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「西日本生産性会議２０１２」高松市にて開催 
切り拓け！日本の未来～新たな成長に向けた労使の挑戦～ 

 
７月 26 日（木）、27 日（金）の２日間、本年

度の西日本生産性会議が、「切り拓け！日本の未

来～新たな成長に向けた労使の挑戦～」を統一テ

ーマとして高松市のＪＲホテルクレメント高松に

おいて開催されました（参加者約 640名）。 

  

 西日本地域の５生産性本部（中部、関西、中国、

九州、四国）が主催し、労使の共通課題について

今後の具体的な方向性を討議する西日本生産性会

議は、1973（昭和 48）年から開始され今回で第 40

回を迎えます。梅雨明けと同時に訪れた猛暑にも

かかわらず、西日本の各地から来場された数多く

の参加者が真剣に聞き入る中、今年も、経済界・

労働界・学界等の著名な方々による熱気に溢れた

講演、パネルディスカッションが取り行われまし

た。 

会議初日には、ホスト役の四国生産性本部の千

葉昭会長から、「日本の産業界はこれまで幾多の厳

しい局面を克服してきたが、その原動力は、変革

への強い意志と、進歩・改善を追求する不断の取

り組みであった。今後も、経・労・学の３者が連

携して直面する課題にチャレンジし、新たな成長

への展望を自らの力で切り拓かなくてはならな

い」との開会挨拶が行われた後、展開討議、基調

講演が行われました。 

 当中国生産性本部の苅田知英会長が座長を務め

た展開討議では、ＪＦＥホールディングス㈱ 相談

役 數土文夫氏、ベルリッツコーポレーション 代

表取締役会長兼社長兼ＣＥＯ 内永ゆか子氏、連合 

会長 古賀伸明氏をパネリストに迎え、シンクタン

ク・ソフィアバンク 副代表の藤沢久美氏のコーデ

ィネートのもと、統一テーマに沿い、混迷する日

本が乗り越えなければならない課題とその解決の

ための方策などについて討議を行いました。 

基調講演では、一般財団法人日本総合研究所理

事長の寺島実郎氏から「変わる世界潮流と日本の

成長戦略」と題した講演をいただきました。 

２日目の、労使問題に関するセッションである

第１討議では、法政大学大学院 教授 藤村博之

氏がコーディネーターとなり、㈱りそなホールデ

ィングス 人材サービス部ダイバーシティ推進室

室長 前畠孝子氏、味の素労働組合 中央執行委員

長 坂陽一氏、大阪ガス労働組合 中央執行委員長 

蔵元浩昭氏の各パネリストにより、「働きがいの創

出による企業活力の向上」をテーマに、ワークラ

イフバランスの実現や女性・高齢者など多様な人

材の活用などについて討議されました。 

企業経営に関する課題を取り上げる第２討議で

は、「成長企業の独自経営に学ぶ」をテーマに、中

小規模でも成功する企業経営の在り方をめぐり、

広島大学大学院の井上善海教授をコーディネータ

ーとして、ピュア・サポートグループ 代表 小山

敬子氏、㈱コーポレーションパールスター 専務取

締役 新宅光男氏（東広島市）、西精工㈱ 代表取締

役社長 西康宏氏により、産学連携やリーダーシッ

プの重要性などについて活発な議論が展開されま

した。 

 掉尾を飾った特別講演では、『すべては野球から

学んだ』として、元巨人軍投手で野球評論家の水

野雄仁氏から「ファンやお客様の笑顔を大切にし、

皆が笑える社会の実現を目指してほしい」とのメ

ッセージをいただき、盛会裏に終了しました。 

 ご参加をいただきました会員各位をはじめとし

た関係者の皆様方に改めて厚く御礼を申し上げま

す。来年は関西生産性本部がホスト役となり、京

都市で開催されます。本年同様、多くの皆様のご

参加をお待ち申し上げます。 
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ＨＯＴ情報 
西日本生産性会議２０１２ 基調講演 『変わる世界潮流と日本の成長戦略』 

一般財団法人日本総合研究所 理事長 
多摩大学          学  長  寺 島 実 郎 氏 

                     株式会社三井物産戦略研究所 会  長 

 
【日本を巡る世界潮流の変化】 

冷戦終結後のこの 20 年で日本の貿易相手先の比

重は大きく変化した。1990年、日本の貿易総額のシ

ェアは米国が約３割を占め、日本の貿易は米国で成

り立っていたが、2011 年には約１割に下がっている。

一方、中国は 20 年前３％程度だったものが現在は２

割に拡大している。「中国とどう向き合うか」が、日

本が覚悟を持って取り組むテーマとなっている。 

今、アジアでは「大中華圏」＝“グレーターチャ

イナ”とでも呼ぶべきネットワーク型の圏域が形成

され、ダイナミズムが動き出している。この動きを

深く理解することがこれからのビジネス上の重要な

切り口である。中国は、冷戦崩壊後、東欧などの旧

社会主義国がいずれも経済的に苦戦する中、香港、

台湾の資本と技術を取り込み、成長を果たしてきた。

統計では、中国の海外渡航者数は 7,000 万人を超し

たが、そのうち 5,000 万人が香港・マカオへの渡航

者でありそれほど関係を深めている。例えば、台湾

との関係では、日本では台湾海峡を挟んだ軍事緊張

が強調されがちだが、実際は、エレクトロニクス産

業の面で一段と連携が強化されている。また、「大中

華圏」の南端、シンガポールは、ＩＴ、バイオ・医

療分野などで「大中華圏」の研究開発（Ｒ＆Ｄ）の

拠点としての役割を果たすようになっている。シン

ガポールの１人当たりＧＤＰは４万 9,000 米ドルで

世界 13 位（2011 年）に達している。資源もなく人

口も少ない国が、知恵を使い、高付加価値国家、豊

かな国を築いた。さらに、アセアンも中国、インド

との自由貿易協定を締結するなど、日本は、「アジ

ア・ダイナミズム」の潮流の下で大変な競争環境の

中にあるといえる。日本を巡る世界情勢は大きく変

化していることをより深く認識しなければならない。 

 

【日本のエネルギー戦略のあり方】 

福島での原子力発電所の事故後、日本では、「『脱

原発』し再生可能エネルギーで代替する」といった

議論がなされている。また、政府も「国民の意見を

聞く」として 2030 年に原子力比率を０％、15％、25％

とする３案を示し、国民にあたかも０％の選択肢が

あるかのような問題の投げかけをしている。しかし、

国際関係を考えた場合、０％の選択が本当に可能な

のか。例えば、スリーマイル島事故の後、商業用原

子力発電所を建設してこなかった米国が、今年２月

以降、ジョージア州、サウスカロライナ州でそれぞ

れ２基、原子力発電所の建設を認可し、原子力ルネ

ッサンスをより鮮明にしてきている。対米関係の点

でも、既に日米には「原子力共同体」とでも呼ぶべ

き状況ができている。2006年の東芝によるＷＨ社買

収でも見られるように、ここ５、６年で世界の原子

力産業の様相が変わり、現実問題として日本の原子

力技術が世界の原子力産業を支えるようになった。

米国で日本の原子力機器が動く、という状況下、日

本は原子力問題に無責任ではいられない。実際、今

年５月の日米首脳会談でも「原子力協力の一段の強

化」をコミットメント（約束）として打ち出してい

る。「原子力０％」はこれと矛盾するし、もしそこに

向かおうとするなら、相当の気迫を持って日米関係

を調整していく必要に迫られる。 

また、アジアでも原子力発電の建設が進み、2030

年には、中国、韓国、台湾で合わせて 100 基以上が

存在する見込みである。将来のこうしたアジアのエ

ネルギー環境の中で、日本に専門性の高い技術者が

おらず技術基盤が失われていれば、エネルギーに関

する国際貢献の基盤も、一切の発言力も持ち得ない。 

これからの日本の新しいエネルギー戦略では、戦

略的判断で原子力を一定程度維持しつつ、技術基盤

の蓄積を拠り所に、平和利用に徹した原子力利用に

よって世界に貢献していくことが重要と考える。そ

のためにも、90 年代以降の原子力の安全設計の進歩、

技術進化を正しく理解しておく必要がある。 

世界を単純に考えてはいけない。シェールガスや

シェールオイルの生産が可能になった米国が、中東

の不安定な政情を背景にエネルギー自給の方向に舵

を切るようになれば世界のエネルギー地政学は大き

く変わる。現在、日本は、原子力がほとんど稼働し

ておらず、それを割高なＬＮＧなどで補っているが、

国益上のベストは世界のエネルギー情勢が安定し安

価にエネルギーを入手できる状況であり、日本自身

がエネルギー市場を撹乱させ、価格を高騰させるこ

とがあってはならない。省エネルギーでエネルギー

使用の天井を下げつつ、原子力、再生可能エネルギ

ー、化石燃料などを組み合わせた多様な戦略、ベス

トミックスで世界に立ち向かうことを日本人は真剣

に考えるべきである。 
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７月１０日(火)に、アクティブ経営研究所 所長

鑄方貞了所長を講師にお招きし、係長・主任セミナ

ーを開催しました。 

 

 まず、最初は、「自分の人生のために仕事をしてい

ますか？」と題した講義からはじまりました。企業

は、商品やサービスが売り物ですが、働く人自身に

も売り物があります。それは、①知識・技術・ノウ

ハウ ②時間 ③エネルギー ④創造力 ⑤集中力 

⑥決断力です。その売り物は、誰もが持っています。

その能力が顕在化していない場合は、自分が気づい

た問題を自分で解決することによって引き出すこと

ができることを、脳の特性をもとにわかりやすくお

話していただきました、 

 また、経済人は、『肯定的に見て、前向きに考え・

決断し、積極的に行動する』ことを心構えとして、

姑息な手を使わず、堂々と生きていくことの重要性

を説かれました。 

 次の項目では、交流分析をもとに自分自身を自己

分析し、自分の長所を見つけていきました。「より良

い人生をおくる」には、自分の長所を伸ばし、その

後に謙虚になることが大切であることを解説された

後に〝係長・主任の本当の役割〟〝部下のやる気を

引き出すための指導の秘訣〟〝職場の人間関係を良

くする手法〟〝仕事ができる部下の育成〟について、

事例をもとに具体的にわかりやすく説明されました。 

 受講後の参加者のアンケートでは、「現在の悩みに

対しての回答がもらえたように思います。」「非常に

役に立つことが多かったので、明日からの業務に使

っていきたい。」「今日を境に今までのやり方を見直

し、積極的に仕事に取り組んでいきます。」「自分を

見つめる良い時間になりました。」など、たくさんの

お声をいただきました。 

 

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

 

 

 

 

７月１９日(木)広島市において、講師に株式会社

Y’ｓオーダー 代表取締役 藤野祐美氏をお迎え

してメンタルヘルスマネジメントセミナーを開催し

ました。 

 

社会不安や不況下の中、メンタルヘルス問題はま

すます深刻になっており、１５人に１人がうつ病と

いわれています。また、３年前と比べたメンタルヘ

ルス不調者の増減をみると８割近い企業が増加傾向

もしくは横ばいといった改善されない状態が続いて

います。 

 メンタルヘルス問題で社員１人が１年間休職する

と、１人の労働力損失、既存社員の肩代わりによる

労働負担、代替社員の手配コスト、周囲へのマイナ

ス波及効果等の発生が考えられると同時に、企業に

は、メンタルヘルス対策をとる社会的責任と法的責

任があります。企業にとってメンタルヘルス対策は、

リスクマネジメントのみならず、従業員の定着率向

上や事故率、休職率低下による生産性向上による業

績アップ、ＣＳＲの重視による企業価値の向上にも

つながります。 

 こころの健康づくりには、セルフケア、ラインに

よるケア、職場内専門スタッフによるケア、外部の

専門機関等によるケアが継続的かつ計画的に行われ

ることが重要です。管理者１人で抱え込まずチーム

で取り組むこと等を説明されました。 

 まずは、“心の不調者”を発生させないことが大切

ですが万一、発生してしまった場合の対処方法、治

療と職場復帰、再発防止の取り組み方等についてわ

かりやすく解説していただきました。 

 参加者の方からも好評を得て、下記の通り感想を

頂きました。 

・正しい知識を持つことの大切さがよく理解できま

した。 

・これから当社にも起こる事かもしれないので参考

になった。 

・管理職の立場にまで気を配ったお話でとてもよか

った。 

・他人事の様に思っていましたが、すぐ近くに有る

んだと実感しました。 

・明日から部下の様子をしっかり見ます。 

係長・主任セミナー開催 

～強い組織をつくる係長・主任の意識改革～ 

メンタルヘルスマネジメントセミナー開催 

～管理者のためのメンタルヘルス対策～ 
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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！～ 

 

 

労組リーダー研修 

～次代を担う労組リーダーによる組織活性化を目指して～ 

日 時：８月３０日(木)～３１日(金) 

場  所：カレントコスモ（広島市中区平野町 8-15） 

会員参加料： 30,000円 

講 師：日本労働組合総連合会 

    財団法人富士社会教育センター 

内 容： 

・生産性運動と労働組合の役割 

 ・労働組合の歴史と民主的労働運動の基本 

 ・労働法のベーシック 

 ・リーダーシップとコミュニケーション 

 ・経営分析の基本 

 ・労使協議と経営参加 

 ・総括講演 

 ・目標の設定とアクションプラン 

 

 

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 

 

 

決算書セミナー 

～決算書を読みこなし仕事に活かす講座～ 
日 時：１０月１２日(金)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：税理士・米国税理士・ＣＦＰ○Ｒ 

    経営コンサルタント    高下 淳子氏 

内 容： 

１．決算書を読みこなすためのコツ！ 

２．貸借対照表を読みこなすポイント 

３．損益計算書を読みこなすポイント 

４．株主資本等変動計算書と注記表の役割 

５．キャッシュフロー経営の基礎知識 

６．損益分岐点分析入門 

７．生産性の高い会社であり続けるために  

 

経営品質実践セミナー（第２回） 

～企業の現在・将来と戦略を描く組織プロフィール～ 

日 時：１０月１９日(金)１３：００～１７：００ 

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：経営品質向上ヘルプデスク  

代表 白井 信行氏 

内 容： 

１．経営を革新する始点となる「自社の理想の姿」

とは 

２．お客様・市場の理解が深まれば、製品・サービ

スのあり方も変わってくる 

３．製品・サービスのあり方がわかれば、社員に望

むことや仕事も変わってくる 

４．理想と現実のギャップで課題が見えてくれば執

るべき戦略が確信できる 

５．実業で改革を実行するための重要ポイント 
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