
 

 

 

 

 

平成 23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～
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 ８月 30 日(火)・31 日(水)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

スキルの向上とリーダーシップ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専務理事 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

ぜながらの研修を行いました。 
主な研修内容は次のとおりです。 
◇講義 
①労働運動の歴史と民主的労働運動の基本 
②労働時間・賃金・労働協約・就業規則等の「労

働法の基本」 
③労使協議等に関する能力を高める基礎や留意点

を中心とした「労使協議と経営参加」 
④経営分析・財務諸表の基本 
◇グループ演習 
①積極的傾聴法 
②ケア・コミュニケーション 
③リ ー ダ ー シ ッ プ と コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョン 
 

最後に、総括講演として、日本

（連合本部）の組織拡大・組織対策

お招きし、「労働運動の課題と連合

したご講演をいただきました。こ

面の活動や東日本大震災への支援

降の連合の活動・組織体制・財政

た「連合第３次組織財政確立検討

いて紹介されました。研修の締め

者は今後の活動への決意を新たに

ョンプラン」をグループ内で発表

参加者からは、「改めて労働運動

のについて学び有意義であった」「

リーダーと交流できよかった」「学

らの組合活動に活かして行きたい

いただきました。 
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ＨＯＴ情報 
西日本生産性会議２０１１ 第２討議  
『逆境の中で輝く企業づくり』 

 

 ７月 28 日(木)～29 日(金)の二日間にわたり、西

日本生産性会議が開催されました。先月号に続き今

回は、第２討議の内容の一部をご紹介します。 

ている。例えば、新入社員には、親孝行休暇を取得

するようにしている。私の手紙とお土産を持たせて

実家に帰らせ、ご両親に習得したマッサージをして

くるよう義務付けている。 
大久保氏：大企業は、制度や仕組みだけを作ってし

まうから、上手くいかない。大切なことは、ベース

をしっかり作ること。他社からベンチマークすると、

目に見える制度しか学べない。しかし、それでは制

度は機能しない。会社の土壌や働く人が違うのだか
パネリスト 
㈱セブンプラザ    代表取締役社長 山口 貞利 氏
㈱ビューティーサロンモリワキ 

代表取締役    森脇 嘉三 氏
(医)ヨリタ歯科クリニック 

理事長     寄田 幸司 氏
コーディネーター 
人と経営研究所    所長         大久保寛司 氏
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山口氏：世の中は不景気というが、高齢者を対象に

家電販売をしている当社には、フォローの風が吹い

ている。若い人は、低価格が良いし、自分で持ち帰

って設置もできる。しかし、高齢者は、商品の選択

から配達・設置まで全てをやって欲しいと思ってい

る。だから、無理やり売ろうとしなくても、とこと

ん面倒をみたら自ずと売れていく。 
寄田氏：楽しい歯科医院になるのが私達の夢。だか

ら、スマイル＆コミュニケーションを大切にしてい

る。しかし、歯の治療をしている時には、口がつか

えない。治療以外のところで笑いや喜びが満ちるよ

うにしている。 
森脇氏：美容室は、お客様と１対１で仕事をする。

だから、技術はもちろんのこと、お客様に心地よく

なってもらうために、美容師自身が心の勉強をする

ことも重要になる。 
山口氏：当社の加盟店は、夫婦で経営している街の

小さな電気店である。本社でご主人達だけの会議を

すると重要なことが奥さんに伝わらない。店は、奥

さんでもっている。現在、奥さんと後継者（息子）

も含めた会議をするようにしている。オーナーは、

決算書が読めない人が多いので、店の課題もつかめ

ない。だから加盟店に入る条件は、①決算書を全店

にオープンにできる ②会計事務所を本部が指定の

ところに集約できる ③本部の方針を素直に実践で

きる と決定している。そのことに抵抗のある人が

いたら、赤字の過去ではなく、未来を楽しいものに

していこうと話をしている。 
大久保氏：ビューティーサロンモリワキの退職率が、

美容院という業界の中で際立って低い。良い企業の

定義は、①社員が辞めない⇒人が辞めるのは組織に

問題がある。②社員の目が輝いている⇒しがみつい

て辞めることができない人は目が輝いていない。 
森脇氏：関係者に安心と信頼を届けることを意識し

ら、同じ結果が出るはずがない。この３名の経営者

は、社員の心の土壌を耕し続けているのである。そ

れができて、初めて仕組みが生きてくる。そこに近

道はなく、一歩一歩しか積み上げていくしかない。 
山口氏：商売のエリアが狭いので、お客様にも店主

夫婦の人柄がよく見える。だから、人柄がとても大

切になってくる。本部の社員の場合も５年我慢して

モノにならない時は、「うちで働いても、あなたが幸

せになれない・お客様も喜んでくれない・会社のた

めにもならないので、自分に合う仕事に転職したら

どうか？その職場が見つかるまで、うちにいていい

よ。」と話すようにしている。今までに５人が転職し

た。 
大久保氏：山口さんは、合わないからと言って、す

ぐにクビにせず、５年待っている。そして、心から

その人の幸せを願っている。これが重要なこと。人

は結果を出すための道具でもパーツでもない。その

人の人生をどう大切にしていくかという軸からアプ

ローチをした時、結果として、組織に多大な貢献を

するようになる。人が成長することを目的にすると

強い企業になっていく。 
寄田氏：開業して４ヶ月でスタッフが全員辞めた。

その後も１０年間はスタッフを責め続け、採用して

は辞めていくことを繰り返していく中で、スタッフ

ではなく自分自身に問題があることに気づいた。今

は、一人一人が主役になる歯科医院をめざしている。 
大久保氏：リーマンショック以降も成長し続けてい

る企業は、人が人として大切にされている。その人

達の意識の高さが、素晴らしいお客様との信頼関係

を創っている。また、リーダーに大切にされること

で、組織の縦・横・斜めの連携力も強まり、大変な

環境を跳ねのける原動力が生まれる。そのためには、

人を磨き、人の輝きが増すことに時間をかけること

である。すぐには成果は出ない。しかし、長期的に

は最高の結果を生むことになる。 
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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」を実施してい

ます。第一段階として、９月 20 日(火)マーケティン

グプロモーションセンター代表取締役 岡本 正耿氏

をお招きし、「経営革新の基礎コース」を開催しまし

た。 

 本コースでは、岡本先生から次のような点を中心

にわかりやすく講義をしていただきました。 
 ・変革とは何を意味するのか。 
 ・変革を推進する変革者はどのような人物が求め

られているのか。 
 ・自分自身を振り返ることで、気づきを深めるこ

とが重要である。 
 ・周りを変えていくことが組織変革に結びつく。 
 また、グループ討議も行い討議後、岡本先生と双

方向の討議を行い、「経営革新」のための学習を行い

ました。 
◆◆◇◇◆◇◆◇◆◆◇◇◆◇◆◇◆◆◇◇◆◇◆◇◆

                         

 
人材育成のプログラム 
     経営革新の基礎コース開催 

 
 
 
 
 

経営品質実践セミナー第２回 
事例で学ぶ！ロジカルシンキングセミナー開催 
～論理的思考をもとに対話し，的確・迅速 
        明解な課題解決をする～ 

 
 ９月 14 日 (水) ビジネス ディベロップ サポ

ート代表 大軽 俊史氏をお招きし、「ロジカルシン

キングセミナー」を開催しました。印象に残った一

部分をご紹介します。 

 
１．価値を生み出す論理的思考 

 論理的思考とは、特に定義は設定されていません

が、思考の効率を上げるための方法論(テクニックや
ツール・フレームワーク)そして、正しく思考するた
めの姿勢(心構え)を組み合わせることにより、「物事
を正しい方法で正しいレベルまで考える」ことを実

現しようとするものです。 
２．効率よく問題発見・解決策を掲げるコツ 

 職場の問題発見や問題解決のため、 「ロジックツ
リー」や「KJ法」「因果の構造化」という最強の思
考道具を活用することで、それらの施策立案力を高

めることができます。 
 

 受講者からは、自分の振りかえりが出来、今後の

自分をどうすれば良いのか考えることが出来たとの

意見など、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。 
 なお、次回のコースの予定は次のとおりです。 
 
 ○経営評価の基礎コース 
  平成 23 年 11 月 10 日(木)、11 月 24 日(木)、 

12 月８日(木) 

 ○セルフアセスメントコース 
  平成 24 年２月８日(水)～10 日(金) 

◆◇◇◆◇◆◇◆◆◇◇◆◇◆◇ ◆◆◇◇◆◇◆ 
          
３．「ロジック・ツリー」という考え方 

 ロジック・ツリーとは、ＭＥＣＥ(ミッシー：モレ
ナク＆ダブリなく)を意識して、上位概念を下位概念
に論理的に分解していく思考方法のツールです。考

え方自体は非常にシンプル且つシステマテイックな

ので、思考をスピードアップし、全体像を見失わず

細目を網羅する使い勝手の良いツールです。 
 ロジック・ツリーのメリットは次の３点です。 
 ①システマチックなアプローチによる思考のスピ

ードアップ 
 ②全体像を見ることへの意識づけ、および思考の  
  幅の広がり、見落としの減少 
 ③後で振り返ったときの反省のしやすさ、ナレッ   
  ジのためやすさ 
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決算書セミナー 

～決算書を読みこなして仕事に活かす講座～ 

日 時：１０月２４日(月)１０：００～１７：００ 

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： 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 

 

 

感動の三部作（第２回） 

顧客が集まり活性化する秘訣 

～商品が製造する前から買われていく理由～ 

日 時：１１月８日(火)１４：００～１６：００ 

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：金武酒造 専務取締役  

    ㈲インターリンク沖縄 

代表取締役 豊川 あさみ氏 

内 容： 

・商品が製造される前から、すでに完売している理由

とその物語 

・「名産」と｢名物｣では、商品の作り方や見せ方は全

く違う～ブランドづくり～ 

・何も無いところから価値を生み出す創造力と知恵と

独自の理論 

・原材料を栽培する農家が豊かに暮らせるようになる

ための恩返し 

・お客様がお店に集えば、地域も活性化する 

・お客様が来たくなる・買いたくなるための大切な会

社の条件 

・諦めるなんてまだ早い！いくらでもやり方はある！ 

 

 

経営幹部養成講座 

～リーダーのミッションと実現力～ 
日 時：１１月１７日(木)１０：００～１７：００ 

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： 15,000円 

講 師：人とホスピタリティ研究所 

代表 高野  登氏 

内 容：  

１．ホスピタリティから生まれる豊かな人間関係 

 ①サービスとホスピタリティの違い 

  ～感動が生まれるのは、ホスピタリティの 

物語が生まれた時～ 

 ②ビジョンとミッションを共有する目的 

  ～ビジョンは北極星、ミッションは組織の重心～ 

 ③リーダーとスタッフの成長を支える仕組み 

２．理念の共有と浸透のための２０の条件 

３．｢すべてはお客様のために｣という企業文化を目指す 

 ①絆が生まれる瞬間 

  ～お客様から投げられる絆の糸に気づく感性～ 

 ②迷いのない信頼関係が生み出すもの 

 ③仕事のプロとして心のスイッチを入れる 

  ・人を使う組織と活かす組織の違い 

  ・幸せな仕事のプロを目指すために 

４．組織を活かすリーダーのあり方と思考の軸 

 

カイゼン基礎コース（第１回） 

～経営資源の最適化でＱＣＤを磨く～ 

日 時：１１月１１日(金)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：㈱日立製作所 モノづくり戦略本部 

           主管技師長  関根 次雄氏 

内 容： 

１．モノづくりのミッションと課題  
２．「人」のコスト低減方法 
３．コスト低減に有効なＩＥ手法とＱＣ７つ道具 
４．「モノ」のコスト低減 
５．「人」のコスト低減 
６．「設備」のコスト低減 
 
◆カイゼン基礎コース（第２回） 
日時：１１月２２日(火）１０：００～１７：００ 

◆カイゼン基礎コース（第３回） 

日時：１２月１３日(火) １０：００～１７：００ 

 

〈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/ 


