
 

 

 

 

平成２２年度理事会・通常総会開催 
 

 
 

 ５月１８日、ホテルグランヴィア広島において、

平成２２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２１年度事業報告、平

成２２年度事業計画の審議・決定後、役員交代につ

いて説明されました。 
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 引き続き行われた特別講演は『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～と

題して、同志社大学大学院教授 浜 矩子氏から、

講演をいただき盛会裏に終了しました。 

 

平成２２年度 事業方針 

国内の経済情勢は、企業収益が改善傾向にあり、

景気持ち直しの動きが見られるが、高水準な失業率、

デフレの影響、公共投資の減少などから、企業を取

り巻く環境は依然として厳しい状況が続き、景気全

体の自律的な回復にはなお時間を要するものと考え

られる。 

各企業・組織は、このような経営環境の変化を鋭敏

に捉え、常に自らの経営戦略等を再点検して新製品・

独自技術の開発や新たなビジネスモデルの構築等を通

じて創造的な経営革新を推進していくことが、今後一

層重要である。それを着実に実践していくためには、

経営品質の向上とともに企業の基盤である人材の育成

と労使の協調が強く求められる。 
また、今後、人口減少社会が一段と進行していく

我が国にあって、経済が持続的に発展していくため

には、経済の７割を占めるサービス産業の更なる生

産性向上が、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

本年度は以下の事業を中心に展開す

平成２

１．経営品質向上活動の推進 

    企業・組織の競争力向上のため
ある、「顧客本位」「独自能力」「

との調和」を基本理念とする『経

の一層の普及と実践組織の定着を

２．変革を推進する人材の育成 

組織活性化と変革を推進する人

新入社員から経営幹部に至る幅広

造力、人間力ならびに専門能力を

会・セミナーを開催する。 

３．雇用・労働環境の整備に向けた

働きがい、生きがいなどの社員

て、人間尊重を基本に時代に応じ

策の研究・検討・提言活動を推進

４．サービス産業等の生産性向上に

サービス産業、中小企業の生産

係団体等と連携して推進するなど

の活性化に資する支援を展開する
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通 常 総 会 時 局 講 演 
「 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 ～ 
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通常総会後、同志社大学大学院教授 浜 矩子（は

ま のりこ）氏から、「これからの日本経済」をテー

マに時局講演をいただきました。 
 
１．「スピノザ症候群」と世界・日本の経済 
17 世紀のオランダの哲学者・神学者スピノザは

「解答を求めることなかれ、乗り越えよ」という言

葉を残している。しかし、問題を起こした要因につ

いてきちんとした解答を追求することなしにその問

題を克服していくことができるはずもなく、この言

葉は間違っている。そして今、日本のみならず世界

経済全体がこの「スピノザ症候群」とでも呼ぶべき

症状に冒されている。 

典型的な例が世界が今注目しているギリシャ問題。

ギリシャの国家破綻に対してＥＵ諸国は、債務保証、

緊急融資により取りあえず状況を緩和した。しかし、

この問題の本質は経済の実態が違う国々を無理にひ

とつの通貨圏に押し込めたこと。ここを解決しなけ

れば、問題の先送りでまた同じ問題に直面する。 

日本での例が民主党に対してなされた「成長戦略

がない」という批判。しかし成長戦略は本質的な解

答ではない。最近の実質ＧＤＰはプラス成長を続け

ている。成長しているのに成長戦略を求めるのはお

かしい。日本経済は成長を続けながらもむしろデフ

レに苦しめられている。デフレは経済活動の縮み現

象のはず。この矛盾に解答を出すべき。縮んでいる

のは経済ではなく物の値段。物の値段を縮ませるた

めに人の値段＝人件費も縮ませている。成長の一方

で限りなき人と物の値段の縮み現象を抱えていると

いう事態を直視することが必要。2002 年からのいわ

ゆる「いざなぎ超えの景気拡大」が始まったとたん

日本に格差社会が到来した。「成長しているのになぜ

格差、貧困、デフレなのか」という視点で問題設定

しないと正しい解答には到達しない。 

２．今、世界経済に起きている３つの問題 

スピノザ症候群の結果として世界経済に起きてい

る問題は３つ。１つ目は「国家総破綻」。成長戦略の

ために財政資金を投入し、金融政策で現金を市場に

流し込んでいく。しかし実際の財政は悪化し国家が

破綻の危機に直面するようになった。２つ目は「金

融再暴走」。リーマンショック直前の金融の暴走が再

来している。国が破綻の危険を冒してまで量的緩和

などの財政・金融政策を

実施することにより世界

中で再び超金余り、超低

金利現象が戻っている。

３つ目は「通貨大波乱」。

国家総破綻、金融再暴走

の中で自国だけ生き残ろ

うと、輸出を伸ばし、輸

入を制限しようとする結

果、すべての主要通貨国の軸足が自国通貨の相場を

切り下げていく方向に傾いている。為替切り下げ競

争という為替戦争が始まっている。 
３．分配のバランスを考えよ 
スピノザ症候群が地球規模で蔓延し、このままで

は世界経済は永遠の暗闇といえる厳しい状況に突入

していくことになる。そこで我々は経済活動におけ

る「３つの三角形の修復」を行わなければならない。

経済活動の３つの要素を３辺とする三角形と考える。

３つの要素が同じ長さ、強さになる正三角形が経済

活動の理想の姿とする。１つ目の三角形は、成長、

競争、分配が３要素の三角形。成長戦略を指向し政

策的に伸ばされた成長と、グローバル経済のサバイ

バルの中で強くなった競争の一方で、人件費は抑制

され分配のベクトルが小さくなっている。分配をし

っかり手当するべき。２つ目は地球（グローバル）、

国家（ナショナル）、地域（ローカル）の３要素の三

角形。リーマンショックまでは地球という要素が、

今は財政・金融政策を前面に出す国家が三角形を歪

ませており、地域が窮地に陥っている。３番目の三

角形は、人・物・金を３要素とする三角形。ここで

も人のベクトルが痛めつけられている。人に対する

分配を、地域を通じて行っていく循環を強化するこ

とが必要である。 
ヘーゲルには「ミネルヴァの梟（フクロウ）は黄

昏時に飛び立つ」という名句がある。古い知恵～ひ

とつの時代を規制していた枠組み、考え方など～が

役割を終え、その黄昏の中から新しい知恵の夜明け

が始まり、人類の歴史は前進する。古い知恵に拘っ

ていては永遠の暗闇しか来ない。新しい知恵を発揮

し、３つの三角形を正しい正三角形にすることがで

きた時にこそ永遠の夜明けがある。



ＨＯＴ情報 

平成２２年度 事業展開の概要 

～経営品質向上活動の推進と変革を推進する人材の育成～ 
 
 
通常総会で承認された中国生産性本部平成２２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活用できる

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 

「経営品質実践セミナー」を定例開催するとと

もに、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)実践組織に対する支援 

経営品質サポーター制度をアセスメントサポ

ートプログラム（仮称）として充実し、経営品質

賞審査経験者などの協力を得て、経営品質向上プ

ログラムへの関心と実践組織を広めるための活

動を展開する。また、『中国地方経営品質賞』に

ついては、『日本経営品質賞』の制度改正（表彰

種別追加）に伴い、そのあり方について、抜本的

に見直す。

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中国地域トップセミナー、

②西日本生産性会議２０１０、③２１世紀全国生産

性フォーラム２０１０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、リーダ

ーシップ等の部下育成などに視点を置いた経営

幹部、部課長・係長クラス養成研修のほか、中堅

および新入社員を対象とした研修を実施する。 
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、人事、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。 
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。 
労使の信頼と労組の自主性を基本とした労働組合

リーダー育成のため、労組役員を対象にした研修会

を開催する。 
５．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。 
６．サービス産業等への生産性向上支援事業 
中国経済産業局、中小企業基盤整備機構中国支部、

中国地域ニュービジネス協議会と当本部の４団体で

構成している「運営合議体」の活動を中心に、中国

地域におけるサービス産業の生産性向上への取り組

みを支援するとともに、サービス産業生産性協議会

や大学等とも協同でサービス産業をはじめとする中

小企業等に対する支援を展開する。 
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。なお、当本部プロパー講師については、

会員企業・組織の管理職、中堅社員、新入社員など

へのセミナー・研修を低廉な料金設定で行い、会員

企業等の人材育成に貢献していく。 
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）
を年４回定例開催する。 

(３)各種セミナー等あらゆる機会を通じて生産性運
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：広島市文化交流会館[旧 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！ 

 

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：広島市文化交流会館[旧 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！ 

 

感動の三部作（平成２２年度第１回） 

人が輝き繁栄し続ける経営実現の鍵 
日 時：８月２０日(金)１３：３０～１７：００ 

場  所：八丁堀シャンテ（広島市中区上八丁堀8-28） 

会員参加料： 8,500円 

 

 

内 容： 

第１講演 

「人がイキイキと輝く瞬間」 

    ～社員のやる気を支えるホスピタリティー～ 

  講師 人とホスピタリティー研究所 

 代表 高野  登 氏 

第２講演 

 「社員が幸せ感に満たされて働ける職場づくり」 

「経営革新」講演会・セミナーのご案内     ～活き活きと働ける職場環境とは～ 

  講師 人と経営研究所 所長 大久保 寛司 氏 

対  談 

 「人が輝き企業が健全な繁栄をするための条件」 

   人と経営研究所 所長 大久保寛司 氏 

   人とホスピタリティー研究所 代表 高野 登 氏 

   茨城県経営品質協議会 代表理事 鬼澤慎人 氏 

 

管理者セミナー   

～部下がメキメキ育つ誉め方・叱り方～ 
日 時：８月２６日(木)１０：００～１７：００ 

場  所：広島市文化交流会館[旧 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．部下の本音は、こんなところにある 

２．上司の意識が変われば部下も変わる 

３．自分から積極的に動く部下を育てる秘訣！ 

４．ここを抑えれば大丈夫！上手な部下の叱り方 

５．正しく褒められた部下は大きく育つ 

６．問題社員の指導の仕方とポイント 

７．「あの人の部下になりたい」と言われる上司 

 

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：９月１０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/ 


