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サービス産業生産性向上特別セミナー開催 

＜兼 第３回経営品質実践セミナー＞ 

         
当本部は、中国地域のサービス産業の生産性向上

支援について、中国経済産業局、独立行政法人中小

企業基盤整備機構中国支部、社団法人中国地域ニュ

ービジネス協議会の機関・団体と共同で「運営合議

体」を構成し、セミナーの開催やモデル企業に対す

る個別支援等を展開しています。 

 1

今回、「運営合議体」の取り組みの一環として、当

本部が主体となって、１月１４日(木)に，ひろしまハ
イビル２１においてサービス産業生産性向上特別セ

ミナーを開催（参加者約 130名）しました。 
 
講師には 2007 年日本経営品質賞受賞企業である
福井県民生活協同組合理事長 藤川武夫氏をお招き

し、「組織のダイナミズムをどう高めたか」と題して、

ご講演を賜りました。 
藤川氏の講演概要は次のとおりです。 
○食の安全、安心を高いレベルに持っていき、顧客

の満足を高めていくためには、常に顧客の声に耳

を傾けて業務を推し進めていく必要がある。また、

実際に顧客との対応は職員が行うものであり、職

員の声を業務に生かしていくことが、顧客満足を

高めていく上でたいへん重要なことである。 
○私の専務理事時代の 2000 年前後はこの点をあま
り重視せず、財務的な指標ばかりに目がいき、顧

客の視点から外れた経営を行ってきた。このため、

この時期は大幅減収という挫折を味わった。 
○こうした状況を打開するため、経営品質向上プロ

グラムを導入し、東京の日本経営品質協議会から 
 

専門家を派遣してもらい指導して

その中で私は顧客本位の経営がい

うことを学んだ。 
○その結果、業績も回復させること

客の声、職員の声に耳を傾けた経

してきている。 
○一方、現在の顧客を大事にした経

要ではあるが、将来の組合員構成

ると高齢者比率の相対的に高い現

は急激に減少し、事業構造そのも

トを予想させる。特に食の事業（

の大幅な縮小化と対人社会サービ

子育てニーズ他）への需要は逆に

ことが見込まれることから 30 歳
代の方々を見据えた事業を展開し
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ＨＯＴ情報 

平成 22年度 中国生産性本部の開催セミナー 
～人間力と職務遂行能力が調和した人材育成を実現するために～ 
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来年度の開催セミナーを計画いたしましたので、

内容についてご紹介いたします。 
 
 深刻な経済状態が続くことが来年度も予想されま

す。その難局を乗り切るのは〝人〟であり、企業が

存続するために『人材育成』は重要な戦略課題です。

当本部では、仕事をやり遂げる表面的なスキルの向

上だけではなく、時代の転換点という混乱の時にあ

っても、企業や組織をより良い状態に導ける信頼で

きるリーダー養成をめざして、来年度のセミナー計

画をたてました。 
  
階層別研修 
 新入社員から経営幹部まで、すべての階層に対応

した研修をご用意しました。立場によって研修内容

は大きく違いますが、それぞれの立場で健全なリー

ダーシップを発揮し、やる気を高めあえるコミュニ

ケーションの要点をわかりやすく解説いたします。 
◆新入社員研修会＜４月５日（月）～７日（水）＞  
◆中堅社員セミナー ＜６月１７日（木）＞ 
◆係長・主任セミナー ＜７月１３日（火）＞ 
◆管理者セミナー ＜８月２６日（木）＞ 
◆経営幹部養成講座 ＜１１月１８日（木）＞ 
 
スキル研修 
 不況時に、これだけは、絶対に抑えておくべきと

思われるものを厳選いたしました。業種・職種に関

係なく知識として身につけていると今の時代の問題

解決に役立ちます。 
◆決算書を読みこなして仕事に生かす講座 
 ＜９月９日（木）＞ 
◆管理職のためのメンタルヘルス対策セミナー 
 ＜７月６日（火）＞ 
◆これからの人事のあり方についてのセミナー 
 ＜８月２４日（火）＞ 
◆ロジカルシンキング実践セミナー 
 ＜９月１４日（火）＞ 
 
 

時代の潮流とリーダー 
 歴史というのは、時間が経過した後に、事実が整

理されます。しかし、今、まさに経営や社会を取り

巻く環境は、大きく変化しています。オンタイムで

歴史がどのように動いているのかを、講師の藤原直

哉氏の高度な分析と斬新な読みで日本や世界の社会

経済動向について語ります。そして、もっとも重要

なことは、激変する時代の流れを知った上で、どの

ようにしてこの難局を乗り越えて経営していくかと

いうことです。それを、新しい時代のリーダーシッ

プのあり方とともにお伝えします。 
◆講演会 時代の潮流とリーダーシップ（全 4回） 
  ※この講演会は、会員１名様は全例会が無料で

ご参加いただけます。 
お気軽にご参加ください。 

＜第１回 ６月４日（金）＞ 
＜第２回 ９月１０日（金）＞ 

 ＜第３回 １２月予定＞ 
 ＜第４回 平成２３年３月予定＞  
 
◆セミナー 
 ２１世紀型リーダーシップの基本と真髄 
 ＜１２月開催予定＞ 
 
その他に、感動の三部作 経営品質事業 も計画

しております。詳細につきましては、決まり次第、

ご案内させていただきます。 
 上記のセミナーのカリキュラムにつきましては、

当本部のホームページの『中国生産性本部がご提案

する年間教育プログラム ２２年度セミナーのご案

内』で詳細の内容を記載しております。来年度の人

材育成のご計画の際にご検討いただきますよう、よ

ろしくお願いいたします。 
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役員リレー寄稿 

中国生産性本部理事  

                 鈴 木 博 文 氏 
                （ＵＩゼンセン同盟山口県 支部長） 
 
 
政治が年明けから騒がしい。 
小沢一郎民主党幹事長の公設第一秘書である大久

保氏が政治資金規正法違反容疑で、さらに通常国会

開会前に元秘書の石川衆議院議員が逮捕された。 
内閣支持率も、政権発足当初の７５％から僅か数

ヶ月で４５％まで下落。国民の意識は「政治と金」

の問題に敏感に反映している。 
首相の母の９億円資金提供、小沢幹事長の４億円。

まさに庶民にとっては夢のような金額である。働け

ど働けど家計は一向に楽にならない。２年続きの年

越し派遣村に象徴される日本経済は、「１００年に一

度の危機」に見舞われてと世間は言うが、失礼なが

ら、まさに地殻変動的に経済の崩落現象が起きてい

るとは到底思えない。日本経済は、度々その様な状

況に陥っているのは歴史的に明らかである。時の施

政者も経営者も、かつての「油断」を忘れ去っただ

けではないのか。 
振り返れば私たち働く者の生活は、１９９０年代

から賃金の低下のもとに塗炭の苦しみに喘ぎ続けて

いる。それはとりもなおさず経済の立ち直りが無か

ったことが第一要因としても、市場万能主義のもと

企業は含み資産を増加しつつ適正な配分が行われて

こなかったことに起因するのではないかと考えたと

き、思い出すのは、生産性本部が１９８５年（昭和

６０年）に発した「３０周年宣言」の中身だ。 
宣言は述べる。「生産性運動は不断に前進する。そ

の方法と行動は、時代の転換とともに変化するのも

また必然であるが、いま内外の情勢を見るとき、あ

らためて雇用の維持・拡大、労使の協力と協議、成

果の公正配分の重要性を痛感する。来るべき変革の

時代を想い、運動の新展開をはかるべきとき、この

運動三原則の意義と役割を再確認する」と。 
おりしも、広島の鉄道会社が、契約社員を正規雇

用としたという記事が報道された。ベテランの非正

規社員が正規となり、何役もこなせる社員が増加し、

作業効率も上がり、質の高い労働力が確保できたと。

そこには労働組合の真摯な痛みの分かち合いがあっ

たと報道されたことも特記しておきたい。 
これから正に労働条件闘争（賃闘）が始まるとき、

経営の、企業の、社会的責任（ＣＳＲ）を含めて、

労働条件交渉でいかに対応するのかが、今、問われ

ている。 

◇◇◇◆◆◇◇◇◆◆◇◇◇◆◆◇◇◇◆◆◇◇◇◆◆◇◇◇◆◆◇◇◇◆◆◇◇◇◆◆◇◇◇◆◆◇◇◇◆◆◇ 

 

 

 

 

 

 この不況を乗り越えるヒントが満載の講演会を、お

客様のご要望にお応えしてＤＶＤにいたしました。こ

のＤＶＤは、顧客満足・社員満足を追求している企業

から、大変ご好評をいただいております。時代の転換

期に、今、経営の軸をどこに置き、何を大切にしなけ

ればいけないのかをわかりやすく説き迷いを払拭し前

に進む勇気を与えてくれます。 
【ＤＶＤの内容】 
・３８％売上が伸びた理由 ・１００年先の出来事 
・「売上－経費＝利益」は常識？ 
・「お客様」の定義 ・内面から輝く人になる方法 
・「利益」の定義 
 

 
・情緒価値  
・４００年にわたる話 
・幸せな職場づくり 
・利益を上げるビジネ 
 スモデル  他 
 
価 格：１０，５００円             

（消費税・送料込） 

感動の三部作（平成２１年度第２回） 
ついにＤＶＤ化！！！！  

１００年続いた経営や管理や利益の常識が、今、変わる

～「売上－経営＝利益」の重大な落とし穴～ 

お問合せ・申込先：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 4Ｆ 
       TEL082-242-7972 FAX082-242-7973 

http://www.gr.energia.co.jp/cpcenter/ 
ＤＶＤをご購入の方はお電話、ファックス、ＨＰのい

ずれかの方法で、送付先をご連絡ください。商品と請

求書をお送りさせていただきます。 
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第４３回トップセミナー 

～新たな発展に向けた経営革新～ 
日 時：３月９日(火)１３：００～１６：５０ 
場  所： ＡＮＡクラウンプラザホテル広島 

会員参加料：企業21,000円 労組17,000円 

内 容： 

企業・労働組合のトップならびに幹部の方を対象に、

斯界の２名の講師をお招きし講演していただきます。 

 <第 1講演> 

 「日本経済の課題とイノベーションによる経済成長」 

    日本アイ・ビー・エム株式会社 

        最高顧問 北城 恪太郎 氏 

   ＩＢＭの「お客様志向」などの優れた成長路線

を確立するとともに、前経済同友会代表幹事と

して、「イノベーション」をキーワードに日本

経済を牽引するなど、我が国経済界を代表する

北城氏から、時代の転換点における経営戦略に

ついてご講話いただきます。 

 <第 2講演> 

 「日本の針路」 

株式会社毎日新聞社 

特別編集委員 岸井 成格 氏 

   毎日新聞記者、論説委員として、長年日本の政

治を鋭い洞察力で取材してこられた、我が国の

代表的ジャーナリストである岸井氏から、激動

する我が国のこれからの針路についてご講話い

ただきます。 

 

日常業務の法律知識セミナー 

～日常業務で必須の法律知識～ 

意外と知らない法律を有利に使いこなすために 

日 時：３月１１日(木)１０：００～１７：００ 

場  所： ウェルシティ広島（広島市中区加古町3-3） 

会員参加料： 15,000円 

講 師： 

 日比谷中央法律事務所 弁護士 矢野 千秋 氏 

内 容：  

１．契約成立の要件とは 

２．契約の相手方について 

３．契約書の内容について 

４．印紙に関する法律知識 

５．文書作成、取り扱いに関する法律知識 

６．印章に関する法律知識 

７．手形、小切手の法律知識 

８．各種代金回収に関する法律知識 

９．時効に関する法律知識 

10．インターネット上の契約 

11．質疑応答 

 

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～ 
「経営革新」講演会・セミナーのご案内 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 

 

 

経営品質実践セミナー（第４回）   

～“経営品質”とは何か気づき・思考・対話の基礎を解説～ 

日 時：３月１０日(水)１４：００～１６：００ 

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 

内 容： 

「見える化で勝ち抜く」 

    講師：サンイン技術コンサルタント株式会社 

         代表取締役社長 大野木 昭夫氏 

 ・これまでの業務遂行での課題 

 ・ものづくり委員会での実践(トヨタ式カイゼンの導入) 

 ・ＣＣＰＭへのチャレンジ「ベクトルを合わせる」

「バックワード手法」「進捗管理」「業務の見え

る化と負荷の見える化」「全業務を一覧管理」「リ

ーダーを育てるコーチング」「社風を育むＡＢＣ

活動」 

・今後の課題 

 

〈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/ 


