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1. 人事制度完成に当たっての修正ポイント
2. 各社発表と講師アドバイス
3. 人事制度運用に向けて

1. 人事制度完成に当たっての修正ポイント
2. 各社発表と講師アドバイス
3. 人事制度運用に向けて

NM式目標実現型・
人事評価制度構築セミナー
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働く人々の幸福度を高める

社員さんが掲げた目標を実現できる人事評価制度を構築しよう！
～中小企業に必要なJOB＆チームワーク・モチベーション型の人材育成・制度の構築～

【2021年 開催日程】

NISSOKENグループ 
パートナーコンサルタント

講師 
村尾 謙次

1. NM式目標実現型・人事評価制度の概要
2. 経営理念の理解と浸透
3. 未来組織から見た我が社が求める人材像
4. 我が社の基本行動の洗い出し
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1. 基本行動の定義及び習熟基準
2. 基本行動の教育ツール
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1. 等級基準書・個別教育計画書の運用法
2. 賃金体系
3. 賃金シミュレーション・現状賃金の課題とギャップ
4. キャリアプラン一覧表
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1. 等級基準書の作成・各役割・職能の責任・権限
2. 単位、昇格基準
3. 暫定的な模擬評価
4. 個人別教育計画書
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仕事の成果
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　社員さんが働く喜びや楽しさを実感し、 活き活きとした職場環境をつくること
はどの企業にも求められるものです。特に中小企業は社員さんや職場が限定
的で働く環境を変えることができず、 モチベーションを長期的に高いレベルで維
持することは難しい状況です。
　このセミナーで構築する “NM 式目標実現型 ・ 人事評価制度 ” は単なる評価
制度ではなく、自分の成長を通して掲げた目標を達成し、周囲から感謝される
スタッフへと成長を遂げ、活き活きとした職場環境をつくるためのものです。
お客様や職場の仲間から感謝されることで、働くことの幸福度を上げていきます。
そのことが結果に対するコミットメントの高い人材の育成や生産性の高い好業績
の企業づくりにつながります。

殺伐型

わきあいあい型崩壊型崩壊型

JOB ＆
チームワーク型
JOB ＆
チームワーク型
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10企業限定
オンライン開催

第 1 ・ 6 講 1 日目 13 ： 00 ～ 19 ： 00、 ２日目 10 ： 00 ～ 17 ： 00
第 2 ～ 5 講 10 ： 00 ～ 18 ： 00 （1 社につき 1 回、 個別相談を行います）

第1講 第2講 第3講 第4講 第5講 第6講

オンライン
開催

8月26日（木）
27日（金） 9月30日（木） 10月27日（水） 11月25日（木） 12月16日（木） 1月24日（月）

25日（火）
’22



参 加 要 領

※コンサルティング業関連・セミナー教育業関連等、同業の方の参加はご遠慮ください。
10企業限定定　　員：

受  講  料：
（税込）

ご 案 内： セミナー当日のご案内や資料はメールでお送りします。
ただし、必要に応じて、お電話・郵送・FAXをさせて
いただくこともあります。

受講スタイル： オンライン受講

https://www.nisouken.co.jp/

パソコン

お申し込み方法

日創研　NM式 検索
「個人情報のお取り扱いについて」～下記の内容に同意の上、お申し込みください～
○本セミナーにお申し込みの際に、お客様よりいただきました個人情報は、NISSOKEN グループ（（株）日本創造教育研究所・（株）コスモ教育出版・（株）COD コンサルタント・（株）企業研修・
　Webinar Japan（株））のサービス内容のご案内に利用させていただくことがあります。
○お客様からいただきました個人情報に関して、修正、利用停止、削除などの必要が生じた場合、ご本人様から直接ご連絡いただくことにより、適宜、ご要望に沿った対応をさせていただきます。
○NISSOKEN グループは、ご案内の発送業務において契約している委託業者に、当グループが保有する個人情報を開示することがあります。これらの契約業者とは機密保持契約を締結
　しており、当該業務以外の目的で情報を使用することを禁じています。

ホームページ
セミナー情報、
お申し込みはコチラ

メールアドレス
ご入力の際
個人のメールアドレスをご入力ください。
代表アドレスや役職アドレスは登録できません。
（例：「info@」「postmaster@」「ceo@」など）　

ご注意ください

QRコードまたはNISSOKENホームページからお申し込みください

お問い合わせ先

■シリコンバレーオフィス

1社1名 660,000円

1名増えるにつき 220,000円/名
※フレックスコースが使用できます。
※お申し込み受付後、お支払いが必要な場合、請求書をお送りいたします。
※恐れ入りますが、振込手数料はご負担願います。
※ご受講生本人の都合により受講を中断された場合、
　受講料の返金はいたしかねます。

【お客様の声】

※ 講師は変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※ セミナー中の撮影・録音は、お断りさせていただきます。
※ 暴力団関係者（準構成員等も含む）・暴力団関係企業・団体、その他反社会的勢力に
　 属する方の参加はご遠慮ください。
※ 申込数が一定数に達しない場合や自然災害・感染状況により、開催方法を変更したり、 
　 延期・中止を行う場合がございます。あらかじめご了承ください。

TEL（03）5632－3030
FAX（03）5632－3051■ 東京研修センター

TEL（092）475－1466
FAX（092）482－8392■ 福岡研修センター 

TEL（011）729－2141
FAX（011）729－2145■ 札幌研修センター 

TEL（082）502－6281
FAX（082）502－6282■ 広島営業所 

■ 名古屋研修センター TEL（052）483－0471
FAX（052）483－0500

実践に即した効率の良いプログラムでした。
また他企業さんの取り組みなども参考になり、自社でも活か
していきたいと思います。（埼玉県　H様）

人事制度とは、人材を育成していく教育支援制度だと
いうことがよく理解できました。（香川県　S様）

参加企業も限定されており、それぞれの会社へのポイント
的な講義・アドバイスを多く受けることができました。
（栃木県　O様）

現状の自社の取り組みをブラッシュアップすることが
できました。特にタスクマップ表の活用が大きなヒントになり
ました。 (鹿児島県　T様）

今までの評価制度は、やる人・やらない人の評価基準がぼ
やけていましたが、このセミナーで構築した評価制度により、
やった分の評価・やらなかった部分へのフィードバック
が明確にできるようになりました。（東京都　S様）
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オンライン受講の際のお願い

個室でお一人で
受講できる環境を
整えてください

受講生以外の
のぞき見や聴講
は禁止です

WEBカメラと
イヤホンを準備
してください

仮想背景は
使用しないで
ください

セミナー画面の
撮影・録画・録音
は禁止です

接続トラブルの際には
電話でサポート
いたします

■大阪研修センター TEL（06）6388－7741    
FAX（06）6388－7739
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