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新年明けましておめでとうございます。 

皆様方におかれましては、気持ちを新たに、新春

をお迎えになられたことと存じます。昨年中は、当

本部の事業活動に対し、格別のご支援とご協力を賜

り、厚くお礼申し上げます。 

おかげさまで、当本部における経営品質、人材育

成、労組・労使関係などの各種事業につきまして、

計画に沿って堅調に実施できていることをご報告申

し上げますとともに、改めてお礼申し上げます。 

さて、わが国の経済は、円安による輸出環境の改

善や公共工事の増加などにより全体として回復基調

にあり、企業マインドも、こうした景気の回復傾向

を背景に改善が続いています。中国地域においても、

非製造業を中心とした設備投資の持ち直しなどで、

景気は緩やかに回復しております。 

しかしながら、こうした上向きの経済状況にあっ

ても、本年４月からの消費税率引き上げに伴う駆け

込み需要の反動減への懸念などから、企業・消費者

の中には、景気の先行きについては慎重な見方も存

在しており、また、地域経済においても、グローバ

ル化に伴う産業空洞化の進行、少子高齢化や東京一

極集中による労働力人口の減少や地域市場の縮小な

ど、社会経済構造の変化の中で、極めて厳しい対応

を迫られている状況に変わりはありません。 

わが国、ならびに地域経済が再び活力を取り戻し

ていくためには、昨年来進められてきた政府の経済

政策のパッケージが着実に実行されることは勿論で

はありますが、政府の施策を待つばかりではなく、

全ての企業・組織自らが、地域のために行動し、自

社の未来を自らが創り出し成果を導く不断の努力を

重ねることで、企業力・産業力の底上げを図ってい

くことが求められます。そのためには、当本部が推

進している経営品質向上活動の考えにある、自らが

持つ「強み」を見極めた経営革新の推進や、競争力

の源泉であり、企業・組織にとって持続的発展の基

盤である人材の育成強化、など、生産性向上に資す

る各種活動を力強く実践していかなければならない

ものと考えます。 

こうした考えから、当本部では、本年も、経営者・

労働者・学識者の相互信頼と協力のもと、三者の英

知を結集しながら、真に豊かさを実感できる社会の

実現、中国地方の地域経済再生に向け、生産性運動

を精力的に展開していく所存であります。 

最後に、本年が皆様にとりまして、幸多き年とな

りますよう祈念いたしますとともに、当本部の諸活

動に対しまして従前と変わらぬご支援とご協力を賜

りますようお願い申し上げ、年頭の御挨拶とさせて

いただきます。 
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12月 13日(金)、平成 25年度労使委員会（委員長：

三浦 隆西日本電信電話株式会社広島支店総務部長）

が、ワークピア広島（広島市）において開催され、

労使委員会の廃止について事務局から説明し、承認

されました。 

 

本委員会は、1979（昭和 54）年、中国地方におけ

る労使が、共通の諸課題に取り組み相互の理解と意

思疎通を図るとともに、幅広い合意形成に努め地域

社会の健全な発展と福祉向上に寄与することを目的

として中国生産性本部に設置されました。 

設立当時、わが国では、国際通貨の不安定化や貿

易収支の軋轢など国際環境が緊迫感を増し、また、

当時少しずつ問題化しはじめていた高齢化社会到来

に伴う雇用問題など、数多くの課題に直面していま

した。 

さらに、1989（平成元）年には、連合（日本労働

組合総連合会）の発足、労働時間の短縮、就業構造

の変化など、労働運動を巡る環境変化に伴い、豊か

でゆとりある社会づくりと新たな労使関係の再構築

に取り組むニーズが生じました。 

本委員会では、このような時代背景に対応しつつ、

労使それぞれの立場から、生産性運動の三原則を推

進し、提言を行う等、多くの成果を生み出してきま

した。 

しかしながら、時代の趨勢とともに労使協議のあ

り方も変化し、また、長年労使委員会が担ってきた

個別事業は、現在、中国生産性本部、中国経営品質

協議会、中国労組生産性会議の事業に移行されてき

ている、等の現状を踏まえ、組織体としての本委員

会は平成 25年度を以って廃止されることとなりま

した。 

永年に亘り労使委員会委員としてご尽力いただき

ました皆様に感謝申し上げますとともに、引き続き

当本部の事業にご理解・ご協力賜りますことをお願

い申し上げます。 

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

 

 

 

 

 

 

12 月 5 日(木)、平成 25 年度第 3 回目の「時代の

潮流とリーダーシップ講演会」（講師：シンクタン

ク藤原事務所会長藤原直哉氏）を開催しました。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。 

 

財政が行き詰まり、大学でも業績を出していると

ころに予算を出すなど予算のメリハリを付け、研究

者の評価基準も、論文数から世の中への貢献度合い

に変化していく。これに伴い、まだ、医学部と工学

部のみであるが大学に経営が芽生えてきた。 

 

大学は民間と何かをしたがっており、神奈川県で

は、「さがみロボット産業特区」の指定を受け、異

業種の人たちが大学のロボット専門家の知恵を借り、

生活支援ロボットを開発し本格的な生産に入る。こ

のように、テーマがあれば色々な人が集まってくる

ので、専門に安住せず横に広げることが大切である。 

 

この 15 年間は、先にルールや組織を作り、無理

矢理参加させる方式であったが、これからは、新し

いチームや組織が生まれ、気の合う人同士や異質の

人との付き合いを楽しむよう変わって行く。ここで

は、生の人間と触れ合う面白さと異なる世界観を持

つ人との触れ合いを大切にしなければならない。敵

は排除するのでなく、味方にすることが重要で、こ

れにより成長するのである。 

 

とにかく、自分で考え、試し、行動するしか方法

はなく、人のネットワークから新しい時代が始まる

が、ここでは対等な社会人として付き合うことが大

切である。つまり、普通の人と付き合え、自分から

学びに行き、それを楽しめる人が大切で、仕事の話

の後、教養ある話ができないとネットワークが組め

ない。また、空気の雰囲気に負けず、自分の意見を

形にし、言うことが大切である。 

 

その上で、専門分野を生かしつつ、みんなで何が

出来るかの世界に持って行くことが大切であるが、

黙らせてまとめたこれまでと違い、これからは、み

んなを抱き込み、課題を解決していく横型リーダー

シップが必要である。 

平成２５年度 

 中国生産性本部 労使委員会を開催 

平成２５年度第３回 

 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～ 
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ＨＯＴ情報 

2013 年度 欧州労働事情調査団報告（No.１：スウェーデン編） 
～スウェーデン・ドイツ・フランスの３ヵ国で社会保障や労働事情などを調査～ 

 
平成 25年 12月 3日から 11 日までの 9日間、中国労

組生産性会議は、四国地方労働組合生産性会議等と合

同で、｢欧州労働事情調査団｣（杉本郁夫団長（連合山

口会長）以下 19名、事務局 2名 計 21名）を派遣しま

した。本月以降、２回に分けて調査内容を報告します。 

 

本調査は、国際感覚の豊かな労組リーダーを養成す

ることを目的に、毎年欧州への調査団を派遣している

ものです。今回は、調査テーマを、(1)雇用・労働状況、

労働生産性、ワークライフバランス等、(2)社会保障の

しくみ、職業訓練等、と設定し、３ヵ国４組織を訪問

しました。 

 

訪問都市、訪問組織 

◎スウェーデン（ストックホルム) 

・ＬＯ（スウェーデン労働組合総同盟） 

・スウェーデン社会保険庁 

◎ドイツ（フランクフルト) 

・ＩＧメタル（金属産業労働組合） 

◎フランス（パリ) 

・ＡＰＥＣ（管理職雇用支援組織） 

 

調査内容 

(１)ＬＯ（スウェーデン労働組合総同盟） 

◇ＬＯの設立は 1898年。現在スウェーデンにある３

つのナショナルセンターの中で最も歴史が古く、か

つ大きい組織で、地方自治体が 50万人、金属関係

が 30 万人、最も少ない組織で２万人程度。14の産

別組織で構成され、全国レベルの産業別労働協定を

結ぶ際、そのコーディネーターの役割を果たしてい

る。全国で 13の地域オフィスがあり、それぞれ 130

～140 名が職員として働いている。 

◇スウェーデンの労組組織率は 70％と高く、労使互

いの尊重により、ストライキの日数は欧州で最少レ

ベル。失業率を最小限度に抑えていくことは、政府

の支援があれば達成可能と認識。 

◇スウェーデンでも労働力人口の減少と高齢者割合

の増加が進行している。退職者、年金生活者が増加

する中で、社会保障費の増大が見込まれるが、今後

も福祉の充実、セーフティーネットの整備は大切。

特に、今後益々、児童福祉と高齢者福祉の充実が重

要となる。 

◇男女間の賃金格差については、同じ職種で 20～

25％と大きく、縮小させていくことが課題。 

◇競争力の無くなった産業分野に対し、ドイツやフラ

ンスは保護的な政策を採っているが、スウェーデン

では補助金を出すことはない。労働者を再教育し、

競争力のある分野への労働移動を行い、成長産業を

育てていく施策を行っている。 

 

(２)スウェーデン社会保険庁 

◇スウェーデンの人口は 1,000万人弱。高年齢比率は

65 歳以上が 17.4％と欧州内でも比較的高い（80歳

以上は 5.3％）。所得の約 6 割が社会保障のために

徴収されることに国民は理解を示しており、現在、

税率が下がり保障が低下したことに不満を持ち、来

年の国政選挙を控え、最も関心を持っている「支払

最高限度額」が議論されている。なお、国民番号（※

日本のいわゆるマイナンバー制度）は 1947 年に制

定され、全国民に付与されている 

◇社会保険庁は内閣府厚生省の下部組織で、全国に

250の事務所があり、48の地域保健センターや、6

つのカスタマーセンターなどがある。職員は 1 万

3,000 人、年金を含む取扱総額は 5,400万ｽｳｪｰﾃﾞﾝｸ

ﾛｰﾈ。〔H25年 12月現在 1 ｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾈ＝約 15円〕 

◇社会保険庁では、全人口をカバーする手厚い社会福

祉を行っている。対象は主に、疾病、出生・育児休

業、労災。その財源は、雇用主・労働者の負担金、

および税金である。年金や育児休業手当は、保証額

（基礎支給額）と所得比例額との合計で算出し、毎

年微調整される。なお、国のほかにも、国内 21の

県で医療支援が行われ、250 の地方自治体が児童・

家族・高齢者福祉などの社会的支援を行っている。 

◇1948年より開始されている児童手当は、16歳まで

月 1,050 ｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾈが支給され、16歳を越えた場

合も就学する場合は延長される。仮に両親が離婚し

ても、子供は平等に養育される。仕事と家庭の調和

をめざす中で、1970 年には既に保育所施設が整備

され、働きながら１歳半の子供から預けることが可

能。女性が所得を下げることなく子供を生み育てる

ことのできる保育環境を充実させていることが、一

定の出生率を維持している要因だと考えている（た

だし、1990 年に 2.09％であったが、現在は 1.91％

と２％を切っており、この回復が課題）。  

◇雇用保険は、失業の２日目より社会保険庁が支給額

を算定する（金額の基準は、失業 1～90 日までは直

前の賃金、91～180日までは勤務した職業の全体賃

金、181～364 日までは全ての労働市場における賃

金、365日以降は失業前の年収の 75％。ただし、い

ずれも社会保険庁の基礎算定額の 7.5 倍を越えな

い額）。なお、雇用保険を受給するためには、19

歳から 29歳の間は職業訓練が義務付けられる。 
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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/ 


