
 

 

 

西日本生産性会議２０１１開催 
「日本の新たな針路 ～未来を拓く労使の挑戦～」に６５０名
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７月 28 日（木）、29 日（金）の２日間、リーガロ

イヤルホテル広島において、「日本の新たな針路～未

来を拓く労使の挑戦～」を統一テーマとして「西日

本生産性会議２０１１」を開催しました。（参加者約

650 名） 

  
 冒頭、中国生産性本部の苅田知英会長から、「国内

では課題解決の処方せんが見出せず、いたずらに時

間が過ぎている気がする。戦後日本は復興を果たし、

２度の石油危機など幾度の試練を乗り越えてきた。

不断の改善など生産性活動の原点に立ち返り、協力

して道を切り開いていかないといけない」との開会

挨拶がありました。次に、日本生産性本部副会長、

秋草直之氏から来賓挨拶をいただきました。 
本会議では、まず、伊藤忠商事株式会社取締役会

長小林栄三氏から「変化する世界と日本の未来」と

題した基調講演をいただいた後、展開討議に入りま

した。 
 展開討議では、慶應義塾大学教授 樋口美雄氏がコ
ーディネーターとなり、パネリストに基調講演をい

ただいた小林氏、日本労働組合総連合会会長 古賀伸
明氏、株式会社日本政策投資銀行地域振興グループ

地域支援班参事役 藻谷浩介氏の三者により、「日本
の新たな針路～未来を拓く労使の挑戦～」をテーマ

に、東日本大震災の影響を踏まえた今後の日本の成

長のあり方や進むべき方向性などについて討議いた

だきました。 
 展開討議終了後の｢参加者交流懇親会」では、井辺

中国経済産業局長ならびに中下広島県副知事にご臨

席をいただきました。多くの方々が集う中、交流の

輪が広がりました。 

 ２日目の第一討議では、株式会

調査部長 山田久氏がコーディネー
リストに、富士電機株式会社特別

私鉄中国地方労働組合広島電鉄支

古正明氏、メイテック労働組合中央

清氏の三者により、「厳しさを増す

労使が果たす役割」をテーマに討

続く第２討議では、人と経営研究所

氏がコーディネーターとなり、パ

社セブンプラザ代表取締役社長 山
社ビューティーサロンモリワキ代

三氏、医療法人ヨリタ歯科クリニッ

司氏の三者により、「逆境の中で輝

テーマに討議しました。 
 特別講演では、株式会社アント

ー代表取締役社長 福島正伸氏から
い！～輝く未来を自らが創り出す

をいただき、盛会のうちに終了し

 なお、休憩時間には、東日本大
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ＨＯＴ情報 
西日本生産性会議２０１１ 基調講演 
『変化する世界と日本の未来』 

伊藤忠商事株式会社 取締役会長 小林 栄三 氏 
 

 

【日本の現状 ～ 低成長が続く日本経済】 

過去 10 年間の日本の経済成長率は名目で年平均

0.6％のマイナス成長。雇用も過去 10 年間で約 300

万人の正規雇用減となり、失業者は今年 4 月時点で

309 万人に達した。2000 年以降、雇用者報酬も、年平

均でマイナスとなり、地域格差も縮まっていない。人

材育成・技術革新・規制緩和による生産性の向上も進

んでいない。人口も 2010 年は 1 億 2,720 万人、2050

年は 9,520 万人となり、若年層が減り、逆に 65 歳以

上が大幅に増加する。国際競争力も、IMD(国際経営開

発研究所)の評価で、1990年は1位だったものが、2010

年には 27 位に後退し、国際的な地位も低下している。 

 

【世界の現状 ～ 一極集中から多極化へ】 

一方、世界では一極集中から多極化への動きが加速

しており、昨年、中国はＧＤＰで日本を追い越し、イ

ンド、ロシア、ブラジルなども肉薄している。 

アジアが大きく台頭してくる中で、注目すべきは、

中間・高所得者の増加である。2008 年には中国、イ

ンドなどアジアの主要国で約３割が税引後年収

5,000 ドル以上の中間・高所得層だが、2020 年には６

割に増加する。 

 

【日本の更なる発展のために】 

日本の発展のためには、真に国を開く“外へのグロ

ーバル化”と“内なるグローバル化”を進めなければ

ならない。“外へのグローバル化”では、モノづくり

を軸とする輸出、内需型産業、例えばサービス産業の

輸出産業化が重要。特にサービス産業についてはまだ

まだ進んでいない。中国での次のチャレンジはサービ

ス部門での需要の取り込みであり、容易ではないが進

めなくてはならない。“内なるグローバル化”では、

多くの観光資源を保有するわが国の特色を活かした

観光の誘致や、医療、介護、環境などの新産業の創出

が重要になる。 

アジアでは日本への期待が非常に大きく、日本本来

の人材の凄さ・優秀さ、信用・信頼、 安心・安全な

どが高く評価されている。日本は原点に返り、自信を

持ち、アジア各国の期待に応えていかなければならな

い。 

【経営者の役割】 

グローバル化、ＩＴ化

などに伴い、20 世紀と

21 世紀ではすべての業

界においてその変化の

スピードや質が大きく

違ってきている。変化は

企業が発展する最大の

チャンスではあるが、そ

のためには、企業の方向

性を示し、社員やステークホルダーと十分なコミュニ

ケーションを取り将来ビジョンを共有していくこと

が従前にも増して大事になってきている。 

また、他人や競合先とうまく結びつき、全体を見な

がらトータルなバリューチェーンを構築し、成長戦略

を描いていくという視点、発想の転換も 21 世紀では

重要になる。 

最も重要なことが、人材の育成。日本を取り巻く困

難な課題を克服していくには、人材の確保、養成、戦

力化が非常に大事。全ての企業が直接的、間接的にグ

ローバル展開を迫られる状況下、ただ英語をしゃべる

ことができるだけでなく、年齢、性別、道徳、商習慣、

宗教など多様な価値観を理解できる人間を育てなけ

ればならない。日本の高校生に「今の生活で一生を過

ごしたいか」と問うと、３分の２は「そうしたい」と

回答する。しかし中国、米国では逆に３分の２が「自

分の限界」「新しいこと」を試したい、と考えている。

長期的な課題となるが、日本の成長の鍵は、一にも二

にも人材であり、新しいことにチャレンジする若者を

育て、若者を活性化させていく人材の育成が日本の

21 世紀の成長の原点になる。 

この度の東日本大震災からの復興には、スピードが

必要で、かつ長丁場を覚悟しなければならない。同時

に膨大なお金も必要となる。経済の活性化、自由貿易

協定や農業問題などへの対応、財政再建など大事な問

題が一挙にテーブルに乗った状況にあり、我々はこう

した問題に対し、逃げることなく真正面から捉えて取

り組まなくてはならない。 
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７月６日（水）、広島市においてＹ'ｓオーダー 代

表取締役 藤野祐美氏をお招きし、メンタルヘルスマ

ネジメントセミナーを開催しました。 

 

 
メンタルヘルスマネジメントセミナー開催 

～管理者のためのメンタルヘルス対策～ 

 仕事に対してストレスを感じている労働者が６割

を超え、１５人に１人がうつ病と言われている現在、

管理者にとってメンタルヘルス対策は、企業の中で

深刻な問題です。例えば、メンタルヘルス不全で社

員１人が１年間休職すると、１人分の労働力の損失、

既存社員の肩代わりによる労働負担、代替社員の手

配コスト、周囲へのマイナスの波及効果等の発生が

考えられます。 
 しかし、メンタルヘルスに関わることは、医学的

な見地に基づく適切な対応、法律的な責任問題など、

専門的な知識がないと管理者自身が窮地に陥ってし

まうケースもあります。 
 本セミナーでは、現場を知り尽くした藤野祐美講

師をお招きして、 
①深刻な職場の実態 
 ②ストレスや病気に対する基礎知識 

 ③早期発見のポイント 
 ④心の不調を起こした正しい部下への対応 
 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 
について具体的な事例をもとに、わかりやすく解説

していただきました。 
 メンタルヘルスの基礎的な知識はもちろんのこと、

「新型うつ」など、最新の研究内容から日頃のコミ

ュニケーションのとり方に至るまで、実例をもとに

お話していただきました。そして、管理者が一人で

抱え込まず、チームとして取り組んでいくことの重

要性とポイントについても説明されました。 
 参加者の方からも好評を得て、下記の通りの感想

を頂戴しています。 
・これまでの対処についての反省が行えた。 

・予防対応をしっかりやっていきたい。 

・仕事だけではなく、家庭でも活かせる部分がある

と感じた。 

・メンタルヘルスの担当者として、大変有意義なセ

ミナーだった。 

・今後の企業経営にメンタルヘルスは避けて通れな

い問題だと思った。

◇◇◆◇◇■◇◇■◇◇◆◇◇◆◇◇■◇◇■◇◇◆◇◇◆◇◇■◇◇■◇◇◆◇◇◆◇◇■◇◇■◇◇◆ 
 
 
 
 
７月 12 日（火）広島市において、アクティブ経営研

究所 所長 鑄方貞了氏をお招きし、係長・主任セミ

ナーを開催しました。 

 今まで、組織の一線で活躍していたプレーヤーか

ら、部下を持つ立場になると、求められる能力も変

わってきます。初めて部下を持つようになった主

任・係長の方を対象に自信と勇気をもって仕事の指

導ができるように企画しています。鑄方貞了講師は、

ユーモアを織り交ぜた楽しい雰囲気を醸しながらも、

係長・主任の真髄について的確に説いていただきま

した。 

 
係長・主任セミナー開催 
～強い組織をつくる係長・主任の意識改革～ 

セミナープログラム 

１．自分の人生のために仕事をしていますか？ 

２．自分自身の長所を知れば、あなたは変わる 

３．係長・主任の本当の役割とは？ 

４．部下の「やる気」をひきだす動機づけの秘訣 

５．職場の人間関係を良くする心理テクニック 

６．仕事のできる部下を育てるための極意 

７．自己革新できるリーダーが組織を変える！ 

セミナーでは、難しいことではなく、その効果を

知れば誰もが実践したくなる内容を厳選して指導し

ていただきました。また、「働くとは」「人生とは」

という人としての本質的なテーマにも触れています。

何より、人が成長し成果を上げる極意を最新の科学

をもとに惜しみなく解説いただきました。 

特に、たった１回しかない自分の人生を充実して

おくるためには、自分の長所を見つけ、徹底的に伸

ばし、周りの人の役に立つ存在となることの重要性

を語り、実習を通して実感していただきました。 

 参加者の皆様からの感想の一部をご紹介します。 

・一回きりの人生を充実させるため、今回のセミナ

ーの内容を活かしたいと思う。 

・非常に記憶と印象に残る内容だった。 

・経営や心理学など多岐にわたる視点から説明して

もらい充実した１日となった。 

・自分に甘いところが多くあることに気づいた。 

・自分を見つめ直す良い機会となった。 

・自分ではわからなかった長所があることに気づか

せていただいた。 
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感動の三部作（第１回） 

～もっと深く本質を考えてみる～ 

日 時：９月２日(金)１４：００～１７：００ 

場  所：広島市文化交流会館（広島市中区加古町3－3） 

会員参加料： 8,500円 

講 師：人と経営研究所   所長 大久保 寛司氏 

内 容： 

・繁栄し続ける企業が大切にしている考え方 

・やる気のある輝く人が育つ企業風土とは 

・日々、自分が成長するための心のおきどころ 

・「価値ある仕事をする」という真の意味とは 

・私達が、今、大切にすべきこと 

 

 

ロジカルシンキングセミナー 

～事例で学ぶ！ﾛｼﾞｶﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｾﾐﾅｰ～ 

日 時：９月１４日(水)１０：００～１７：００ 

場  所：広島国際会議場（広島市中区中島町1－5） 

会員参加料： 15,000円 

講 師：ビジネス ディベロップ サポート  

              代表  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．論理的な説明力でなければ相手は納得しない！ 

３．論理的な思考を成功させるための重要ポイント 

４．論理的思考の完成度を高める極意！ 

５．問題の本質をつきとめ、解決策を考える！ 

６．相手が納得し、わかりやすく説明する！ 

７．さらに的確・迅速・明解な問題解決をするために！ 

 

 

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２２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： 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

起こりうるのかを予測 

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 

 

 

ＩＥ基礎コース（第１回） 

～ＩＥと改善手法～ 

日 時：９月２７日(火)１０：００～１７：００ 

場  所：ＲＣＣ文化センター(広島市中区橋本町5－11） 

会員参加料： 18,000円 

講 師：広島大学大学院工学研究院 教授 高橋勝彦氏

日本ＩＥ協会 専任講師 馬場 理氏 

内 容： 

１．ＩＥ概論  
２．モーションマインドと動作分析 
３．工程分析 
４．時間研究と標準時間 
５．総合演習 
 

 

適性能力総合診断テスト   

～適材適所を実現する人事のために～ 

適性についてこそ人材は生きるものであり、この適

性配置を実現することによって仕事が楽しくなります。 
当本部が行うこの診断テストは、適性能力を客観的

に把握することができます。新入社員の採用や、社内

の異動の参考資料として２億４千万通りのデータが人

事担当者の期待に大いにお応えできることと思います。 
●診断内容 
【基礎的能力テスト】 
  ・言語的能力 ・論理的判断 ・推理的判断 
  ・計数的能力 ・図形的認識 
【性格適性診断】 
  ・性格特性分析 ・適性職務分析 
●テスト標準制限時間 ５０分 
●診断料金（お一人様の会員価格） 
   １～ ３０名様までのお申込み  3,360円 

  ３１～１００名様   〃     2,940円 

 １０１～２００名様   〃     2,520円 

 

〈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/ 


