
 

 

 

 

「2008年度中国地方経営品質賞」表彰組織決定 

～賞制度創設以来、初めての『エクセレンス大賞』を輩出～ 

表彰式は５月２７日開催 
 

今年で５年目を迎える「中国地方経営品質賞」は、

４月１５日（水）「中国地方経営品質賞委員会（委員

長、山下 隆）」を開催し、「2008 年度中国地方経営

品質賞」の表彰組織を決定しました。 
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本年度は、エクセレンス部門『エクセレンス大賞』

に“パナソニック株式会社 モータ社 情報モータビ

ジネスユニット”が選ばれ、当賞創設以来初めての

大賞受賞となりました。 

チャレンジ部門では、『チャレンジ賞』１組織、『敢

闘賞』１組織が選ばれました。 

表彰式は、５月２７日広島市で開催されます。 

 

１．エクセレンス大賞（エクセレンス部門） 

パナソニック株式会社 モータ社  

情報モータビジネスユニット（鳥取県米子市） 
<主な表彰理由> 

●経営幹部が真摯なリーダーシップを発揮し、

「守る」「攻める」「創る」のスローガンによ

る全社一丸の組織風土づくり 

●専門化とリソースの集中で、世界トップレベ

ルのセットメーカーであるリーダー顧客と

の密着により高い価値提供の仕組みを構築 

●源泉工程から一貫生産によるモノづくり体

制は、ブラックボックス技術という形で結実

し、業界での優位性確保を実現 

●グループ内連携と協働を最大限活かした総合

力を発揮した、競合との差別化 

●開発テーマの情報共有や意思決定の迅速化

を図るとともに、社員のアイディアも反映さ

せた経費削減活動などによ

に向けた活動を展開 
 

２．チャレンジ賞（チャレンジ部

富士ゼロックス岡山株式会社

平成２

＜主な表彰理由＞  

●グループ内の統一システ

を推進することで、お客様

課題を個別に把握し、継続

施 

●販売特約店と、営業戦略や

コミットする取り組みや

学習支援を展開し、共栄と

●部門横断的なタスク活動

取り組みを通じて社員が相

びあう組織風土づくりに

促進 

 

３．敢闘賞（チャレンジ部門） 

トヨタ部品岡山共販株式会社

＜主な表彰理由＞  

●「お客様が第一」を基軸と

推進や職場懇談会の開催な

らの具体的行動による社

出す組織改革への取り組み

●組織のチームワークや顧

を向上させていくため、階

研修を実践行動に反映さ

定する社員教育への取り組
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ＨＯＴ情報 

平成２１年度新入社員研修会 
～共感とチャレンジ！～ 

 ４月６日(月)～８日(水)の２泊３日、広島県江田

島市において、平成２１年度新入社員研修会を開催

しました。要旨をご紹介します。 

 
１．新入社員研修と団体生活が同時にスタート 
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21 年度の新入社員が参集し、開講式が始まった。
企業の異なる参加者が一堂に集まり団体行動と生活

をする張感と不安感が会場全体を包んだ。 
オリエンテーションでは、「この研修中は全力を尽

くしてチャレンジしたことがたとえ失敗に終わって

も良い。大切なことは、失敗をして気づいたことを

職場で活かすことである。」と事務局側より説明した

後、研修の目的や集団生活でのルールについて理解

していただいた。 

 

２．厳しい時代の中での新入社員の役割 
研修会の最初の講師である㈱ウーブル・ロールモ

デル研究所 十倉純子代表取締役社長は、「職場に抱

かれて、自分の未来を自分で作る為には」と題して

ビジネスマンとしての心構えについてご講演いただ

いた。特に、〝ビジネスマンに必要な能力〟と〝職

場における人間関係の重要性〟に重点を置き、信頼

される社員となるためのポイントを経営者と人材育

成のプロの二つの視点から、わかりやすく解説され

た。 

続いて、ビジネスマナーの必要性について受講者

が理解を深めた後、挨拶、電話の受け方、名刺の扱

い方の基本について実習を交えながら講義があった

後、２０名ずつのグループに分かれて、インストラ

クターの指導に従いロールプレイングを行った。 
受講生は徐々に大きな声で挨拶をし、電話応対や

名刺交換を一人一人が一生懸命にチャレンジし、自

分のものにしていった。 
 

３．一人一人が心を合わせ、大きな力を作り出す 
「社会性を育成する実際体験」では、コミュニケ

ーション・協調性・リーダーシップ等の重要性を体

得していただくために、実習をしていただいた。 

２日目は、実際に海に出てカッター研修を行った。

最初は、漕ぐタイミングがわからず、波にオールが

つかまり体ごと海にもっていかれそうになる受講者

もいたが、コツをつかむと困っている人を助けなが

ら、艇の状態を取り戻した。そして、皆の心と一つ

になり全員のオールが揃った時、艇は風を切り信じ

られない勢いで前進していった。その後のグループ

討議では、「職場で協力することが大切であること」

「目標に向かって努力することが重要であること」

などの気づきが多数発表された。 

４．夢を持ち可能性へチャレンジ 
研修終盤には、(有)香取感動マネジメント 香取

貴信代表取締役が、お客様に感動をあたえることが

自分の喜びや成長につながることや、価値観を持ち

主体的に仕事に取り組むことの重要性や、夢に向っ

て自分を貫き通す大切さについて、ご自身の今まで

の経験を振りかえりながら熱く語り参加者に感動を

あたえた。研修最後には、自己改革計画書を作成し、

一人ひとりが仲間の前で高らかに決意表明をした。

研修室は互いにエールを送り合う研修生の拍手で湧

き上がった。 
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中国生産性本部理事  

役員リレー寄稿 

                   山本 芳弘 氏 
                          （王子製紙新労働組合米子支部支部長） 
 

 

 

 

私たち紙パルプ産業も、昨年秋のリーマンショッ

クを境に社会情勢が急変し、日々悪化の一途をたど

り、底が見えない状況下での 2009 春季生活闘争とな

りました。 
物価上昇分及び賃金改善はおろか、定期昇給相当

の凍結の論議では、危機を認識し、競争力強化に向

けた生産体制再構築を始めとする会社諸施策に対し、

弛まぬ協力・努力を行っている組合員にどのように

伝わるのか危惧を禁じ得ず、今まで築き上げてきた

労使の信頼関係を損ないかねない不安視の中、労使

が真剣に徹底した話し合いを行った事で解決に至る

事が出来ました。集中回答日に了解点に達しない異

例の団体交渉となりましたが、組合員の認識、考え、

想いが会社に伝わり、理解された結果であると考え

ます。 
また、組合としても過去から築き上げてきた労使

の信頼関係の下、危機感を共有し、この非常事態を

いち早く乗り切らなければならない一体感を強固に

持つことになりました。生産性運動の三原則を基本

に「今、やるべきこと」を労使一体で協力すること

が、企業の存続と雇用を守る事だと考えます。 

日本企業の競争力は、現場を「コスト」として見

てこなかったことから生まれています。「人」には知

恵があり、改善するアイデアが創出されます。そし

て日本特有の高技術・高品質が生み出されます。現

在、日本企業の変革において固定費の削減が進めら

れています。人をコストとして見るのならば現場力

は育ちません。現場における自信と誇りが創出され、

企業の発展の礎になるはずです。 
組織のトップとなり、組織で動き、組織を動かす

ことを念頭に活動を行っていますが、末端まで理解

浸透は難しい事です。企業においても同じです。人

と人とのつながり、泥臭いやり取りが行われてこそ

業務は繋がり、企業の総合力は生まれてきます。環

境の変化に合わせて、変えるべきものは柔軟に変え

ていき、継続すべきものは必ず継続していく事が、

企業における労使の役割だと考えます。 
日本企業の置かれている立場は厳しい状況が続き

ます。ワークシェアリング等、日本独自施策を構築

しなければなりませんが、政・労・使が知恵を出し

合わなければなりません。厳しい時こそチャンスと

してとらえ進化していきたいものです。 
◇◇◇◆◆◇◇◇◆◆◇◇◇◆◆◇◇◇◆◆◇◇◇◆◆◇◇◇◆◆◇◇◇◆◆◇◇◇◆◆◇◇◇◆◆◇◇◇ 
 

 

 

 

 

４月１３日(月)広島市において中国労組生産性会

議役員会（議長：伊丹幸男連合広島会長）を開催し、

平成２０年度事業報告の確認、平成２１年度重点運動

目標と平成２１年度事業計画（案）について論議しま

した。 

なお、当日は東京から全国労働組合生産性会議 事

務局長 西澤昇治郎氏をお迎えし、「全労生結成５０

周年に向けた活動」などについて説明・報告を受けた

後、意見交換を行いました。 

主 な 内 容 
◇平成２１年度 重点運動目標（案）概要 
「雇用安定に向けて生産性理念のもとに労働組合

への期待に応えよう」をテーマに掲げ、次の視点を

重点に関係組織が積極的な活動を展開する。 
①「人」は企業・組織の成長の源泉という視点 
②雇用への安心を高める労働協約の視点 
③企業・組織の継続的成長に向けた労使協議の充

実・強化する視点 
④経営への提言力を高める視点 

 
◇平成２１年度 事業計画（案）概要 平成 21年度第１回  

中国労組生産性会議 役員会を開催 
○平成 21年度の主な事業は、次のとおり。 
１．労組リーダー育成 

◇国内研修 
日 程：7月 6日（月）～8日（水）目途 
概 要：講義と経験交流を通じ労働運動推進に

必要な専門スキルとリーダーシップを

養う。 
◇海外研修（海外労働事情調査） 

   日 程：12月 1日（火）～10日（木）目途 
   訪問国：欧州３カ国程度 
   概 要：欧州の社会・経済・労働事情の視察調

査を通じ国際感覚を養う。 
２．セミナー・講演会等 

◇時代の潮流とリーダーシップ 
日 程：6月 12日（金）ほか 3回 

  ◇トップセミナー 
    日 程：平成 22年 2月目途 
◇西日本生産性会議(福岡市) 

    日 程：7月 23日（木）～24日（金） 
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感動の三部作(第１回) 

人生と仕事を成功へ導く「自分軸」の見つけ方 

仕事や人生の基軸となる「自分軸」というものを講

義や体験学習を通じて学んでいただきます。笑いあり、

感動ありのセミナーです。 

金メダルを獲得した一流選手や有名俳優、成功した

企業家、自分の仕事に自信を取り戻した会社員･･･色々

な立場の人が成果を認めた平本さんの熱い思いと考え

抜かれた理論と手法をぜひ、この機会に体感してくだ

さい。 

日 時：６月１１日（木）１４：００～１７：００ 

場 所：広島国際会議場(広島市中区中島町１－５) 

会員参加料：8,500円 

講 師：㈱ピークパフォーマンス 代表取締役 

     メンタルコーチ    平本 あきお 氏 

内 容： 

・人生を充実させる「自分軸」 

 ・｢自分軸」の二つの傾向「価値観型」「ビジョン型」 

 ・世界でたった一つの自分にしかないオリジナルの

「自分軸」の探し方 

 

管理者研修 

～企業を生き残り・発展に導く管理者の条件～ 

 管理者は、経営者の分身となり今までの成功体験・

既成概念を捨て去り、現場や部下を変革していく使命

感と管理能力、さらに、行動力がなくては経営改革は

ありえません。このセミナーでは、管理者の方々の意

識改革を迫るとともに、理論ではなく、実務、行動を

重視した実践的管理手法を習得していただきます。 
日 時：６月１６日（火）１０：００～１７：００ 

場 所：ウェルシティ広島（広島厚生年金会館） 

（広島市中区加古町３－３） 

会員参加料：15,000円 

講 師：経営労務問題研究所 代表  

     経営コンサルタント   原田 虔一郎 氏 

内 容： 

１．厳しい時代を乗り切る覚悟を決めよ 

 ２．あなたが燃えれば部下も燃える 

 ３．これからの時代こんな管理者が会社を滅ぼす 

 ４．できる管理者はここが違う 

 ５．管理の５大機能を身につける 

 ６．管理の基本を学ぶ“あなたならどうする” 

 ７．部下を誉めよ、やらない部下も放置しない  

 ８．ここまで準備すれば大戦争時代に勝てる  

 

中堅社員セミナー 
～「やる気」と「自信」が湧いてくる中堅社員セミナー～ 

「経営革新」講演会・セミナーのご案内 自分のキャリアをどうするか。後輩の指導をどうす

るか。中堅社員の抱える悩みは尽きません。本セミナ

ーは、ただ一方的に講師の話を聴くだけではなく、グ

ループワークを交えながら、自分が納得する指針を自

分で見つけ出し、行動につなげていくものです。 

日 時：６月２３日(火)１０：００～１７：００ 

場 所：ウェルシティ広島（広島厚生年金会館） 

（広島市中区加古町３－３） 

会員参加料：15,000円 

講 師：コンサルタント   浦上 俊司 氏 

内 容： 

 １．競争し、成果を出すリーダーの役割と責任 

 ２．意識が変われば行動が変わる！ 

 ３．やる気のスイッチを押し、壁を乗り越える方法 

 ４．後輩にやる気を与え行動を起こさせる！ 

 ５．新人・若手社員の見本となり職場風土を変革！ 

 ６．感謝道を実践すれば道は拓ける！ 

 

 講演会  

時代の潮流とリーダーシップ 

～激変する時代に 今 必要なこと～ 
日 時：６月１２日(金)１３：３０～１７：００ 
場  所： 広島国際会議場(広島市中区中島町1-5) 

会員参加料： １名様まで無料(２名様以上8,500円) 

講 師： 

 経済アナリスト シンクタンク藤原事務所 

所長 藤原 直哉 氏 

内 容：  

第１部 激変している時代潮流 

・日本や世界の経済・社会情勢を現場の生きた情報を

もとに鋭く解説。 

・今、何が変化をはじめ、近い将来にどういうことが

起こるかを予測 

第２部 新しい時代のリーダーシップ 

・今までのマネジメントだけでは、この環境変化を乗

り越えられない 

・新しい時代のリーダーシップの真髄 

 
〈発行〉中国生産性本部 
〒730-0041 広島市中区小町 4-33中電ビル 2号館 4階 
ＴＥＬ（082）242－7972 ＦＡＸ（082）242－7973 
ＵＲＬ http://www.gr.energia.co.jp/cpcenter/ 


