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新年明けましておめでとうございます。 

皆様方におかれましては、気持ちを新たに、新春

をお迎えになられたことと存じます。昨年中は、当

本部の事業活動に、格別のご支援ご協力を賜り厚く

お礼申しあげます。 

お蔭さまで、当本部の経営品質事業、人材育成事

業、労組・労使関係事業等につきまして、計画に沿

って順調に実施できたことをご報告申しあげますと

ともに，改めてお礼申しあげます。 

さて、我が国の経済情勢は、最近の政府判断など

によりますと、景気は持ち直してきているものの、

自律性に乏しく、失業率が高水準にあるなど依然と

して厳しい状況にあり、デフレや円高・雇用不安の

進行等による押下げリスクも懸念されております。 

我々は，この難局を乗り切るとともに，今後とも

人口減少・低炭素社会化が進展する中で継続的に発

展していかなければなりません。政府は，当面の経

済対策を盛り込んだ，今年度第２次補正および来年

度の予算案を今次通常国会に提出する運びになって

おりますが、我々は，それらの施策に期待する一方

で，総需要減少等の経営環境の変化に対応して自ら

の経営を変革していかなければなりません。 

そのためには、自社における「お客様志向，人材

育成，独自技術」等の戦略について今

常に創造的な経営革新を実践してい

であります。 

また，これからの中長期的発展の

危機をチャンスと捉え，今まで変革

社の体制や弱点を根本から改革する

図ることも重要なことであります。

このような観点から，当本部とし

を促進する「経営品質向上プログラ

発を大きな柱として事業を推進して

ります。併せて，これら経営革新を

成についても積極的に取り組んでま

また、ワーク・ライフ・バランス

働問題ならびに製造業に比較して低

れているサービス産業の生産性向上

ついても、引き続き、日本生産性本

行政機関等と連携をとりながら推し

国地方の発展に貢献していきたいと

最後になりましたが、本年が皆様

幸多き年となりますよう祈念いたし

当本部の諸活動に対しまして、従前

援とご協力を賜りますよう心からお

す。 

 

成

 

 

No.190
２

一

く

た

で

前

 

て

ム

ま

推

い

な

位

に

部

進

考

に

ま

と

願

２１
毎月 １日発行 
年新春号 

毎月 １日発行 
年頭所感 
 生産性運動により中国地方の更なる活性化に貢献
年新春号 
平中国生産性本部会長 

 山 下   隆 
(中国電力株式会社 取締役社長) 
度振り返り、

ことが、肝要

めに，今回の

きなかった自

向きな対応を

は、経営革新

」の普及・啓

いる所存であ

進する人材育

ります。 

どの雇用・労

にあるといわ

資する活動に

や中国地方の

めていき、中

えております。 

とりまして、

すとともに、

変わらぬご支

い申しあげま



ＨＯＴ情報 

2009年度 欧州労働事情調査団報告 
～ イギリスの地方自治制度や先行する欧州の地球環境対策などを調査  
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 １２月８日から１７日までの１０日間、国際感覚

豊かな労働組合リーダーの育成を目的に、中国労組

生産性会議、四国生産性本部等と共同で「欧州労働

事情調査団」（団長：中野 威連合山口会長ほか１６

名、事務局１名 計１８名）を編成し、欧州３カ国

に調査団を派遣しました。 

１．目 的 
欧州各国の社会・経済・労働事情の調査を通じて、

国際感覚豊かなリーダーを養成する。 

２．調査テーマ 
◎地方行政や地域づくりなどの取り組みと課題 
◎地球環境問題への取り組みと課題 
◎家庭と仕事の両立支援に向けた取り組みと課題 

３．訪問国と公式訪問先［３カ国７箇所］ 
イギリス：(財)自治体国際化協会ロンドン事務所         

〔ＣＬＡＩＲ〕 
       

欧州排出権取引所 
〔European Climate Exchange〕 

フランス：ＪＥＴＲＯ・パリセンター 
        フランス日本通運株式会社 

〔日本通運㈱フランス現地法人〕 
ド イ ツ：Parkstift Hahnhof Medico & Vital 

Center〔理学療法・ウェルネス設備を
備えた高年齢者向け施設〕 

        Fribad Cosmetics社〔美容製品会社〕 
        RKW Hessen〔中小企業支援機関〕 

４．主な視察先と懇談内容 
(1)自治体国際化協会ロンドン事務所［イギリス］ 

藤島所長ほか 3名の職員から、事務所概要、英
国の地方自治、同国の地方行政を取り巻く課題な

らびに英国の街づくりについて説明を受けた後、

意見交換を行いました。 
地方自治体の経費削減策については、格安航空

会社の経営戦略をモデルに、追加的なサービスを

望む住民には、その費用の負担を求める政策の実

施を計画しているなど、日本の地方自治体にはみ

られない取り組みを学びました。 
(2)欧州排出権取引所［イギリス］ 

パトリック・バーリー主任相談役から、欧州排

出権取引所の事業概要の説明を受けた後、ロバー

ト・ロビノウィッチ氏から、ＥＵ排出権取引制度

の概要、温室効果ガスが環境に与える影響ならび

に温室効果ガスの排出量取引について、説明を受

けた後、意見交換を行いました。 
同所は、京都議定書で定められた温室効果ガス

の削減目標を達成することを目的に、２００５年

４月より排出権の取引を始めました。現在のＥＵ

各国における取引状況は、イギリス・ドイツが排

出権の購入を比較的高い割合で行っています。ま

た、比較的温室効果ガスの排出量が少ない東欧が

加入したことにより、削減目標の枠内には収まっ

ています。 
(3)ＪＥＴＲＯ・パリセンター［フランス］ 

田熊次長および担当職員から、フランスの経

済・貿易・投資状況、ならびにフランスにおける

若年者・高年齢者・女性雇用の現状と問題点につ

いて説明を受けた後、意見交換を行いました。 
フランスの失業率は９．５％と日本より高く、

特に２５歳未満の失業率が２３．４％と４人に１

人が失業している状態であり、若者雇用推進に向

けた「見習い制度」や「職業訓練」などの政策を

行っているほか、出産適応年齢の女性の労働率は

８０％を超えている等の点について学びました。 
(4)RKW Hessen（中小企業支援機関）［ドイツ］ 

ジャーゲン・ミラーズ事務局長および担当者か

ら事業概要ならびに中小企業に対するコンサル

テーションプログラムについて、説明を受けた後、

意見交換を行いました。 
ＲＫＷは、1921年に設立された公的な中小企業
支援機関で、年間 1000 件以上ものコンサルテー
ションを行っています。特に、中小規模の製造業

の会社に対し、製造過程におけるコストやエネル

ギーなどの削減について、コンサルテーションプ

ログラムとして提供され、この取り組みが評価さ

れ、ドイツ全土に展開されていることなどについ

て学びました。 
５．ま と め 
団員から、「我々労働組合が支援する民主党が政権

与党となった。その民主党は、イギリスの議会や政

治制度を参考にしていること、地球温暖化対策とし

て二酸化炭素など温室効果ガスを 2020 年までに
1990 年比で 25%削減の目標を掲げていることから
大変参考になった」、「わが国は、少子高齢化による

人口減少社会を迎えた今、出生率が上向き始めてい

るフランスの手厚い子育て支援や女性の雇用状況に

ついて、直接懇談ができてよかった」、「今は、イン

ターネットの普及により、必要な情報を入手するこ

とは容易であるが、直接現地で懇談できたことで、

苦労話などを聞くことができてよかった」、「今後の

組織活動に活かしていきたい」などの意見をいただ

きました。 
最後に、派遣をいただいた組織、訪問先との調整

にご協力・ご支援をいただきました関係者の皆さま

に心からお礼申しあげます。 



ＨＯＴ情報 

時代の潮流とリーダーシップ（第３回） 

～第２部 新しい時代のリーダーシップ～ 

 
 
１２月４日(金)広島市において、シンクタンク藤原

事務所所長 藤原直哉氏をお招きして、本年度３回目と

なる講演会を開催しました。第２部の要旨をご紹介し

ます。 

 
不況を乗り越える経営者の動き方 
不況を乗り越えるには、お客様と共に不況の出口に

行くことである。自分の会社の不況を脱するヒントは、

お客様のところにある。お客様のところに行って話し

をしたら何かが出てくる。それをもとに経営者が試行

錯誤する中で、新しいものが生まれるのである。それ

が将来の大きな商売の柱に成長していくのである。だ

から、経営者は、とにかく、普段の業務は部下に任せ

て、外に出て勉強したり、お客様のところに行くこと

が大切。 
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不況を乗り越えるための視点 
利益が出ない時には、新商品や新規顧客がよい。  

〝新〟がつくと利益率が高いからだ。経営者自らが走

り回らないと新商品も新規顧客も見つからない。まさ

に、一人一人のお客様に合わせた御用達の経営で、お

客様が「ありがたい」と言って買ってくれることが重

要なのである。ビジネスは、もはやゲームではない。

お客様と共に問題解決をするという発想が必要である。 
また、経営者はコミュニケーションができないとダ

メ。商品を並べるだけではなく、お客様と腹をわって

話さないといけない。下請けの会社だと、上の会社に

仕事がないとわかったら、横に行かないといけない。

これは、今までと人脈が変わるということを意味して

いて、経営者のコミュニケーションに対する勇気が必

要となる。責めるという感覚を持ち、手を変え品を変

え行動していくことだ。 
 
外需ではなく内需 
この１０年は、輸出ばかりだった。しかし、外需は

立ち直らない。欧米には買いたくてもお金がないから

である。だから、内需しかない。 
そして、誰もが、コツコツ積み上げてそれなりの持

続的な成長したいと思っている。バブル崩壊後、日本

の成長が止まったから、日本企業は外需に頼った。し

かし、どんなに会社を良くしても、市場が乱高下して

いたら大変である。 
 
内需を復活させる街づくり 
日本は１９７０年ぐらいまで、内需中心の持続的な

成長が続いていた。どうやって経済を運営していたか

というと都市を作っていた。明治以降の日本の政府の

一番の仕事は東京の街をその時代に合わせた理想の街

に変えていくことだった。東京は、明治の初めはイギ

リス風、関東大震災直後は地震に強い街、戦後は、工

業生産の街、８０年は商業の街、９０年は国際化の街

というように。街を作ると、道路、乗り物、家具、家

電、衣食住の全てが必要となる。そして、それを供給

する場所として田舎が必要になるので田舎を整備する

ことが始まる。今、日本は、街と理想がずれ始めてい

る。どこに経済の大きな需要があるかというと、我々

の求めるところと現実の違いの中である。 
 
日本らしい街づくり 
今日本は、古代（共生・共感）・東洋（自然）・西洋

（勇気）の３つの文明を持ってる。しかし、全てがバ

ラバラに存在している。次は、これらの統合である。

ある部分は、古代・東洋的でいいが、ある部分は、西

洋を取り入れる。全てあわせたものが、まさに日本文

明なのである。そして、最近、世界では日本ブームで

ある。お茶も、米も、仏教も日本で生まれたものでな

いことを世界は知っている。しかし、日本のものを好

む。それは、本家よりも日本のものが綺麗で絶妙なバ

ランスがとれ進化しているからである。だから、日本

文明で日本をつくり直したらいい。 
 
街づくりのポイントと方法 
街づくりは、全部一度にやると、一斉に老化するの

で、まず、真ん中にみんなが良いと思うものを１つ作

ることからはじめる。すると隣の人が、真似して良い

ものを作り出す。街づくりは、小さなところから良い

ものを少しずつ作っていくことが秘訣。そこから進化

が生まれる。 
ドバイの街づくりが破綻したのは、技術開発しなか

ったからである。街づくりには、大変なコストがかか

る。そのコストは、この街に住んでいない人がこれを

作りたいと思ってそこにしかない技術、ノウハウ、部

品を買いに来ることで回収できる。それは、新商品開

発であり、新素材開発なのである。だから、街づくり

は、産業を育てながらやらないと意味がない。 

この内容は、第２部講演の一部分です。会員の方には

無料で第１部社会経済、第２部リーダーシップ全ての

講演内容が入ったCDをお送りいたします。 
お気軽にお問合せ下さい。 
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経営品質実践セミナー第3回 

～サービス産業生産性向上特別セミナー～ 

顧客及び従業員双方の満足度アップで生産性向上の実現を！ 

「効率化といった生産性向上と顧客満足度は背反す

るのではないか・・・」「高い顧客価値を実現するため

には、新しいサービスを創造し続ける必要があるが、

どうすれば・・・」このような問題点を克服するうえ

で、今、製造業の「カイゼン」ノウハウや工学的・科

学的手法をサービス業の現場に採り入れる試みのほか、

「経営品質向上活動」の展開といった取り組み等が行

われています。本セミナーでは、創意工夫に満ちた優

れたサービスを提供している企業・組織の実例などを

通じて、顧客満足度・従業員満足度の向上に向けたポ

イントを紹介いたします。 

日 時：１月１４日(木)１５：００～１７：００ 

場  所：ひろしまハイビル２１(広島市中区銀山町3-1) 

会員参加料：無料 

講 師：福井県民生活協同組合  

理事長 藤川 武夫氏 

内 容： 

 「組織のダイナミズムをどう高めたか」 

福井県民生活協同組合の「経営品質向上活動」へ

の取り組みを通じて、職員・組合員とのコミュニ

ケーションを大切にする組織風土づくりや組合員

(顧客)満足度を高めるための活動のポイント等に

ついて、わかりやすく解説していただきます。 

 

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：３月５日(金)１３：３０～１７：００ 

場  所： ＲＣＣ文化センター 

（広島市中区橋本町5－11） 

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 

 

適性能力総合診断テスト   

～適材適所を実現する人事のために～ 
「経営革新」講演会・セミナーのご案内 適性な配置というものが人材を生かしていくうえで

重要であり、この適性配置を実現することによって仕

事が楽しくなります。 
当本部が行うこの診断テストは、適性能力を客観的

に把握することができます。新入社員の採用や、社内

の異動の参考資料として２億４千万通りのデータが人

事担当者の期待に大いにお応えできることと思います。 
●診断内容 
【基礎的能力テスト】 
  ・言語的能力 ・論理的判断 ・推理的判断 
  ・計数的能力 ・図形的認識 
【性格適性診断】 
  ・性格特性分析 ・適性職務分析 
●テスト標準制限時間 ５０分 
●診断料金（お一人様の会員価格・税込） 
   １～ ３０名のお申込み  3,360円 

  ３１～１００名のお申込み  2,940円 

 １０１～２００名のお申込み  2,520円 

 

中国生産性本部共催セミナー 

広島大学特別セミナー 

中小企業の人材活用と事業変革 

 成長企業の「人材活用」や「事業変革」に焦点を当

て、理論と実践から分析を行い、今後の中小企業経営

に役立てていただくことを狙いとしています。 

日 時：１月２３日(土)１３：３０～１６：３０ 

    １月３０日(土)１３：３０～１８：３０ 

場  所： 広島県情報プラザ(広島市中区千田町3-7-47) 

参加料：3,000円（全２日間・資料代含） 

内 容： 

・成長企業に見る戦略と人材開発 

 ・定年のない会社のものづくり 
 ・顧客貢献の視点で経営の本質を見直そう 
 ・チャレンジするしか生き残る道はない 

〈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/ 


