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平成２４年度 理事会・通常総会開催 

 

 

５月２１日、ホテルグランヴィア広島において、平

成２４年度理事会・通常総会を開催いたしました。 

理事会・通常総会では、平成２３年度事業報告、平

成２４年度事業計画ならびに役員改選について審議さ

れ、原案どおり承認されました。 

引き続き行われた特別講演会では、『勝負脳とこころ

の仕組みをビジネスに活かす』と題して、日本大学大

学院総合科学研究科教授 林 成之氏から、講演をい

ただき盛会裏に終了しました。 

 

 平成２４年度 事業方針  

平成２４年度の日本経済は，年度を通して国内需

要が底堅く推移する中，前半は震災関連の復興需要

の本格化による公共投資拡大，後半は米国等海外経

済回復による輸出増により，景気は持ち直し傾向を

持続し，雇用機会の創出も図られると見ている。 

しかし，我が国経済の先行きには，欧州政府債務

危機の深刻化等を背景とした世界経済の下振れ，円

高進行やそれに伴う国内産業空洞化の加速といった

リスクを孕んでいる。 

このような経済見通しにあって，各企業・組織は，

経営品質向上活動の考えにもある自らがもつ「強み」

を見極め，顧客本位にたった商品・サービスを提供

して経営革新を推進していくと同時に，企業経営の

基盤である人材の育成，労使の協調ならびに製造業

に比べ生産性向上の余地が大きいサービス産業の生

産性向上を図ることが強く求められると考える。 

したがって，平成２４年度における中国生産性本

部の事業方針は，より経営・労働・学識の三者の英

知を結集しながら，地域経済の発展に資する事業を

提供すべく，中国生産性本部ビジョンにある３つの

方針を柱に各種事業を展開する。 
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１．経営革新活動の推進 

◆変革を目指す組織（企業・団体）において「顧客本

位」「独自能力」「社員重視」「社会との調和」の４

つの基本理念を機軸とする「経営品質向上プログラ

ム」の普及促進および実践組織への支援を行う。 

◆また，中国地方において，活力あふれる地域社会の

構築を目指し，製造業はもちろんサービス・流通産

業まで含めた企業・団体に対し，卓越した経営づく

りに向けた経営革新活動の提言・支援を行なう。 

３．労働組合の新しいあり方への支援 

◆公正・安心・安全が保障されワーク・ライフ・バラ

ンスを考えた真に豊かさを実感できる社会を目指

すことが必要であり，こうした社会の実現のため

に，また社会の一員として，働きがい・やりがいな

ど人間性に重点をおいた労働組合活動の新しいあ

り方について議論を深め、必要な事業の提供と支援

を実施していく。 

２．人材育成の推進 

◆人材育成の主たる目標を生産性向上の原動力であ

る「知力（創造力，人間力，知識力）」の向上に置

くこととし，付加価値創造力や経営革新力の向上に

繋がる人材育成事業を重点に提供していく。 
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ＨＯＴ情報 
通常総会特別講演 『勝負脳とこころの仕組みをビジネスに活かす』 

日本大学大学院総合科学研究科 教授 林 成之 氏 

 

   

 林成之氏による講演要旨は以下のとおりです。 

 

林成之氏プロフィール 

1966年日本大学医学部卒業、73 年日本脳神経外科認

定医、2005 年日本大学大学院総合科学研究科生命科

学専攻教授。脳低温療法の開発者。生命科学、スポ

ーツ脳科学等が専門。08 年北京オリンピック日本代

表水泳チームの脳科学的戦略指導に参加し大きな成

果をあげる。 

 

■勝負脳とは～脳が持つ「本能」～ 

人間の脳には「生きたい」「知りたい」「仲間にな

りたい」といった脳神経細胞に由来する根源的な本

能のほかに、成長の過程で獲得する「自分を守りた

い（自己保存）」「自分の存在を認めてほしい（自我）」、

そして、「好きなもの、興味をもった情報、整ったも

のは正しいと判断し、自分と異なる意見、間違った

ものは嫌う（統一・一貫性）」などの本能がある。根

源的な本能は非常に強固で変えられないが、統一・

一貫性の本能などはコントロールしたり、鍛えてい

くことが可能。脳の仕組みを理解し脳の本能を活用

した戦略や行動を打ち出すことで人間の能力を最大

限に発揮する脳の使い方を「勝負脳」と呼ぶ。 

■常識の壁を乗り越えるには 

社会や社内の常識や政治の制度を変えようとする

際、どんなに正しくても一気に変えようとすると成

功しない。それは統一・一貫性の本能が働くからで

ある。この本能は、異なる意見を嫌うため、多数の

情報が正しいと判断する傾向にある。そのため、何

かを変革しようとする際には、一気ではなく、時間

をかけ討論を繰り返しながら説得を繰り返すこと。

この方法により、少しずつコンセプトや常識が変わ

り、どんな壁でも破れていく。 

■集中力を発揮するには 

環境変化を望まない統一・一貫性の本能をうまく

利用する方法もある。一流のアスリートには「ゾー

ン」と呼ばれる領域があり、イチロー選手はある程

度の範囲にボールが来れば目を閉じていてもバット

に当てられる。競泳の北島選手もプールのタッチパ

ネル付近の間隔は体が覚えている。勉強や仕事にも

これが応用できる。デスクで範囲を決め、置くもの

は目を閉じても場所がわかるようにする。他に何も

置かずこの範囲に集中する。これにより仕事の集中

力が増す。フリーデスクで机を無くした会社の営業

成績が落ちた事例がある。統一・一貫性の本能に反

しているため能率が落ちたと考えられる。 

■相手を共感させ、チームがまとまるためには 

脳が得た情報は、「好きだ」「興味がある」といっ

た感情や気持ちとして形成され、一瞬で脳内の膨大

な神経細胞に発火現象のように伝わっていく（脳神

経細胞の同期発火）。相手と共感しあうコミュニケー

ションがなされている時には、会話、表情、身振り

によって相手の脳にも同様な発火現象が起きている。

この現象を起こすには、相手の言葉を受け止め、立

場を入れ替えて解決策を返すこと。部下の提案を「だ

めだ。いけない」ではなく「自分も以前同じこと考

えたが、それはこういう風に失敗した。だからこう

したらどうか」という言い方をすると部下の上司を

見る目が変わる。これにより、互いに尊敬し相手を

好きになってその部門は力を発揮できる。 

また、野球のピッチャーがエラー後に突然打ち込

まれるのは、「野手が失敗したから」と思うため。「野

手には助けてもらっているから今は自分が助ける」

と思う時は打たれない。北京五輪でも北島選手に対

しては「ライバルは敵ではなく自分を高める仲間」

と指導したが、会社、ビジネスでも、仲間のため、

損得抜きに全力投球する能力を磨くと、チームとし

ての力が出せるようになり自分も強くなる。 

■勝負強くあるためには 

脳は、自己報酬神経群という回路を通じ、主体的

に何かを成し遂げることを自分へのご褒美と考える

仕組みを持っている。勝負強い人は、「自分に褒美を

あげたい」という気持ちによってモチベーションと

向上心を生み出し、勝ち方、達成の仕方に拘ってい

る。一方、勝負弱い人は、勝ち負けの結果だけを気

にし、さらに勝負の途中からもう終わりのことを考

えはじめている。脳の血流は、ゴールが近いと意識

すると落ちるので、水泳でも、陸上競技でも、ゴー

ル前で甘くなる。会社の会議の場でも同じで、終了

の締めを怠る結果、振出に戻り延々と続くことがあ

る。「大体できた」とせず、終わりを意識しないで最

後までやりきる力をつけなければならない。 
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ＨＯＴ情報 

平成２４年度 事業展開の概要 

   

 通常総会で承認された『平成２４年度 中国生産

性本部の事業展開』をご報告します。 
 

 １．経営品質事業  

経営品質向上プログラムは，規模の大小，製造業・

サービス業・行政など事業分野を超えて活用できる

ものであり，本プログラムの普及促進および実践組

織への支援に向けて中国経営品質協議会と一体とな

って次のとおり事業を展開していく。 

①普及促進 

「経営品質実践セミナー」を定例開催するとと

もに，各県の地域経営品質研究会や経済団体等と

連携した普及促進活動を行う。 

また，「競争力ある経営」の推進役育成に向け

て，「経営革新」，「経営評価」などの基礎講座の

ほか，社内で経営革新を進めるプロセスを推進・

支援していく役割を担う「セルフアセッサー」を

育成する講座を開催する。 

②実践組織への支援 

経営品質向上プログラムを実践する組織への

支援を展開するとともに，同組織に対する「日本

経営品質賞」の申請支援も行っていく。 
 

 ２．トップセミナー事業  

変化の激しい社会・経済情勢の中での的確なリー

ダーシップとトップマネジメントの一助とするため，

会員組織幹部を対象とした講演会・セミナーを開催

する。 
 

 ３．人材育成事業  

①階層別能力開発事業 

経営力・マネジメント・リーダーシップ・部下

育成などに視点を置いた経営幹部，部課長・係長

クラス向けの研修のほか，新入社員や中堅社員を

対象とした研修など，階層別の能力開発に資する

セミナー・講座等を実施していく。 

これに加え，採用や配置など人事管理の支援ツ

ール「適性能力総合診断テスト」を提供する。 

②専門能力開発事業 

決算，メンタルヘルスなど実務者・管理者の専

門スキル研修，ロジカルシンキングによる問題発

見研修を実施し，加えて，顧客に感動を与える経

営を学ぶ「感動の三部作」を開催する。 
 

 ４．労組・労使関係事業  

中長期の雇用面等を中心とした課題と方向性につ

いて，会員企業・組織ならびに地域の経済団体等と

連携をとりながら，個別課題の研究や講演活動を行

うとともに，労使の信頼と労組の自主性を基本とし

た労働組合リーダー育成のため，労組役員を対象に

した研修会を開催する。 
 

 ５．海外視察団事業  

今後の国および地方の労働政策や社会保障政策へ

の反映と国際感覚の豊富な労働組合リーダーの育成

を目的に，海外における社会・経済情勢，産業動向，

労働政策ならびに社会保障政策の視察のため，海外

視察団を派遣する。 

派遣にあたっては，昨年度の視察団員を中心にし

たアドバイザーを選出し，同アドバイザーに視察の

企画段階から参画していただいたうえで，労組リー

ダーによる視察団を編成し，欧州の事情調査を行う。 
 

 ６．コンサルティング事業  

①受託研修・講師派遣 

企業・組織内研修の企画，受託研修および講師

派遣を行う。 

なお，会員企業・組織における管理職，中堅社

員，新入社員に対するセミナー・研修に係る当本

部からの講師派遣にあたっては，会員企業・組織

のニーズに応じたオーダーメード研修を実施す

る。 

②サービス産業等への生産性向上支援事業 

中国経済産業局，独立行政法人中小企業基盤整

備機構中国支部，中国地域ニュービジネス協議会

と当本部の４団体で構成している「運営合議体」

において，中国地域におけるサービス産業の生産

性向上への取り組みを支援するとともに，サービ

ス産業生産性協議会や大学等とも協同でサービ

ス産業をはじめとする中小企業等に対する支援

を展開する。 
 

 ７．組織・広報事業等（会員サービス事業）  

◆新聞，会報「あすへ」，ホームページ等により会

員に情報提供を行う。 

◆時事・経済講演会「時代の潮流とリーダーシッ

プ講演会」を年４回定例開催する。 

◆各種セミナー等あらゆる機会を通じて生産性運

動への理解を深めていただくことにより会員拡

大を図る。 

◆公益財団法人日本生産性本部が行う組織のメン

タル調査（ＪＭＩ）および専属医によるメンタ

ル相談を斡旋する。 
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時代の潮流とリーダーシップ 

～時局を的確に読み、未来を自ら切り拓く～ 
日 時：６月１５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 

第２部 経営を成功に導くリーダーシップ 

 

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～ 

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！ 

 

メンタルヘルスマネジメントセミナー 

～管理者のためのメンタルヘルス対策～ 
日 時：７月１９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：Y'sオーダー 代表取締役 藤野 祐美氏 

内 容： 

１．社会不安や不況下で、ますます深刻になっている

今、職場で起こっていること 

２．知らないでは済まされない！ｽﾄﾚｽと病の基礎知識 

３．メンタルヘルス対策は「早期発見」が重要！ 

  ～心の不調に気づくためのチェックポイント～ 

４．心の不調を起こした部下への正しい対応 

５．「職場復帰」のための具体的な方法 

６．「予防」のために上司、職場がすべきこと 

 

ロジカルシンキングセミナー 

～事例で学ぶ！ロジカルコミュニケーションセミナー～ 

日 時：８月２８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：ビジネス ディベロップ サポート  

              代表  大軽 俊史氏 

内 容： 

１．リーダーに期待される問題解決力とは？ 

２．短絡的な思考に陥っていませんか？ 

３．論理的思考の完成度を高める極意！ 

   実践①：分解癖をつけるＭＥＣＥの理解 

４．問題の本質をつきとめ、解決策を考える！ 

   実践②：ロジックツリーを極める 

５．相手が納得し、わかりやすく説明する！ 

   実践③：論理的に説明をする 

６．論理的思考と人間力の融合で最強ビジネスマンを

志向しましよう！ 

  ～ロジカル性は万能にあらず！～ 

〈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/ 


