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年頭所感 
 中国地域の発展につながる 

生産性運動を展開し、地域に貢献 
 

 

 

 

年頭の所感に先立ち、昨年3月11日に発生した東

日本大震災で亡くなられ、被災された数多くの皆様

に心からのお悔やみとお見舞いを申し上げますとと

もに、一日も早い復興と皆様のご健勝を心からお祈

り申しあげます。 

改めまして、会員の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、当本部事業に格別のご支援ご協力

を賜り誠にありがとうございました。 

お蔭さまで、当本部の事業につきましては、経済・

経営環境が厳しい中にありながら、年度計画に沿っ

て順調に実施できておりますことをご報告申しあげ

ます。 

また、昨年７月末、広島市において、当本部がホ

ストとなり、第39回西日本生産性会議を開催いたし

ましたが、同会議史上最多の６５３名ものご参加を

いただき盛会裏に終了することができました。これ

もひとえに会員の皆様のご尽力の賜物と重ねてお礼

を申しあげます。 

なお、今回の同会議は「東日本大震災復興支援」

と銘打って実施し、その収益の一部を東日本大震災

の復興に役だてていただきたいとの想いから、過日、

日本赤十字社に寄付をさせていただきましたことを

併せてご報告いたします。 

さて、わが国経済は、東日本大震災のほか、欧州

のソブリン問題をはじめとした海外経済の減速に伴

う円高等の影響により、依然として

くことが予想されます。 

加えて、我が国は、生産年齢人口

するデフレ、若年層を中心に依然と

情勢などの構造的な課題を抱えてお

ったなしの状況”にあります。 

こうした状況を打開し、より良き

くために、我々は、戦後復興など数

するのに大きな役割を果たした生産

ある「進歩の精神」に今一度立ち返

学識の３者が一体となって、諸課題

くことが肝要であると考えます。 

このような観点から、当本部とし

つ「強み」を見極め、顧客本位にた

ビスを提供して「卓越した経営」を

向上活動の普及・促進のほか、変革

およびリーダーの育成などを積極的

くことにより、労使会員のみなさま

いては中国地域の発展につながる生

してまいりたいと存じます。 

最後になりましたが、本年が皆様

幸多き年となりますよう祈念いたし

当本部の諸活動に対しまして、従前

援とご協力を賜りますよう心からお

す。 
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毎月 １日発行 
平成２４年新春号 
中国生産性本部会長 
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ＨＯＴ情報 
2011年度 欧州労働事情調査団報告（No.1） 

～フランス・スイス・イタリアの３ヵ国で社会保障や労働事情などを調査・視察～ 
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 平成 23 年 12 月 6 日～15 日までの 10 日間、中国

労組生産性会議および四国地方労働組合生産性会議

等と合同で「欧州労働事情調査団」（伊丹幸男団長（連

合広島会長）以下 19 名、事務局 2名 計 21 名）を欧

州３ヵ国に派遣しましたのでその概要を報告します。 

 
本調査は国際感覚の豊かな労組リーダーを養成す

ることを目的として、毎年欧州へ調査団を派遣して

いるものです。今回のテーマは、(1)雇用・労働状況
および生産性の現状と課題、(2)社会保障制度に関す
る政策・考え方・課題、のほか、個人別に設定した

テーマのもと、フランス、スイス、イタリアを訪問

しました。 
各国での訪問先は３ヵ国５組織で次のとおりです。 
◇フランス 
・ミッションローカル（若者支援組織） 
・全国家族手当金庫 

◇スイス 
・ＩＬＯ（国際労働機関） 
◇イタリア 
・中小企業協会 
・インコモ社（絹織物・染織業） 

主な視察先概要 
(1) ミッションローカル（若者支援組織） 

フランスでは現在、労働人口の約９％：400 万人
が失業中で、日本のハローワークにあたる「雇用拠

点」という組織に求職登録されています。1970年代
より若年層の雇用が問題となっており、その後雇用

全般の状況も 1980 年代より短期雇用という不安定
な雇用が増え始めました。さらに 2008 年後半のリ
ーマンショックにより若年層の短期雇用がさらに増

加し 70％となり、若年層全般の雇用は厳しさを増し
ています。 
こうしたことから、以前は若者の失業問題に対し

各省庁が別々に対応していましたが、業務をより効

率的に進めるため、1982年に若者を支援する公的機
関として「ミッションローカル」が設立されました。

同組織は 16～25 才までの若年層が学校を離れた後
に安定した雇用を得ることを目的に、職業教育・訓

練や就職先の紹介、住宅確保、健康管理、社会の有

益情報の提供等、包括的な支援を無料で行っていま

す。財源は中央政府と地方自治体により各 50％（1
億 9,500万ユーロ）が賄われ、フランス全土に 450
ヵ所、11,000人が業務を担っており、120万人の若
年層が同組織に登録し、40万人が職業教育・訓練を
受けています。また、フランスの企業が雇用に際し、

実社会に必要な資格を重要視するのに対して、学校

側がそのニーズに十分適応していない状況にあるこ

とから、同組織が有効な資格取得への再教育の場を

与える重要な役割も担っています。現在の同組織へ

の登録者の就職率は 30～40％で推移しています。 

(2) 全国家族手当金庫 

フランスの社会保障制度の一機関として、国の家

族政策に大きな影響力を持っており、子どもを貧困

から守ることを目的に、子どもや住宅、託児所施設

等に対して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割が税金で賄われ、フランス全
土の 102ヵ所の事業所で運営されています。 
具体的には、富裕層 15％を除く家族に対し、子ど
も手当や女性の出産に対する手当、出産休暇後の職

場復帰時の託児費用手当、子どもを祖父母が預かる

場合の手当、一人親の給与支援手当、住宅手当、就

職を支援する手当など多種に及ぶ手当が支給されて

おり、フランスの人口 6,400 万人の内、1,400 万人
が同組織から何らかの支援を受けています。また、

2009年から 4年間で 20万人増の子ども受入れ可能
な体制整備を進めており、現在待機児童はゼロです。 
さらに、離婚に対して仲介役の派遣や世帯主等の

死亡時には必要な支援について聴取者の派遣を行う

ほか、過疎化が進む地域には社会センターを設置し、

絵画教室をはじめとした芸術・音楽の提供といった

活動も行われています。 
フランスも高齢化が進み、将来国の高齢者に対す

る予算が高まるのは必至でありますが、子どもが未

来の大きな労働力と財源になるという認識のもと、

家族手当金庫による支援と、国が定める出産休暇制

度や出産に関わる医療費無料制度、教育費無料制度

等による少子化対策を推し進めています。また、現

在の年間 160 億ユーロの子どもへの投資が、2050
年には 200億ユーロの財源となるという、欧州委員
会の試算についても説明されました。 
～次号ではＩＬＯ、中小企業協会、インコモ社につ

いて報告いたします。～ 



 

ＨＯＴ情報 
平成２３年度 時代の潮流とリーダーシップ（第３回） 

～時代を乗り越えるリーダーシップ～ 

 
12 月 16 日(金)、平成 23 年度３回目となる時代の

潮流とリーダーシップ講演会を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。 
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１．発想の仕方で選択が決まる 
円高が止まらないため、日本の輸出企業は判断を

迫られている。そんな窮地で、2つの選択肢がある。
１つ目は「今のまま作ってきた輸出製品を製造する」、

２つ目は「今の技術を活かして、日本で他の仕事を

する」。発想が乏しいと他の仕事をすることが全くイ

メージできない。その結果、１つのことしか考えら

れなくなる。「早く次の市場を見つけよう」。 
２．アメリカの没落の原因 
第二次世界大戦が終わった時、アメリカは一番強

い国だった。しかし、その後、アメリカの実力を凌

駕した日本からの輸出が増えていき、ドルがアメリ

カから流出していった。これが、ドル安の一番の原

因である。1970年代のニクソンショック以降、アメ
リカが製造業の競争力を失ったところから激しいド

ル安は進んだ。困ったアメリカはドルを増刷した結

果、国内はインフレになり、世界中にドルが溢れ、

さらにドル安になるという悪循環となった。 
その流れが変わったのが 1980 年代。日本などか

らアメリカにドルが戻るルートが生まれる。それが、

証券市場。日本人がアメリカの国債や株式を買うよ

うになり、証券（金融業）で儲けてアメリカにドル

が戻り、安くて良いものを日本から買う。製造業よ

りも利幅のある金融業で儲かると実感したアメリカ

は、80年代に製造業を復興させることを諦めてしま
う。その結果、慢性的な失業問題を抱えるようにな

った。こうした中で、同国は国民に株を買わせ財テ

クを推奨し、株が暴落すると、今度は住宅を買わせ、

1990 年代後半から住宅バブルを発生させ、住宅価格

を上昇させていった。昔のアメリカは、普通預金と

優良株を少し持っていたら、インフレ対策ができた

が、なぜ、財テクなどを始めるようになったかとい

うと、製造業が衰退し、仕事がなくなり、慢性的な

失業が社会問題となったからである。 

アメリカが、この３０年で没落した最大の原因は、

製造業を諦めたことにある。今回の金融危機の教訓

は、産業を諦めてはいけないということ。それは国

家の運営において致命傷になる。 

３．アメリカ発の金融ビジネスの崩壊 
アメリカの金融と日本の製造の組み合わせを、ア

メリカは非常に成功したと思っていた。これを、

1990年以降、新興国や資源国に広げていく。２０年
前から本格的に進んだ新興国や資源国の開発では、

どの国でも最初に作ったのが証券市場（株式市場）

である。そして、直接投資というアメリカ発の新し

いビジネスが生まれた。アメリカの企業が現地に行

って、インフラや工場、または、コンサルタントを

入れて税制や学校や医療機関を作る。いわば、何も

無かった社会主義国に明治維新の文明開化の全ての

請負人みたいなことをしていた。アメリカは、金の

卵を見つけたと思った。 
しかし、サブプライム危機、リーマンショックで

証券市場が瓦解し、金融機関が行き詰まり、誰もア

メリカやヨーロッパの証券の買わなくなった。証券

の価値が失われてしまうとアメリカにドルが還流し

てこない。だから、ドル安が止まらない。アメリカ

が赤字を減らすためには、輸入を減らすことが必要

となる。 
４．混乱の先にあるもの 
アメリカの貿易と直接投資の時代は終わる。各国

が、自分の国で自活する仕組みを見つけなければい

けない。 
世界がどうなるかを考える前に、まず、我が国・

我が社は、どうするかを決めなければならない。最

悪の戦略は、待っていることである。このままでは

ダメだと思うことを続けるのが一番まずいし、不安

ばかりがつのっていく。 
５．未来を創る方法 
変化の激しい中、仕事で生き残る方法は、親しい

お客様を助け続けることである。そうすると、結果

的に生き残っていく。お客様を助けるために、もが

くことで何かが生まれ未来を創ることになる。皆が

困ったところに商売のネタはある。困ったことを助

けることで未来が拓く。だから、経済人は、絶対に

物事を悲観的に考えてはいけない。「大変だ」と聞い

たら、自分のメリットを活かして人の不幸を軽減さ

せる立ち位置になければいけない。 
何もしなければ一番怖いのが乱世だが、経済人と

しての本来の立ち位置を間違わなければ乱世はチャ

ンスとなる。 
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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生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：３月９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 

 

 

〈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/ 


