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年頭所感 
 中国地域の発展を促進する 

生産性運動を展開し、地域に貢献 
 

 

 

 

新年明けましておめでとうございます。 

皆様方におかれましては、気持ちを新たに、新春

をお迎えになられたことと存じます。昨年中は、当

本部の事業活動に、格別のご支援ご協力を賜り厚く

お礼申しあげます。 

 

お蔭さまで、当本部の経営品質事業、人材育成事

業、労組・労使関係事業等につきまして、計画に沿

って順調に実施できたことをご報告申しあげますと

ともに，改めてお礼申しあげます。 

 

さて、我が国の経済は、海外経済の改善などによ

り景気は持ち直していくことが期待されるものの、

このところの円高や依然として厳しい雇用情勢など

により先行きの不透明感を拭いきれない状況となっ

ています。 

こうした中、デフレの継続、人口の減少などによ

る需要の伸び悩みに対し、多くの企業は価格競争を

展開し、コスト削減に歯止めがかからない状況です。 

 

こうした状況を打開し、より良き明日を築いてい

くためには、自社･組織が主体的に取り組むことが必

要であり、その取り組みにあたっては、自らがもつ

「強み」を見極め、顧客本位にたった商品・サービ

スを提供していくといった経営品質向上活動の考え

がより重要になってくると考えます。 

当本部としては、引き続き、経

経営品質向上活動の普及・啓発を

に、これら経営革新を推進する人

産業における生産性向上のための

も積極的に取り組んでまいります

ントワークなど労使が一体になっ

題の実現に向けた普及・啓発等に

組生産性会議を中心に各県の会員

等と連携して推し進め、こうした

地域の発展につながる生産性運動

たいと存じます。 

 

ところで、本年は「西日本生産

日から 29 日にかけて当本部をホ

で開催されます。当会議を成功裡

には、会員のみなさまのご協力が

あります。何卒よろしくお願いい

 

最後になりましたが、本年が皆

幸多き年となりますよう祈念いた

当本部の諸活動に対しまして、従

援とご協力を賜りますよう心から

す。 
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ＨＯＴ情報 
経営品質実践セミナー第３回 

～２１世紀型リーダーシップの基本と真髄～ 
 

１２月１０日(金)広島市において、経営品質実践

セミナー第３回を、講師にシンクタンク藤原事務所 

会長 藤原直哉氏をお招きして開催しました。 
 

●「リーダーシップ」と「マネジメント」との意味 
「マネジメント」は「管理」と訳せるが、「リーダ

ーシップ」は、日本語に訳せない。 
あえて言うならば、リーダーシップの英語の定義

は、「混沌を止める力」である。混沌とは、今まで集

まっていったものが離れてバラバラになっていくこ

と。例えば、役割分担をしながら仕事していたのに、

それぞれが勝手な行動をしていくことである。その

ように考えると、リーダーシップの本質は、バラバ

ラなものを一つに集めることといえる。 
リーダーとは、混沌を止める人である。組織がど

こに向かおうとしているのかわからないと、不安に

なり混沌が広がる。それが終息するように、エネル

ギーや想いや行動をとっていくのがリーダーである。

リーダーが一瞬でも力や気を抜いてしまうと皆がバ

ラバラになってしまう。 
●無意味な努力が組織ではびこる理由 
 リーダーシップとマネジメントの考え方で重要な

ことは、「リーダーシップ」とは、「何が正しいかを

決めること」。「マネジメント」とは、「物事を正しく

実行すること」である。 
往々にして、今、企業で起こっていることは、何

が正しいかを決めずに、「とにかく頑張れ！」と迫ら

れることである。リーダーが何が正しいかを決めな

いと、多くの人が本当に大変な被害を被ってしまう。

それは、報われない無意味なことに途方も無い努力

をさせられてしまうからである。 
人の持っている時間は非常に限られている。その

時間の中で、どこにどのような努力をさせるかによ

って組織や人の成功は決まってくる。「がんばれ！」

という言葉を言う前に何に対していつまで頑張るこ

とが、意味のあることなのかを充分に考えて、リー

ダーは行動しなければならない。 
●非常事態を乗り越える組織のリーダー 
「マネジメントは、物事を正しく実行すること」

と言うと、一見簡単に聞こえるが、なかなか難しい

ことである。とても複雑なプロセスで、簡単に答え

が出るようなものではない。 

環境変化が激変している現在、マネジメントとは、

とんでもない非常事態を克服して物事を正して、皆

でやりとげることである。それは、メンバーが熱い

想いを持ち続け、最後の踏ん張りが発揮できること

が重要である。そのためには、日頃から、本気で物

事をやり遂げようと決心し、仕事をしているかどう

かである。それは、普段からリーダーが、何が正し

いかをどう教えているかということでもある。 
簡単な作業の順番だけを教えて、「これ以外に余計

なことをするな」と教えていると、非常事態になっ

たら破滅に向かう。 
リーダーシップとマネジメントの両方が、きちん

とできていないと、たとえ優れた技術や素晴らしい

人材がいたとしても組織は成功しない。 
●個の花を咲かせるリーダーシップ 
経営の勉強をする時に、真似してはいけない会社

から学んでいる場合が非常に多い。マスコミで華々

しく取り上げられている会社は、波乱万丈でストー

リー性が面白く業績が一気に上がっている会社。そ

ういう会社は、株価も上昇しやすい。しかし、本質

的なところが素晴らしい会社は、地道に着実な経営

をしているためマスコミでは面白みが欠け記事にな

りにくい。 
実は、グローバル競争を最後に勝っている会社は、

戦っていない会社である。それは、自社の居場所が

きっちりと確保されている会社。戦わずに勝つとい

うのは、寡占で競争相手がいないということではな

く、その分野に誰も入ってこないということ。その

人、その企業だけしかやれない仕事をやっていると

いうことである。 
このグローバル競争の中で何が正しいのか。それ

は、個の花を咲かせることである。その人にしか、

その企業だけにしかやれないことをやることである。

人の真似し続けると利益の出ない競争に巻き込まれ

滅びが始まる。 
昔は、組織で均一した人材を作っていけば安定し

た経営をすることができた。しかし、今は、働いて

いる一人一人の気持ちや意欲にスポットを当てない

と個の能力は開かない。社員一人一人の気持ちや意

欲を大切に個の花を咲かせながらも、それを集結さ

せ組織のエネルギーを高めるのがリーダーシップで

ある。
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ＨＯＴ情報 
２０１０年度 欧州労働事情調査団報告 

～蘭・仏・英の３ヵ国で少子化対策や労働事情などを視察・調査～ 
 

当本部と中国労組生産性会議は、平成 22 年 12 月

7 日から 16 日までの 10 日間、四国生産性本部･四国

地方労働組合生産性会議と合同で「欧州労働事情調

査団」（五十嵐美知義団長<連合鳥取会長>以下 15 名、

事務局 1名 計 16 名）を編成し、欧州３ヵ国に調査

団を派遣しましたのでその概要を報告します。 

 3

１．目 的 

欧州各国の社会・経済・労働事情の調査を通じて、

国際感覚の豊かなリーダーを養成する。 

２．調査テーマ 

◎全体テーマ 

(1)社会労働政策(少子化対策・自治体活動等) 

(2)産業雇用政策(貿易・海上物流の現状、各社の

製造・販売・雇用の状況)  

◎全体テーマに加え、班別･個人別に設定したテーマ 

３．公式訪問先［３カ国６箇所］ 

(オランダ)・三菱キャタピラー フォークリフト 

ヨーロッパ〔於：アルメレ〕 

・ロッテルダム港湾公社 

(フランス)・（財）自治体国際化協会パリ事務所 

・全国家族手当金庫〔於：パリ〕 

(イギリス)・ジャガー社 キャッスル ブロムウィ

ッチ工場〔於：バーミンガム〕 

・ＪＥＴＲＯ ロンドンセンター 

４．主な視察先と懇談内容 

(1) 三菱キャタピラー フォークリフト ヨーロッパ 

同社では事業所概要、経営理念、生産・販売状況

等について説明を受けたほか、生産ラインの視察を

させて頂きました。従業員は 517 名ですが、その国

籍は 40 ヵ国に及んでいるとのこと。同社では、従業

員の能力開発に力を入れているほか、国の施策に協

力し学生に職業訓練の場を提供しています。こうし

たことから、2008 年度には、地域・社会などへ優れ

た貢献をした企業に贈られる「アルメレ賞」を受賞

されました。労働事情についても、30 名以上の企業

には労働者協議会の設置が義務付けられ、団体労働

協約が結ばれていること、職種ごとの同一労働同一

賃金制度や産業別一律昇給制度、個人評価・部門評

価・会社の業績による給与査定が行われていること

などが紹介されました。 

(2) 財団法人自治体国際化協会パリ事務所 

同事務所では、フランスの地方行政、地方自治の

仕組みや、それらを取り巻く現状と課題について説

明を受けました。 

フランスには、2 千人未満を主体とするコミュー

ンという基礎的自治体があり、その数は 3万 6 千を

越えています。コミューンは、歴史的には教会地区

単位で発足したものですが、1983 年地方分権法によ

り、都市計画や小学校・保育園等の維持・管理の権

限を持つようになり、魅力あるまちづくりの当事者

として大きな役割を果たしているとのことでした。 

 

(3) 全国家族手当金庫 

政府の社会保障制度の一機関として、フランスの

家族政策に大きな影響力を持っており、家族や各種

保育施設等へ援助を行っています。財源は約 6割が

企業からの拠出、約 4割が税金で、職員 3万 4千人。 

具体的には、子供手当、女性の出産に対する手当、

育児休暇後の職場復帰時の託児費用手当や、住宅手

当、就職を支援する手当など全 20 種に及ぶ手当が支

給されており、欧州でも高いとされるフランスの出

生率の背景には、こうした少子化防止のための施策

が効果を発揮しているものと思われます。 

(4) ジャガー社 キャッスル ブロムウィッチ工場 

同社全 7,000 人の社員のうち、2,200 人が働いて

おり、生産は高級車に特化しています。雇用の状況

については、若年の新規採用者に対し、４年の教育

の後、勤務状況により正社員化しているほか、中途

採用者への職業訓練も実施しています。事務・技術

職による賃金格差や年功序列はなく、能力段階別の

給与体系を採用しています。社員を大切にする企業

を目指しており、途中退職者はほとんどおらず、従

業員の平均年齢は 46 才と比較的高くなっています。

生産ラインは最先端の機械ロボットを使用しながら

も、複雑な作業工程においては人の手で行われ、作

業者の健康を考慮した機械配置など、労働者への配

慮が数多くなされていました。なお、提携するラン

ドローバー社との間で生産状況により雇用人員を融

通し合っているとのことであり、また環境問題につ

いても積極的で、欧州のＣＯ2 削減目標に対応する

ため、100 人のエンジニアを投入しているとのこと

でした。 

５．ま と め 

紙数の関係で全ての訪問先は紹介できませんでし

たが、他の訪問先でも数多くの示唆に富むお話を伺

うことができました。（別途レポートにより報告します） 

現在、日本では少子化による人口減少や、新卒者

を含めた就職難が大きな問題となっていますが、団

員からは「今回視察した欧州の実情を参考に、日本

としての有効な取り組みができるよう、今後の組織

活動に活かしていきたい」などとのご意見をいただ

きました。 

最後に、団員の派遣をいただいた組織様、訪問先

との調整にご支援・ご協力をいただきました関係者

の皆様に心より御礼申しあげます。 

（三菱キャタピラー フォークリフト ヨーロッパにて） 
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感動の三部作（平成２２年度第３回） 

～潜在能力が顕在化すると仕事が変わる～ 
日 時：１月２７日(木)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：ハッピーライフ研究所  

所長 大久保 正剛氏 

内 容：  

１．言葉やイメージの大切さを体感 

   ～自分には、こんなすごい能力がある！！～ 

２．潜在意識の重要性をわかりやすく解説 

   ①潜在意識とは何か②潜在能力を引き出す秘訣 

３．普段、何気なく使っている言葉やイメージの重要性 

   ～今まで、知らないうちに 

自分が失敗するように取り組んでいた～ 

４．ストレス発散法 

   ～潜在能力を発揮する前に、 

まず、心のシコリを解消～ 

５．仕事をして得られる喜びとは 

６．明確な目標を持つことの大切さ 

７．今日から自分でできるイメージトレーニング法の体験 

 

サービス産業生産性向上セミナー 

～従業員・顧客満足をベースとした最強組織のつくり方～ 
日 時：２月２日(水)１４：３０～１７：４５ 

場  所：広島国際会議場（広島市中区中島町1-5） 

会員参加料： 無料 

内 容： 

 講演１  

「顧客満足度」の測定と活用について 

        サービス産業生産性協議会 

 講演２ 

 「人が輝く人間性尊重の組織づくり」 

  ～やりがいのある職場・考える社員による高いお客様満足～ 

        ネッツトヨタ南国株式会社 

           取締役相談役 横田 英毅氏 

 

経営品質実践セミナー（第４回）   

～理想の組織を考え実践し続けた経営品質活動を解説～ 

「2009年度日本経営品質賞」を受賞された万協製薬

株式会社の松浦社長をお招きし、「工場そのものが商

品」と位置づけられ、1996年再創業時から約４０倍の

売上と受注拡大をはかってきたプロセス、独自の顧客

対応・提案ならびに現場でのプロセス革新など継続的

な成長が自発的に絶え間なく行われている同社の取組

みを講演いただきます。 

日 時：３月８日(火)１３：３０～１６：３０ 

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：万協製薬株式会社  
「経営革新」講演会・セミナーのご案内 代表取締役社長 松浦 信男氏 

内 容： 

１．経営品質向上プログラムの導入目的 

２．業界に先駆けるビジネスモデルの追及 

３．受注拡大による飛躍的な展開をささえた開発・生

産現場でのプロセス革新 

４．人材が自立的に育つ環境と職場間の連携による組

織の健全で継続的な成長 

５．優しさと気づきあうことを大切にし、常に明朗快

活な組織風土の形成 

 

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：３月１１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 

会長 藤原 直哉氏 

内 容：  

第１部 激変する政治・経済のゆくえ 

・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 経営を成功に導く最新のリーダーシップ 

・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/ 

西日本生産性会議２０11 
       ７月広島市にて開催 
 毎年開催しております、西日本生産性会議を今年

は広島市にて開催いたします。 

 詳細が決まり次第随時お知らせいたします。多く

の方々のご参加をお待ちしております。 

本年度総会でお知らせしました日程が下記に変更

となりましたのでご留意下さい。 
日程：平成２３年７月２８日(木)～２９日（金）

場所：リーガロイヤルホテル広島(広島市中区) 


