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平成 24 年度 労組リーダー研修を開催 

～次代を担う労組リーダーによる組織活性化を目指して～ 

 

 
8 月 30日（木）・31日（金）の 2日間、広島市

において、連合中国ブロック連絡会と連携し、労

働組合役員・リーダー等を対象に、労働運動推進

に必要な専門知識とコミュニケーション・リーダ

ーシップの養成、組織のさらなる活性化を目的と

した「労組リーダー研修」を開催しました。（参加

者 21名） 

 

研修講師として、公益財団法人富士社会教育セ

ンター専務理事 鈴木晴彦氏をお迎えし、講義とグ

ループ演習を織り交ぜた研修を行うとともに、2

日目の特別講演では、「連合を取り巻く環境と連合

運動の課題について」と題して、日本労働組合総

連合会（連合本部）の組織拡大・組織対策局長 篠

原淳子氏からご講演をいただきました。 

 研修プログラム  

◆ リーダーシップとコミュニケーション 

◆ ケア・コミュ二ケーション 

◆ 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 

◆ 会社の数字の基本 

◆ 経営分析の基本 

◆ 労使協議と経営参加 

◆ 特別講演 

「連合を取り巻く環境と連合運動の課題について」  

◆ 目標の策定とアクションプラン 

 

「会社の数字の基本」や「経営分析の基本」の

研修では、参加者全員が電卓を使用しながら、労

使協議に必要な財務諸表の見方、チェックポイン

トについて、熱心に学習しました。 

また、「目標の策定とアクションプラン」では、

「マイ・アクションプラン」を策定し、今後の活

動への決意を新たにしました。 

 
特別講演では、①「連合の変遷と取り巻く環境」、

②「働くことを軸とする安心社会」、③「1000 万

連合実現プランを実現するために」といった 3 つ

のテーマから、今後における連合運動の必要性・

重要性について説明がありました。 

参加者からは、「会社の数字など、今、学ばなけ

ればと思っていた内容で有意義であった。さらに

ステップアップしたい。」「業種を越えた労組リー

ダーと交流できてよかった。」「学んだことをこれ

からの組合活動に活かして行きたい。」などの感想

をいただきました。 
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9 月 28日（金）、中国電力島根支社（松江市）に

おいて、理事・顧問 9 名が出席し、島根支部（支

部長：杉谷雅祥山陰クボタ水道用材㈱代表取締役

社長）の理事会が開催され、23 年度支部事業報告

ならびに 24 年度支部活動計画が審議され、原案通

り承認されました。 

１．杉谷支部長挨拶 

欧州、米国、中国経済を見ると今や世界同時不

況の様相を呈している。わが国のデフレ・円高・

株安は改善されず日本経済の空洞化に歯止めが効

かない。空洞化の影響を直接受ける地方経済は大

変厳しい状況に置かれ、島根県も、雇用・所得情

勢は下がる一方で、先行き不透明感は強まってい

ると思う。 

 こうした情勢の中、中国生産性本部が推進する

経営品質向上運動の重要性は益々増している。自

らの持つ「強み」を見極め、顧客本位に立った商

品サービスを提供すると同時に、企業経営の基盤

である人材育成・労使の協調を強力に推進し、企

業の生産性向上を図ることが求められている。 

中国生産性本部は、経営者・労働者・学識経験

者の相互信頼と協力の上に成立している団体。本

日の出席者が力を合わせ生産性運動の推進役とし

て活動することにより、この地域の発展がさらに

促進されると確信している。今後共、ご支援・ご

協力をお願いする。 

２．議案 

（１）23 年度支部事業報告 

 23 年度は西日本生産性会議広島大会、本部主催

事業への参加、経営品質入門セミナー開催支援、

連合・経営者協会主催の労使共同セミナーへの

出席等により、生産性運動の理解促進に努めた。 

（２）24 年度支部事業計画 

24 年度も本部事業計画に沿い、会員はじめ一般

企業・団体に対し、本部主催事業の案内等の情

報提供、島根県での経営品質向上運動の推進支

援等を通じ、生産性運動への理解を深めてもら

う活動を展開していく。 

 

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

  

 

 

 

9 月 6 日(水)当本部会議室において、初の試みと

なる経営品質 Webカウンセリングを開催しました。 

 

今回は、８月９日(木)に開催した、第１回経営品質

実践セミナー「経営品質の４つの理念と７つの重

視する考え方」のフォローアップも兼ねて、引き

続き講師の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 ﾘｺｰｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 審

議役)と回線を繋げての相談会となりました。 

 講演を聞いても、実際に推進するとなると「具

体的に何をどのように進めたらよいのかわからな

い」等、様々な疑問が湧いてきます。この Web カ

ウンセリングでは、経営品質の考え方を知り尽く

した講師が、個別に相談にのっていただけるので、

より自社の思いに沿ったアドバイスを頂くことが

でき、課題解決だけでなく、課題を発見すること

にもつなげられる機会となります。 

 今回も、講演では聞けなかった、より深いアド

バイスをしていただき、「田村講師から一対一で指

導を受けることができ、これからどう進めるべき

かの大きなヒントを頂きました」と大変好評でし

た。 

今後も、田村講師と Web 回線をつないでの相談

会を行っていく予定です。これから経営品質の考

え方を取り入れていこうと思われている方、進め

ているけれど上

手くいかない、

このまま進めて

いいのか方向性

を 確 認 し た い

等々、興味のあ

る方は、当本部

までお気軽にお

問い合わせ下さ

い。 

中国生産性本部島根支部理事会を開催 

経営品質 Web カウンセリング 

を開催しました！！ 
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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２回）  

～時局を的確に読み、未来を自ら切り拓く～ 
 

9 月 6 日(木)、平成 24年度 2 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。 

 

 百鬼夜行の政治家  

世論が動くと政治は動くため、維新の会といっ

た第三極が勢いを増し、与党や自民党はこれに怯

えている状態。 

今の政治家は総じて『波の上を漂うコルクの栓』

のようなものであり、政党で動くのではなく、一

人一党の個人商売をしている。そして、未だに利

権構造の中で、魑魅魍魎（ちみもうりょう）とな

り、百鬼夜行し、生き抜こうとしている。新しい

時代に向けて真の政治リーダーが必要。 

 

“世界大恐慌”の様相  

国内の失業者は、大幅人員削減で上場企業だけ

で年内 2 万人を超える勢いであり、15 年前の金融

危機以来の水準と思われる。東京では夏頃から景

気が急速に悪化しつつあり、例えば、家電量販店

に見られるように業界再編が加速してきている。 

世界的に見れば、モノが売れなくなり、鉄・銅・

石炭など資源が余り、価格も下落してきており、

石油も戦争の仮需を除けば、実は余っている状態

にあるため、結局、先進国だけではなく、中国・

インド・ブラジルなどの新興国（BRICs）や資源国

も不況に陥っている。特に、新興国では経済が安

定していないことから、ボトルネックが生じ、物

価が上昇し、賃金も上がり続けているため、中国

では、沿岸部の企業を中心に採算性の問題から、

フィリピンやインドネシアに脱出する動きもある。

文字通り、世界経済は“世界大恐慌”の様相を呈

している。 

 

 経営が瓦解  

経営者は、『真の構造改革』と評して、人員削減

やコスト削減を実施しているが、本当の意味での

次なるメッセージ・行動がない。経済の荒波を泳

ぎ、未来に向かって行動し、世界と手を組むとい

ったことをせず、自社内の出世競争に勤しんでき

た。 

そういう意味では、正解を四つの中から選んで

きた「教育」が、答えがないから何もしない経営

者を生んできたと言えよう。 

最早、採算性をキックに海外に打って出るとか、

リストラするとしか考察できない企業経営者には、

何もできない時が到来したのではないか。 

 

 真心から訴えて行動すれば地方も生き返る  

小泉政権以降、地方にお金が回らなくなった。 

ある村では、巨大な建造物と立派な道路が残さ

れ、村は火が消えた状態となった。しかし、『金と

権力』に群がる人達がいなくなり、行政に頼るこ

となく、自腹を切ってでも『村おこし』をしよう

とする人が立ち上がってきた。このような人達は、

本気で考え、真心から訴えて行動する。結果、見

違えるような活力ある村へ変貌した。 

将来、日本にはこのような『湧き上がるリーダ

ー』が出てくると思う。 

 

 進化とは敵を味方にすること  

火を消すことに、水は味方、油は敵と思いがち

であるがそうではない。水と油が協力することに

より火は消える。すなわち、敵とか味方とか、組

織が違うとか、縦割りの考えでは進化はない。進

化は敵を味方にすることである。 

例えば、1970 年代、大気・水質汚染の問題にお

いて、企業側はこの問題を敵ではなく、味方に捉

え、技術革新を行うことで競争力が高まることに

気がついた。まさに進化である。 

こういった技術革新は、日本の得意とするとこ

ろである。世界が混乱すればするほど、日本の立

場は優位になるのではないか。 

 

 流民を出さない持続可能なシステムへ  

破局は、行き場のない人『流民』を生み出すこ

とであり、企業で言えばリストラ。当然のことな

がら、地域ならびに国が衰退していく。 

現在の日本は、第一次産業の大半を海外に頼っ

ているが、これは流民を発生させる要因。 

二宮尊徳は、『流民』のような農民を定住させ、

農業・貯蓄・投資を教え、投資が報われた時の喜

びを与えて、立て直しを図った。 

自分たちで、自分たちに必要なモノを作ること

が重要であり、将来に備えて、20 世紀のシステム

を立て直し、持続可能なシステムを構築していく

べきである。 
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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～ 

景気が低迷しても、進化している企業が大切にしている考え方 

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： 

 経営革新をするためには、企業の理想的な姿（将来）

と現状から、戦略課題を見い出すことが重要となりま

す。それを考え、表現するのが、組織プロフィールで

す。組織プロフィールは、経営品質向上プログラムの

第１ステップです。本セミナーでは、組織プロフィー

ルの本質について、解説いたします。 

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 

 

経営幹部養成講座 

組織を導くリーダーの使命と勇気 
～新しい時代を生き抜く感性を磨き、人を育て組織を活かす～ 

日 時：１1月９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：人とホスピタリティ研究所  

代表  高野  登氏 

内 容： 

１．野心と志の違い 

２．理念に命が吹き込まれ、社員の心が動く理由 

３．卓越したリーダーから学んだこと 

４．リーダーが腹を決め、勇気を持つために 

５．リーダーの使命 

 

感動の三部作（第１回） 

パラダイムの転換 
～心の習慣を変え、人生も仕事も豊かに導く～ 

日 時：１２月７日(金)１４：００～１７：００ 

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：株式会社ザ・アカデミージャパン 

         代表取締役社長 川西  茂氏 

内 容： 

１．「原因」と「結果」のサイクルからパラダイムシ

フトを学ぶ 

２．豊かな人生を送るために本当に大切なものを発見

する 

３．働きがいのある組織とは 

４．良好な人間関係を築くために私たちが知るべきこ

と 

５．効き脳がコミュニケーションに与える影響を知る 

６．良好な人間関係と働きがいのある組織の関係性 

 

経営品質実践セミナー（第３回） 

～理念を実現する組織風土づくり～ 

ESを起点とした好循環経営／川越胃腸病院 

日 時：１１月１９日(月)１３：３０～１６：３０ 

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：医療法人財団献心会 川越胃腸病院 

            常務理事 須藤 秀一氏  

内 容：  

・理念を実現する組織風土づくりを目指した経営品質

向上への歩み 

・医療が提供すべき価値と経営理念 

・経営トップの想いを職員に浸透させる 

  ～想いと目標を職員と共有する～ 

・「思いの経営」と「仕組みの経営」 

・職員満足(ES)からはじめる患者満足(CS) 

・自律・自立の促進によるＥＳの実現  ほか 

 

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：１２月１３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 
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