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平成２２年度 労組リーダー研修を開催 
～労組役員に必要な専門スキルの向上とリーダーシップを養う～

 
 

8 月 30 日（月）・31 日（火）の 2日間、連合中国

ブロック連絡会と連携し、労働組合役員等を対象に、

講義と経験交流を通じ、労働運動推進に必要な専門

スキルとリーダーシップの向上を養成することを目

的とした「労組リーダー研修」を広島市で開催しま

した。（参加者 22 名） 

 

研修では、最初に、当本部事務局が、「生産性運動

の目的、背景と歴史」や「労働組合への期待」など

について講義を行いました。 
続いて富士社会教育センター理事鈴木晴彦氏を講

師にお迎えし、講義とグループ演習を織り交ぜなが

ら研修を行いました。まず「労働運動の歴史と民主

的運動の基本」について講義の後、組合役員として

大切な積極的傾聴法や、ケア・コミュ二ケーション、

リーダーシップとチームワークの関係等についてグ

ループ演習が行われました。また、労働時間・賃金・

労働協約・就業規則等「労働法の基本」、労使協議等

に関する能力を高める基礎や留

「労使協議と経営参加」、そして「

表の基本」の各講義も行われまし

最後に、日本労働組合総連合会

正規労働センター総合局長山根木

合結成 20 周年～新たな運動の挑
講演をいただきました。この中で

た歴史や、「STOP THE 格差社会
成果や「非正規労働センター」の

みが紹介されました。また、連合

てまとめられた、「働くことを軸と

向け、各受講者の今後の活動への

伺うことができました。 
参加者からは、「連合の歴史や経

なかったことが勉強できた」「業界

ダーと交流できよかった」「これか

学んだことを活かして行きたい」

ただきました。 
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ＨＯＴ情報 
感動の三部作（第 1回） 

～人が輝き繁栄し続ける経営実現の鍵～ 
 

 平成２２年度感動の三部作第 1回を８月２０日に

開催いたしました。人とホスピタリティ研究所 代表 

高野登氏に「人がイキイキ輝く瞬間～社員のやる気

を支えるホスピタリティ」と題してご講演いただき

ました。その要旨の一部をご紹介します。 

 
◇目の前の景色を意識して変える 
昨年まで日本支社長を務めていたリッツ・カール

トンホテルでは、働く人が自分の仕事をワクワクと

面白がっている。まるで、ゲームを楽しむように･･･。

しかし、囚われた視点で自分の仕事を見ると、それ

は、難しい。実は、つまらない仕事というのは存在

せず、人がつまらなくしているだけなのだと思う。

皆が見ている景色の中で、意識して自分の目線を変

えて考えてみるとイキイキして仕事をしたり、自分

らしさを出していくことのヒントが見つかってくる。 
◇お互いの目線の近さ 
体がメタボ化しても脂肪は比較的簡単に取れる。

しかし、心や精神の中のメタボは、簡単にはそぎ落

とせない。例えば、人は豊かになると、貧乏に戻り

たくない。今は、筋肉質な精神状態でないと乗り越

えられない経済環境なのに、人は、何となく身につ

いてしまったサボり癖とか根拠の無い安心感のまま

でいてしまう。 
 大変な時代だからこそ、仕事の立ち位置をどのよ

うに自分の中で意識するかが大切だと思う。その決

め手になるのは、その中で働いている者同士がお互

いを見る目線の近さ。例えば、働いている上司や同

僚に自分の想いを１日に何回添えることができる

か･･･。これは、トレーニングしないとできない。 
◇サービスとホスピタリティ 
サービスとホスピタリティは、整理されず使われ

ていることが多いが、この違いがわかると、働き方

が変わってくる。 
「○○サービス」と名前がついているものは、提

供している側が１００％その内容を決めている。提

供している側が定義しているもので、その内容はわ

かりやすく、対価も含んでいるものが圧倒的に多い。

だから、均一化する必要があり、マニュアルが生ま

れる。それは、提供する側が働く人達の基礎体力を

揃えるために必要なのである。 
しかし、その延長上にホスピタリティや感動は生

まれない。サービスが徹底されると満足を得ること

はできるが、定義された内容を定義通りに受けても

感動は生まれにくい。 
◇ホスピタリティとは 
誰でも良い仕事をしたいと思っている。世の中の

役に立ちたいと思っている。その熱い想いを持って

いても、他の人に伝えなかったり、伝わらなかった

りすると、周りの人にとっては無いのと一緒のこと

である。「もっと、表にその気持ちを出して良い」「形

にして相手に伝えて良い」というのがリッツ・カー

ルトンの仕事の第１歩である。 
 リッツ・カールトンにとってのホスピタリティの

定義は、「相手の心に自分の心を添えて対話（ダイア

ログ）をする姿勢そのもの」。100 人いたら 100 人
とも心は違うのだから 100通りのホスピタリティが
存在する。ホスピタリティは、提供する側が定義で

きない内容であり、受けた側の感性で受け止めて納

得するかどうかしかない。 
◇お客様の心が見えはじめる瞬間 
お客様一人一人に自分の心を添えた時にしか、お

客様のことは見えない。相手のことを気にして関心

をもって、その人の心に自分を添えてみて、その人

の心をイメージし続けていくと、そのうち、一瞬で

見えるようになってくる。これは、すぐにできる人

と時間がかかる人がいる。でも、それをやろうと思

った人しか、その領域に入れない。せっかく仕事を

する環境にあるのに、自分が１００％生かされてい

ないのは悔しいと感じることが成長のスイッチにな

る。 
◇大変な時代だからこそ面白がり楽しむ 
景気が大変な時に、「自分達が頑張らなくてどうす

る！」というスイッチが他の人達にも同じように入

る。それが共鳴。共鳴している時、人はイキイキし

た表情になる。 
リーマンショック直後に、「大変な時代がやってき

た。でも、面白い時代がやってきた。」というのが、

リッツ・カールトン流の世の中とは違った景色の捕

らえ方。そして、「自分達にしかない価値観を作って

いこうじゃないか！」と楽しみだす。 
人は、買いたい時に買いたものを買いたい人から

買う時代が間違いなくきている。それを意識して、

今までよりさらに一段高いエネルギーで仕事をしよ

うとしているのがリッツ・カールトンの面白さ。社

員がみんな楽しみながらイキイキと仕事ができる舞

台を作っていくことをやってきたのが、リッツ・カ

ールトンなのである。 
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役員リレー寄稿 

中国生産性本部副会長  

                   井巻 久一 氏 
                 （マツダ株式会社 相談役最高顧問） 
 
 
アメリカの金融危機に端を発した景気後退は、世

界各国での景気対策の効果などもあり最悪期を脱し

つつありましたが、ここに来て急激な円高の進捗、

また、欧州の信用不安、回復の兆しを見せていたア

メリカの景気動向は不透明感を増してきており、中

国でも成長鈍化の懸念も報道されるなど、世界経済

は予断を許さない状況であり、国内においても輸出

回復、政府の景気対策はあるものの景気回復は足踏

み状態にあります。加えて、旱魃や洪水などの自然

災害、また、連日続く猛暑などの異常気象は、地球

温暖化への対応や環境問題への取り組みなどを加速

させなければならない状況です。 

このような経済環境、社会環境の下、自動車業界

では、更なる燃費向上、CO2 の削減などの要請が高

まってきております。政府では、自動車産業や社会

全体の中長期的な対応のあり方について「次世代自

動車戦略 2010」として、2020 年までには、次世代自

動車（HV、EV、PHV など）に加えて、その時点で環

境性能に特に優れた従来車も含めた「先進環境対応

車」の更なる普及が産業競争力の強化及び現実的な

観点から適当であるとしています。 

当社では技術開発長期ビジョン「サステナブル

“Zoom-Zoom”宣言」のもと、グローバルで販売する

マツダ車の平均燃費を 2015 年までに 30％改善する

計画を 2008 年に発表し、クルマのエンジン、車体の

軽量化などのベース技術の進化に優先して取り組み、

このベース技術にアイドリングストップシステム 

「i‐stop」や減速エネルギー回生ブレーキシステム、

更にはハイブリッド技術などの電気デバイスを段階

的に組み合わせ、最終的にはプラグインハイブリッ

ド自動車や電気自動車へとステップを追って進化さ

せる「ビルディングブロック戦略」による環境・安

全への取り組みを強化・加速しております。2009 年

10 月に発表しました次世代パワートレイン「マツダ

スカイコンセプト」の開発も順調に進んでおり、2011

年よりグローバルに導入し、ハイブリッド自動車も

2013 年までに発売することも決定しました。 

アイドリングストップシステム「i‐stop」を搭載

した商品は、2010 年 7 月に発表しました「マツダプ

レマシー」を加えて 3車種となり、皆様から好評を

いただいております。 

このような戦略への取り組み、また新技術を開

発・実用化できましたのも、この中国地域に脈々と

受け継がれている「モノづくり」の誇るべき伝統を

ベースに、新技術を積極的に取り込んでいく先進性、

革新性に富んだ気風の表れと関係者の皆様のご支援

とご協力の成果と心より感謝いたしております。来

るべき「先進環境対応車」時代に向け、 技術の伝

承と人材の育成を積極的に推進し、技術水準のレベ

ルアップを図り、技術の蓄積と先進的な技術イノベ

ーションにより地域産業の振興・発展に少しでも貢

献できるよう関係者の皆様とともに取り組んでまい

りたいと考えています。 
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人材育成のプログラム 
    経営革新の基礎コース開催 

中国経営品質協議会では経営改革の推進者を養成

するために「人材育成のプログラム」と題して、「経

営革新の基礎コース」「経営評価の基礎コース」「セ

ルフアセスメントコース」の３本のセミナーを開催

しています。８月２日(月)第 1 段階の「経営革新の
基礎コース」を開催しました。 
このセミナーでは、セルフアセスメントの手法だ

けではなく、経営の基礎的な考え方と経営を評価す

る際の視点についてグループワーク等を通じて体感

する内容も盛り込まれています。研修を通じて、自

らが考えグループで対話し新たな考えを導き出すプ

ロセスが貫かれており、対話を通じて組織の状態を

進化させる能力開発を意図しています。 

 まず、経営品質で健全な変革を実現するために、

経営改革推進者ご自身の意識から変革を始めること

を重視しています。外から人を変えようとする命令

や強制ではなく、個人の内なる意識から始まる変革

です。変革には５つの層があります。それは①意識

を変える②思考を変える③対話を変える④行動を変

える ⑤成果を変えるです。①意識と②思考は個人

のレベルです。しかし、②思考が変わると③対話の

仕方が変わります。ここから集団や組織の変革にな

ります。そして④実際の経営の行動が変わってきま

す。そして、⑤経営の成果を変えていきます。 
 受講者は企業人としてだけではなく、ご自身の人

生にまで考えをめぐらせ、変革者としての本質を学

んでいただきました。 



 4

 

 

 

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！ 

 

経営品質実践セミナー（第１回） 

経営品質入門セミナー 

～経営品質とはなにか、気づき・思考・対話の基礎を解説～ 

日 時：９月２８日(火)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： 8,500円 

講 師：茨城県経営品質協議会 

 代表理事 鬼澤 慎人氏 

内 容： 

１．経営品質向上プログラムとは何か 

  ・大切な基本理念  

・経営品質と経営革新 

  ・顧客価値をいかに高めるか 

 ・「事実前提」と「価値前提」 

・部分最適から全体最適へ 

・リーダーシップとマネジメント 

・自ら学習する組織づくり 

２．セルフアセスメントとは何か 

  ・あるべき姿と現状のギャップを知る 

  ・「気づき」による自己変革 

  ・「思考」と「対話」のレベルを上げる 

  ・組織を反映し出す８つの鏡 

３．経営品質活動の推進に向けて 

  ・より効果的に推進するには 

  ・陥りやすい罠に気をつける 

 

※経営品質入門セミナーを今年度は山口、岡山、鳥取

で開催します。内容・講師は広島開催と同様です。 

山口会場  

日 時：９月２７日(月)１３：３０～１７：００ 
場  所：サンルート徳山別館（周南市築港町8－33） 

 

岡山会場  

「経営革新」講演会・セミナーのご案内 日 時：９月２９日(水)１３：３０～１７：００ 
場  所：中国電力㈱岡山支社 エネルギアホール 

          （岡山市北区内山下1－11－1） 

 

鳥取会場  

日 時：９月３０日(木)１３：３０～１７：００ 
場  所：鳥取産業会館・鳥取商工会議所ビル会議室 

（鳥取市本町3－201） 

 

経営品質実践セミナー（第２回） 

～収益をもたらす好循環を実例に基づき解説～ 
日 時：１０月２２日(金)１３：３０～１７：００ 

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： 8,500円 

講 師：広島大学大学院社会科学研究科  

教授 井上 善海氏 

内 容： 

「人を大切にする経営は危機に強い」 

１．視点を変えることの重要性を知る 

２．あなたの会社の経営視点は 

３．新・三方よしの考え方 

４．人を大切にする経営を実践している事例企業３

社の紹介 

 

感動の三部作（平成２２年度第２回） 

心豊かに繁栄する法則～心には力がある～ 
 今、ＣＳ（顧客満足）とＥＳ（社員満足）で日本全

国から注目されている小倉の美容室 バグジーの久保

華図八社長とその師匠である陶芸家 北川八郎先生に

ご講演いただきます。 

日 時：１０月２９日(金)１３：３０～１７：００ 

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： 8,500円 

講 師：陶芸家   北川 八郎氏 

    有限会社バグジー 社長 久保 華図八氏 

 

〈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/ 


