
  

 

 

 

感動の三部作（第３回）開催 

～天に棄物（きぶつ）なし～ 
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 ２月１７日（金）、広島市において、作家の神渡良

平氏を講師にお迎えして「感動の三部作（第３回）

～天に棄物（きぶつ）なし～」を開催しました。 

 
 リーマンショック、東日本大震災、歴史的な円高

による出口の見えない不況と、社会や経済が疲弊し

ていく状態が日本を覆っています。今回の「感動の

三部作」のセミナーでは、自らの心の置きどころを

変えることにより絶望感から立ち上がり、未来を拓

くきっかけにしていただきたいと思い、企画しまし

た。講演内容の一部をご紹介します。 
 
天に棄物なし 
今から２５年前、３８歳の若さで脳梗塞に倒れ、

半身不随となりました。この闘病生活中に、人生は

たった１度しかないこと、どんな人にも成すべき使

命があることを痛感し、先人達が掴んだ人生の知恵

を活かしていきたいと起草した「安岡正篤の世界」

がベストセラーとなり、作家としての活動が始まっ

ていきます。病気にならなければ、作家になる道を

進むことは出来なかったでしょう。 
老子の思想の中に〝天に棄物なし〟という言葉が

あります。天には何一つ捨てたものはないと言う意

味です。「まさか！」と思うような苦難な出来事を引

き起こし、私たちを目覚めさせようとしているのだ

と思います。だから、私が病気になったのも天罰で

はなく、自分の使命に目覚めさせるための導きであ

ると自らの運命の全てを受け入れました。すると再

生の力が湧いてきました。 

一隅を照らす 
 「一隅を照らす者、これ国宝なり

の言葉です。それを、戦後の政財界

想に影響を与えた安岡正篤は、「どん

を照らす力量を与えられていて、こ

れてきている。私はこの仕事で自分

と決意したら、迷うことなくただひ

でいけば、10年、20年経つうちには

とかど）の人物になれるようになっ

隅を照らそうとして頑張ることだ」

経営者も店主も医者も主婦も誰もが

回りに専心し、役割を果たしていく

だと思います。中国の古典の中庸に

り。これを誠にするのは人の道なり

あります。誠を形にするために、今

の仕事を一生懸命にすることが求め

と思います。 
 天に棄てる物はありません。今の

け入れ気持ちを楽にすれば、自由闊

ようになり、一隅を照らすことへと

だと思います。 
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ＨＯＴ情報 
2011年度 欧州労働事情調査団報告（No.２） 

～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～ 
 

 

 欧州労働事情調査団の後編報告として、３組織に

ついて調査概要を報告します。 

（概要） 
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平成 23 年 12 月 6 日から 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。 

 
主な調査内容 
(1)ＩＬＯ（国際労働機関欧州本部） 

 世界の労働者の労働条件と生活水準の改善を目的

として 1919年に設立された国連の専門機関で、加
盟 183ヵ国の各三者代表（政府代表 2名、労働者代
表 1名、使用者代表 1名）で構成されています。 
 労働を巡る世界の現状は、低賃金者の比率増大や

地域労働者の脆弱な就業形態、児童労働等が課題で

す。ディーセントワーク提唱の背景には、グローバ

ル化による経済競争における労働者の権利軽視や所

得格差の拡大、失業の増大等の状況など、労働者に

関わる深刻な問題を改善することにあります。 
その意味でも

日本はアジアの

リーダー国とし

て、資金援助の

みならず、更な

る人的支援が期

待されています。 
 

(2) コンファーピ ミラノ（中小企業協会） 

イタリア国内企業の内、97％は中小企業（従業員
250人以下）です。同協会はミラノ県内所在の生産・
サービス業に関わる中小企業の経営者団体として、

1946年に設立されました。職員は 50名、約 3,000
社の任意会員で構成され、会費は各企業の従業員数

に応じたものとなっています。加入企業へは、利益

保護、税務、融資、貿易、労働組合等に関する情報

を提供する他、希望により講演会・セミナー等を開

催しています。また、労働協約の改善や解雇等につ

いて経営者と労働者の仲介役を担う他、労働時間短

縮による賃金低下において、国が最大で月 950ユー
ロ・24ヵ月間を保障する制度「賃金保障金庫」に対
する賃金保障の協議も行います。 
懇談に同協会の会員企業であるＡ．Ｃ．Ｅ．

（Assemblaggi Cablaggi Elettronici）の女性社長
（1967 年 祖父創業、第３代社長）が参加され、経
営や労働状況について説明されました。同社は電子

ケーブル（エレベーター、列車照明用等）を製作し

ており、従業員は 40 名。社内分業により各従業員
はプロとしての役割を自覚しているとともに、社員

満足度が高く、また、顧客の要望に弾力性を持って

対応しており、顧客満足度も高いとのことです。イ

タリアでは同じ企業に長期間勤務することは稀とさ

れますが、同社の特殊工員は 25 年勤務し、商工会
議所より特別表彰を受けました。 

(3) 
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85 年創業。服飾・繊維業。従業員 100 名。絹
・染織工場には 45 人が就業。工場視察の後、
より産業・労働状況について説明を受けました。 
ラノから北へ車で約１時間のコモ周辺は、絹織

産地として有名で、関連の中小企業が集中し、

デザイナー製品の全てがこの地域で染織されて

す。各企業は特殊な技術で専門工程に特化し、

ストで製造ラインの規模は小さく、細く長く経

続けています。 
社は独創性・付加価値の高い製品はコモで作り、

中国工場で生産されています。現在、2014年の
デザインの考案中で、イタリア人はこの分野の

ズの把握・予想には長けていると誇らしげに話

ました。 
働状況は年 5週間の休暇があり、内 2週間は連
取得でき、完全取得されています。万一取得で

かった休暇は現金化する買取制度があります。

では週 1回程度の意見交換の場が設けられてお
モチベーションを高めるため、クオリティの高

のを作れば報奨金も出ます。 
員教育として、特殊技術者は社内で教育・セミ

を受講し、30才未満の社員は外部の訓練学校で、
手当付で学ぶことができます。 
業と学校の連携が強く、事業に関連する専門学

の職場実習機会を設けており、その実習を通じ

秀な学生も採用しています。また、学校長が一

間企業の社長となり、販売戦略について学ぶ機

持つこともあります。 
後に、調査団派遣に際しご支援、ご協力いただ

した関係者の皆さまへ感謝申し上げます。 
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中国経営品質協議会では、経営品質向上活動に関

心を持つ企業・組織の方々の相互交流と研磨の場を

提供することを目的に、経営品質向上活動に精力的

に取り組んでいる企業・組織への視察を開催してい

ます。 

 今回は、１月２０日(金)岡山旭東病院へ視察しま

した。 

 

財団法人操風会 
   岡山旭東病院への視察について 

 岡山旭東病院は、職員に対して、働き易い環境を

構築したうえで、技術や知識の向上に資するサポー

トを行い、患者に対しては、真の声を聞く耳を持ち、

意思の疎通に努めるなどのコミュニケーションに力

を注いでいます。 

 

【職員】 
 ○職場環境改善 
  ・日本医療機能評価に準じて快適で安全な職場 
   環境を目指す。 
・３ケ月毎に院内巡視を行い、必要に応じて地

震対策、危険防止対策、エコ対策を該当部署

に通知し善処を求める。また適切な整備が行

われているか監視を行う。 
 ○職員の意識向上 
  ・年１回の職能給別面談などを通じて、職員の

声を聞くとともに意識向上を促進する。 
◆◆◇◇◆◇◆◇◆◆◇◇◆◇◆◇◆◆◇◇◆◇◆◇◆◆

 
 
 
 
 ２月２３日（木）～２４日（金）、東京都において、

2011 年度日本経営品質賞報告会が開催されました。 

 
2011 年度の受賞企業は、大企業部門が〝シスコシ

ステムズ合同会社エンタープライズ＆パブリックセ

クター事業〟、中小企業部門が〝医療法人財団献心

会川越胃腸病院〟〝株式会社ねぎしフードサービス

〟の３社となりました。第 1日目の最初に受賞セレ
モニーが行われました。そのセレモニーでは、広島

県安芸高田市に本社を置く、広島ガス高田販売株式

会社も経営改革奨励賞を受賞され表彰されました。

各組織の表彰理由の一部をご紹介します。 
●シスコシステムズ合同会社エンタープライズ＆パ

ブリックセクター事業は、カルチャーの浸透とコラ

ボレーション組織による強い営業体制を構築し、顧

２０１１年度 
日本経営品質賞報告会開催 
  ・意見箱「職員の声」などを利用して、匿名で

も可能な職員の意見を聞く。 
 
【患者】 
 ○患者とのコミュニケーション 
 ・モニター委員会を設置 
（地域の皆様の声を病院運営に活かし相互に

共生することを目的） 
 ・「退院時アンケート」などを通じて患者の要望

を聞き善処に努める。 
 ・「ご意見箱」を外来、病棟に配置し、患者様の

意見に傾聴しやすい環境を設ける。 
○患者相談窓口 
 ・セカンドオピニオン規定を設けて、要請があ

れば他院から当院へ、当院から他院へのセカ

ンドオピニオンに応じる。 
 ・倫理委員会を設けて、所定の規定に基づき診

療録開示を行う。 

◇◇◆◇◆◇◆◆◇◇◆◇◆◇ ◆◆◇◇◆◇◆ 
客の経営革新の実現にむけた揺るぎない関係づくり

が評価されました。 
●医療法人財団献心会川越胃腸病院は、経営トップ

の想いが全職員まで浸透することにより自主的行動

が促された現場主導型の経営体制が確立されました。

また、患者様の声から改善するプロセスによる高い

レベルの医療サービスと優れた業績の実現が評価さ

れています。 
●株式会社ねぎしフードサービスでは、人財共育と

風土づくりによる強固な組織のインフラをつくり、

「ねぎしの５大商品」の品質レベルの継続的向上に

よる卓越した業績の実現が評価されています。 
報告会は、テーマを『経験デザイン～価値共感を

めざした経験提供を～』として、2 日間開催されま
した。受賞３社のトップスピーチとプラクティスが

紹介された他、日本経営品質賞委員会 委員 野中

郁次郎氏（一橋大学名誉教授）による「価値創造の

リーダーシップ」と題した基調講演や、過去の受賞

企業の革新活動の報告等が行われました。 
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長・主任セミナー 

部下を育て、 

ードする～ 

日 時：７月

3） 

究所 所長 

方 貞了氏 

人生のために仕事をしていますか？ 

づけの秘訣 

変える！ 

性能力総合診断テスト   

に～ 

、この適

性  

に

 

力テスト】 
 的判断 ・推理的判断 

 ・適性職務分析 

） 
  3,360円 

 

  

平成２４年度通常総会 
日 時：５月２１日(月)１４：３０～１８：００ 
場  所：ホテルグランヴィア広島 

内 容： 

◇通常総会 

１．平成２３年度事業報告及び決算報告について 

２．平成２４年度事業計画及び予算について 

３．その他 

◇特別講演会 

  現在、講師折衝中。 

 ◇懇親パーティー 

 

中堅社員セミナー   

～結果を出せるたくましいリーダーとなるための自己改革～ 

この大不況の中、企業が存続・発展していくために

最も重要なことは、現場のリーダーとなる中堅社員の

育成です。企業の中で第一線の現場を担っている中堅

社員が、やる気を向上させ、本気で現場を変革してい

くことが大きな鍵となります。本セミナーでは、中堅

社員に求められるプロ意識と自ら考え行動する役割を

認識していただきます。 
日 時：６月２１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： 

マインドセットジャパン株式会社 代表取締役社長 

神戸女学院大学非常勤講師 服部 英彦氏 

内 容： 

１．競争をし、結果を出すリーダーの役割と責任 

  ・他者から見た自分の第一印象を知る 

  ・中堅社員の仕事とは？ 

  ・目的を共有して、目標を明確化にする 

２．後輩はリーダーの背中を見て育つ！ 

  ・「ＧＯＯＤ ＯＪＴ」「ＢＡＤ ＯＪＴ」 

３．現場力を強化するリーダーの仕事力 

  ・次世代リーダーとして必要な能力 

  ・メンバーをイキイキさせるために 

  ・メンバーの協力を結集する 

４．あなたは期待されている！リーダーとして活躍す

るために 

  ・成果をあげるリーダーの思考法 

  ・使命感を持ったリーダーが求められる 

 

係

～自分の長所を活かし、

上司を補佐し、チームをリ

１０日(火)１０：００～１７：００ 

場  所：広島市文化交流会館（広島市中区加古町3-

会員参加料： 15,000円 

講 師：アクティブ経営研

    経営コンサルタント    鑄

内 容： 

１．自分の

２．自分自身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

５．職場の人間関係をよくする心理テクニック 

６．仕事のできる部下を育てる極意 

７．自己革新できるリーダーが組織を

 

 

適

～適材適所を実現する人事のため

適性についてこそ人材は生きるものであり

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

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

 ・言語的能力 ・論理

  ・計数的能力 ・図形的認識 
【性格適性診断】 
 ・性格特性分析 

●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

  ３１～１００名様   〃     2,940円 

 １０１～２００名様   〃     2,520円 

 

〈発行〉中国生産性本部 
中電ビル 2号館 4階 〒730-0041 広島市中区小町 4-33

ＴＥＬ（082）242－7972 ＦＡＸ（082）242－7973 
ＵＲＬ http://www.gr.energia.co.jp/cpcenter/ 


