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２１世紀全国生産性フォーラム ２０１２ 開催 

 

 

１１月７日（水）、全国各生産性本部主催による

２１世紀全国生産性フォーラムが、「『これからの

日本を創る』～新たな価値創造により活路を探る～」

をテーマに東京都内の会議場（ガーデンシティ品川）

にて開催されましたので、その概要をご紹介します。

（参加者約 220名） 

 

本フォーラムは、全国の生産性機関が一致協力し

て、わが国が抱える諸課題の克服についてさまざま

な角度から探るため 2007年から毎年開催しており、

今年度で６回目となります。 

冒頭、全国生産性機関を代表して小澤正俊中部生

産性本部会長の開会挨拶が行われた後、国際競争の

なかで成長し続けるための企業価値創造や、人材育

成と企業の活力などについて討議が行われました。 

【プログラム内容】 

基調講演 
「日本経済成長への道筋」  

経営共創基盤 ＣＥＯ 冨山和彦 氏 

ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽ
ｶｯｼｮﾝ 

Ⅰ 

「経営革新による新たな企業価値と市場の創造」 

＜ﾊﾟﾈﾘｽﾄ＞ 

住友電気工業 社長  

ジェイティービー 会長  

＜ﾊﾟﾈﾘｽﾄ兼ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ＞ 

産業戦略研究所 代表  
元 野村総合研究所 理事長 

 

松本正義 氏 

佐々木隆 氏 

 

村上輝康 氏 

 

講  話 

自由民主党 幹事長代行 衆議院議員 菅  義偉 氏 

「これからの日本を創る」 

日本生産性本部 会長  

 

牛尾治朗 氏 

ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽ

ｶｯｼｮﾝ 
Ⅱ 

「新たな企業成長に向けた人材育成・活用の方策」 

＜ﾊﾟﾈﾘｽﾄ＞ 

日立製作所 会長 

三井不動産 会長  

ＵＩゼンセン同盟 会長  

＜ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ＞  

慶應義塾大学 教授  

 

川村  隆 氏 

岩沙弘道 氏 

落合清四 氏 

 

八代充史 氏 

記念講演 
「グローバル化と人材育成」  

東京大学 総長  濱田純一 氏 

基調講演では、冨山氏は、「グローバル競争は、

日本企業の強さを磨くものだが、この競争を勝ち抜

くには、同時に、日本の強い分野を伸ばす産業政策

を打ち出すべき」「格差社会により教育の機会均等

が損なわれる懸念が生まれており、国力の衰退を防

ぐためにも社会全体として十分な教育投資が大切」

といった見解を提示されました。 

次に、当本部の苅田知英会長が座長を務めたパネ

ルⅠでは、企業を持続的に発展させていくために、

その価値をいかに高めていくか、などについて、パ

ネリストから、世の中を変える技術・製品の創出に

向けた継続した技術開発や国と一体となった産業創

造の重要性や、思い切った経営改革には強い意志と

決断力が必要であることなどが語られました。 

直近の国政の動向について菅自由民主党幹事長代

行から、そして、最近の政治、経済を巡る諸課題に

ついて牛尾日本生産性本部会長から、それぞれ講話

があった後、パネルⅡでは、グローバル化の進展に

よりその在り方が問われている人材育成の今後の方

向性について、論議が交わされました。若手人材が

海外経験する制度整備や、付加価値創造力を備えた

専門能力を持った人材を育成する仕組みの必要性の

ほか、労働者の知的熟練を高める上で重要な役割を

果たしてきた日本的経営・日本的雇用の維持と国際

競争力の向上をいかに両立させるか、といった問題

提起がなされました。 

記念講演では、濱田東京大学総長が、「自分は日

頃、教育に関する思いを、『よりグローバルに』『よ

りタフに』と表現している。チャレンジし、失敗し、

立ち直ることで、しなやかな強靭さを身につけてい

ける」と、自分をしっかり持ちながら、国内だけで

なく世界の優れた人材と切磋琢磨していく重要性を

強調されました。 

最後に、千葉昭四国生産性本部会長の閉会挨拶に

より、本フォーラムは盛況のうちに終了しました。 

ご多用の中ご参加いただきました皆様に厚く御礼

申し上げます。次年度も多数ご来場賜りますことを

お願い申し上げます。 
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10月 30日（火）、東京都渋谷区「アイビーホー

ル青学会館」にて、全国労組生産性会議「第 2回 中

央委員会」ならびに「中央討論集会」が開催されま

した。 

また、記念講演では、法政大学大学院 政策創造研

究科 教授 小峰隆夫氏よりご講演を頂きました。 

 第 2回 中央委員会  

■年間活動統一テーマ「発展のための原点回帰の生

産性運動～３原則の体現による好循環の実現へ、

労使の建設的協議と実践を～」に基づき、平成 25

年度上期の取りまとめを目途に、引き続き、以下

の調査・研究活動が進められます。 

・望ましい労働市場と働き方 

・若年層・シニア層の雇用・能力開発を中心とし

た具体的な方策 

■役員改選により、議長には神津里季生氏（基幹労

連・中央執行委員長）が選任されました。（前議

長：落合清四氏） 

 中央討論集会  

■「これからの労使協議制のあり方に関する調査」

結果概要が報告されました。 

従業員 500名以上・108社の人事労務部門の代表者

へ調査した結果、労使協議機関を設置している企業

において、「労使間の意思疎通が円滑となった」、

「労使の協力により労働条件が向上した」など設置

効果があった意見が大半を占めたものの、逆に「職

場における従業員の発言力の増大」というマイナス

の回答も見られました。 

■また、現在、中労生が取り組んでいる調査研究内

容および直面する課題などについて、3つのテー

マに分け、分科会方式で討議が行われました。 

テーマ①「グローバル経済化における真のパート

ナーシップ・労使協議制のあり方」 

テーマ②「真の豊かさを表現する、成果の公正分

配の追求と労働組合の対応 」 

テーマ③「ディーセント・ワークの実現へ向けて」 

記念講演  

小峰隆夫氏より、「少子高齢化・人口減少時代に

対応した日本の生き方」と題し、正規雇用の諸条件

が女性に不利であること、年功賃金制度が正規・非

正規の賃金格差を大きくしていることなどを問題提

起され、女性に限らず働きやすい職場とは、時間管

理ができ、生産性の高い職場であると指南されまし

た。 

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

 

 

 

11 月 30 日（金）、中国電力岡山支社（岡山市）

において、理事 7 名が出席し、岡山支部（支部長：

越宗孝昌山陽新聞社㈱代表取締役社長）理事会が

開催され、23 年度事業実施報告ならびに 24 年度

事業計画が審議され、原案通り承認されました。 

また、理事会終了後、同支社 3 階エネルギアホ

ールにおいて岡山支部主催行事として講演会を開

催しました。 

講師に株式会社林原代表取締役社長長瀬玲二氏

をお招きし「競争時代を生き抜くための変化」を

テーマにお話しいただき、岡山支部会員ほか約 90

名が熱心に聴講しました。 

１．岡山支部理事会 

（１）越宗支部長挨拶 

衆院選の争点の一つがわが国経済の再建である。

世界経済が停滞する中、デフレ・円高・株安に直

面する日本経済も出口の見えないトンネルに入り

込んでいる。ここ数年で産業の空洞化が急速に進

み、その影響を直接受ける地方経済は、なお厳し

い状況に置かれ、岡山県も、先行き不透明感はこ

れまで以上に強まっていると実感している。 

 

こうした中、生産性運動に携わる者が「進歩の精

神」、「不断に改善を目指す精神」という原点に

立ち返り、一致協力して困難な時代を切り開くこ

とが、今こそ求められており、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。 

（２）議案 

a.23 年度事業実施報告 

 支部会員数の推移、各種事業の実施結果・参加

状況等を報告した。 

b.24 年度事業計画 

支部会員数の維持・拡大に向けた会員サービス充

実策として支部主催講演会の実施ほか、西日本生

産性会議・トップセミナーへの出席など本部事業

と連携しながら生産性向上に資する事業展開を行

う。 

 

全国労組生産性会議「第 2 回中央委員会」、 

「中央討論集会」を開催 

中国生産性本部岡山支部理事会を開催 
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ＨＯＴ情報 
 

経営品質入門セミナー開催 ～ いい会社をつくるための経営の考え方を学ぶ ～ 

インタラクティブ・アソシエイツ 代表 中田 和明氏が講演 
 

 11月 16日（金）、岡山市の中国電力岡山支社３階

エネルギアホールにて「経営品質入門セミナー」を

岡山地区経営品質研究会と合同で開催しました。 

（共催：岡山県経営者協会 参加者約 90名） 

 

講師に、インタラクティブ・アソシエイツ代表の

中田 和明氏をお招きし、「いい会社をつくるための

経営の考え方を学ぶ」と題して、ご講演をいただき

ました。講演概要は以下のとおりです。 

 

Ⅰ．いい会社をつくるための経営品質の考え方にお

ける経営（マネジメント）と経営革新 

経営品質においては、企業の目的は『価値の創造』

と捉えている。換言すれば“相手にとっていいこと

（価値）”であり、この価値が提供できていれば、

利害関係者（顧客、株主、パートナー、社員、社会）

は満足するのである。 

P.F.ドラッカーは、企業の目的は適正利潤の追求

ではなく、お客さまを創ることであり、これを創造

するためには、事業環境は常に変化し続けているこ

とから、絶えずマーケティングとイノベーションし

ていくことが必要であると提唱した。まさに前述の

とおり、経営品質の考え方と一致している。 

では、価値を創造するためのマネジメントはどう

していくのか。マネジメントには 2つのサイクルが

あり、まず、組織の目的（使命)、価値観、目標（構

想）などの規範を定め、その実現に向けて筋道を計

画し、計画の具体的な活動として業務を実行する。

そして、業務活動の結果を評価し、活動方法を見直

す（ 改善 ）とともに、学習により既存の枠組み

を超えて物事の考え方（計画）を見直す（ 革新 )

のである。一般に、 改善 はPDCAと表現されるが、

これに 革新 を取り入れた 2つのサイクルを『マ

ネジメントのダブルループ』という。 

 

Ⅱ．いい会社をつくるための経営品質向上プログラム 

一般的に“品質”とは、商品・サービスの状態の

良し悪しであるが、経営品質の“品質”とは、経営

の状態の良し悪しを指す。 

経営の状態（経営の品質）を明らかにし、経営の

品質をより良くするために改善、革新を行い、経営

の品質をより高いレベルにすれば、組織は理想的な

姿となっていく。こういったプロセスを繰り返して

いくことが『経営品質向上プログラム』である。『経

営品質向上プログラム』は４つの要素からなる「基

本理念」と戦略的な思考である「重視する考え方」、

「組織プロフィール」と「８つのカテゴリー」でで

きているフレームワークから構成されている。 

 

Ⅲ．いい会社になるためのアプローチ 

（組織プロフィールを認識する） 

経営品質では、「現実の問題から課題を考える」

のではなく、理想の状態を描き、現実とのギャップ

を埋めるための課題を考え、将来の姿を自主的に描

く、すなわち「理想から課題を考える」のである。

前者の考えは「事実前提※」、後者は「価値前提※」

に基づく。 

この「価値前提」に基づき、顧客（Customer）・

競合（Competitor)・自社（Company)といった 3つ

の視点で現状認識を行い（＝3Ｃ分析）、理想の姿

とのギャップからどう変えていくかを描いたもの

が「組織プロフィール」である。 

※「事実前提」と「価値前提」 

事実前提 価値前提 

現実ばかり目を向けて、本
来の目的を見失う 

何が重要なのかを自ら考
え、それを実現していく 

一度決めたことに拘り、内
部の都合を優先する 

一度決めたことに拘らず、
環境変化に柔軟に対応し

て、大事なことを追及する 

対症療法 構造改革 

 

Ⅳ．いい会社を事例で学ぶ 

2005年度日本経営品質賞（中小規模部門）を受

賞した株式会社Ｊ･アート・レストランシステムズ

（本社：岐阜県各務原市）を事例紹介し、同社のト

ップと社員との日常的なコミュニケーションによ

る『相互に良い影響を与え合う組織状態』の素晴ら

しさを説明された。 

〔会社概要〕中京地域でカジュアルイタリアンレストランチェー

ン「ロッソえびすや」を直営３店舗、ＦＣ３店舗で
展開。 

 

【参加者からの声】  

◆ＰＤＣＡについてはこれまでも意識して行って

きたが、それに加え、計画を見直すというマネジ

メントのダブルループの考え方がとても新鮮だ

った。 

◆ややもすると「事実前提」に陥りがちであるが「価

値前提」の重要性を考えさせられた。 
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経営品質実践セミナー（第４回） 

～100年企業への人材共育と風土づくり～ 

理念共有・成長の PDCA／ねぎしフードサービス 

日 時：１月２５日(金)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：株式会社ねぎしフードサービス 

           代表取締役 根岸 榮治氏  

内 容：  

・創業当時の反省と経営危機を乗り越えるための戦略

の変遷 

・経営理念、誓い、経営の目的の共有 

・経営品質と出会って、理念の具現化へ 

・企業が大切にしている価値 

～100年永続する企業をめざす～ 

・従業員満足を追求するための人財共育成長の PDCA 

・「新設という企業文化づくり」から生まれる顧客満

足 

・外国人アルバイトが、心から〝ねぎし〟を大切に思

う理由                他 

 

感動の三部作（第２回） 

自分の心が元気になるヒント 
～ストレスを上手く解消し、イキイキと働くために～ 

日 時：２月２８日(木)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：Ｙ’sオーダー 代表取締役 

人材開発コンサルタント  藤野 祐美氏 

内 容： 

１．他人事でないストレス問題 

２．知っておきたいストレスの基礎知識 

  ①ストレスのメカニズムを知る 

  ②ストレスを自分でチェック 

３．セルフケアから始めよう 

  ①セルフケアとは 

  ②ストレス要因を知る 

  ③ストレスサインの現れ方 

  ④職務内容とストレスの関係性 

  ⑤ストレス一日精算主義のススメ 

  ⑥ストレスを放置したその先に 

４．ストレス知らずの会社生活のために 

  ①ストレス知らずの２つのアプローチ 

  ②最大の問題！？人間関係への向き合い方 

  ③ストレスを溜めないコミュニケーションとは 

  ④高めておきたいこの力～自己肯定力の高め方～ 

  ⑤明日から実践！ストレスケアは心・技・体 

 

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：３月１４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 

 

 

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 
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