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平成２２年３月９日 ＡＮＡクラウンプラザホテ

ル広島に於いて約１７０名の参加をいただき「新た

な発展に向けた経営革新」を統一テーマに開催しま

した。 

 

開会にあたり、中国生産性本部 会長 山下 隆

(中国電力㈱取締役社長)より、「昨年来からの景気低
迷も、緊急経済対策効果や輸出の増加などを背景に

景気は持ち直しつつあるが、国内市場では、デフレ

により幅広い業種で価格引下げの動きが続き、厳し

い雇用情勢等と相まって今後の経営環境は予断を許

さない。私たちは、経営環境の変化を鋭敏にとらえ

て自らの経営を見つめ直し，変革していかなければ

ならない。変革していくうえで忘れてはならないの

は、お客様満足の向上と、自社の独自技術・商品の

開発・向上であり、そのためには、トップをはじめ

とした経営幹部は、日本企業野の強みのひとつでも

ある現場主義を今一度見直し徹底していくことも重

要である。本セミナーが、我々自らの意識改革を促

し，今後目指すべき新たな経営や労働運動のあり方

に対して，貴重なご示唆をいただけるものと確信し

ている。」と挨拶しました。 
第１講演は、日本アイ・ビー・エム株式会社 最

高顧問 北城恪太郎氏より「日本経済の課題とイノ

ベーションによる経済成長」と題し、日本経済の課

題と国際競争力、日本ＩＢＭの経営革新事例などに

ついてご講演いただきました。 
第２講演は、株式会社毎日新聞社 特別編集委員 

岸井成格氏より「日本の針路」と題

心に、激動する我が国の針路につい

きました。 
最後に、中国労組生産性会議 議

り「景気は回復傾向にあるものの、

の雇用情勢は，厳しい状況が続いて

率は高止まりし，有効求人倍率は大

横ばい圏内で推移している。景気を

せ，経済の好循環や，持続的な経済

いくためには，非正規労働者を含む

の維持、防衛に取り組み，雇用不安

の低下傾向に歯止めをかけ，労働者

境の改善が必要である。労使双方が

点である生産性３原則について、今

認し，その実現に向けた諸活動を展

の厳しい経営環境を乗り切り，さら

豊かさを実感できる社会の実現」に

力し，挑戦を続けていかなければな

し盛会のうちに終了した。 
（次頁以降に講演要旨を掲載して
No.192
２

し

て

長 

足

お

幅に

本

成

全

の

の

生

一

開

に

向

らな

い

毎月 １日発行 
年４月号 
、政局面を中

ご講演いただ

伊丹 幸男よ
元の中国地域

り，完全失業

低下した後，

格的に回復さ

長につなげて

労働者の生活

払拭や，賃金

雇用・所得環

産性運動の原

度労使で再確

していく。こ

は「ゆとり・

けて労使で協

い。」と挨拶

ます。） 



 

ＨＯＴ情報 

第４３回トップセミナー 
～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 

 

３月９日(火)広島市において開催しましたトップ

セミナーの講演要旨をご紹介します。 

 

【日本経済の課題と国際競争力】 

日本は今、人口減少社会の到来、巨額な長期債務

の返済、主要先進７カ国中最下位という低い労働生

産性、世界大学ランキングで東京大学 22 位・京都大

学 25 位というような教育における競争力のなさ、地

球環境問題への対応、といった課題を抱えている。 

中国・インドは世界の企業にとって今や研究開発

の拠点としての意味が大きい。これらの国は技術者

の数が多く、優秀でハングリー精神を持っている。

これからの日本は、中国やインドの人たちができな

いような新しいことに挑戦し、より価値のあるもの

を作り出していかなければならない。この問題意識

はアメリカも持っており、人材育成の重要さを認識

し教育改革に取り組むとともに、競争力強化のため

にイノベーションにも力を入れている。 

【イノベーションへの挑戦】 

イノベーションとは、既存のものを凌駕するよう

な新機軸を打ち出して、社会に向け「安全・安心・

環境問題の解決」といった新たな価値を創造するこ

と。これは技術分野だけでなく、教育、行政、医療

といったあらゆる分野を含む。日本はイノベーショ

ン＝新しい変革に挑戦しないと成長できない。抜本

的な改善・変革を行うイノベーションには、過去の

延長ではない新しい発想が必要で、これには新しい

ことに立ち向かう意欲のある人材を育てることが重

要であり大きな課題である。 

【企業経営のイノベーションの事例 －日本ＩＢＭ

の経営革新－】 

90 年代初頭、日本ＩＢＭでも、急激な技術革新や

業界構造の変化などにより業績が悪化した。すぐに

低価格化するコンピュータ機器の販売では会社が成

長できないため、「これからはお客さまに機器をどう

利用していただくかに重点を置く会社に変わるべ

き」と判断した。そこで、①お客様志向の会社、②

情報産業の変革をリードする会社、③自由闊達な会

社、という３つの目標を掲げ改革に取り組み、収入

に見合った経費とするための経費削減、不採算事業

からの撤退による経営資源の成長分野への投入、組

織のフラット化と権限委譲などの人事制度改革、目

標管理による業績評価などを実施した。 

【ベンチャーによる日本の活性化】 

経済の活性化には研究開発など新しいことに挑戦

することが大切だが、その際、成功しそうな研究開

発を見極めて経営資源を集中投入できるのがベンチ

ャー企業であり、その果たす役割は大きい。またベ

ンチャー企業の開業は、地域における雇用確保にも

重要な役割を担っている。 

既存の有力企業やその経営層がベンチャー企業を

支援することは、雇用確保、地域・経済発展にとっ

て重要なこと。そうしたベンチャー企業の創業時の

最も大きな課題が資金調達である。2008 年度から始

まった「エンジェル税制」は、要件を満たすベンチ

ャー企業に個人が投資しただけで寄付金と同じよう

に所得控除される世界にも類を見ない創業支援税制

なので活用していただきたい。またベンチャー企業

こそ社外取締役が必要で、地元の有力企業が、経営

指導、資金調達・販売先の発掘などの支援をしてほ

しい。イノベーションによる地域経済の発展は日本

発展の鍵である。チャレンジ精神を持つこうした人

達を地域の有力企業・経営者が応援していくことが

地域の発展には大切である。 

【求められるリーダーの役割】 

求められるリーダーの役割として挙げたいのは、

まず経営ビジョンを示し目標を明らかにすること。

その際、わかりやすく、繰り返し語り伝えることが

大切である。また、ビジョンの実現のための具体策

を示すこと。そして現場で働く人たちに対し、努力

してよい成果を上げた人を褒め、処遇に反映させ、

人材育成を図っていくことである。 
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ＨＯＴ情報 

第４３回トップセミナー 
～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 

 

３月９日(火)広島市において開催しましたトップ

セミナーの講演要旨をご紹介します。 

 

【政権交代の歴史的意味】 

この度の政権交代の歴史的意味は３つある。まず自

民党の一党支配が終わったこと。戦後、西側陣営の代

表、つまり自由主義、民主主義、市場経済（資本主義）

を柱とする政党が日本には自民党一党しかなかった。

これは政権を担う資格と能力を有する基盤政党が自

民党一党しかなかったということでもあった。冷戦の

終結とバブル経済の崩壊、1993 年の細川内閣誕生、

リクルート事件後の政治の透明性を求める世論の高

まりと政治改革としての小選挙区制導入などを経て

自民党一党支配の足元が崩れ始め、昨夏の総選挙でと

うとうその一党支配に終止符が打たれた。しかし民主

党一党支配の時代にもならない。２つの基盤政党に、

連立を組む第３、４党を加えながら、２大政党「的」

な政権交代のスタート台に立ったといえる。なお小選

挙区制は圧倒的多数の政権与党がたちまち少数派に

転落する怖い制度でもある。日本人がこの制度をこれ

からどう使い、どんな政治の枠組みを作るのかは海外

からも注目されている。次に、憲政史上初の政権交代

が行われたこと。明治 23年の第１回総選挙以来、120

年間で、野党第一党が過半数をとって政権を作ったの

は日本で初めてのことで、日本の政治史において画期

的な出来事といえる。そして最後は、日本で初めて労

働組合、ナショナルセンターが主たる支持基盤の政権

ができたこと。今後、小さな政府を志向する保守、社

会福祉重視で財政出動を伴う大きな政府を志向する

民主・リベラルなど、基本理念や基本政策を巡り、そ

の時々の有権者の意識によって有権者が政権を選ぶ

ことになる。 

こうした政権交代が定着していくかが今後の非常

に大きな課題となる。民主党が今夏の参院選挙を乗り

切って４年間政権を全うできるか、または２期８年民

主党が政権を維持できるかどうかが、２大政党の政権

交代を定着させる最初の関門だろう。これには国民の

支持を得るだけではなく政治を安定させ国際的な評

価を得なければ難しい。４年間で５人首相が変わるよ

うでは国際的な信用は得られない。 

【政治と金を巡る問題】 

また２大政党制下での政権交代と安定した政治を

行っていくには、一連の政治と金の問題にけじめをつ

ける必要がある。現状では国民は安心して政治家に政

治を任せる気になれない。これほど政治倫理と政治と

金に背を向けた国会は長い記者生活でも初めて。責任

ある政治家は政界引退すべきではないか。それだけ腹

をくくって責任を取らないとこの問題は最終的に決

着がつかないだろう。 

【文明の岐路に立つ世界と日本】 

今、世界も日本も文明の岐路に立っている。アメリ

カでは、自動車産業を代表するＧＭ、金融分野ではリ

ーマンブラザーズなどが破綻した。これは２０世紀型

の文明の破綻、アメリカの世界一国支配の終焉をも意

味する。今後、世界が、多極化するのか、２極化する

のか、など、世界の流れをどう見極めるかが日本の針

路にとって重要になる。 

一方で地球環境問題などへの対応に向け「第３次産

業革命」と呼ばれる変革がはじまっている。世界がい

っせいに電気自動車に変わればその燃料、動力、素材

が変わり、日本の自動車産業は大きな影響を被るが、

これをどうソフトランディングさせるか。高度経済成

長も見込めない中、大転換は自動車業界だけのことで

はない。また、日本は人口減少時代に突入し、これか

ら毎年 100 万人ずつ人口が減っていくとのシミュレ

ーションもある。労働力の確保に向けた施策など、重

大な政治決断が迫られる。産業・社会構造が今までの

延長線上では続かないのは明らかである。それをどう

乗り切っていくかが日本の政治・経済の最大のテーマ

になる。そのためには強力かつ安定的な政治がないと

困るのである。 
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平成２２年度通常総会 

 
日 時：５月１８日(火)１４：３０～１８：００ 
場  所： ホテルグランヴィア広島 

内 容： 

◇通常総会 

１．平成２１年度事業報告及び決算報告について 

２．平成２２年度事業計画及び予算について 

３．役員改選について 

４．その他 

◇時局講演会 

「これからの日本経済」 

～デフレ経済下における企業経営のあり方～ 

     講師 同志社大学大学院教授 浜 矩子氏 

 ◇懇親パーティー 

  

中堅社員セミナー 

～現状を打破し、逞しいリーダーシップを自己開発する～ 

今の自分を見つめ直し、明日からリーダーとして活躍 

日 時：６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：コンサルタント  浦上 俊司氏 

内 容：  

１．結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自ら押し,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．リーダーとして自ら道を拓く 

     

管理職のためのメンタルヘルス対策セミナー  

～組織が崩壊しないためのリスクマネジメント～ 

日 時：７月６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：株式会社Ｙ’ｓオーダー  

代表取締役 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ェックポイント～ 

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！ 

 「経営革新」講演会・セミナーのご案内 
係長・主任セミナー   

～はじめて部下を持つことに自信と勇気が湧く～ 

日 時：７月１３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：アクティブ経営研究所 所長 

      経営コンサルタント 鑄方 貞了氏 

内 容： 

１．自分の人生のために仕事をしていますか 

２．自分自身を知ればあなたは変わる 

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．職場の人間関係をよくする心理テクニック 

６．強い部下を育てる極意 

７．自己革新できるリーダーが組織を変える！ 

 

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４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/ 


