
 

 

 

西日本生産性会議２０１０（名古屋）開催 
 

７月 22 日（木）、23 日（金）の２日間、西日本生

産性会議が、「『再生への挑戦』～強みを活かした労

使の取り組み～」を統一テーマとして名古屋市にお

いて開催されました。来年（2011 年）度は当本部が

ホスト本部となり開催されます。皆さまのご参集を

お待ちしております。 
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西日本地域の５生産性本部（関西、中国、四国、

九州、中部）の主催によるこの会議も今年で 38 回を

数えます。猛暑の折、各地から来場された 560 名の

聴講者が熱心に聞き入る中、経済界・労働界・学界

等における著名な方々による講演、パネルディスカ

ッション（討議）が多彩に行われました。 

初日、ホスト本部である中部生産性本部小澤会長

の開会挨拶、日本生産性本部牛尾会長による来賓挨

拶の後に、「環境変化と企業の対応課題」と題してト

ヨタ自動車㈱代表取締役副会長 渡辺捷昭氏による

講演が行われました。渡辺氏からは、リコール問題

への反省や信頼回復のための対応、そして今後のト

ヨタ自動車の目指す方向が「持続可能なモビリティ

ー社会の実現」であり、そのためには自動車業界内、

異業種間、産官学それぞれとの連携がキーワードに

なることなどが述べられました。 

２日目の特別講演（「勝者の思考法」～名将・名選

手から学ぶ～」）では、スポーツジャーナリストの二

宮清純氏が「21 世紀のリーダーに必要な条件は『判

断』よりも『決断』ができること」と説きました。 

パネルディスカッションにおいても、個性あるパ

ネリストにより、労使共通の課題について様々な角

度から熱気を帯びた討論が繰り広げられました。 

平成２

■パネルディスカッション（討議）内

基調討議テーマ： 

「再生への挑戦」～強みを活かした労使

パネリスト ㈱クラレ 代表取締役会

連合 会長 古賀伸明氏

同志社大学大学院教授

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 慶應義塾大学大学院教

座長 関西生産性本部 会長

(レンゴー㈱ 代表取締

第１討議テーマ：「組織活力向上へ向け

パネリスト レンゴー㈱ 取締役兼常

トヨタ車体労組 執行委

ﾕｰ･ｴｽ･ｼﾞｪｲ ｸﾙｰｱﾗｲｱﾝ

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 法政大学大学院教授 

座長 九州生産性本部 会長

(西部ガス㈱ 代表取締

第２討議テーマ：「元気な企業に見る独

パネリスト 阿波製紙㈱ 代表取締

㈱オーレック 代表取締

ポエック㈱ 代表取締役

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 広島大学大学院教授 

座長 四国生産性本部 会長

(四国電力㈱ 取締役社

閉会にあたっては、次回開催

産性本部の山下会長から、参加

係者へのお礼と共に「この会議

動に活かしていただきたい」旨
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ＨＯＴ情報 
「部下の話、受けとめていますか？」 

～メンタルヘルス問題対策としての、部下との面談～ 
 Ｙ’ｓオーダー 代表取締役 藤野 祐美氏 

 
 

７月６日(火)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 Y’sオーダー 代表取締役 藤野祐美氏

に寄稿いただきました。 

 
 職場のメンタルヘルス問題対策において、管理者

が取り組む大切な役割の一つが、部下に対する面談

対応です。“様子の気になる部下が抱える問題や悩み

の解決を援助する”ため、いかに面談を進めるべき

か、留意すべき３つの点についてお伝えいたします。 
 
①部下の抱える問題の理解と把握 
 面談の際にまず管理職が心がけるべきことは、部

下の状況を正確に把握することです。問題や悩みを

抱えている部下の場合、肝心の本人が直面している

問題を十分に整理、把握できていないことが多く見

受けられます。そもそも、整理することができるの

ならば、面談の前に、自ら対策に踏み出しているか

もしれません。問題が見えないからこそ、面談に活

路を見出そうとするのです。なんとか、自分の状況

を伝えようと話しをする。この話を通して、管理職

が情報を得ることは言うまでもありませんが、同時

に、本人も他者に語ることで、自身の状況を整理す

ることができます。中には、脈絡の無い話や矛盾す

る話もありますが、説教や批判をする前に、まず部

下の話を受けとめる姿勢が求められます。こちらが

示す「相手を受けとめよう」という姿勢が、部下を

信頼と安心に導くのです。 
そのために、面接で活用したい有効な聴き方が、

積極的傾聴法といわれるものです。相手を受容し、

共感し、支持する姿勢で話を聴区方法です。具体的

なステップとしては、 
①まず「なるほど、しんどい思いをしているわけ

ですね。」等と、相手を受容します。 
②続いて、部下の考えや感情を、あたかも相手が

感じているように「なぜ、自分だけが？と感じ

るのですね。」等と共感します。共感とは、相

手がＸＸと感じていることを、そのまま受けと

めることです。例え自分は△△△と感じていて

も、「目の前の彼はＸＸＸと考えている。」と、

状況そのものを受けとめます。 
 

③更に「この状況のせいでよく眠れず、ミスが続

くのですね。」等、部下の考えや行動が理解で

きることを伝えます。管理職に受けとめられる

ことで、部下は安心感を持ち、管理者を支援者

と感じることができるのです。 
状況を正確に把握するためには、積極的傾聴法と

共に、質問を活用することをお勧めします。管理職

が投げる適切な質問は、部下が自分の話の矛盾点や

誤解に気づくきっかけにもなります。特にオープン

質問と言われる、5W１H で始まる類の質問は、相

手からの情報入手に有効です。 
 その結果、部下の話が明らかに理解しがたいもの

や、「うつのようだ。」「幻聴がする。」といった疾病

性を感じさせるものであれば、速やかに専門医につ

なぐことを心がけてください。 
②問題解決のための手段や情報の提供 
 問題解決につながる手段や人材等の資源を知らな

いがために、部下が苦悩しているケースも多くあり

ます。解決手段や資源を提供することも、面談がも

たらす効果の一つです。部下の状況を正確に把握・

理解したならば、それに応じて、問題解決につなが

る情報やノウハウの提供、人脈の紹介等を行います。

そのためには、管理職自身が日ごろからメンタルヘ

ルス問題に対して、しっかりとアンテナを張り、情

報収集する必要があります。 
③気持ちの整理 
 一方、問題解決策も理解しているものの、なかな

か行動に移せずに悩みを抱えてしまう部下というケ

ースも少なくありません。 
ストレスから体調異常を覚え、休養の必要を感じ

ながらも、同僚への迷惑を懸念し、休暇を躊躇して

いるといったケースなどです。そこで、面談を通し

て部下の状況への理解を示し、部下の気持ちの整理

を支援します。本人にとって望ましい結論の実行を

後押しするわけです。 
 
面談に際には、ついつい管理者自身が自らの価値

観や人生観に束縛されがちですが、中立性を保つこ

とを常に意識する必要があります。指導や説教をす

る前に、まずは部下を受けとめること。そして、正

確な情報把握と理解に努め、問題解決を援助くださ

い。 
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役員リレー寄稿 

中国生産性本部専務理事  

                   松 浦  良 紀 氏 
                   
 
 
皆さんこんにちは。本年 6 月 29 日、このたび中

国生産性本部専務理事を拝命致しました松浦良紀で

す。どうぞよろしくお願いします。紙面を借りて、

自己紹介と新任挨拶中に感じたことを記し、挨拶に

代えさせていただきます。 
前職は中国電力株式会社販売事業本部で専任部長

を務めていました。昭和 55 年に入社し、平成 8 年
の異動後より 14 年半販売部門に勤務しました。本
社以外では、山口県を除く 4県の営業所や支店（当
時）での勤務経験があります。今回、常勤職位の専

務理事として発令されましたので、当本部は 1名増
の 8名になりました。この厳しい時代に増員された
ことに対する期待と責任の重さを感じています。 
目下、新任ご挨拶で中国地方各県を訪問し、ご期

待にお応えすべきヒントはないかを頭の片隅に、お

話を伺っています。 
わが国で生産性運動が始まってから、55年経過し

産業構造も変化していますが、この運動で蓄積され

た知見・ノウハウは現在でも経営革新に十分通用す

るものであり、当本部に期待するというご意見を耳

にすると、一層満足していただけるよう頑張らなく

てはと強く感じます。 
さて、中国生産性本部は組織変革と人材育成をサ

ポートする組織であり、セミナーなど各種事業を展

開しています。今年度は、各県で経営品質向上実践

セミナーや労使セミナーを開催することを計画いた

しました。こうしたセミナーにご参加いただくこと

により、広く中国地域の会員様にご満足いただける

価値を提供でき、生産性運動の理解促進へのお役立

ちができれば幸いです。また、会員訪問を行い皆様

の声を伺うことを実施したいと考えています。 
最後に、当本部は中国地域の生産性運動の推進役

と期待され、これに賛同していただいている会員の

皆様からの会費により運営されている組織でありま

す。今後とも、この期待に沿えるよう、事務局一丸

になり、時代の変化や皆様のニーズを察知し、努力

して参りますので、引き続きご指導ご支援をお願い

致します。 
◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆

 
 
 
 
７月１３日（火）に鑄方貞了講師をお招きして、係

長・主任セミナーを開催しました。 
 
●「係長・主任セミナー」の概要について 
係長・主任セミナーの講師をしていただいている

鑄方貞了講師は、毎年、参加者よりご好評いただい

ているので、今年度も実施をいたしました。 
このセミナーは、今まではプレイヤーとして最前

線で自ら仕事をしていた主任・係長クラスの方が、

初めて部下を持つ前に知っておくべき心構え、マネ

ジメントに対する基本的な考え方、現場ですぐに使

えるコミュニケーションスキルなどについて、習得

していただくことを目的に開催しています。 
表面的な考え方やノウハウだけではなく、「人はな

ぜやる気になるか？」「なぜ、働くのか？」など、人

や仕事の本質についても迫ります。 
さらに、自信を持って部下を指導するために、自

らの長所を知り、生かしていくことの大切さをわか

りやすく説いていきます。そして、自分の長所を磨

くと同時に、自分の部下の長所を見つけ伸ばし、豊

かな人生を築けるよう導くための極意についても解

説します。 

係長・主任セミナー 
～強い組織をつくる係長･主任の意識改革～ 

●受講者の方からの声 
係長・主任セミナーの受講者のアンケートの一部分

をご紹介します。 
・聞きやすく、非常に頭の中に残る話し方で大変

良い研修でした。 
・もう三年早く、このセミナーを受講すれば良か

った。 

・今の自分に大変役に立ちそうです。 

 ・理解しやすい説明なので頭の中にイメージを描

きながらセミナーを受講することができた。 

 ・楽しく興味深く、考えさせられる部分が多々あ

った。 

●次回の鑄方講師の管理者セミナーについて 
 今年度、鑄方講師の管理者セミナーは、８月２６

日（木）に開催します。 
 カリキュラムは、最終ページの伝言板に掲載して

おりますので、ご覧ください。 
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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」 

    ～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 

 

人事セミナー  

～社員のやる気を復活させる目標管理と考課～ 
日 時：８月２４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：エスコンサルティング 代表 山本 信夫氏 
内 容： 

１．人事制度が上手く機能しない本当の理由 

２．制度を見直す前に、“ここだけは押えて！” 

３．目標管理と人事考課のための６つの条件 

４．社員のやる気を高める目標管理と人事考課の手順

とポイント 

５．社員の納得性とモチベーションを高め、成果を出

す仕掛けづくり！ 

６．今こそ、現場のやる気を生き返らせよう！ 

 

管理者セミナー   

～部下の仕事力を高める管理者の役割～ 
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．自分の人生を大切にしていますか？ 

２．部下と自分の長所を仕事に生かす 

３．管理者の真の役割と職責とは？ 

４．正しく誉めると部下は大きく育つ 

「経営革新」講演会・セミナーのご案内 ５．部下の失敗を成長に活かす「叱り方」 

６．部下のやる気と信頼が高まる指導とは？ 

７．自己革新できる管理者が組織を革新する 

 

決算書セミナー   

～決算書を読みこなし仕事に活かす講座～ 
日 時：９月９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：税理士・米国税理士・ＣＦＰ○R  
     経営コンサルタント      高下 淳子氏 

内 容： 

１．決算書を読みこなすためのコツ！ 

２．貸借対照表を読みこなすポイント 

３．損益計算書を読みこなすポイント 

４．株主資本等変動計算書と注記表の役割 

５．キャッシュフロー経営の基礎知識 

６．損益分岐点分析の入門 

７．生産性の高い会社であり続けるために 

 

ロジカルシンキングセミナー 

～事例で学ぶ！ロジカルシンキング実践セミナー～ 
日 時：９月１４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：ビジネス ディベロップ サポート 代表 

     パッションクリエイター 大軽 俊史氏 
内 容：  

１．場当たり的な対処では、問題は解決しない！ 

２．論理的思考を成功させるための重要ポイント 

３．因果関係を論理的につなげる～演繹法・帰納法～ 

４．論理的思考の完成度を高める！～ＭＥＣＥ～ 

５．問題の本質をつきとめる！ 

６．相手が納得する説明と文書作りのポイント 

７．さらに的確・迅速・明解な問題解決をするために！ 

８．明日からの仕事にロジカルシンキングを活かす！ 

 

〈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/ 


