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特定非営利活動法人沖縄人財クラスタ研究会

＜企業・団体プレゼンター募集要項＞

ドリームプラン・プレゼンテーション沖縄大会2017

～働きがい溢れる職場づくりへ向けて～

経営理念の浸透＆リーダー人材の育成＆新規事業の発掘



ドリームプラン・プレゼンテーション沖縄大会 とは・・・
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ドリームプラン・プレゼンテーションとは、夢のプランを発表することを通して、多くの

方からの共感を得て、夢を叶えるきっかけとするステージのことです。

ひとり10分間という時間で行われるプレゼンテーションは、単に夢に関する説明で

はなく、その価値と魅力を疑似的に体験してもらうことで、観客の誰もがプレゼン

ターを応援したくなってしまうような時間と空間を創り出していく効果があります。

そして、夢に対するあきらめない理由を明確にしていくことで、自らの過去・現在・

未来を前向きに繋げ、切り拓いていていくことを目的としています。

沖縄では、独自の進化を遂げ、単に個人の取り組みとしてだけではなく、企業の

経営理念の浸透、リーダー人材の発掘、新規ビジネスの提案など、人材育成の手

法として活用されています。

また、昨年の2016大会では、舞台演出および映像撮影を本格的に導入し、

よりレベルアップした大会へと進化いたしました。
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BS （Business Satisfaction）

CS （Customer Satisfaction)

※ ＥＳ （Employee Satisfaction・従業員満足） とは・・・

端的には 「従業員がどれだけ会社、仕事に満足しているか」 ということを意

味します。一般的に、ＥＳは従業員の労働環境・労働条件 （≒働きやすさ）

を満たすことにより向上し、ひいては業績の向上などを期待するものです。

特に、顧客と従業員が対面することが多いビジネスモデルの場合で考えると

従業員がどのようなモチベーションや態度で業務に臨んでいるか、お客様に

接しているかが、ＣＳ（顧客満足） に影響を与えます。

しかしながら、このＥＳ （Employee Satisfaction） は、衛星要因として考えら

れ、その良い環境に慣れてしまうと、効果が薄れることがわかっています。

※ 第２のＥＳ （Employee Sucess） とは・・・

ＥＳ （Employee Satisfaction） に不足している点を補いつつ、企業も従業員も 「Win＆Win」 になる考えと

して、当法人が提唱するのが、第２のＥＳ （Employee Success） です。これは、読んで字のごとく、

「従業員の成功」 に着目したものであり、一般的には 「働きがい」 と定義されます。

これは、「従業員の成功」 そのものに焦点をあて、会社全体として支援する体制を構築しつづけることで、

従業員の成長（能力開発）や定着（モチベーションアップ）を促し、CS さらには BSを達成するものです。

ＥＳ （Employee Satisfaction）

第２のＥＳ （Employee Success）

第２のＥＳ （Employee Success） 従業員の成功（成長）を応援する企業
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働きがい溢れる職場づくり 「見える化」 → 「言える化」 → 「魅せる化」

ドリプラ沖縄大会は・・・

働きやすさ×働きがい

＝従業員の成功 （＋成長） を

応援する。あるいは、そうあろうとする

企業さまへ向けた仕組みです。

企業として目指す姿を、あるひとりの社員

エピソードを通して 「見える化」 することで、

経営理念や行動指針が浸透しやすくなり、

加えて人材採用にも効果を発揮します。

目指す姿や判断基準などを 「見える化」 し

社員が 共通言語で 「言える化」 すると

社員はより輝きを増し、まさに 「魅せる化」

へと進んでいきます。

これこそが、ドリプラ沖縄の目的です。

＜平成23年度 沖縄県雇用政策課 調査より＞



＜プレゼンター募集要項＞

2017年06月11日（日）開催決定

ドリームプラン・プレゼンテーション沖縄大会2017

特定非営利活動法人沖縄人財クラスタ研究会



ドリームプラン・プレゼンテーション沖縄大会 2017 について

名 称 ドリームプラン・プレゼンテーション沖縄大会2017 （沖縄で8回目となるドリプラ）

通 称 ドリプラ沖縄2017

日 時 2017年06月11日（日） 13時00分～17時00分 （開場12時15分）

場 所 浦添市てだこホール 大ホール

定 員 1,000名 （うち、高校生250名を無料招待）

料 金 大人2,000円、大学生以下1,000円

出 演 企業プレゼンター 6～8名、 学生・一般プレゼンター 2～3名 合計8～10名を予定
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＜前回2016大会の模様＞



応募資格

- 沖縄県内在住の方 （またはそれに準ずる方＝親族が沖縄県内在住の方）。

- 沖縄県外在住で沖縄県に関わるドリームプランを発表・実現したい方。

- その他、事務局が推薦する方 （主にゲストプレゼンターとして）。

応募要件
- 応募書類を記載の上、参加費用をお支払いただける方。

- 大会当日までに複数回開催される相互支援会にご参加いただける方。

応募書類締切 2017年03月03日（金） 法人・団体で参加の場合は、別途対応。

応募書類取得先
特定非営利活動法人沖縄人財クラスタ研究会 ホームページ

http://www.human-okinawa.org/

応募書類郵送先

〒900-0014 
沖縄県那覇市松尾1-19-27 ミルコ那覇ビル4階

特定非営利活動法人沖縄人財クラスタ研究会
ドリームプラン・プレゼンテーション沖縄大会2017 係

プレゼンター募集要項 （基本情報）

プレゼンターを目指される方は以下をご確認のうえ、ご応募ください。

特定非営利活動法人沖縄人財クラスタ研究会 07



参加費用 特典

学生 50,000円 コース （別途消費税）

※ 入場券×30枚 （30,000円 相当分）

※ ドリプラDVD×10枚

※ youtube でのプレゼン動画配信

企業・

団体代表
250,000円 コース （別途消費税）

※ 入場券×50枚 （100,000円 相当分）

※ ドリプラDVD×25枚

※ youtube でのプレゼン動画配信（自社ＨＰでも可）

※ パンフレットの企業紹介ページ掲載

※ 沖縄人財クラスタ研究会の研修 4 時間

企業・

団体代表
350,000円 コース （別途消費税）

※ 入場券×100枚 （200,000円 相当分）

※ ドリプラDVD×50枚

※ youtube でのプレゼン動画配信（自社ＨＰでも可）

※ パンフレットの企業紹介ページ掲載

※ 沖縄人財クラスタ研究会の研修 12 時間

－ 特典の入場券は、大人2,000円、学生1,000円のいずれでもご活用いただけます。

友人・知人・社員の方の参加はもちろんのこと、関連企業や取引先などにもご活用いただけます。

プレゼンター募集要項 （料金 と 特典）
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日 時 会 場

１回目
平成29年3月18日（土） 13時00分～17時00分

→ 終了後、キックオフ懇親会
※調整中 （那覇市～宜野湾市の間）

２回目 平成29年4月05日（水） 18時00分～21時00分 ※調整中 （那覇市～宜野湾市の間）

３回目 平成29年4月19日（水） 13時00分～17時00分 ※調整中 （那覇市～宜野湾市の間）

4回目 平成29年4月29日（土） 13時00分～17時00分 ※調整中 （那覇市～宜野湾市の間）

5回目 ５回目以降は、別途、調整・連絡いたします。

相互支援会日程 ドリームプラン・プレゼンテーション沖縄大会2017

本番当日までに以下の相互支援会を予定しております。相互支援会とは、プレゼンター、支援者、事務局

実行委員が共にプレゼンをつくりあげていくものです。必須での参加ではありませんが、よりよいプレゼンや

社員の成長を促進する効果がありますので、ご都合のつく日時でのご参加をお勧めします。
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特定非営利活動法人沖縄人財クラスタ研究会

沖縄県那覇市松尾1-19-27 ミルコ那覇ビル４階

ＴＥＬ：０９８－９４３－７７８９ ＦＡＸ：０９８－９４３－７７８５

Mail ： junshirai73@yahoo.co.jp （白井 旬）

Facebook：http://www.facebook.com/shirai.jun

ＨＰ： http://www.human-okinawa.org/


