が所属する組織の現状を共に検討いたします 

    

    

遠藤 達哉 様 

全日本空輸株式会社人事部グループ障がい者雇用推進 室長  

兼 ANA ウィングフェローズ・ヴイ王子株式会社（ANA ホールディングス株式会社特例子会社）代表取締役社長 

且田 久雄 様 エフピコグループ 株式会社ダックス四国（株式会社エフピコ特例子会社） 代表取締役社長 

倉本 哲治 様 ＹＫＫ株式会社 ダイバーシティ企画室室長    

黒田 英彦 様 

コクヨ K ハート株式会社 （コクヨ株式会社特例子会社） 代表取締役社長  

兼 ハートランド株式会社 （コクヨ株式会社特例子会社） 代表取締役社長    

長嶋 龍平 様 富士ソフト企画株式会社（富士ソフト株式会社特例子会社） 代表取締役社長 

林 忠信 様 株式会社アドバンス（株式会社コーセー特例子会社） 代表取締役    

     

秦 政 

株式会社 NANAIRO アドバイザリー 

NPO 障がい者就業・雇用支援センター理事長 / 秦コンサルテイングオフィス代表 
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� 開催開催開催開催主旨主旨主旨主旨    

 

この度、CELM Group では予てより設立準備を進めてまいりました、企業の障がい者雇用支援事業を担う新会社「株式会社

NANAIRO」を、株式会社アイエスエフネットとの合弁会社として 2015 年 4 月 1 日に設立いたしました。これを記念して、株式会社

NANAIRO 設立記念フォーラム『「障がい者雇用の未来を切り拓く」～私たちがデザインする私たちの社会。キーワードは“障がい者

雇用”～』を開催いたします。 

「障がい者」という言葉は企業で働く我々にとって未だ身近な言葉ではありません。企業における障がい者雇用は「法定雇用率」

という言葉との組み合わせにより、その認知が徐々に広がってきました。ただ、企業においては、未だ「法定雇用率の達成」という法

令順守の観点で語られることが多く、障がい者の「採用」は進むものの、適切な「雇用」に繋がらず、早期離職に発展するという問

題も生じています。本来、人材を採用するということは、取り組むべき経営課題があり、その解決のためのひとつの手段であるはずで

す。しかし、障がい者雇用に関しては、企業は障がい者ポテンシャルを図りかねており、手段としての採用活動が正しく実行できてい

ないケースもまま見受けられます。  

 障がい者雇用を推進するためには、障がい者を企業の経営力向上に繋げるための人的資源と捉えていく大局的かつ戦略的な

視点が求められます。さらに、多様な人材と幅広い価値観を受け入れるための社内理解と組織開発が必須となります。法定雇用

率の達成という近視眼的な考え方から脱し、本質的に「企業における障がい者雇用はいかにあるべきか」を、ダイバーシティー＆イン

クルージョンマネジメントの観点からアプローチするのが、ＮＡＮＡＩＲＯのスタンスです。 

 そして、この考え方の先には、雇用に対する新しい考え方、新しい働き方に対するひとつの手がかりが見えてきます。現在、障が

い者に限らず女性・高齢者・外国籍社員の受け入れなど、企業はこれからの組織を支える働き手を模索し、様々な取り組みを始

めるようになりました。ＮＡＮＡＩＲＯは、それらの課題も見据えています。「障がい」をはじめとした多様な人材の持ち味・能力特性を

積極的に業務と組織に活かし、戦略的な経営力向上に繋げ、新しい働く姿の実現を目指します。本フォーラムは、上記のＮＡＮＡＩ

ＲＯが目指す具体的なイメージを参加者の皆様と共有しながら、これからの私たちの社会とこれからの私たちの障がい者雇用を共

に考える場とさせていただきたく開催いたします。 

 

 

� プログラムプログラムプログラムプログラム（（（（予定予定予定予定））））    

 

第 1 部： 15:10-15:50 

「特別基調講演： 私たちの社会的課題としての障がい者雇用」 

元東レ経営研究所社長 

株式会社佐々木常夫マネージメント・リサーチ代表取締役 

佐々木 常夫 様 

 

企業の障がい者雇用という課題は、現代の日本社会において単なる一企業、一組織だけの課題ではなくなりました。労

働人口の減少、障害者福祉予算の限界、価値観の変化など近い将来を見据えたとき、私たちはどのような方向に進

むべきなのでしょうか？本当の意味でのダイバーシティー＆インクルージョンを実現するための社会をどのようにデザインする

か？社会環境の変化とご自身の経験を踏まえながら、「障がい者雇用」を切り口に皆様と共にこれからの日本社会を考

えます。 

第 2 部： 15:50-16:10  

「ミニ企画： 貴社の障がい者雇用推進度は？ 障がい者雇用組織診断（ＮＡＮＡＩＲＯ診断）簡易β版」 

株式会社 NANAIRO 

 

障がい者雇用を推進するためには、どのような観点が求められるのでしょうか？NANAIRO では、障がい者雇用に 

対して先進的な取り組みをしている企業へのヒアリングと組織開発の視点から、組織が障がい者雇用を推進するために

必要な軸を整理いたしました。障がい者雇用の推進度合いをアセスメントする組織診断ツールをご紹介するとともに会

場の皆様が所属する組織の現状を共に検討いたします。 

第 3 部： 16:20-17:00  

「ＮＡＮＡＩＲＯ講演： 障がい者雇用を組織のチカラに変える」 

株式会社 NANAIRO 代表取締役社長 

白砂 祐幸 
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障がい者雇用が社会的に重要な課題であることは理解しているが、その課題に対して企業・組織はどのように取り組め

ばよいのか。障がい者雇用を単なる「採用」で留めることなく、組織で活躍する「人材」として捉えるために、どのような理

念・価値観・風土に基づき、組織・業務開発と人材マネジメントを展開すればよいのか。これまでの障がい者雇用の事

例からこれからの障がい者雇用の道筋を検討します。 

第 4 部： 17:10-18:00  

「ネットワーキング（情報交換会）」 

 

ネットワーキングの時間では、参加いただいた皆様が所属する組織の NANAIRO 診断結果の傾向に触れながら、これか

ら私たちの組織はどのように障がい者雇用に取り組めばよいか検討します。 

来賓としてお招きした企業の皆様も交えながら、本フォーラムの参加者の皆様でこれからの障がい者雇用に向けての情

報交換の機会としてご活用ください。 

 

 

� 講演者プロフィール講演者プロフィール講演者プロフィール講演者プロフィール（（（（第第第第 1111 部部部部））））    

 

佐々木佐々木佐々木佐々木    常夫常夫常夫常夫    （（（（ささきささきささきささき    つねおつねおつねおつねお））））    様様様様    

株式会社佐々木常夫マネージメント・リサーチ代表取締役 

元株式会社東レ経営研究所代表取締役社長  

� １９４４年、秋田市生まれ 

� ６９年、東京大学経済学部卒業後、東レ株式会社に入社 

� 家庭では自閉症の長男と肝臓病とうつ病を患う妻を抱えながら会社の仕事でも大きな成果を出し、０１年、東レの取締役に就任。０３

年に東レ経営研究所社長になる 

� 内閣府の男女共同参画会議議員、大阪大学客員教授などの公職も歴任。「ワーク・ライフ・バランス」のシンボル的存在である 

� 著書に『ビッグツリー』『そうか、君は課長になったのか』『働く君に贈る２５の言葉』（以上、ＷＡＶＥ出版）、『「本物の営業マン」の話をしよ

う』（ＰＨＰ研究所）『ビジネスマンに贈る生きる「論語」』（文藝春秋）『それでもなお生きる』（河出書房新社）「実践・７つの習慣」（ＰＨＰ

研究所）などがある 

� 2011 年ビジネス書最優秀著者賞を受賞 

� オフィシャルＷＥＢサイト http://sasakitsuneo.jp/ 

 

 

� 講演者プロフィール講演者プロフィール講演者プロフィール講演者プロフィール（（（（第第第第 3333 部部部部））））    

 

白砂白砂白砂白砂    祐幸祐幸祐幸祐幸    （（（（しらすなしらすなしらすなしらすな    まさゆきまさゆきまさゆきまさゆき））））    

株式会社ＮＡＮＡＩＲＯ 代表取締役社長 

株式会社アイエスエフネットハーモニー 常務取締役  

� 大学卒業後 IT 業界にて営業として勤務した後、2003 年、アイエスエフネット入社 

� メンタル不調者の方々の復職専門部署を設立、同時に障がい者雇用の現場を運用しながら営業も兼務し、特例子会社を立ち上げる 

� 特例子会社設立コンサルテーション、障がい者就労サポートアドバイザリーなどを得意とし、これまでの経験を踏まえた研修、講演活動も

多数実績あり 
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株式会社ＮＡＮＡＩＲＯのご紹介 
 
株式会社ＮＡＮＡＩＲＯは、企業における障がい者雇用推進を、人材開発と組織開発（雇用／リテンション

／人材育成／制度・業務設計／組織風土醸成等）、双方の視点からトータルアプローチで支援し、ダイバ

ーシティー（多様性）＆インクルージョンの観点から個々の障がいと持ち味・能力特性を積極的に業務と組

織に活かし、戦略的な経営力向上に繋げてゆくソリューションを提供しています 
 

事業内容：    1.法人向けの障がい者雇用支援コンサルティング並びにアドバイザリー業務 

            （障がい者雇用方針・計画策定、人事・教育制度構築等） 

2.法人向け障がい者雇用に関する公開セミナーの企画・運営 

3.その他、障がい者の就労支援に関する法人向け、トータルソリューションサービスの提供 

アドバイザリー：  秦 政 

本社所在地：   〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 1-19-19 恵比寿ビジネスタワー7F 

電話番号：     03-5793-3126 

設立：       2015 年 4 月 1 日 

資本金：       2,000 万円 

URL：       http://www.sevencolors.co.jp 

E-mail：       info@sevencolors.co.jp 

 

お問合わせ先： 

株式会社ＮＡＮＡＩＲＯ 

ＮＡＮＡＩＲＯ設立記念フォーラム担当 

渡邊 淳（わたなべ じゅん） 

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 1-19-19 恵比寿ビジネスタワー7F 

TEL: 03-5793-3126  FAX: 03-5793-3127  

MAIL: info@sevencolors.co.jp 
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