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平成２４年度中国労組生産性会議 役員会を開催 

 

 
５月 28日（月）、広島市において中国労組生

産性会議（議長：伊丹幸男 連合広島会長）を開

催し、平成 23年度事業報告ならびに平成 24年

度事業計画について審議され、原案どおり承認

されました。 

引き続き行われた特別講演では、「労働組合を

取り巻く今日の環境と対応」と題して、学校法

人上野学園理事副学園長・広島修道大学名誉教

授 森川譯雄氏より講演をいただきました。 

 平成 23年度  事業報告  

労組・労使関係事業においては、中国労組生

産性会議、連合中国ブロック連絡会等の関係団

体と連携して、労働組合運動の充実に資する労

組リーダー研修や労使共通の課題に関する講演

会等の事業を実施しました。また、海外視察団

事業では、海外の社会・経済・労働事情を把握

して、当本部ならびに加盟組織の運動に活かす

とともに、労組リーダー育成を目的に欧州３カ

国への調査団を派遣しました。 

【主な事業】 

・労組リーダー研修（参加者 22名） 

・欧州労働事情調査団派遣 

（訪問国：ﾌﾗﾝｽ、ｽｲｽ、ｲﾀﾘｱ 参加者 20名） 

 平成 24年度  事業計画  

■ 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。 

【労組リーダー研修】 

日 程：8月 30日（木）～31日（金） 

場 所：広島市内 

【労使講演会】 

雇用を中心にした労使共通課題につい

て、有識者による時流に沿った講演を実

施し、労使双方等との意見交換を行う。 

■ 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。 

【海外視察団】 

日 程：12月上旬（予定） 

訪問国：欧州３カ国（予定） 

 

 特別講演  

 学校法人上野学園理事副学園長・広島修道大学

名誉教授 森川譯雄氏より、「労働組合を取り巻く

今日の環境と対応」と題し、研究された「アメリ

カの労使関係の歴史」のほか、変化の激しい経営

環境の中での「能力開発支援体制と処遇」、「多様

な正社員によるワーク・ライフ・バランス」、「コ

ミュニケーションとメンタルヘルス」や「労働に

対する企業の社会責任」のあり方などについて、

実例をあげながら講演をいただきました。 
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6月 18日(月)、平成 24年度中国経営品質協議会

幹事会が開催され、「平成 23 年度活動報告」なら

びに「平成 24 年度活動計画」について審議され、

原案どおり承認されました。 

 １．苅田代表幹事挨拶  

  経済環境が厳しさを増す中、顧客のニーズを的

確に捉え、常に価値を提供することのできる組織

をつくり、自らの力で企業・組織としての価値を

高めていく「経営品質向上活動」への期待はます

ます高まっている。 

  同協議会では経営品質の普及推進に向け、「普

及」「定着」「深化」を３つのキーワードに掲げる

中、平成 23 年度においては「普及」に向けた取り

組みの充実を図ってきた。その成果と反省を踏ま

え平成 24 年度には、「普及」に関する施策のさら

なる充実に加え、「定着」「深化」についても新た

な施策も含めて展開したい。 

 ２．議事概要  

(１)平成 23年度活動報告について 

・「経営品質実践セミナー」、「人材育成プログ

ラム」等の定例事業のほか、平成 23年度は、

経営品質向上活動の中でも「普及」に力を注

ぎ、岡山市での入門セミナーでは 120名とい

う参加者を得るとともに、ベンチマークなど

の新規施策を実施した。 

 

(２)平成 24年度活動計画について 

・平成 24年度は、「実践セミナー」を普及策の

中核として位置づけ、同セミナーの実施にあ

たっては、講師を厳選し、経営品質の初歩か

ら実践まで習得できる構成とし、受講者のレ

ベルに応じたステップアップ可能なカリキ

ュラムに見直すとともに、受賞企業の事例

（ベストプラクティス）紹介も取り入れる。 

・新たな施策としては、組織内展開支援策とし

て「経営品質協議会（ＪＱＡＣ）と協調した

テレビ電話機能等を活用した個別相談・指

導」を実施する予定。 

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

 

 

 

 
 

第一線の現場を担っている中堅社員の意識改革と

育成は、多くの企業の重要な課題です。 

 しかし、今までに前例のない経済の閉塞感の中で、

一定の成果を上げることは、至難の業です。それば

かりではなく、過酷な現状に対して、挑戦する気力

すら萎えてしまう現状があります。 

 今年の中堅社員セミナーでは、昨年に引き続き、

マインドセットジャパン株式会社 代表取締役 服

部英彦氏を講師にお招きし、中堅社員の方々の「や

る気」と「自信」が湧いてくることに焦点をあてて

開催しました。 

 セミナーを開始してすぐに服部講師が考案したビ

ジネスゲームをしていただきました。30分もたたな

いうちに、椅子からほとんどの方が立ち上がり、模

造紙に全員が一丸となり課題をまとめていきました。

その過程から、日常、自分自身を精神的に追い詰め

ていることが、実は、重要なことであることを体感

され、結果を導き出すリーダーの役割と責任にも気

づきを深めていただいました。 

 その後、現場のリーダーとしての仕事力を高める

ポイントや、メンバーをイキイキさせるためのコミ

ュニケーションについても実習を通してコツを掴ん

でいき、セミナー終了後には、参加者の皆様ご自身

がイキイキとした状態となっていました。 

 受講後の感想は、次の通りです。 

・今まで受けたセミナーの中で１．２を争う楽しい

ものだった。 

・とても重要なことを机上ではなく、ビジネスゲー

ムで体験することで、深く理解することができた。 

・研修と聞くと苦しいイメージだったけど、体や頭

を使って考えたり行動して楽しかった。 

・仕事の創意工夫、他部署との連携を取りながら仕

事を進めることの重要性を確認しました。 

・知らない人とグループになって自習することは、

大変だったが、楽しかった。 

・これまでの後輩に対する指導の仕方を見直すこと

ができた。将来、自分が上司になった時の方向性

が見えた。 
 

平成２４年度  

中国経営品質協議会 幹事会を開催 

中堅社員セミナー開催 

～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～ 
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ＨＯＴ情報 
平成２４年度 時代の潮流とリーダーシップ（第１回） 

～時局を的確に読み、未来を自ら切り拓く～ 

 

 
６月 15日(金)、平成 24年度１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。 

 

独自の理念、独自の考え・独自の競争力 

政府からの直営の仕事をしていて予算が無くなっ

たり、規制緩和で競争にさらされるような企業であ

っても、独自の理念と独自の競争力を持っていると

ころは、生き残っている。しかし、国の言いなりと

なり、要請に応えるだけしかしてこなかった企業は

消えていった。 

例えば、社会保障の分野で言うならば医療・福祉・

介護の分野の企業は、国が「どうやったら良いかわ

からない」「予算が出せない」となると、「地域ごと

に考えていい」「独自で考えていい」ということにな

ってくる可能性が出てくる。その時に、自分で独自

に考えることができないといけない。周りを見渡し

て様子を見ようというだけで一歩出遅れている。 

現時点で、政府の規制の強い分野の企業は、独自

の理念や考え方を持っておく必要がある。なぜなら、

政府が壊れていくときは、早いからである。何事も

自力で作り、見通しを立て、自社のスタンスで仕事

をしていくことが大切である。 

 

前例主義では、未来を拓けない 

江戸幕府は、〝変える〟ということに強い抵抗が

あった。幕府の意思決定の中枢で部門では、過去３

件の事例をもってこないと話を始めることができな

かった。極端な前例主義だったということである。

今の役所も、極端な前例主義で、それが最大の問題

である。確かに過去の事例は参考にする必要がある。

しかし、それを出発点にするのは、おかしい。 

 

歴史は、動いている 

戦後の金融危機にしろ、大不況・円高にしても、

政府は決まって「大したことない」と発言する。物

事を小さく小さくまとめようとし、積極的に向き合

おうとしていない。難しい問題から逃げていく。だ

から、小さな問題しか出てこず、発想が貧困になっ

ていく。 

物事を多角的に考えると同時に、歴史の流れを踏

まえてものを見ることが大切。 

今の人は、今の延長線上に未来があると思ってい

る。しかし、歴史は動いている。 

 

新しい技術で新素材が生まれている 

今の時代の素材を考えると、金属・石油・木が主

流である。しかし、最近は、ナノテクノロジーが進

化し、新素材が出てきている。ナノテクができてく

ると原子の単位で、新しい原子を積み上げるという

ことが可能となり、今までとは全く違う性能の材料

を作り上げることができる。今までの太い柱を、全

く違う素材で細くし、強度を保つことができるかも

しれない。そうなると、家やビルの形が全く変って

くる。建物に限らず、衣食住の素材が変ってくるか

もしれない。 

 

今の科学が果たして完璧なのだろうか 

新しい素材や新しい技術ができるのに、出来ない

と思っていた根拠は何か？それは、高校の物理学が

常識と思われているから。しかし、習ってきた物理

学に矛盾が生じている局面も出てきている。高校で

習っていた物理学が、１００％絶対に正しいと言え

るのだろうか。 本当に今の科学が完璧と言い切れ

るのだろうか？ 

 

健康と持続可能性 

今、元気ないい人は、LOHAS を大事にしている。

それは、〝健康と持続可能性を考えたライフスタイ

ル〟という意味である。この LOHAS 層に敵対する

企業や政府は成り立たなくなっていくだろう。 

〝健康である〟ということは、体だけではなく、

精神や自然の健康も含まれる。〝持続可能性〟とい

うのは、自分の生きている間だけではなく、未来に

も責任を負い、歴史の流れの一員であり、大きな視

野をもった進化生成の一員であることを意味する。

それは、〝みんな共生している〟という意識が存在

している。まさに、共生という意味で注目されてい

るのが日本である。 

 

行動することで意味がわかっていく 

勉強するだけではなく、特別な運動でもなく、生

活をもっと健康にするため、持続可能性を実現する

ために、日々の行動を変えていこうとしてやってい

ったら、最後に意味が分かるようになるのだと思う。 

たぶん、これからは、政治学者・経済学者・物理

学者の理論ではなく、庶民の体験する現実が先に行

き牽引するようになるのだろうと思う。まず、行動

がはじまり、その後に種明かしが始まる。 
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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 

 

 

経営品質実践セミナー（第１回） 

～経営品質の 4つの理念と７つの重視する考え方～ 

日 時：８月９日(木)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：経営品質協議会 コミュニケーションセンター長 

田村  均氏 

（元リコージャパン株式会社 審議役） 

内 容： 

・経営品質とはなにか？ 

・経営品質向上プログラムが目指している素晴らし

企業とは？ 

・経営を革新するために絶対に見逃してはならない

４つの基本理念 

・顧客から見たクオリティーとは？ 

 ・経営品質が求めているリーダーシップとは？ 

 ・機能(部門)を横断するプロセス志向 

 ・対話で組織の「知」を創造する 他 

 

 

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！～ 

 

 

管理者セミナー 

～部下の仕事力を高める管理者の役割～ 
日 時：９月１１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．自分の人生を大切にしていますか？ 

２．部下と自分の長所を仕事に生かす 

３．管理者の真の役割と職責とは？ 

４．正しく誉めると部下は大きく育つ 

５．部下の失敗を成長に活かす「叱り方」 

６．部下のやる気と信頼が高まる指導とは！ 

７．自己革新できる管理者が組織を革新する 

 

 

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：９月６日(木)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 

〈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/ 


