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第４５回トップセミナー開催 

「未来を創る」 ～試練に打ち克つ日本の条件～ 

 

 

平成２４年２月２７日（月）、ＡＮＡクラウンプラ

ザホテル広島において、約２７０名の参加をいただ

き、「未来を創る」を統一テーマに、本年度のトップ

セミナーを開催しました。 

 

本年度は、講師として、第１講演にＪＦＥホール

ディングス株式会社相談役 數土文夫（すど ふみお）

氏、第２講演に『声に出して読みたい日本語』など

の著書で知られる、明治大学文学部教授 齋藤孝（さ

いとう たかし）氏をお迎えし、「わが国が現況を乗

り越えるために、今何が必要なのか。新たな未来を

創造していくための条件とは何か」などの視点から

ご講話をいただきました。 

講演に先立ち、苅田知英中国生産性本部会長から、

「我が国は、かつてない試練に直面している。東日

本大震災からの本格復興も『道険し』の感があり、

スピード感をもちながら力を注いでいくことが不可

欠。長期化するデフレ、厳しい雇用情勢、少子高齢

化などの諸課題に対峙しながら、今後とも持続的成

長を遂げ、希望ある未来を創り上げていくためには、

これらの課題を直視し、苦難に打ち克つための確た

る思い、信念を持って、前向きに事にあたることが

肝要である」との開会挨拶がありました。 

第１講演では、數土氏が、『変革を担う経営者に求

められるものとは－継続的な価値の創造－』を演題

に、今後の日本社会のあるべき方向性や、これから

の時代を支える人材の条件と経営者の資質などにつ

いてご講演いただきました。 

続く第２講演では、齋藤氏が、『学問のすすめ』と

題し、演題である福沢諭吉の名著や、太宰治の「走

れメロス」などを題材に、このような時代だからこ

そ見直したい日本人の持つべき気概や学ぶことの意

義、組織の中で個人が能力を伸ばすポイントなどに

ついてお話をいただきました。  

最後に、閉会にあたり、伊丹幸男中国労組生産性

会議議長から、「東日本大震災を経て、働く人が働く

ことで互いを支えあう社会の大切さが実証され、改

めて、国民の絆、連帯、支え合いの重要性が認識さ

れている。支え合うのは人の力がベース。今、労使

が重視すべきことは、厳しい環境の中にあっても、

中長期的な視点で『人』への投資を継続していくこ

とであり、これが、現況を打ち破るきっかけにもな

る。また、支え合いは生産性運動の原点でもある。

本セミナーが、生産性３原則を改めて考え、また、

東日本を支える意味も込め、中国地方から元気な力

を全国に発信できる場となったことを祈念する」と

の挨拶がありました。 

講演者のお二人の熱のこもったご講演に対し、参

加者の方々も熱心にご聴講いただき、本年度も本セ

ミナーを盛会裏に終了することができました。ご参

加くださいました数多くの会員各位に改めて御礼申

しあげますとともに、次年度も多数ご来場賜ります

ようお願い申しあげます。 
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ＨＯＴ情報 
第４５回トップセミナー 

『変革を担う経営者に求められるものとは－継続的な価値の創造－』 
ＪＦＥホールディングス株式会社 相談役 數土 文夫 氏 

  

 

 

トップセミナーでの數土氏の講演要旨をご紹介します。 

 

■日本に、再び 『独立自尊の精神』を 

最近、よく大学で講演する機会があるが、どうも

今の学生は競争社会が悪いことのように感じている

ようだ。競争とセーフティーネットは対立するもの

ではないのに、競争の一面だけを捉え、「周りを蹴落

とすことは悪いことだ」と単純に思っているように

見える。しかし、日本は健全な競争社会であるべき

である。そうでなければ、日本人が物事に対し自ら研

鑽する心をなくしてしまう。 

かつて、明治維新では、当時の支配階級である武

士階級が自らその階級を捨てた。第２次世界大戦後

の財閥解体や農地解放も同じ。犠牲のないところに

国家再生はない。にもかかわらず、今、わが国の国

民は、国に対し、負担無き受益だけを求める「甘え」

の気風を持ってしまっているのではないか。また、

政治家も国民に媚びる風潮がある。国家財政が危機

に瀕す中、自分は、危機感を通り越し、恐怖心さえ

を持っている。日本人は、独立自尊の精神をもう一

回呼び戻さなければならない。 

 

■新時代を担う人材の条件 

戦後から 1990年頃までは均質性の時代であり、学

校でも会社でも周囲と同じことをしていればよかっ

た。しかし、今は、世界が一つのマーケットとなっ

ており、多様性・異質性の時代に入っている。海外

留学生帰国後の優先採用や女性の採用・雇用、高齢

者雇用を認めなければ国際競争力は保てない。 

これからの人材に期待される条件は、①覇気、②

専門能力、③将来展望力・予測能力・課題解決能力、

を備えていること、が挙げられる。 

覇気とは、胆力・決断力などで、これを幼い時期

から鍛える必要がある。胆力を鍛えるには、学校の

授業や会社の会議で「質問」をする積み重ねが大切。

社長や上司と異なった意見を持った時、それに対し

勇気を出してものがいえるか。これは、日本人に一

番欠けている資質である。そしてその質問を上手く

活かすためには、相手にわからせる表現能力も必要

となる。そのためには、論理性や、英語など日本語

以外の言葉が話せる多言語能力も必要とされる。 

専門能力は、１つだけでよしとはしないで、２つ

以上の複数持っていなければ変動期にある国際化時

代のビジネスには対応できない。 

将来展望力・予測能力・問題解決能力には情報が

不可欠。英語の、「インフォメーション」と「インテ

リジェンス」は同じく「情報」と訳されるが全く別

物。「インフォメーション」は発信者がお金を使って

でも相手に知ってもらいたい情報であり、「インテリ

ジェンス」は、自らが手間ひまかけ、お金と時間を

費やして取りに行き、分析し、解析し、整理するも

のである。「インフォメーション」を集めて「情報通」

を気取るのはとんでもないこと。それでは世界に通

用するビジネスはできない。物事の起きている現場

で修羅場をくぐり、実体験することではじめて習得

ができる。インターネットや携帯電話などから安易

に情報を得ていても意味はない。 

 

■リーダーに求められること 

よく「リーダーには情報の発信力が必要」といわ

れるが、発信力の前にまず受信力を高めなくてはな

らない。そのためにも、インテリジェンスを構築し

ていくことが必要になる。 

また、「人材育成」というのはおかしな言葉で、そ

の昔、織田信長や豊臣秀吉、三国志の曹操、ドイツ

のビスマルクなどが人材育成をしただろうか。人は

他人が発掘されるのを見て、自分も発掘されよう、

と勉強するものである。リーダーには人材を発掘す

る能力が必要である。1990 年頃までは、日本はどう

すればアメリカに追いつくことができるか、それが第

一だった（How to do?）。最近の 20年は、選択と集中

の時代であり、ビジネスの対象を探し、何をするか

（What to do?）が大切とされた。これからは、社長

や首相などのリーダーに誰を選択するか（Who?（by 

whom））の時代になる。つまり、今後、経営者の資質

がより厳しく問われていくことになるであろう。 
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 2 月１日、中国生産性本部の事務局長が交替いた

しました。新事務局長 浅尾 英美より、ごあいさ

つ申し上げます。 

 

中国生産性本部事務局長就任にあたり、紙面をお

かりしてご挨拶させていただきます。 

 資源のほとんどを海外に依存し、加工や製品にし

て輸出する日本は、「ものづくり」を意図とするグロ

ーバル企業の先導により、今日までの日本経済の繁

栄がありました。これには、“より良い明日”を目指

し、労使ともに「改善・改革」の推進がなされたこ

と、そして、それをサポートした生産性運動が大き

く貢献しており、先輩諸氏に深甚なる敬意を表しま

す。 

 さて、今の日本経済は、東日本大震災や欧州をは

じめとした海外経済の減速に伴う円高等の影響等や、

資源・エネルギーはもとより食料自給率を含めた産

業基盤や生活基盤の脆弱性は益々厳しい方向にあり

ます。加えて、高齢かつ人口減少化における効率的

な社会システムづくりの問題など、生産性運動の社

会的意義はより強まっています。 

 我々の生産性運動は「生産原単位の向上」であり、

“昨日より今日、今日より明日”の想いには、物質

的な豊かさとともに、公正かつ安心できる質の高い

社会システム創造への願いがあります。 

 生産性向上や質の高い社会システムは、トップの

「志」とともにそこに働く人々の不断の努力、それ

にふさわしい組織変革と人材育成なくして実現でき

ません。 

 幸いにも、中国生産性本部ならびに中国労組生産

性会議は、このための十分な経験に裏打ちされたス

キルと資源を蓄積しています。 

 特に、強みとしている「人材育成」分野では、『経

営品質向上プログラム』の考え方、すなわち「顧客

本位」「社員重視」「独自能力」「社会との調和」を追

及した“顧客価値を高められる人づくり”を目指し

ています。 

 さらに、サービス産業の皆様や中小企業の皆様と

共に新たな分野へも生産性運動を展開しようとして

います。 

 私としてはこれらのことを十分認識し、中国地方

の繁栄と活力向上のために会員皆様のご賛助と事業

へのご参画を得て各方面のご期待に応えたいと存じ

ます。 

 前任者同様に皆様のご支援とご協力を切にお願い

申し上げます。

◆◆◇◇◆◇◆◇◆◆◇◇◆◇◆◇◆◆◇◇◆◇◆◇◆◆◇◇◆◇◆◇◆◆◇◇◆◇◆◇ ◆◆◇◇◆◇◆ 

 

 

 

３月２日(金)、平成２３年度第４回経営品質実践

セミナーを開催しました。東日本大震災の時、東京

ディズニーランド内で被災したお客様は、マスコミ

のインタビューで、「働いている人達に助けられた」

と多くの方が答えました。想定外の震災であっても、

お客様を魅了する行動が現場で起こせる理由につい

て、講師の加賀屋感動ストアーマネージメント 代

表取締役 加賀屋克己氏が説いてくだいました。 

 

 ディズニーは、1983年に開業以来、５億人のお客

様が来場しています。年間に 100 万人の来場者があ

れば評価される業界でありながら、東京ディズニー

ランドは 2,400 万人と桁違いの多さです。リピータ

ー率は 97.5％。 

 ディズニーで働いている人は、2万人。そのうち、

アルバイトは、１万 8,000 人で、社員は現場にほと

んどいません。例えば、クレームで責任者がお客様

に呼ばれても、その責任者もアルバイトなのです。

ディズニーでは、アルバイトを教育したら、責任者

やリーダーにまでステップアップして管理できる人

材になっているのです。親切丁寧に笑顔でサービス

できる人材に成長しているのです。 

 ディズニーでは、“競争”（他社や社内で戦う）で

はなく、“共創”をポリシーとしています。「もっと

良いサービスをしていこうよ」「そうだね」と働く人

達が、共に皆で新しいことに挑戦し、解決していく

風土があります。それは、２万人がディズニーファ

ミリー、要するに働いている人達は経営者も含めて

皆が家族だと感じられるところから生まれていると

思います。だから、社長であっても、アルバイトは

役職ではなく、“さん”付けで呼んでいます。一緒に

なって楽しく親しく話せる風土をつくるために、５

年もの年月をかけているのです。 

採用後のオリエンテーションでは、ディズニーの

歴史をしっかり伝えていきます。それは、働く人た

ちの意識の方向付けをするためです。 

人材育成では、OJT でスキルだけではなく、思い

やりをもったサービスができるように現場で指導し

ていきます。 

 その他にも、『ゲスト（お客様）にハピネスを』と

いう使命感や、行動基準（安全性・礼儀正しさ、シ

ョー、効率）を根づかせるための取り組みや、サー

ビスの本質を気づかせる動機づけなどについて実例

をもとに、わかりやすく、感動的に伝えていただき

ました。 

平成２３年度経営品質実践セミナー(第４回)開催 

  ディズニーのお客様を想う気持ち 

事務局長 

  就任ごあいさつ 
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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 

「勝負脳とこころの仕組みをビジネスに活かす」 

    講師 日本大学大学院総合科学研究科 

  教 授  林  成之 氏  

 ◇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 

 

係長・主任セミナー 

～自分の長所を活かし、部下を育て、 

上司を補佐し、チームをリードする～ 

日 時：７月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 3-3） 

会員参加料： 15,000円 

講 師：アクティブ経営研究所 所長 

    経営コンサルタント    鑄方 貞了氏 

内 容： 

１．自分の人生のために仕事をしていますか？ 

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」をひきだす動機づけの秘訣 

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変える！ 

 

 

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/ 


