
 

 

２１世紀全国生産性フォーラム開催 
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11月 10日（木）、全国各生産性本部主催による 

２１世紀全国生産性フォーラムが、「『生産性改革元年』

～日本の新たなステージへの挑戦～」をテーマに東京

都内の会議場（ガーデンシティ品川）にて開催されま

したので、その概要をご紹介します（参加者約210名） 

■今年度で５回目となる当フォーラムでは、初めに、

全国生産性機関を代表して大坪清関西生産性本部会長

の開会挨拶が行われた後、わが国の今後のビジョンと

その方策などについて活発な討議が行われました。本

フォーラムのプログラムは以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■基調講演Ⅰ・Ⅱでは、増田氏が、10年後、20年後の

世界・アジアを見据えた日本全体のグランドデザイン

について、大田氏が、生産性が低いとされる医療・介

護分野などの生産性向上を中心とした生産性改革につ

いての方向性を提示されました。 

■続くパネルディスカッションⅠ「日本の総合戦略」

では、日本が抱える課題への取り組みと活力と希望あ

る社会の創成についての討議が行われました。パネリ

ストから、震災復興、産業基盤・国際競争力の強化、

雇用創出など日本が抱える大きな課題について様々な

提言がなされる中、「産業力強化か、

トの構築か」といった二項対立の議

視点で新しいコンセプトを創造して

激しい現在のような時代において特

どの意見が交わされました。 

 東京大学大学院 客員教授 増田　寛也 氏 

 政策研究大学院大学 教授 大田　弘子 氏 

パネリスト 増田　寛也 氏 
大田　弘子 氏 

 連合会長     古賀　伸明 氏 

野村　修也 氏 

 日本生産性本部 会長 牛尾　治朗 氏 

パネリスト
 富士通研究所 常務取締役 佐々木　繁 氏 
 シスメックス 取締役執行役員 渡辺　充 氏 

 慶應義塾大学 名誉教授 榊原 清則 氏 

 講師     ローソン 社長 CEO 新浪　剛史 氏 
 講師／聞き手 早稲田大学　教授 白木　三秀 氏 

基調講演
Ⅱ

パネルディ
スカッショ
ンI

講話

対談

「これからの日本のグランドデザイン」

「日本の生産性改革」～課題と処方箋～  

「日本の総合戦略」

「生産性改革元年」  

「グローバル競争におけるイノベーション力」
～グローバルR＆Dマネジメントと
              多様な人材の採用、育成を考える～

「グローバル時代の企業経営と人材活用」  

コーディネーター     法政大学大学院 教授

基調講演
Ⅰ

 G&S Global Ａdvisors Inc. 社長 

コーディネーター  中央大学法科大学院 教授 
橘・フクシマ・咲江 氏 

パネルディ
スカッショ
ンI

■牛尾治朗日本生産性本部会長によ

年」と題したご講話の後のパネルデ

「グローバル競争におけるイノベー

グローバル市場で競争優位性を確

（研究開発）に関するマネジメント

計画的な海外経験者の育成などの討

パネリストからは、海外留学の重要

習得により言語の壁を越えることで

ても人間関係においても大きな刺激

などの指摘がありました。 

■さらに、対談「グローバル時代の

用」では、中国など海外展開を加速

新浪社長から、「当社は外国人比率

アの外国人を採用するのは単なる海

員ではなく、企業文化や風土などの

切磋琢磨を通じ社内にイノベーショ

略である」など、同社のダイバーシ

を示していただき、これからの企業

な対談が行われました。 

■最後に、青木讓東北生産性本部会

で本フォーラムを締めくくりました

■ご多忙の中ご参加いただきました

申し上げますとともに、次年度の同

数のご来場を賜りますことをお願い
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ＨＯＴ情報 
感動の三部作（第２回） 

～顧客が集まり活性化する秘訣～ 
 

 11 月８日(火)、広島市において、講師に金武酒造

専務取締役、㈲インターリンク沖縄 代表取締役 

豊川あさみ氏をお迎えし「感動の三部作(第２回)」

を開催しました。講演の一部をご紹介します。 
 
沖縄の中間部東側にある金武(きん)町にある金武

酒造は昭和 24年に創業し今年 62年目を迎えた。地
域の人たちは当社の泡盛、「龍」以外を飲むと村八分

になるくらい応援してくれたお蔭で私達は生きてこ

られた。今も根底には地域への感謝の気持ちがある。 
沖縄の泡盛のメーカーは 47 社、種類は 600 以上

あるといわれているが、正確な数は把握されていな

い。泡盛は蒸留酒であり、3 年以上寝かせると古酒
と呼ばれ年月が経つほど美味しくなってくる。 

 
鍾乳洞に古酒蔵という発想は、国鉄のトンネルが

ワインセラーになったのをテレビでみた時に浮かん

だ。地上には金武観音寺というお寺がある神聖な場

所であるが、この時、鍾乳洞はゴミ捨て場と化して

いて、役所も手がつけられないといった状態だった。

しかし、行政も村の人たちも見放したから逆にやら

なければいけないと思った。逆に鍾乳洞が修学旅行

のメッカとなっていたら古酒蔵として借りられなか

っただろう。むしろチャンスと考え、国税に鍾乳洞

を古酒蔵にする許可を取りに行ったら、前例がない

と頭を抱えられた。しかし、掛け合って蔵置場に係

わる免許をとった。前例がないことは裏を返せば全

国初ということである。蔵入れの時はいつ売り出す

かも全然考えていなかった。本当においしくなるの

かということを検証する必要があったからである。

検証の後、ボトルキープの制度を始めた。現在は一

万人以上の方にボトルキープをして頂いているが、

自然環境保護のため古酒蔵を広げることもしたくな

いので新しいボトルが入れられるまで待っていただ

いている状況である。 
町の活性化のため、ボトルキープは電話でも FAX

でもメールでも受付けず、現地でのみ受付けている。

町に人が来ることにより地域産業振興に少しお手伝

いができたかと思う。 
 
 また、平成９年、豆腐ようを作っている会社から

当社の泡盛で豆腐ようを作りたいというお話を頂い

たことがきっかけで豆腐ようの製造を目的とした別

会社を設立した。豆腐ようは琉球王朝時代からの発

酵食品で、泡盛がベースとなっている。豆腐を乾燥

させ紅こうじと泡盛で漬け込んでいく。自らが豆腐

ようの技術を学ぶのは時間がかかるので、他社と連

携することとした。まず鍾乳洞で豆腐ようの熟成を

試みた。その結果、鍾乳洞の中が豆腐ようの熟成に

も非常に適した環境であるということがわかった。

熟成期間を４、５年間検証した結果、豆腐ようの数

百年という歴史の中で誰も考えなかった 1年熟成も
のを出すという結論に至った。一般的には貯蔵期間

を長くすると販売単価が高額になってしまうため、

３ヶ月熟成ものが主流だが、私がこれまで豆腐よう

を作ったことがないからこその発想だと思う。 
 
また、約１０年前に沖縄のもろみ酢ブームがあっ

た。もろみは泡盛を蒸留した時にできる。この時、

他社との差別化が重要と考え特許を取得した。もろ

み酢にパッションフルーツを混ぜて匂いを取るとい

うものである。当時ブームにのっていたところでも

今はつぶれてしまったところが沢山ある。当社のも

ろみ酢はいまだに空港にもどこにも置いていないが、

県外に固定客がいる。ビジネスには丁寧さと信頼関

係が必要だと思う。合わせて、沖縄の縁起物である

金武特産の田芋を使って饅頭を商品化し正月に金武

観音寺で販売することを考えた。田芋は高価なため

スイーツにしようという発想は誰にもなかった。地

元のパン屋に製造を依頼したところ、皮をむくのに

人件費がかかるし、正月は相場があがると難色を示

された。でも要するに、相手先がネックとなってい

ることを取り除けばいい。それで自ら芋を買って、

皮をむいて持って行った。初回は３０００個を発注

し２日で完売した。今は、金武に２万人以上の方が

初詣に来られるようになったため発注も８０００個

になった。その後、お客さんが一年を通じて田芋饅

頭、田芋膳、豆腐ようパスタを召し上がれるよう、

レストランを開いた。膳には必ずもろみ酢が入って

いる。宣伝広告費をかけなくても飲んで頂ければそ

の良さが分かる。 
 
また空き店舗の有効活用について商工会から相談

があり、饅頭と、パイとチーズケーキを売る店を開

店した。金武の人たちには田芋のスイーツが良いお

土産となる、と大変好評である。私は各地域に老舗

と名物をつくった方が繁盛すると思っている。地域

資源を活用した名物でいくのか、長い目でみて老舗

でいくのかということを考えていかなければいけな

い。老舗がなければ１００年かけて老舗をつくって

いかなければいけないと思っている。 
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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」を実施してお

り、１１月から１２月にかけて「経営評価の基礎コ

ース」(計３回)を、ハイスピリッツアソシエツ代表

取締役 三宅邦之氏をお招きし開催しています。 

 
同コース第１回は、１１月１０日(木)に実施し、
講師の三宅先生から経営品質向上プログラムの考え

方とはどういうものか、また、経営革新とはどうい

うものかについて、わかりやすく講義をしていただ

いた後、グループ討議に入り、組織プロフィールを

作っていくとはどういうことか、そのとき何が大切

であるかなどについて演習を行いました。 

人材育成のプログラム 
     経営評価の基礎コース開催 

同コース第２回は、１１月２４日(木)に実施し、
はじめに三宅講師からの「アセスメント基準の各カ

テゴリーの理解を深めることに役立つ知識」につい

て講義をした後、グループ討議を中心とした、次の

ような演習を行いました。 
・ドラックストアーのケース２社が現在行っている

「顧客価値」を明らかにする。 

◆◆◇◇◆◇◆◇◆◆◇◇◆◇◆◇◆◆◇◇◆◇◆◇◆
 

 
 
10 月 24 日（月）、「2011 年度 全国労働組合生産性

会議中央討論集会」がアルカディア市ヶ谷（東京都

千代田区）にて開催され、全国労働組合生産性会議

の部会・特別委員会のこれまでの調査研究内容、お

よび労組生産性運動が挑戦すべきテーマについて、

活発な討論が行われました。主な内容は次のとおり

です。 

 
はじめに、全国労働組合生産性会議議長 落合清四

氏より「経済、社会の先行きに不確実性が増大しつ

つあるこのような時こそ、生産性運動の原点に立ち

返り、労使が協働して経済の安定成長と国民の福祉

向上に繋げる好循環を作り上げていかなければなら

ない」と挨拶がありました。 
特別報告として、「サービス分野の生産性向上と労

働組合の役割特別委員会」 共同委員長 八野正一氏
がサービス分野の生産性向上の実現に向けて以下の

６つの提言を発表されました。 
①「ものづくり・サービスの段階」と「ものやサー

ビスの提供を利用したことづくりの段階」との両

面から生産性向上の施策を考えるべき 
・ドラッグストアの環境変化から、２社の経営にど

のような「機会と脋威」が考えられるか。 
・環境変化に対して、それぞれの会社は「顧客価値」

を変える必要があるか。変えるとすればどういう「顧

客価値」にすべきか。 
・新たな「顧客価値」を作り出す上で、顧客・市場

の何を理解することが必要か。その理解のためには

どのような方法で情報収集することができるか。 
なお、同コースの第３回は、１２月８日(木)に実
施します。また、来年には、「人材育成のプログラム」

の最終コースである「セルフアセスメントコース」

を次の日程・場所で行います。 

・日程:２月８日(水)～１０日(金) 

・場所:広島国際会議場「コスモス」 

◆◇◇◆◇◆◇◆◆◇◇◆◇◆◇ ◆◆◇◇◆◇◆ 

②「人を中心とした生産性向上」、「人の能力発揮を

通じた付加価値の増大による生産性の向上」の視

点からの施策を 
 
 
 

平成 23年度  
全国労働組合生産性会議中央討論集会を開催 
～不確実性の増大･多様化における生産性運動～
③公正な競争原理・競争環境の確立が前提 
④社会の成熟度の向上に向けた消費スタイルの転換を 
⑤グローバル展開が課題 
⑥生産性分析に関する研究のさらなる進展を 
 
結びに提言の実現のため、一企業の部分最適では

なく社会としての全体最適に繋がるよう、産業大の

労使コミュニケーションの構築や強化が不可欠であ

ると委員会認識を示されました。 
分科会討論は 3つの分科会に分かれて活発な討論

が行われました。 
分科会 1：「労使協議の更なる充実に向けて～求めら
れる単組・産別の役割～」 
分科会 2：「社会全体の幸福を追求するワークスタイ
ルのあり方とは」 
分科会 3：「生産性向上に資する個々人の能力開発に
ついて～若年層・シニア層の雇用・処遇、能力開発

～」 
最後に記念講演として、法政大学経営大学院 教授 
小川孔輔氏から「生産性向上に向けた顧客満足の取

組み」と題して講演をいただき、本会を締めくくり

ました。 
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感動の三部作（第３回） 

天 に 棄 物 な し 

～東日本大震災が教えてくれた教訓～ 

日 時：２月１７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：作家   神渡 良平 氏 

内 容： 

 ２０１１年３月１１日、あの日に起こったことを私

たちは、一生忘れることはないでしょう。社会も経済

も疲弊していく中で、ただ、希望と自信を失っていく

だけでは次の世代に悲しみだけを残すことになります。 

 あの震災から得た教訓をいかして未来を拓くきっか

けにしていただければと願います。 

・国の難局を乗り越えた先哲達の信念と教え 

・経営の苦難時、それは、まさに、つらく悲しい行 

・全てを失ってもやり直し続けたダスキン創業者鈴木

清一の不屈の精神 

・東日本大震災を内省し、原点に立ち返る 

・生き残り、再建を託されている私たちの使命とは 

 

 

経営品質実践セミナー（第４回） 

ディズニーのお客様を想う気持ち 

～お客様のためにいつでも素敵な行動を起こせる理由～ 

日 時：３月２日(金)１４：００～１７：００ 

場  所：広島国際会議場（広島市中区中島町1-5） 

会員参加料： 8,500円 

講 師：加賀屋感動ストアーマネージメント  

代表取締役 加賀屋 克美 氏 

内 容：  

・全世界のディズニーランドで共通の４つの行動指針 

・「安全」であることは、素敵な思い出づくりに必須

不可欠 

・日米のディズニーランドでキャストとして体験した

サービスに対する考え方 

・「お客様を大切に想う気持ち」が「情緒的サービス」

を高める 

・お客様とキャストの絆が深いからこそ生まれるエピ

ソード 

・段取り９割、現場１割の地道な取り組みと継続 

 

 

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：１２月１６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

起こり得るのかを予測 

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 

 

 

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 
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