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「西日本生産性会議２０１３」京都市にて開催 

 

７月 25日（木）、26日（金）の２日間、本年度

の西日本生産性会議が、「新たな国づくりへの労使

の挑戦～信頼社会の実現に向けて～」を統一テーマ

として京都市のホテルグランヴィア京都において開

催されました（参加者約 600名）。 

  

 西日本地域の５生産性本部（中部、中国、四国、

九州、関西）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 41 回

を迎えます。例年より早い梅雨明けと共に訪れた猛

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行われました。 

会議初日には、ホスト本部の関西生産性本部の大

坪清会長から、「現在、企業業績は上向いているが、

労働者の所得増の可能性は見えず、若年層の雇用不

安も続くなど将来に対する不安が大きい。労・使・

学が連携を密にし、国民全体を巻き込み、従前に増

して社会全体の生産性向上に積極的に取り組むこ

とにより、持続的成長が続き、不安の無い未来をつ

くりあげることができる」との開会挨拶が行われた

後、基調講演、展開討議が行われました。 

基調講演では、㈱大和総研理事長の武藤敏郎氏か

ら「日本経済の動向と成長戦略」と題した講演をい

ただきました。 

 展開討議では、㈱堀場製作所会長兼社長の堀場厚

氏、日本労働組合総連合会副会長（全日本自動車産

業労働組合総連合会会長） 相原康伸氏、シンクタ

ンク・ソフィアバンク代表の藤沢久美氏をパネリス

トに迎え、慶應義塾大学教授の樋口美雄氏のコーデ

ィネートのもと、統一テーマに沿い、新たな国づく

りに向け避けて通ることができない課題とその解

決のための方策などについて討議を行いました。 

２日目の労使問題に関するセッションで、当中国

生産性本部の苅田知英会長が座長を務めた第１討議

では、法政大学大学院教授の藤村博之氏がコーディ

ネーターとなり、㈱岡山髙島屋社長の肥塚見春氏、

ダイキン工業㈱人事本部長 佐治正規氏、デンソー労

働組合 執行委員長 今泉直仁氏の各パネリストによ

り、｢人と組織の活性化に向けた労使の挑戦」をテー

マに、人が育つ組織とはどういうものか、どうすれ

ば個は強くなるのか、および活性化に向け労使はど

のように話し合うか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、「元気印企業の独自戦略」をテーマに、地元に

活動基盤を置き、独自戦略により競争優位を保ち成

長を続ける企業経営の在り方について、東洋大学教

授の井上善海氏をコーディネーターとして、㈱九州

タブチ社長鶴ヶ野未央氏、㈱スワニー社長板野司氏、

㈱八天堂社長森光孝雅氏（広島県三原市）により、

企業理念とその浸透、人材育成、コアコンピタンス

経営などの取組について議論が展開されました。 

 会議の掉尾を飾る特別講演では、『日本、日本人

のゆくえ』として、宗教学者の山折哲雄氏から、「人

は放置すると野生化する。古来、これを回避する文

化的装置は４つあるが、わが国では江戸時代の経験

を生かし『学校』を考え直す時に来ている」ほかの

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厚く御礼を申し上げます。 
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ＨＯＴ情報 
 

西日本生産性会議２０１３ 基調講演 『日本経済の動向と成長戦略』 

株式会社大和総研 理事長 武藤 敏郎 氏 

 
■日本経済の現状 

わが国の現下の経済情勢は、まず消費は基本的に

は増加傾向にある。機械受注も順調に増え始め、鉱

工業生産、輸出も上昇に転じている。輸出について

は、円安効果で輸出金額が伸びている。アメリカ経

済は回復傾向、欧州は一時の不安が遠のき小康状態

にあり、輸出数量も増加傾向に転じる可能性は高い。

日本経済は回復の方向に向かって動くのではないか。 

安倍政権発足後、急激な円安となり、日経平均株

価も上昇した。マーケットはアベノミクスに極めて

ポジティブな反応を示している。問題は国債の長期

金利の動向。一時 0.4％だったものが、0.8％程度へ

と高まった。金融緩和は金利を下げるために行うも

の。下がった金利が景気回復後にゆっくりと上昇す

るのは悪いことではないが、金利の変化の方が先に

なると問題である。 

■経済成長実現のための成長戦略 

日本経済は全体としては期待が持てる状態にある。

焦点は、いわゆるアベノミクスの「第３の矢」であ

る成長戦略である。６月に政府は成長戦略を発表し

たが、網羅的な感はぬぐえない。何が重要なのかを

絞って考えるべきで、その一つが、労働生産性の向

上。これが最も重要である。日本の 1人１時間当た

り労働生産性はアメリカの７割程度で極めて低いと

いわざるをえない。生産性向上のために必要なこと

は、イノベーション、ＩＴ化などの効率化投資、規

制緩和である。２番目は、人口が減り始めている中

での就業人口の確保で、女性、高齢者などの就業を

促進することが必要である。３番目は高齢化に対応

した社会システム。高齢化という厳然たる事実に対

して日本はまだ十分に対応していない。４番目はグ

ローバル化で、日本人が海外で活躍する一方で日本

国内が守られた経済で済まされる、ということはあ

りえず、国内をオープンにするグローバル化が重要

な意味を持つ。ＴＰＰやＦＴＡへの参加は「待った

なし」といえる。中国が将来の方向としてＴＰＰを

視野に入れているとの見方もある中、日本は守りの

姿勢で済むと考えるべきではない。 

■日本財政の持続可能性 

成長戦略を考える上で避けて通れないのが財政の 

問題である。今、わが国の財政は歳出 92兆円、歳入

43 兆円。約 40 兆円を上回る巨額な借金を続けるこ

とで財政を維持している。政府では、財政健全化の

ため、国・地方の基礎的財政収支赤字のＧＤＰ比を

2015年度までにマイナス 3.2％へ、2010年度から半

減させることを目標としている。 

大和総研の経済見通しでは、実質ＧＤＰの対前年

度伸び率は、2013年度が 3.1％のプラスだが、14年

度には 0.7％へとスローダウンする。これは消費税

引き上げの影響である。政府は、税率引き上げを、

景気への影響を見極めた上で 10 月頃に最終決断す

るとしている。増税は景気に悪影響を及ぼすが、そ

れによって安定する財政の持続可能性が長期的に経

済にプラスに寄与する。仮に先送りの判断になれば

日本国債の格下げと長期金利の上昇が懸念される。

消費税率の世界の動向をみると、西欧先進国のほと

んどは 20％前後で、北欧は 25％前後である。スペイ

ンなど財政問題に苦しむ国々では、ここ１、２年の

間に２、３％、財政再建のために税率を引き上げて

いる。日本は 10％に上げてもまだ高い水準ではない。

歳出削減と予定通りの消費増税なしには、政府の財

政健全化目標は達成できないであろう。 

また、50 年後の 2060 年には日本の人口は 9,000

万人を下回り 8,674万人になるものと予測されてい

る。数だけでいえば 1955年頃に戻った形だが、構成

が違う。65歳以上の人口比率は 1955年が 5.3％だっ

たものが、2060年には約 40％で８倍となる。租税・

社会保障負担率では、現在日本は 38.5％だが、福祉

国家で有名なスウェーデンは 58.9％。現時点でスウ

ェーデンの高齢者比率は 18％であり、高齢者比率は

低く負担率は高い。だからスウェーデンは高い社会

保障を維持することが可能なのであって、高齢者比

率が極端に高くなる日本で欧州並みの社会保障の維

持は難しい。 

■超高齢社会における国家像 

将来の「超高齢社会」日本を展望した場合、社会

資本整備を選択と集中で効率化し、財政における社

会保障費の割合を小さくする一方、民間に社会保障

産業を生み、付加価値の高い高齢者サービス、民活

型の活力ある高齢社会を創る改革に迫られるであろ

う。「手厚い保護をする」「財政負担を大きくする」

といった思想ではなく、社会経済構造、すなわちシ

ステムとしての強靭化というコンセプトが日本には

大切になる。最も憂慮される高齢化に対応し、社会

のサステナビリティ（持続可能性）をどう確保して

いくかが、成長戦略の基本になる。 
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ＨＯＴ情報 
  

平成２５年度 中国経営品質協議会 幹事会を開催 
 

７月 23日（火）、平成 25年度（第 14期）中国経

営品質協議会幹事会が開催され、中国経営品質協議

会「平成 24年度活動報告」ならびに「平成 25年度

活動計画」が審議・了承されました。 

■幹事会では、冒頭、苅田知英代表幹事（中国電力

株式会社取締役社長）より、「日本銀行や政府から

は、わが国の景気は持ち直しており、緩やかに回復

しつつある、との見解が示されている。しかし、国

民が回復を実感することができるようになるまでに

は、なお、時間を要すものと説明されている。先の

参院選の結果は周知のとおりであるが、政府には、

安定した政権運営のもと、わが国が真に再生を遂げ

られるよう、強力に政策を実行していただきたい。

加えて、わが国の再生のためには、政府の政策とと

もに、企業・組織の経営に携わる者が奮起し、積極

的に体質強化をし、困難な課題に挑戦していくこと

が重要であり、今こそ、顧客ニーズを的確に捉え、

自らの力で企業・組織としての価値を高めていく経

営品質向上活動の意義を再認識し、取り組んでいか

なければならないと考える。当協議会では、中国地

域の経営品質向上を通して、地域全体の活性化に貢

献すべく、今年度も着実に事業を実施していきたい」

旨の挨拶がありました。 

■引き続き、「平成 24年度活動報告」ならびに「平

成 25年度活動計画」の審議に入り、両議案とも原案

通り承認されました。なお、「平成 25年度活動計画」

の概要については、以下のとおりです。 

【平成 25年度活動計画について】 

○ 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・行政などの事業分野を超え

て活用できるものであり、本プログラムの普及

促進ならびに定着に向けて事業を展開する。 

（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”を増進するための「経営品

質実践セミナー」を、昨年度に引き続き、全５

回、定例開催する。 

・全５回を通じた“統一テーマ”を『進化する経

営品質向上プログラムと経営の要点』として、

経営品質に関心を持つすべての組織が各講座

を一連の流れとして受講することにより、経営

品質の初歩から実践知識まで習得できる内容

とする。また、より実務の流れに沿うアセスメ

ント活動となるよう見直される新たなカテゴ

リー構成に関する解説など、経営品質に関する

最新の動向を取り入れる。 

・開催日程 

★ 第１例会 ： 8月 8 日（木） 

★ 第２例会 ： 9月 13日（金） 

★ 第３例会 ：11月 14日（木） 

★ 第４例会 ：平成 26年 1月 28日（火） 

★ 第５例会 ：平成 26年 3月（予定） 

（２）「アセスメントコース」 

・組織内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

を目的とした講座は、平成 25年度より新たな体

系に移行し、「アセスメントコース」として開

催する（「Ａ１」～「Ａ３」の３コース）。 

・開催日程ならびにコース概要 

★ 9月 19日（木）・20日（金）（２日間） 

・Ａ１ ＜基礎編＞ 

：経営品質の基本的な考え方・セルフ

アセスメントの概要を解説 

★10月 17日（木）・18日（金）（２日間） 

・Ａ２ ＜知識編＞ 

：アセスメント基準書に基づく経営活動

の見方・考え方を解説 

★11月 21日（木）・22日（金）（２日間） 

・Ａ３ ＜評価編＞ 

：セルフアセスメントの方法と効果的

な対話の方法を習得 

（３）その他、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応じた組織内展開

支援を継続して実施する。 

■このほか、平成 25年度の幹事・運営委員（幹事

10名、運営委員７名）についても承認されました。 
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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 

 

管理者セミナー   

～部下の仕事力を高める管理者の役割～ 
日 時：９月１１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．自分の人生を大切にしていますか？ 

２．部下と自分の長所を仕事に生かす 

３．管理者の真の役割と職責とは？ 

４．正しく誉めると部下は大きく育つ 

５．部下の失敗を成長に活かす「叱り方」 

６．部下のやる気と信頼が高まる指導とは！ 

７．自己革新できる管理者が組織を革新する 

 

経営品質実践セミナー（第２回） 

戦略をたてる知識と勘所 

～激変する時代に納得できる戦略を導き出すために～ 

日 時：９月１３日(金)１０：００～１７：００ 

場  所：広島国際会議場（広島市中区中島町 1-5） 

会員参加料：15,000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．企業にとって大切なこと 

～業績はどうやったら高まるのか～ 

２．そもそも「戦略」とは何なのか？ 

３．企業の理想的な姿とは 

～誰に対してどんな価値を生むのか～ 

４．顧客・競合・自社の経営資源の視点から戦略を導

き出す 

５．戦略の実行度合と達成目標の立て方 

 

感動の三部作（第１回） 

職員とお客様の命が輝く経営 

～人生をかけた使命と覚悟、そして喜び～ 

日 時：１０月７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 

 院長 望月 智行氏 

内 容：  

１．破壊と再生、そして天与の人生を引き受ける 

２．経営者として最初の苦悩 

～根付かない･育たない職員たちとの自転車操業 ～ 

３．｢日本一の病院をつくりたい」という途方もない夢

と気高い理念 

４．職員満足からはじまった病院改革 

～経済的満足・心理的満足・社会的満足～ 

５．病院づくりは人づくり～見えないものを見る力～ 

６．今まで大切にし続けたこと、これから大切にして

いきたいこと 

 

 

 

 

 

〈発行〉中国生産性本部 
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