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平成２５年度 理事会・通常総会開催 

６月３日(月)、リーガロイヤルホテル広島(広島市）

において、平成 25年度理事会・通常総会を開催しま

した。理事会ならびに通常総会では、平成 24年度事

業報告、平成 25年度事業計画等について審議され、

原案どおり承認されました。 

 

通常総会後の特別講演会では、「『まいど１号か

ら学んだ人づくり』～ 育てる 育つ 育てられる ～」

と題して、宇宙開発協同組合ＳＯＨＬＡ 理事長 

杦本日出夫（すぎもと ひでお）氏からご講演をいた

だくなど、本年度も本会を盛会のうちに終了するこ

とができました。 

理事会・通常総会における議案のうち、平成 25年

度の事業計画に係る内容は以下のとおりです（次頁

には個別事業の内容を記載しています）。 
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平成 25年度の日本経済は、円安を通じた輸出環境

の改善が続く中、年度前半は緊急経済対策に伴う公共

投資が、年度後半は消費税引き上げ前の駆け込み需要

が、それぞれ景気を押し上げることから、全体として

景気は着実に回復傾向をたどると見ています。 

しかし、欧州信用不安の再燃や欧州向け輸出依存度

が高い中国経済の減速など海外経済リスクが顕在化

した場合、わが国の景気を下振れさせる懸念がありま

す。 

このような経済見通しにあって、各企業・組織は、

経営環境の変化を機敏に捉え、常に自らの「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

ことにより経営革新を行うとともに、企業経営の基盤

である人材の育成を推進していかなくてはなりませ

ん。加えて、雇用形態の多様化など激しく変化する雇

用環境に対応していくためには、労使の協力・協議は

欠かせません。 

したがって、当本部では、真に豊かな中国地域の実

現に資するために、本年度も、経営・労働・学識の三

者の英知を結集しながら、中国生産性本部ビジョンに

ある３つの方針を柱に各種事業を展開していきます。 

 

平成２５年度 事業方針 

方針１．経営革新活動の推進 

◆変革を目指す組織（企業・団体）に対し、「顧
客本位」「独自能力」「社員重視」「社会との調
和」の４つの基本理念を機軸とする「経営品質
向上プログラム」の普及推進を図るなど、活力
あふれる地域社会の構築を目指し、製造業は
もちろんサービス・流通産業まで含めた組織に
対して、経営革新活動の提言・支援を行ない
ます。 

 

方針２．人材育成の推進 

◆「企業は人なり」といわれるとおり、人材は、企
業・組織にとって持続的発展の基盤です。そう
した人材の育成について、主たる目標を生産
性向上の原動力である「知力（知識生産性＝
付加価値の創造等）」の向上に置き、付加価値
創造力に繋がる知識力・人間力を高める事業
を重点的に提供していきます。 

 

方針３．労働組合の新しいあり方への支援 

◆公正・安心・安全が保障されワーク・ライフ・バラ
ンスを考えた真に豊かさを実感できる社会の実
現のため、また社会の一員として、働きがい・やり
がいなど人間性に重点をおいた労働組合活動
の新しいあり方について議論を深め、必要な事
業と支援を実施していきます。 
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ＨＯＴ情報 

中国生産性本部 平成２５年度 事業展開の概要 

 
平成２５年度 個別事業の展開  
 

＜１．経営品質事業＞ 

経経営品質向上プログラムは、規模の大小、製造

業・サービス業・行政など事業分野を超えて活用で

きるものであり、本プログラムの普及促進および実

践組織への支援に向けて、事業を展開していきます。 

①経営品質実践セミナー 

企業・組織変革への動機づけ、経営品質の本質

に対する“気づき”を増進させることに主眼を置

いた「経営品質実践セミナー」を定例開催します。 

②アセスメントコース 

経組織で経営革新を進めるプロセスを推進・支

援していく役割を担う「セルフアセッサー」の育

成を目的とした講座については、平成 25年度より

新たな体系に移行しており、移行した「アセスメ

ントコース」で開催します。 

③実践組織への支援 

経営品質向上プログラムを実践する各組織の実

情やニーズに対応した実践支援についても、引き

続き展開していきます。 

 

＜２．トップセミナー事業＞ 

激動の環境変化に対応し、新たな価値創造により

活路を見出す、的確なリーダーシップとトップマネ

ジメントの一助として、会員組織幹部等を対象とし

た会議、セミナー等を実施します。 

 

＜３．人材育成事業＞ 

①階層別能力開発事業 

新入社員の社会人としての心構え、中堅社員の

リーダーとしての自己改革、係長・主任の意識改

革、管理者の部下育成と成果、経営幹部の組織マ

ネジメントなど、自己成長や役割認識の醸成につ

ながる研修会・講演会を実施していきます。 

また、採用や配置など人事管理の支援ツール「適

性能力総合診断テスト」を提供します。 

これに加え、企業・組織からの要請により階層

別研修会を実施していきます。 

②専門能力開発事業 

読みこなして仕事に生かす決算、組織のリスク

マネジメントとしてのメンタルヘルス、課題解決

に資するロジカルコミュニケーション、戦略を導

き出すための知識を習得する戦略セミナーを実施

し、加えて、顧客に感動を与える経営を学ぶ「感

動の三部作」を開催します。 

 

＜４．労組・労使関係事業＞ 

厳しさを増す雇用情勢に焦点をあて、中国労組生

産性会議等と連携し、労使共通の課題に関する講演

会の支援、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す。 

 

＜５．海外視察団事業＞  

海外の社会・経済・労働事情を把握して、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、海外視察団を派遣します。 

 

＜６．コンサルティング事業＞  

①受託研修・講師派遣 

企業・組織内研修の企画、受託研修および講師

派遣を行います。 

なお、会員企業・組織における管理職、中堅社

員、新入社員に対するセミナー・研修に係る当本

部からの講師派遣にあたっては、会員企業・組織

のニーズに応じたオーダーメード研修を実施しま

す。 

②サービス産業等への生産性向上支援事業 

中国経済産業局、独立行政法人中小企業基盤整

備機構中国支部、社団法人中国地域ニュービジネ

ス協議会と当本部の４団体で構成している「運営

合議体」の活動を中心に、中国地域におけるサー

ビス産業をはじめとする中小企業等の生産性向上

への取り組みを支援します。 

 

＜７．組織・広報事業等（会員サービス事業）＞ 

◆生産性新聞、会報「あすへ」、ホームページ等に

より会員に情報提供を行います。 

◆時事・経済講演会「時代の潮流とリーダーシップ

講演会」を年４回定例開催します。 

◆各種セミナー等あらゆる機会を通じて生産性運

動への理解を深めていただくことにより会員の

拡大を図ります。 
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ＨＯＴ情報 
 

平成２５年度通常総会 苅田会長開会挨拶・石井副会長閉会挨拶 

 

６月３日の通常総会において行われた、苅田知英

会長（中国電力㈱取締役社長）による開会挨拶、な

らびに石井一清副会長（連合広島会長）による閉会

挨拶の概要をご紹介します。 

 

 苅田会長 開会挨拶  

■昨年末に発足した安倍政権は、長引くデフレから

の脱却を優先課題にいわゆる「アベノミクス」とい

われる経済対策を打ち出しました。この経済対策に

対する期待感や、日本銀行の大規模な金融緩和の実

施などから、為替は円高修正に転じ、このことは、

輸出型製造業には追い風となり輸出拡大の期待が高

まっています。しかし、輸入原材料価格の高騰によ

るコスト上昇が経済産業全般に影響を与え始めよう

としており、景気回復に水を差すことにならないよ

うな施策が必要と感じています。 

■平成 25年度のわが国経済を展望しますと、欧州債

務問題の再来など景気の下振れリスクはありますが、

年度を通して輸出環境の改善が続く中、緊急経済対

策に伴う公共投資や消費増税前の駆け込み需要など

内需が景気を押し上げ、わが国経済は回復軌道をた

どるものと期待しています。ただ、雇用・所得環境

の改善とこれを背景とした消費の本格的回復に向か

うことは容易でないと考えており、今こそ、労使一

体となってその実現に取り組まなければならない時

期であると考えております。 

■先般、当地広島市で菓子博が開催され 80万人を超

える来場者があり、盛会裏に閉会いたしました。こ

の博覧会には「工芸菓子」が出展されていましたが、

私は、長年の「ものづくり」の匠の技を承継してい

く人材育成がなされていることを実感し、感銘を受

けるとともに、これこそ、生産性運動に携わる私た

ちが取り組まなければならない好例であると認識い

たしました。菓子博を例に出すまでもないことです

が、各企業・組織におかれましては、どうか、経営

環境の変化を機敏に捉え、常に自らの「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

ことにより、「経営革新」を実践していただくともに、

企業経営の基盤である「人材の育成」を推進してい

ただきたいと存じます。  

■当本部の 24年度事業につきましては、概ね計画通

り推移いたしました。また、会員数も、23年度末か

ら１会員増の 343会員となりました。厳しい状況下

にあって成果をあげられたことは、ひとえに会員の

皆様のお力によるものであり厚く御礼申しあげます。

また、平成 25年度におきましても、真に豊かな中国

地域の実現に資するために、経営・労働・学識の三

者の英知を結集しながら、中国生産性本部ビジョン

に沿った各種事業を展開して参りたいと考えており

ます。 

■中国地方で生産性運動を開始して以来、活動を継

続してこられたのは、ここにお集まりの会員の皆様、

お一人お一人のお力によるものであり、皆様方のご

助力なしに、将来にわたる活動の維持・発展はござ

いません。引き続き、ご支援とご協力を賜りますこ

とをお願い申し上げます。 

 

 石井副会長 閉会挨拶  

■年初来、円安と株価上昇により景気回復期待が高

まっておりますが、雇用や賃金を巡る状況を見る限

りでは、実体経済が好転しているとは申せません。

真に経済再生への道筋をつけるためには、「賃金デフ

レと雇用の不安定化が内需の縮小を招き、景気が低

迷する」という悪循環を断ち切り、個人消費を中心

とした実体経済を回復させる必要があります。 

■そのためには、人財の活用による付加価値の増大

と成果の適正な分配を通じた成長という好循環を創

出していけるかが鍵となります。特に、人財の活用

については、「企業基盤と社会基盤を支えてきたのは

働く人たちであり、人への投資は未来への投資であ

る」という認識が重要です。経済の持続的な成長の

ために生産性向上への取り組みが重要であることは

論を待ちませんが、生産性向上は付加価値の増大に

裏打ちされたものであり、その付加価値の大きな源

泉は人財です。 

■このような意味からも、われわれ中国生産性本

部は、今後とも人材育成に資する活動に取り組むと

同時に、経営革新活動の推進や労働組合活動支援な

どを展開して参ります。そして、この場にいらっし

ゃる経営者、学識者、労働組合の方々と力を合わせ

ながら、中国地方における生産性運動の推進役とし

てその使命を果たし、「昨日よりも今日、今日よりも

明日」という活動理念を実現させて参りたいと存じ

ます。 
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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！ 

 

 

経営品質実践セミナー（第１回） 

～経営品質が求めている 

顧客満足(CS)と社員満足(ES)～ 
日 時：８月８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：有限会社末松企業進化研究所 

代表取締役 末松 清一氏 

内 容：  

１．経営の品質とは、何か？ 

２．企業の本来の目的と使命 

３．お客様が受け取る｢利便性｣とお客様が求めている

｢価値｣ 

４．お客様と長期の関係を築くための顧客満足・顧客

感動・顧客信頼 

５．組織全体で顧客のロイヤリティーを高めるための

重要なポイント 

６．社員の｢働きやすさ｣と｢働きがい｣を高めるマネジ

メント 

７．｢学習する組織｣と｢エンパワーメント｣による組織

の進化 

 

 

ロジカルシンキングセミナー 
～仕事を進化させるロジカルコミュニケーションセミナー～ 

日 時：８月２７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．今、問題解決能力が不可欠な時代 

２．個人と組織を成長の視点とした、 

問題解決能力の向上 

３．職場のリーダーに求められる問題解決とは 

４．ロジカルシンキングの核となるポイント 

５．ロジカルな問題発見・問題解決の道具を知ろう！ 

６．ロジカルに効率よくディスカッションを展開する

ために 

 

 

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(金)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/ 


