
 

 

 

 

 

感動の三部作 

～２１年度の開催内容～ 
 

平成２１年度の「感動の三部作」は、景気が低迷

しても、その流れを、企業、もしくは、ご自身がく

い止め前進し新しい価値を作り上げる気づきが生ま

れるよう企画しました。 
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第１回  

「人生と仕事を成功へ導く『自分軸』の見つけ方」 

第 1回は、すでに、６月１１日に開催いたしまし
た。 
テーマは、「人生と仕事を成功へ導く『自分軸』の

見つけ方」と題して、有名なアスリートや俳優や経

営者のメンタルコーチとして今、注目されている㈱

ピークパフォーマンス 代表取締役 平本あきお氏

をお招きして、『自分軸』の解説と受講者お一人お一

人の『自分軸』を探すことを体感していただきまし

た。 
『自分軸』とは 
私達は、｢報酬｣「昇進」「休日・休暇」という外発

的な動機付けにより、仕事に対して、「やらなければ

ならない」という意識を持ちがちです。しかし、個

人の心の中には、「大切にしたい自分らしさ（価値

観）」や「将来のありたい姿（ビジョン）」が存在し

ています。それを、平本氏は『自分軸』と表現しま

す。これこそが、やる気の素となります。「報酬」な

どを外発的な動機付けとすれば、『自分軸』は内発的

な動機付けです。 
各自が『自分軸』（自分のやりたいこと）ばかりを

優先したら、組織が成り立たないと思われがちです

が、全ての仕事を『自分軸』にするわけではありま

せん。仕事の中に、『自分軸』のエッセンスの一部分

が入れば、部下のやる気は湧いてきます。そして、

それを認めてくれようとする上司

より、自分のやりたいことに対し

惜しみません。したがって、上司

ケーションを通して、会社軸(会社
ン)と自分軸(個人の価値観・ビジ
けることが本質的に重要となって

 
第２回  

100 年続いた経営、管理、利益の

 ～「売上 － 経費 ＝ 利益」の

 景気が低迷する現在にあっても

ある中小企業の利益を伸ばすこと

中典生氏が新しい時代の経営につ

口でわかりやすく解説します。 
開催日時 ９月１日（火）１４：

講  師 株式会社脳力開発セン

代表取締役

 
第３回 

社員とお客様がともに幸せになる

  ～この不況を克服する大きな

開催日時 ９月２８日(月)１３：３
講  師 ザ･リッツカールトン･

日本支社

     人と経営研究所 所長 
 
番外編 企業視察会 

開催日時 １０月２３日（金） 

視察場所 伊那食品工業㈱（長野

※社員、お客様、地域から絶賛さ

続けている製造業です。 
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ＨＯＴ情報 

メンタルヘルスマネジメントセミナー 
～さあ、どうする？！職場でのメンタルヘルス問題対応～ 

                         Ｙ’ｓオーダー 代表取締役 藤野 祐美氏 

 7 月 8 日(水)広島市において、メンタルヘルスマ

ネジメントセミナーを開催しました。講師をしてい

ただきました藤野祐美氏に寄稿いただきました。 

 
 「部下がうつのようですが、どうしたらよいでし

ょう？」「頑張れは、禁句ですよね？」職場でメンタ

ルヘルス問題が発生した際の対応について、管理職

の方々からよく質問をいただきます。 
 メンタルヘルス問題はもはや他人事ではないとは

言え、いざ問題を目の前にすると、その対応には苦

慮するものです。いかに本人に声を掛け、どう動く

べきなのか。職場での具体的な対応策について、お

伝えいたします。 
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 問題が発生した際には、３つのステップが重要と

なります。 
第 1ステップ 
本人の様子、また本人を巡る環境についての情報

収集から始めます。情報収集の結果、メンタルヘル

ス問題が疑われる場合は、一刻も早く本人に声を掛

け、状態を把握してください。直ちに専門家につな

ぐべきか、しばらく様子を見守るべきかを判断する

のです。特にうつ病の初期では、本人に自覚症状が

ない場合が多いので、周囲の働きかけが大切になり

ます。“いつもと何か違う”、“皆とどこか違う”とい

った本人の“ズレ”に気づいた際にはまず声を掛け、

この“ズレ”の正体が疾病性のあるものか否か確認

します。 
 勤労者のメンタルヘルス問題は、その８割が職場

で発見されると言われています。職場で感じる“ズ

レ”は決して、軽視できません。 
メンタルヘルス問題の場合は、ほとんどのケース

において、食欲や睡眠に影響が出ます。そこで、声

を掛ける際には、「最近、よく眠れている？」「食欲

はある？」といった睡眠や食欲に注目することが有

効です。「顔色が悪いよ。」「体調が悪そうだけど、大

丈夫？」といった直接的な質問には抵抗を見せる方

も、睡眠や食欲に関しては、比較的抵抗無く本音を

答えやすいものです。 
声掛けの結果、本人の不調が１０日から２週間継

続しているようであれば、即、産業医や専門医につ

ないでください。この１０日から２週間という期間

は、不調を見分ける一つの指針となります。 
続いて、本人を巡る環境についての情報を収集し

ます。職場環境をチェックし、メンタルヘルス問題

の原因となりかねないストレス要因の有無を確認し

ます。長時間労働や長期出張が慢性化している職場

では、他者にも影響が及んでいるケースが懸念され

ます。実際、同じ職場で複数名のメンタルヘルス不

調者が出るケースがよく見受けられます。 
 第２ステップ 
次は、組織としての迅速な対応です。職場のスト

レス要因は、企業の経営方針から、業績、ひいては、

業務の質や量・職場の人間関係等、多岐に渡ります。

このため、直属の管理監督者・人事・産業医等の専

門家による組織横断的なチームでなければ、対応が

困難です。組織全体で発生ケースの早期解決に向け

て、一丸となって取り組むと共に、第２・第３のケ

ースが発生しないよう再発防止策に着手する必要が

あります。 
またメンタルヘルス問題は、正しい知識を持ち合

わせないことから、職場における誤解や偏見を生む

恐れがあります。本人の周囲が、メンタルヘルス問

題による休職者への不満を溜め込んだり、本人の復

職に際して抵抗するといったケースが散見されます。

常日頃より、組織全体がメンタルヘルス問題につい

て正しい知識をもつよう、環境整備することもまた、

重要です。 
第３ステップ 
第３のステップは、職場外問題への対応です。メ

ンタルヘルス問題の原因は職場に限らず、家庭環境

が影響しているケースも多々見られます。更には本

人に続いて、家族が同様に発症するケースも少なく

ありません。このような二次被害を防ぐためにも、

本人の了解のもと、家族とも連携をとり、問題の共

有と解決への取り組みが必要となります。 
 メンタルヘルス問題への対応は、何より予防です。

正しい知識を持ち、環境を整備すること。そして、

職場でのつながりを大切にし、お互いが気軽に声を

掛け合える、コミュニケーションの活発な職場づく

りを目指してください。 
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役員リレー寄稿 

中国生産性本部常任理事  

               高 橋   徹 氏 

                （全天満屋労働組合 中央執行委員長） 

 
 

「正規労働者」と「非正規労働者」の賃金格差が社

会問題となっている（格差は賃金だけにとどまらない

が、本稿では賃金に絞って問題提起を行う）。もちろん、

仕事の内容が違えば賃金も違うのもまた当然なので、

重要なのは「正規」「非正規」それぞれの平均賃金の比

較ではなく、個別の仕事や働き方に照らして、両者の

賃金水準のバランスがとれているか、処遇に公正さを

欠いていないか、ということになるはずだ。 
しかし、「バランスがとれている」「公正さを欠いて

いない」ということを、何をもって判断するかは非常

に難しい問題だ。この難問を解決するにあたり、「同一

価値労働・同一賃金」という概念がしばしば持ち出さ

れる。「同じ仕事なら同じ賃金」という、この概念自体

は納得性が高く、これに異議を唱える人は少ないだろ

う。 
しかし、それを実現することは相当高いハードルだ。

この概念を突き詰めていけば、究極的には企業の枠を

超えた、社会横断的な職務給制度の構築を目指すこと

になるが、それは我が国の雇用慣行を一変させるよう

な大改革になるだろう。現時点では現実的でないうえ

に、多くの問題も孕んでいるので、ここでは議論を省

略する。 
それでは、同じ会社の中であれば「同一価値労働・

同一賃金」の実現は可能かといえば、それも簡単な話

ではない。「同一価値労働」と一口に言っても、なにを

もって「同一」とするのか、どのようにして「同一か

どうか」を測定し判断するのか、については様々な意

見が出てきそうだ。多くの場合、ただいま就いている

仕事の中身だけでなく、経験や組織の中で期待される

役割、能力、成果、あるいはこれらを総合的にみた企

業への貢献度など、さまざまな要素が「同一」の判断

にかかわってくる。短期的な業績を重視するのか、中

長期的に期待される貢献を重視するのかでも違ってく

るだろう。 
結局、企業内における「同一」の測定方法や判断基

準は、法律などで一律に縛れる性格のものでなく、個々

の企業労使の真剣な協議や交渉の結果、見出すしかな

い。また、そうして見出された基準に照らして、「正規」

「非正規」の賃金水準の「バランスがとれているか」

「処遇に公正さを欠いていないか」を点検し、必要に

応じて修正していくのも、基本的には個々の企業労使

の責任においてなされるべきだろう（もちろん、この

場合、当該企業に健全で正常な労使関係が維持されて

いることが大前提になるが）。 
そういう意味では、企業別労働組合が、少なくとも

自社で直接雇用されている「非正規労働者」を組織化

することは喫緊の課題である。「正規労働者」だけを代

表する労働組合では、上記のような機能を発揮するこ

とは難しい。 
「正規労働者」と「非正規労働者」の格差是正は、

法規制などで「同一価値労働・同一賃金」を推進する

ことよりも、労働組合が足もとの「非正規労働者」の

組織化への取り組みを本気で進めることのほうが手段

として「正しい」と考える。一見、迂遠なようだが、

この問題に対する労働組合としての本質的なミッショ

ンはそこにあると思っている。 
◇◇◇◆◆◇◇◇◆◆◇◇◇◆◆◇◇◇◆◆◇◇◇◆◆◇◇◇◆◆◇◇◇◆◆◇◇◇◆◆◇◇◇◆◆◇◇◇◆◆◇

 

 

 

 

 

7 月 6 日（月）から 8 日（水）の 3 日間、連合中国

ブロック連絡会と連携し、次世代の労組リーダーの養

成を目的とした研修を広島市で開催しました。 

 

『深刻化する《非正規》問題と労働組合の社会的責

任』と題し、日本労働組合総連合会（連合本部） 非正
規労働センター 総合局長 龍井葉二氏から、現在、深
刻化している非正規社員の問題を通して、労働組合に

求められる課題についてご講演をいただいた。 

研修では、富士社会教育センター 常務理事 中村勝
雄氏を講師に、①労働運動の歴史と戦後の労働界の歩

み（変遷）、②労働組合役員としてのリーダーシップ能

力を高める、③これからの労働組合運動と方向性、④

労使協議と賃金交渉に役立つ経営分析、⑤職場コミュ

ニケーションの充実、⑥職場の課題と労働組合の取り

組みなどについて、３日間の研修を行いました。 
 
参加者から、「これまでいろいろ研修を受けたが、労

働組合の歴史、欧米の労働組合、経営分析など、あま

り触れてない部分の研修もあり大変勉強になった」「こ

れからの組合活動に、学んだことを活かして行きたい」

などのご意見をいただきました。 

平成２１年度 労組リーダー研修を開催
～労組役員に必要な専門スキルと 

リーダーシップを養う～ 
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感動の三部作（第２回） 

～100年続いた経営、管理、利益の常識が今、変わる～ 

100 年に一度の大不況といわれている今、人が自分
らしく能力を発揮する組織は、不況に左右されず、今

もなお、過去最高の利益を上げています。マスコミで

は流れない、経営の真実を語ります。 

日 時：９月１日(火)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：株式会社能力開発センター 

代表取締役 田中 典生 氏 

内 容： 

 ・日本企業が常識すぎて気づかずに続けている誤り 

 ・常識①「売上－経費＝利益」の落とし穴 

 ・常識②「管理」の落とし穴 

 ・お客様が戻り、社員が心を開く組織づくり 

 ・新しい時代の人間力、組織力、経営力 

 ・この不況が何を教えてくれているのか？ 

 ・本物だけが生き残る時代。それでは、本物とは、

何をしているのか？ 

 

決算書セミナー 

～決算書を読みこなして仕事に生かす～ 
 決算書は、企業経営にとって、欠かすことのできな

いものです。ご自身の会社、関係会社、取引先の現状

を把握することができるように実習をしていただきな

がら、基本から解説いたします。 

日 時：９月３日(木)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：税理士・米国税理士・ＣＦＰ® 

    経営コンサルタント   高下 淳子 氏 

内 容：  

１．簡単！決算書の読み方のコツ 

２．貸借対照表をわかりやすく解説 

３．貸借対照表から企業の安全性を読み解く 

４．損益計算書をわかりやすく解説 

５．損益計算書から企業の儲ける力を読み解く 

６．損益分岐点分析を理解し採算を考える 

７．会社の生産性の高さを見極める方法 

８．資金ショートさせないためのキャッシュフロー

管理の仕方 

 

問題発見・問題解決セミナー 

～仕事を変革する問題発見・解決セミナー～ 
 職場の問題を主体的に発見し、解決していくために

必要となるロジカルシンキングの手法を理解し、改善

力・問題解決力の基礎を身につけていただきます。 「経営革新」講演会・セミナーのご案内 
日 時：９月１５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：ビジネス ディベロップ サポート 代表 

    パンションクリエイター  大軽 俊史 氏 

内 容： 

 １．今、なぜ問題解決力が必要とされているのか？ 

 ２．若手・中堅社員に求められる問題解決力とは？ 

 ３．ロジカルな問題発見＆問題解決 

 ４．問題解決手法パート①ロジックツリー 

 ５．問題解決手法パート②ピラミッドストラクチャー 

 ６．問題解決手法パート③因果の構造化 

 ７．良い会社にするための本質的問題点と解決策 

 ８．私は明日からこう変わる！ 

 

女性リーダー育成セミナー 

～女性リーダーの役割と後輩指導～ 

 仕事をうまくすすめるコツをつかみ、部下・後輩指

導に自信がわいてきます。何よりも女性社員が輝くた

めの明るさと元気をつけていただくセミナーです。 
日 時：９月１７日(木)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：株式会社タクト＆アクト 代表取締役 

経営人事コンサルタント  青木 テル 氏 

内 容： 

１．今、企業は女性の力で業績がアップする 

 ２．リーダーシップの発揮と職場の課題解決 

 ３．後輩・部下を早く１人前にする指導法 

 ４．リーダーは“聞き上手”と“質問上手”で人を

動かす 

 ５．部下・後輩の“しつけ”・“マナー指導”を徹底

指導 

 ６．イキイキと働く輝く女性を目指して 

 

 
〈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/ 


