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平成２1年度理事会・通常総会開催 
 

５月１４日、ホテルセンチュリー２１広島におい

て、平成２１年度理事会・通常総会を開催いたしま

した。 

理事会・通常総会は、平成２０年度事業報告、平

成２１年度事業計画の審議・決定後、役員交代につ

いて説明しました。 

 引き続き行われた特別講演は、『激変する環境と日

本経済の進路』～絶望の先にある希望～と題して、

中京大学名誉教授・東京福祉大学大学院教授 経済

学博士の水谷研治氏から、講演をいただき盛会裏に

終了しました。 

平成２１年度 事業方針 
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米国の金融問題に端を発した世界同時不況の中で、

我が国においても生産、輸出、雇用、消費などあら

ゆる経済活動において急速な悪化がみられる。 
殊に当中国地方においては深刻なものがあり、自

動車、鉄鋼、化学などの輸出型業種の大幅な減産な

どにより、生産が急速に低下し雇用も一段と厳しい

状況にある。 
各企業・組織は、このような難局を乗り越え将来

を見据えた強固な経営体質を確立していかなければ

ならないが、そのためには、自社の優位性を一層強

化し、顧客価値を基点にした新しい商品・サービス

を創造していくことが極めて重要であり、その基盤

である人材の育成と労使の協調も強く求められてい

る。 
また、少子高齢化社会を迎えた我が国経済の持続

的発展のためには、製造業や海外に比較して低位に

あるサービス産業の生産性向上も、官民挙げての喫

緊の課題になっている。 
このような状況下にあって、経営・労働・学識の

３者で構成している中国生産性本部の役割を十分認

識し、本年度は以下の事業を中心に展開する。 

 

１．経営品質向上活動の推進 

企業・組織の競争力をより向

「顧客本位」「独自能力」「社員

調和」の 4つの基本理念の上に
通じて新しい価値を創造し続け

活動』を当本部の主要事業に位

組織の定着と普及をはかる。 
２．創造力、人間力を高める人材

組織活性化と変革を推進する

て、創造力や人間力を高める各

会・セミナーを開催する。 
３．雇用・労働環境の整備に向け

働きがい、生きがいなどの社

て、人間尊重を基本に時代に応

策の研究・検討・提言活動を推

４．サービス産業等の生産性向上

我が国のＧＤＰ（国内総生産

サービス産業等の生産性向上

等と連携して推進し、中国地域

する支援を展開する。
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ＨＯＴ情報 

通 常 総 会 特 別 講 演 
「 激変する環境と日本経済の進路 」～  絶望の先にある希望  ～ 
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通常総会後、中京大学名誉教授 東京福祉大学大

学院教授 経済学博士 水谷研治氏から、「激変する

環境と日本経済の進路」をテーマに特別講演を行い

ました。 
 
１．急落する景気 
今まさに世界の経済は、激動の中にある。その状

況や内容は会社や地域によって異なるが、その動き

は、我々がかつて経験したことのない速さで下落し

ている。思い起こせば、昨年９月のリーマン・ブラ

ザーズの経営破たんという金融問題が世界中の経済

に波及し、１０月、１１月と月を経るごとに、「ガク」

「ガク」「ガク」と音を立てて崩れていった。年が変

わると少し良くなると思っていたが、その状況は皆

さんがご承知のとおりである。しかし、いつまでも

下がっていくことはない。必ず「底」がある。モノ

が全く売れなくなり、「ゼロ」になったりすることは

あるが、「ゼロ」以下になることはない。 
今後どう対応していくのかを考えてみると、「合理

化」を図り、最終的には生き延びていかなければな

らない。そのためには、ありとあらゆるものを節約

して「合理化」を進めていかなければならない。 
 
２．世界経済を支えたアメリカの輸入 
アメリカは、昔から世界一の金持ちの国ではなく、

ヨーロッパからお金を借りて、経済を支えていた。

それまでの世界の中心は、ヨーロッパであり、そこ

でモノを作って世界中に売って世界の経済を支えて

いた。しかし、二度の大戦により、ヨーロッパの経

済が崩壊したことで、ヨーロッパではモノが作れな

くなった。その時、ちょうど一人前となったアメリ

カがヨーロッパに変わって、世界にモノを売ること

ができるようになった。それによりアメリカはお金

を稼ぎ、それまでの借金を返済し、世界一のお金持

ちの国になった。 
戦後、世界中にはアメリカ製のモノしかなく、い

いモノといえばアメリカ製品であった。日本もそれ

を買っていた。しかし、それがいつの間にか変わっ

てしまった。アメリカは裕福になったことでモノを

作らなくなり、日本

からモノを買うよう

になった。それまで

蓄えたお金を費やし、

借金をしてまでモノ

を買うようになった。

そのことで、日本や

世界中の国々の経済

を支えていった。 
 
３．長く続いた日本の景気上昇 
我々は、景気をよく「山」と「谷」に例える。山

が高ければ谷深し、谷が深ければまた山が出てくる

というように、景気が良くなると、売り上げが伸び、

収益も上がる。戦後、日本のＧＤＰ（国内総生産）

は１０％以上の伸びをしており、悪くても５～６％

を保っていた。 
昨年９月頃の日本経済を見てみると、その１年ぐ

らい前から下がりつつあり、既に山を越えていた。

それまで、戦後最も長いといわれた一昨年までの景

気上昇は、５年以上という長期間にわたり緩やかに

続いていた。その間のＧＤＰは、平均で年率１％の

上昇であり、しかし、景気がいいといっても極めて

低い成長であった。 
 
４．必要な対応 
現在のように、景気が悪くなると当然売り上げが

減るわけなので、企業はモノを作らなくなる。しか

し、モノ作りの技術は一旦生産がなくなれば、二度

と戻らなくなり、いいモノが出来なくなる。少しで

も収益があるならば、やめるよりも技術を絶やさな

いために作る選択も必要なのだと思う。 
重要なことは、「生き延びる」ことである。それに

向けた準備をしてほしい。生き延びるということは、

今の状態を続けることではなく変わるということで

ある。経済がもう一段も、二段も下がる中でも「生

き延びる」ための準備をしていただきたい。そうし

て、生き延びた企業･組織が中国地域を含めた日本を

支え、そして日本の経済を救うこととなる。



 

ＨＯＴ情報 

平成２１年度 事業展開の概要 
～経営品質向上活動の推進と創造力、人間力を高める人材育成の推進～ 

                                             

 

先の通常総会で承認された中国生産性本部平成２１

年度事業の概要をご報告します。 

 
１．経営品質事業 

経営品質向上プログラムは、規模の大小、製造業・

サービス業・行政など事業分野を超えて応用できるも

のであり、この定着・普及に向けて中国経営品質協議

会と一体となって次の事業を推進する。 
(１)普及・促進 
①競争力ある経営の推進役の育成に向けて、「経営

革新」「経営評価」などの経営基礎講座のほか、自

組織の状態と課題を評価する「セルフアセッサー」

等の人材育成講座を開催する。 
②「経営品質実践セミナー」を年５回定例開催す

るとともに各県・地域の研究会と連携した普及活

動を行う。 
(２)中国地方経営品質賞 
①日本経営品質賞（ＪＱＡ）は、顧客視点で経営

全体を運営し、不断に顧客の求める価値を生み出

す「卓越した経営の仕組み」を有する企業の表彰

を目的としている。中国地方でこの卓越した組織

を輩出することを目的に創設された「中国地方経

営品質賞」を継続実施する。 
②当協議会の認定した経営品質サポーター、中国

地方の経営品質賞審査経験者などの協力を得て、

同賞への関心とチャレンジ組織を広めるための活

動を展開する。 
２．トップセミナー事業 

激変する社会経済情勢の中での的確なリーダーシッ

プとトップマネジメントの一助とするため、会員組織

幹部を対象にした、①第 43回トップセミナー、②西日
本生産性会議 2009、③２１世紀全国生産性フォーラム
2009を開催する。 
３．人材育成事業 

(１)階層別能力開発事業 
目標管理などのマネジメント・経営力、コーチン

グ等の部下育成などに視点を置いた部課長・係長ク

ラス養成研修のほか、女性リーダー育成、新入社員

研修を実施する。 
そのほか、採用や配置など人事管理の支援ツール

「適性能力総合診断テスト」を提供する。 
(２)専門能力開発事業 
財務、法務、人事考課、メンタルヘルスなど実務

者・管理者の専門スキル研修、ロジカルシンキング

による課題発見研修を実施する。また、顧客に感動

を与える経営を学ぶ「感動の三部作」を実施する。 
なお、技術経営(ＭＯＴ)や技術・技能継承をテーマ
にした勉強会を組織し、技術系社員のためのメニュ

ーについても検討する。 
４．労組・労使関係事業 

社員の誇り・やりがい・安心感など、社員満足向上

を視点に時代に応じた労働施策の研究と提言活動を進

める。 
なお、事業展開に際しては「労働組合の新しいあり

方検討委員会報告（Ｈ20．2報告書とりまとめ）」をベ
ースに推進する。 
５．サービス産業等への生産性向上支援事業 

サービス産業の生産性向上を支援するため、中国地

方の行政機関、関係団体等で構成した「中国地域サー

ビス産業支援ネットワーク（仮称）」および「サービス

産業生産性協議会」との連携を強化し、地域のサービ

ス産業の生産性向上への普及・啓発を図っていく。 
なお、全国の生産性機関で構成する「中小企業経営

革新センター」のネットワークをもとに、中小企業の

生産性向上に資する経営面でのコンサルティング活動、

研修等の支援活動を展開する。 
６．海外視察団事業 

海外の経済社会情勢、生産性などの産業動向、労働

政策や福祉・文化施策を視察し、当本部や会員組織の

活動と人材育成に資するため、海外視察団を派遣する。

なお、本年は昨年に続き、労組リーダーにより調査団

を編成し、欧州の事情調査を行う。 
７．コンサルティング事業 

企業・組織内研修の企画、受託研修および講師派遣

を行う。 
８．組織・広報事業等 

(１)新聞・会報・ホームページ等により会員に情報提供
を行う。 

(２)時事・経済講演会（時代の潮流とリーダーシップ〈四
半期１回／年４回定例開催〉） 

(３)サービス産業生産性向上への支援・協力活動などを
通じ、生産性運動への理解を深めていただくことに

より会員拡大を図る。 
(４)企業や労組の組織内研修会に、当本部のセミナー等
で実績豊かな外部講師を斡旋・派遣する。 
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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～ 

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！ 

 

メンタルヘルスマネジメントセミナー 

～管理者のためのメンタルヘルス対策～ 
 １５人に１人がうつ病といわれている現在、部下を

持つ管理職の方々にとってメンタルヘルスの問題は他

人事ではありません。職場で起こる部下の心の問題は、

知識だけでは対応できません。本セミナーは、現場で

実践的な対応方法ができるよう、職場で起こりがちな

具体的な事例を取り上げ、要点をわかりやすく解説い

たします。 

「経営革新」講演会・セミナーのご案内 

日 時：７月８日(水)１０：００～１７：００ 
場  所： 広島国際会議場(広島市中区中島町1-5) 

会員参加料：15,000円  

講 師：Ｙ’sオーダー 代表取締役 

     人材開発コンサルタント 藤野 祐美氏 

内 容：  

１．不況下でますます深刻になっている、今職場で

起こっていること 

２．知らないでは済まされない!ストレスの基礎知識 

３．メンタルヘルス対策は「早期発見」が重要！ 

  ～心の不調に気づくためのチエックポイント～ 

４．心の不調を起こした部下への正しい対応 

５．「職場復帰」のための具体的な方法 

６．「予防」のために上司、職場がすべきこと 

 

係長・主任セミナー 

～強い組織をつくる係長・主任の意識改革～ 
 係長・主任は現場のリーダーであり、業務目標達成

のためには、先頭に立って行動し成果を上げ続けなけ

ればなりません。本セミナーでは心構えから部下育成、

仕事の進め方など職場で実践して頂ければ、部下も成

長するノウハウを学んでいただきます。 

日 時：７月１０日(金)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 

内 容： 

 １．人生を懸けて仕事をしていますか？ 

 ２．自分自身を知ればあなたは変身できる 

 ３．会社の将来は係長・主任で決まる！ 

 ４．部下を「やる気」にさせる動機づけ 

 ５．職場の人間関係を良くする心理テクニック 

 ６．強い部下を育てる極意はこれだ！ 

 ７．自己革新できるリーダーが組織を変える！ 

 
〈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/ 


