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２１世紀全国生産性フォーラム２０１３ 開催 

11月 21日（木）、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、｢日本のプレゼン

ス強化～成長への確かな一歩～」をテーマに東京都

内の会議場（大手町サンケイプラザ）にて開催され

ました。その概要をご紹介します（参加者約 230名）。 

 

■本フォーラムは、全国の生産性機関が一致協力し、

わが国が抱える諸課題の克服ついて様々な角度か

らその方途を探るため、2007年から毎年開催してお

り、今年度で７回目となります。 

田中優次九州生産性本部会長の開会挨拶の後、日

本のプレゼンス強化、活力ある日本の再生に向けた

企業および社会の生産性革新の方向性について、活

発な討議が行われました。 

【プログラム】 ９：４５～１７：００ 

基調講演 
「グローバル競争下のわが国経済と成長への課題」 

日本経済研究センター 理事長  岩田一政 氏 

講演 

（対談） 

「今、求められるリーダーシップ」 

＜講師＞三菱重工業 会長  

＜聞き手＞東京理科大学大学院 准教授 

大宮英明 氏 

西野和美 氏 

講  話 
「日本のプレゼンス強化」 

日本生産性本部 会長  

 

牛尾治朗  

パネル 

討  議 

「企業の成長と日本社会の変革」 

＜座長＞東北生産性本部 会長 

＜ﾊﾟﾈﾘｽﾄ＞ 

中外製薬 会長・CEO 

良品計画 会長  

金属労協（JCM） 議長 
（前 自動車総連 会長） 

＜ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ＞  

東京理科大学大学院 教授 

齋藤茂雄 

 

永山  治 氏 

松井忠三 氏 

西原浩一郎氏 
 

 

佐々木圭吾氏 

記念講演 
「はやぶさ 世界初を実現した日本の力」 

宇宙航空研究開発機構ｼﾆｱﾌｪﾛｰ 川口淳一郎氏 

■基調講演で、岩田氏は、日本と世界の経済の現状

や抱えているリスクなどにふれながら、「日本は今

後も、国民が豊かであるばかりでなく世界にも影響

を与えていける経済一流国であることを掲げ続ける

ことが必要」「経済全体の生産性を高めるには、経

済・社会・政治の質を高めていかなくてはならない」

として、今後の成長を展望する上で、市場開放やジ

ェンダーギャップ解消の重要性を強調されました。 

■三菱重工業大宮会長による講演とその後の東京理

科大西野准教授との対談では、大宮会長より、「組

織の設計が上手くできれば、トップが交替しても円

滑に組織運営ができる。組織運営の要は、トップの

意思を社員に納得してもらうこと。わかりやすい評

価指標を策定し、各事業部に示している」等のお話

をいただいた後、西野氏との間に「よい経営者にな

る条件とは？（西野氏）」「技術系、事務系に関係

なく、責任を持ち事業全体をよく勉強していくこと

（大宮氏）」といった対話が交わされました。 

■午後に入り、牛尾治朗日本生産性本部会長による

講話の後、パネルディスカッションが行われました。

「将来にわたってわが国が豊かな生活水準を維持し

ていくためには日本全体の生産性を上げていくこと

が必要であり、企業が雇用を維持しながら成長し、

日本社会の変革を支えていくことが求められている。

こうした環境下、①グローバル化、②イノベーショ

ン、③人材育成、が重要な論点となっている」との

認識のもと討議が進められ、登壇者から、「雇用創

出に繋がる海外からの投資には日本はまだまだ壁が

あり、これを乗り越えなければならない」「国際的

にマネジメントができる人材育成が必要だが、同時

に、そのためのモチベーション向上の仕組づくりや

働く環境の整備も重要」といった指摘がなされまし

た。 

■記念講演では、60 億 km の宇宙の旅から帰還して

全国に感動を与え、わが国の高度な技術力と創造性

を世界に示した小惑星探査機「はやぶさ」の元プロ

ジェクトマネージャー川口氏が、プロジェクトを成

功に導いたご経験から、技術の伝承や、「やれる理

由」を見つけて挑戦し高みを目指す重要性について、

ユーモアを交えながら語られ、大坪清関西生産性本

部会長の閉会挨拶により、盛会裏に終了しました。 

本年度も、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。 
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ＨＯＴ情報 

幹部養成講座 

～組織を導くリーダーの使命と勇気～ 
 

11月８日(金) 、人とホスピタリティ研究所 所長 

高野 登氏を講師に迎え、幹部養成講座を開催しま

した。その一部をご紹介します。 

 

百術は一誠に如かず 

 ホテルの食品偽装問題の報道で感じたことは、「百

術は一誠に如かず」。どんなに頭を使ってどんな口

で上手いことを言ってごまかそうとしても、最後は

一つの誠実さに勝るものはないと思った。これを最

初から貫く記者会見をしてほしかった。ついつい、

何とかその場をやり過ごせるのではないかと頭と術

を使うが、それでは、やはり上手くいかない。 

自分の言葉を大切に伝える 

一つ心がけてもらいたいのは、自分が使う言葉に

ちゃんとした音を乗せるということ。ぶっきらぼう

に話すのではなく、声音（こわね）を大事にしなが

ら、自分なりに音を意識しながら相手に伝えてほし

い。音に心が乗ると、相手に意が通じる。 

野心と志 

リッツカールトン大阪を開業する時に「ビジョン」

という言葉を和訳することに、とても迷った。何が

一番良いのかと考えていた時に、長野県伊那市の伊

那食品工業の塚越会長が、自分一人で何とかやり遂

げようという強烈なエネルギーのことが「野心」で

あり、それを次の世代に繋いでいく静かな祈りのこ

とを「志」というのだと教えていただいた。昔の日

本の社会や企業の現場には祈りという原点があった。

それが繋がっていったら、100 年 200 年と続く会社

が成り立つ。私にとって、「ビジョン」に一番すん

なりくる日本語は、「志」だと思った。「志」とい

うのは、１００年先の企業のあり様を、今、考えな

がらそれに対して、今、礎を造り、将来に対してそ

の祈りを伝えていくことならば、「ビジョン」とは、

１００年先に見えているこの会社の将来を明確にイ

メージしながら、今自分ができることを次の人に繋

げていくことしかないと思った。 

志は誰もが持っている 

志は、リーダーだけではなく、誰もが持っている

ことにも気づいた。ところが、ずっと毎日忙しい中

で仕事をしているうちに、想いに蓋をしてしまう。

その蓋を外すと誰にも志が存在している。それは、

会社のビジョンとは同じではないかもしれないが、

「仕事をしたい」「人の役に立ちたい」「仲間と一

緒に…したい」という深い想いが、皆にきちんと隠

れて存在している。しかし、のびのびと自分達の想

いを語れるような仕組みをつくっている会社は意外

と少なく、そこに蓋をさせられている。想いの中に、

自分の志を閉じ込めてしまっていることは、ものす

ごくもったいない。その蓋を外してあげたら、自分

たちの仕事をどうしたいのかという一人一人の中に

閉じ込められているビジョンが見えてくる。 

実は、ビジョンの中にあるもので最も大切な要素

は、「誇り（プライド）」と「喜び（joy）」。「誇

り」と「喜び」が自分のビジョンの中に見えた時に、

人は仕事や人生に対する見方が全く変わっていく。 

学びの場はリーダーによってつくられる 

学校教育は、教師が自分の持っている知識やスキ

ルや知恵を１年間かけて子供たちに切り売りしてい

く。この学年が終わると次の子供達に同じ内容を教

える。それ以上のものを教えていく力が教師につい

ていない。 

学校と違い、昔の寺子屋のようになっている組織

は、非常に上手くいっていることに気がついた。寺

子屋は、先生が誰よりも学んでいた。すごい人や書

物をみて、先生自身がまだまだ足りないと誰よりも

学んでいる姿を生徒たちは見ていた。そんな先生の

ようになりたいと生徒達は先生の背中を追いかけて

いった。 

それを企業に置き換えたら、先輩や上司を敬い、

先輩や上司のようになりたいとスタッフ自らが学ん

でいくということ。そのような会社には良い空気が

流れ、気分が良くなっていく。リーダーとして、学

校のような教える場を作るよりも、寺小屋のような

相手の可能性をひき出す学びの場をつくることが大

切なのだと思う。 
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リーダー≠リーダーシップ 

 リーダーとリーダーシップは必ずしもイコールで

はない。リーダーシップを持っていないリーダーと

は、ポジションだけがリーダーとなってしまってい

る人。それは、現場の人にとっても、本人にとって

も、大変な悲劇となる。リーダーシップのある人と

は、その人が口を開くと、その人の言葉に皆が耳を

傾けていく。 

意志をもってやり続ける 

「自分の言うことを聞いてくれない。」「自分の

言葉がスタッフに届かない。」のは、リーダーの話

をスタッフが聞きたいという理由が見当たらないか

らである。スタッフの気持ちにスイッチを入れて、

スタッフの気持ちを自分に向かせるだけのエネルギ

ーがリーダーにあるかどうかである。結論を言えば、

「あなたに話を聞いてほしい」「あなたの話だから

聞きたい」というリーダーになれば良いだけのこと。

それは、とても簡単だけど、なかなか難しい。その

理由は、意志をもってやり続けなければならないか

らである。 

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

 

 

 

 

 

 

11 月 14 日（木）、東京ディズニーランドで現場

スタッフを指導され、伝説のトレーナーといわれた

町丸義之氏に講演していただきました。その講演の

一部をご紹介します。 

 

トレーニングをともなう権限委譲 

東京ディズニーランドは、正社員１割、アルバイ

トが９割の職場である。しかしアルバイトであろう

と権限を与えている。チャンスは平等に与える必要

があると考えており、正社員でなくても出来るとい

う意識をメンバーに持たせることが必要である。た

とえアルバイトでも、きちんとトレーニングすれば

育つと考えているため、正社員でないからといって

はじめから業務や資格の範囲を限定しない。それを

実現するための具体的なアクションが「トレーニン

グを伴う権限委譲」。権限を与えるときに、丸投げ

はしない。必ず所定のトレーニングとその後のフォ

ローアップをすることで、業務範囲を拡大し、権限

委譲をすることが出来る。 

 

運営・管理の意味 

運営とは「人を動かすこと」、｢人｣とは上司、同

僚、部下、お客様、仕事に関連する人すべてを何ら

かの働きかけをして動かさなければいけないという

ことである。 

管理とは「対象を把握すること」、人、モノ、金、

状態、時間、情報を把握すること。管理すべき対象

である「人、モノ、金、状態、時間、情報」をコス

ト削減や、サービスの向上を目指して動かしている

状態を「運営管理」と定義づけている。 

ＯＪＴの正しい意味とは 

ＯＪＴとは「仕事をしながら～」という意味で理

解されているかもしれないが、ディズニーでは「仕

事をする場所で教える」のであって、決して仕事を

しながらの片手間に教えるのではない。特徴として

は本来の業務で必要な人間とは別にトレーナーがい

るということである。多くのところでＯＪＴと言い

ながら先輩が本来の仕事をしながら、新人に教える。

片手間に誰かが教えるのではなく、通常業務から独

立して教えることができてはじめて「ＯＪＴ」とい

える。 

また、聞くことのできる人の存在を明確にする環

境の整備、逆の見方をすれば、明確な指示の伝達環

境が整備されていることが大切である。報･連･相は

部下からくるものと思っているのは間違いで、自分

がやらないと部下もやらない。お互いがきちんと声

をかけて、お互いが感謝の気持ちを感じられる環境

を整備することが大切。 

 

共通言語を理解させる 

研修では最初に、働くスタッフ全員が共通して「知

っておかなければならないこと」を学習する。テー

マパークという言葉を最近はよく聞くが、テーマパ

ークの定義は何か、従業員のことをなぜキャストと

いうのか、それにどういう思いが込められているの

かをちゃんと説明して伝えることが重要である。自

分たちの思いをしっかり説明して伝え、共通言語を

つくることが大事である。 

共通言語で話すことと同時に定量的に話すことを

意識している。簡単に言うと数字で表現するという

こと。仕事の進め方に対して、定量化されていない

ことが多いができるだけ定量的に表現して、客観的

に把握できるようにしている。育ってきた文化が違

うと伝わり方も違う。しっかりお互いの思いを説明

し、お互いが定量化して進めていくということがデ

ィズニーのトレーナーがやっていることである。 

経営品質実践セミナー(第３回) 

ディズニーランド伝説のトレーナーが
明かす指導力 
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感動の三部作（第３回） 
聞く(話聞)ことで自分を磨き、相手のやる気を引き出す

～傾聴の域を超え、自分と相手の可能性を引き出す～ 

日 時：１月２３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：株式会社わもん 代表取締役 薮原 秀樹氏 

内 容： 

１．｢解決したい｣より｢わかろうとする｣ 

    ～助けたい気持ちが理解の邪魔をする～ 

２．聞く力を深めると相手の心の奥底の音源に触れる

ことができる 

３．｢心の周波数｣を話し相手に合わせるとは？ 

４．しっかり相手の話を聞けると話し手に「意識の視

点変化」が起こる 

５．相手の解決力を信じることが、自分を信じること

へと繋がる 

６．｢話を預けることができる｣という揺るぎない信頼

が育まれる理由      

 

経営品質実践セミナー（第４回）   

決算書を読みこなし仕事に生かす講座 
日 時：１月２８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：税理士・米国税理士・ＣＦＰ○Ｒ 

    経営コンサルタント    高下 淳子氏 

内 容： 

１．決算書を読みこなすためのコツ！ 

 ・会社が作成する決算書とは？ 

 ・貸借対照表と損益計算書の内容は｢５つの箱｣で理

解できる！ 

２．貸借対照表を読みこなすポイント 

 ・貸借対照表を表示するときのルール 

 ・財務体質の健全性を読み取る 

３．損益計算書を読みこなすポイント 

 ・損益計算書から読み取る４種類の利益 

 ・損益計算書から商品力を見抜く 

４．株主資本等変動計算書と注記表の役割 

 ・株主資本等変動計算書の役割と内容 

 ・すべての会社に求められる注記とは 

５．キャッシュフロー経営の基礎知識 

 ・キャッシュフローを理解するコツ 

 ・キャッシュフローから読み取れる企業体質 

６．損益分岐点分析の入門 

 ・損益計算書だけでは採算がつかめない 

 ・変動費と固定費 

７．生産性の高い会社であり続けるために  

 ・企業が生み出す付加価値とは 

 ・1人当たりの付加価値を高める方法 

 

 

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(金)１３：３０～１７：００ 

場  所：広島商工会議所（広島市中区基町 5-44） 

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 

 

〈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/ 


