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平成 25年度中国労組生産性会議 役員会を開催 

 

 

4 月 22 日（月）、広島市「ワークピア広島」にお

いて中国労組生産性会議（議長：石井一清 連合広島

会長）を開催しました。 

開会に先立ち、特別講演として、「雇用システム改

善による格差是正」と題して、岡山商科大学経済学

部教授・神戸大学名誉教授 三谷 直紀氏より講演を

いただいた後、平成 24年度事業報告ならびに平成

25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。 

 特別講演  

岡山商科大学教授・神戸大学名誉教授 三谷 直紀

氏より、「雇用システム改善による格差是正」と題し、

「若年層・高齢層の非正規比率の拡大」、「正規労働

者と非正規労働者との賃金格差」などの現状につい

て、また「若年層に対するキャリア教育」や、「非正

規労働者に対する包括的な就労支援」の重要性につ

いて、講演をいただきました。 

 平成 24年度  事業報告  

厳しさを増す雇用情勢に焦点を当て、連合中国ブ

ロック連絡会等と連携して，労使共通の課題に関す

る講演会の開催、労働組合運動の充実に資する労組

リーダー研修会等の事業を実施しました。 

12月実施予定であった欧州視察は、衆議院議員総

選挙の時期と重なったため、やむを得ず中止しまし

たが、事前研修会は派遣中止決定前に実施しており

ます。 

【主な事業】 

・労組リーダー研修（広島市、参加者 21名） 

・労使講演会（山口市、 参加者 81名） 

・トップセミナー（広島市、参加者 216名） 

 平成 25年度  事業計画  

【労組リーダー研修】 

労組役員等を対象に、最近の雇用情勢等の解説の

ほか、今後の労組として取り組むべき課題検討の場

を提供し、労働組合運動の発展に資する人材を育成

します。 

日 程：8月 21日（水）～22日（木） 

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会を実施し，労使双方等と

の意見交換を行います。 

【海外視察団】 

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，海外視察団を派遣します。 

日 程：12月上旬（予定） 

派遣先：欧州（予定） 
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ＨＯＴ情報 
 

平成２５年度新入社員研修会 

～共感とチャレンジ！学生から社会人へのパラダイム転換～ 

 

 
４月２日(火)～４日(木)の２泊３日にわたり、広

島県江田島市において、平成２５年度新入社員研修

会を開催しました。 

 

１．学生気分を払拭し、社会人としての自覚を持つ 

平成２５年度の新入社員研修会は、江田島で実施

された。１８企業から参集した６９名の参加者は、

初対面にもかかわらず、慣れない共同生活を共にし

ながら、２泊３日の研修カリキュラムに挑まなけれ

ばならない。そのため、スタート時は会場全体が緊

張感で包まれていた。 

オリエンテーションでは、「この研修中は全力を

尽くして挑戦したことが、たとえ、失敗に終わって

も良い。大切なことは、失敗をして気づいたことを

職場で活かすことである。」と理解してもらい、研修

の目的や集団生活におけるルールを説明した。 

 

２．新入社員を取り巻く環境と役割 

研修会の最初の講師である㈱ウーブル・ロールモ

デル研究所 十倉純子代表取締役社長より、「職場に

抱かれて、自分の未来を自分で作る為には」と題し

て社会人としての心構えについてご講演いただいた。

特に、「新入社員を取り巻く社会環境の変化の厳しさ」

「新入社員に求められている能力」など、仕事がで

き信頼される社員となるためのポイントを具体的な

事例をもとに、わかりやすく語っていただいた。 

続いて、ビジネスマナーの必要性について、㈱ウ

ールブル・ロールモデル研究所 土居まゆり氏に挨

拶、発声、敬語、電話の受け方、名刺の扱い方につ

いて実習を交えてご指導いただいた。その後、３つ

のグループに分かれてインストラクターの指導のも

と、受講生は大きな声で挨拶をし、電話応対や名刺

交換を一人一人が真剣に練習を繰り返した。 

３．知恵を出し合い、協力して課題を乗り越える 

１日目の夜は、「社会性を育成する実際体験」で

は、協調性やリーダーシップを理論ではなく、体を

動かして経験していただいた。 

 

２日目の午前中は、仕事の基本、仕事の進め方、

文章の書き方についての研修をおこなった。午後は

海でカッター研修の予定だったが、強風・波浪注意

報が出ていたため中止となり、室内で課題に取り組

んでいただいた。前半は、なかなか要領をつかめず

苦戦していた。後半では、班の中での協力や対話も

生まれ、話し合い方のプロセスも改善されていった。

自分の考えを明確にして人にわかりやすく話すこと、

人の話からも学ぶこと、誰の意見が正しいかではな

く、知恵を出し合い新しい質の高い考えを協力して

導きだすことの大切さを体感していただいた。 

 

４．自分の可能性を信じて挑戦する 

研修終盤には、(有)香取感動マネジメント 香取

貴信代表取締役が、働くことの尊さやあきらめない

ことの大切さについて、ご自身のディズニーランド

での経験を振り返りながら熱く語り、参加者に感動

を与えた。 

研修最後には、参加者が自分自身と向かい合い、

チャレンジ目標を作成した。その後、一人一人が演

台に立ち、自らが作った目標を全員の前で力強く発

表した。研修は、互いにエールを送り合う参加者の

笑顔と拍手で終了した。 
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ＨＯＴ情報 
 

平成２４年度第４回 時代の潮流とリーダーシップ 

～新しい時代のリーダーシップ～ 
 

３月 14日(木)、平成 24年度最後となる「時代の

潮流とリーダーシップ講演会」(第 4回)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。ここでは、第２部「経営を成功に導くリ

ーダーシップ」を要約したものを紹介します。 

 

日本は 50 年近く国債を発行しているが円が暴落

していない。これだけ国債を発行しながら通貨が暴

落しなかった国を見聞したことがないが、これも楽

観視できなくなってきた。 

日本では産業全般に財政資金が投入されている。

従って、企業を存続させるためには資金を継続的に

投入しなければならない。このまま資金を投入すれ

ば、この先財政破たんが見えてくる。支援を打ち切

られた企業は室町幕府末期のようになる。つまり、

存在しているが、何をしているかが分からない状態

になる。 

また、法律と財政資金が政治手段になっているた

め、国債が発行できなくなると、永田町、霞が関の

ほとんどの人たちはお手上げ状態になると考えてい

る。 

 

財政破たん後は実力を有する中堅以下の企業が自

力でやっていく時代が来ると見ている。 

また、日本が破たん後に生きていくには、地域ご

とに、インフラ、産業、生活を考えることが必要で

ある。地域の境目を決め、この地域を地域の人に任

せ自由にやらせるならば、室町幕府崩壊後の戦国時

代に国ができたように、今までと異なった国ができ

る。 

これは、日本の統治の基本が「民生の自治」であ

ることによる。日本は世界の国と異なり移動せず一

か所に住むため、中央集権や官僚制度はなじまない。 

終戦から 20年経った昭和 40年に高度成長が終了

した様に、20年間本気になって努力するならば、甦

ることができる。 

 

再建は、大きな展望に基づき、変化を乗り越え、

先取りしていくことによりなされるため、20年程度

安定した政治リーダーの元に置くことがポイントと

なる。 

これは、一方的に上から下を管理することがすべ

てと考えるリーダーでは乗り切れない。やはり、み

なの思いや個性を生かしながら上手にチームワーク

を組む「横型リーダーシップ」に変わって行かなけ

ればならない。 

また、主義主張を戦わせず、みなで話し合いをし、

要するに生活や仕事をどうするかを決める北欧型の

やり方になると見ている。 

加えて、再建に携わるには、自立し、自分で考え、

行動する人間になることが肝要である。その際、世

界は何を悩み、どうしたいと思っているか分かるよ

う、自分は広々とした世界、宇宙、大自然の前にい

るという目で物事を見ることが重要である。 

 

ソ連崩壊時など同様、日本も財政資金が止まった

時、企業や研究機関が抱えているものが一斉に出て

くる、投げ売りが起こる。 

この時、多くの人には世の中の終わりに見えるが、

それは新しい時代の始まりである。つまり、再建の

始まりである。 

企業再生は残す部分以外を整理することから始ま

る。そのためには、先ず、企業の本当の強み、未来

を作る砦といった残す部門は絶対守り、それ以外は

整理すること。再生の秘訣は、どこを起点に再生す

るかというイメージと戦略を明確に事前に固めてお

くことである。 

そして、日本が目指すのはやはり「技術技能立国」

である。資源とかメタンハイドレードなどが注目さ

れているが、日本が目指すのは、再度、技能・技術

立国になり、時代に必要なものを作って行くことで

ある。 

 

現在、世界は国民国家など考えずに行動している

と言われるが、これは、東西冷戦と言う非常事態が

終わり、団結する必要がなくなったため、本来の状

態に戻り、自由に移動しているのである。世界では、

大国が本来の状態に戻っているのだから、日本も日

本らしく、本来の姿に戻る時が来ている。どうか、

みなさんも自分で目標を決め、行動することにより、

この大きな転換点で成功のチャンスを掴んでほしい。 
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平成２５年度通常総会 
日 時：６月３日(月)１４：３０～１８：００ 
場  所：リーガロイヤルホテル広島 

           （広島市中区基町 6-78） 

内 容： 

◇通常総会 

１．平成２４年度事業報告及び決算報告について 

２．平成２５年度事業計画及び予算について 

３．その他 

◇特別講演会 

「まいど 1号から学んだ人づくり 

      ～育てる 育つ 育てられる～」 

 宇宙開発協同組合ＳＯＨＬＡ  

理事長 杦本 日出夫氏 

 ◇懇親パーティー 

 

 

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 

 

 

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１９日(水)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 

  ・あなたの中の私 

  ・中堅社員の仕事とは？ 

  ・目的を共有して、目標を明確化する 

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 

 

 

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１０日(水)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．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 

 

 

係長・主任セミナー   

～強い組織をつくる～ 
日 時：７月２４日(水)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．自分の長所を知ることで、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ための指導法！ 

７．自己革新できるリーダーが組織を変える！ 
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