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第４７回トップセミナー開催 

「転換期の構想力」 ～経営の原点と企業の自己革新～ 

 

平成 26年２月 27日（木）、ＡＮＡクラウンプラザ

ホテル広島において、平成 25 年度のトップセミナー

を開催しました。 

 

本年度は、第一講演に出光興産株式会社 相談役 

天坊 昭彦 氏、第二講演にサイエンス作家の竹内 薫 

氏を講師にお迎えしました。 

講演に先立ち、苅田知英中国生産性本部会長から、

「長期の低迷を続けてきたわが国の経済も、脱デフ

レに向けた政府の経済政策などが成果を出しつつあ

り、ようやく、本格的な経済再生の転機が訪れたか

に思える。こうした一つの転換期に立つ今、この好

機を活かし、持続させ、さらなる飛躍を遂げていく

ためには、自らの企業・組織の存在意義を自問し、

進むべき方向を明らかにし、新たな発想で実行する

能力を獲得していかなくてはならない。明るさの見

え始めた状況を、将来の飛躍に向けた転換点とする

ことができるかどうかは、企業・組織に属する我々

一人一人が、確固たる将来展望に立ち、勇気を持っ

て改革を実行していくことができるかどうかにかか

っている」との開会挨拶がありました。 

第一講演では、『日本人にかえれ～世界に貢献す

る日本人の心～』を演題に、出光興産株式会社の天

坊相談役より、創業以来、「人間尊重」という理念

のもと幾多の苦難を乗り越えてこられた同社の歩み

をご紹介いただきつつ、変化する経営環境の中にあ

って求められるトップリーダーシップ、グローバル

展開への思い、そして、日本人のあり方そのものに

ついて、強い説得力で聴く者の心に深く届くご講演

をいただきました。 

続く第二講演では、科学作家として、物理、数学、

脳、宇宙、など幅広い科学ジャンルで発信を続け、

テレビなどのメディアでも活躍される竹内氏により、 

 

 

 

 

 

 

 

『知的生産のための科学的仮説思考』と題して、い

ろいろな可能性に思いを巡らせ、多くの人がなかな

か気づくことのできない仮説を立てる理系の発想ス

キル、短時間で正確な行動を導き出し生産性をアッ

プさせ、仕事はもちろん人生にも役立つ思考法を、

穏やかな語り口で、楽しく、わかりやすくご紹介い

ただきました。 

閉会にあたり、石井一清中国労組生産性会議議長

から、「デフレ脱却、経済成長の際に重要なことは、

労働者保護のルールが軽視されることなく、格差是

正と暮らしの底上げ、正規・非正規などの枠を超え

た全ての働く者の処遇改善が伴うことである。企業

業績が向上しても、労働者の所得が同時に向上しな

ければ、内需全体が拡大していく好循環は実現しな

い。働く者のやりがいや安心感を併せ持った企業社

会実現のためにも、生産性運動の理念と実践の重要

性と今日的意義は益々高まっており、今後も、『雇

用の維持・拡大』『労使の協力と協議』『成果の公

正配分』という生産性三原則の精神を最大限に発揮

し、運動を展開して参りたい」との挨拶がありまし

た。 

本年度も、200 名を超える方々のご参加をいただ

き本セミナーを盛会裏に終了することができました。

ご来場下さいました会員各位に改めて御礼申し上げ

ますとともに、次年度も多数のご参加を賜りますよ

うお願い申し上げます。
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ＨＯＴ情報 

感動の三部作（第３回） 
～聞くこと（話聞）で自分を磨き、相手のやる気を引き出す～ 

 
１月 23日(木) 「感動の三部作～聞くこと（話聞）

で自分を磨き、相手のやる気を引き出す～」（講師：

株式会社わもん 代表取締役 薮原 秀樹氏)を開

催しましたので、講演要旨の一部をご紹介します。 

 

人の心は、変えようとしても変えられません。良

かれと思い指示や命令やアドバイスをしても、相手

はそれを素直に受け入れないことは多々あります。

聞き手にできることは、話し手に絶対尊敬を贈り、

全力で話を聞き、気づきのお手伝いをすることです。 

【絶対尊敬（ぜったいそんけい）】 

聞き手が話し手を尊び、敬う気持ち。聞き手は話

し手の存在の全てを尊敬し、話し手が発するあらゆ

る考えや感情を、ありのままに受けとめる。聞き手

の考えや感情をいっさい差しはさむことなく、話し

手の言葉や、表情、しぐさ、動作などをそのまま包

み込むようにして、話を聞く。やさしさ、思いやり、

いつくしみ、慈悲、厚意、善意、友愛などをふくむ

思いのありよう。また、聞き手は自分自身に対して

同様の思いをそそぐ。 
 

相手を包み込むような気持ちで聞く 

話し手の心が今以上に落ち込んでいかないように、

気力がそれ以上弱まらないように、話し手は絶対尊

敬を贈りつづけます。つらい気持ちを話す時、話し

手は自分の弱さをさらけ出すことになりますが、深

刻な話ほど、聞き手を信頼し、すっかり安心しきっ

ていなければ、なかなか話すことはできないもので

す。反論されたり、非難されたり、責められるので

はと話していると、話をし終えても、内心では気に

なり続けます。 

聞き手が、相手をなぐさめようとして、「気にし

ない方がいいよ」とか、「こうしたらどうか」とか、

「それは、あなたにも問題がある」などと口にした

ら、話し手が立ち直るきっかけを失ってしまうこと

さえあります。 

聞き手にできるのは、ただ話し手が話すままに聞

き、その人がどんな思いでいるのかを深く感じて受

け止めることが重要です。話し手の心に溢れる思い

を、そのまますっぽりと自分の心のなかに包みこむ

ような気持ちで聞くことが大切です。 

 

相手の「ものさし」で聞く 

 相手の話が自分の考えと違うと思った時、「自分

はこう思う」「自分ならこうする」と、自分の「も

のさし」で発言しそうになります。「ものさし」と

は、自分がものごとの判断基準にしている価値観や

考え方です。その時、聞き手は、話し手の「ものさ

し」を否定しているのです。絶対尊敬を忘れてしま

っているのです。 

 聞き手に「ものさし」があるように、話し手にも

それまでの経験からつくりあげてきた「ものさし」

があります。話し手にとって正しい「ものさし」で

す。どちらがより良いとか、優れているということ

ではなく、暮らしてきた環境の違いが表れているだ

けです。 

 

「音」を丁寧に聞く 

 話し手の話は、声という形で聞き手に伝わります。

普通は、声から発せられる言葉の意味に注目しがち

ですが、私は、むしろ「音」そのものに神経を集中

していきます。「音」を丁寧に聞きわけるように聞

いていくと、話し手の思いをより深く察することが

できるからです。話している途中に声が高くなった

り、低くなったり、硬くなったり、柔かくなったり、

音が激しく上下したり、フラットだったりという変

化は、話し手の思いがよりはっきりと浮かび上がっ

てくるポイントなのです。話を聞く時は、このよう

な音の表情やその変化を丹念に追っていきます。ま

た、話し手の発する音に自分を合わせると、相手の

安心感も高まります。例えば、話し手の声のトーン

や間に聞き手が合わせていくと、お互いが音だけで

はなく心も共鳴していきます。 

 

 人は、自分で見つけた答えでなければ、心から納

得し悩みに向かうことはできません。聞き手にでき

ることは、絶対尊敬を贈り、徹底的に話を聞くこと

なのだと思います。 
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ＨＯＴ情報 

2013 年度 欧州労働事情調査団報告（No.２：ドイツ・フランス編） 
～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・視察～ 

 
昨年１２月、中国労組生産性会議および四国地方労

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）を欧州３

ヵ国に派遣しました。 

今月号では、後編報告として、ドイツ・フランスの

２組織について調査概要を報告します。 

 

≪ 調査内容 ≫ 

 

１．ＩＧメタル（金属産業労働組合） 

〔 ドイツ ： フランクフルト 〕 

◇ ＩＧメタルは、８つの産業別労働組合で構成さ

れるＤＧＢ（ドイツ労働総同盟：約 620万人組

織）に加盟しているが、組織人員はＤＧＢの

36％にあたる約 225万人で、ＤＧＢにおける最

大の産業別組合である。 

◇ 労働者の意見を国の政策に反映させることが

最も重要な目的で、全国 9地域の委員会と、さ

らに 226に分割された組織がネットワーク化さ

れ、組織の意見を集約して政府に提言を行って

いる。政党、宗教とは一線を画し、中立な立場

を堅持している。 

◇ 労働者は長時間労働で健康を害するケースも

多い。ワーク・ライフ・バランスの実現、出産・

育児・介護の妨げとなるような労働環境を改善

していく活動などに取り組んでいる。 

◇ 賃金は、団体交渉による労働協約に基づき、産

業別賃金表で設定されているものの、部門によ

る格差があり、この縮小が必要である。 

◇ これまで最低賃金にかかる法制度はなかった

が、非正規労働者の増加、事業毎の限定雇用の

存続といった状況を鑑み、時給 8.5ユーロの最

低賃金を提言している。 

◇ 正規雇用拡大のため、週 35時間労働制のほか、

業績や好不況による労働時間の変動が及ぼす

解雇や賃金変動への影響を緩和する「労働時間

口座制」を導入している。今後は、「貯蓄」さ

れた労働時間を研修・教育時間へ振り替え、将

来、有効利用できるよう提案している。 

◇ 当面の主な課題は、①フレックスタイム制や在

宅勤務の導入、②仕事と育児・介護の両立のた

めの短時間勤務制度、③67歳に引き上げられた 

年金支給開始年齢の 65 歳への再引下げ、④高

齢者雇用の拡大、等である。 

 

 

 

 

 

 

 

視察風景          記念撮影 

 

２． ＡＰＥＣ（管理職雇用支援機関） 

〔 フランス ： パリ 〕 

◇  ＡＰＥＣは、管理職における労働市場の透明化、

平等化を通じて安定的な管理職雇用を図るこ

とを目的とする公共機関であり、1966年に設立

された。登録企業は 3万 8,580社を数える。 

◇  主な財源は、雇用主と管理職からの拠出金（国

からの援助金の形）であるが、財源全体の 10％

程度は、管理職の雇用市場の調査・研究事業よ

り得ている。主な役割としては、①管理職の求

職情報の収集や雇用市場についての高精度の

情報開示、ならびに就業のアドバイス②中小企

業における管理職採用のための援助活動、人材

活性化へのアドバイス、などである。 

◇  国内 47 地域に事務所を設置しており、職員数

は 880名。うち 500名が管理職資格を持ちコン

サルタント業務を担っている。さらに 50 名で

は労働市場の調査・研究を行っており、年 60

種類の有益な情報を提供している。情報発信は、

ウェブサイト、電話相談、各地域事務所での窓

口対応により実施している。 

◇  昨年の登録企業への照会は 43万件に及ぶ。 

ＡＰＥＣへの登録者約 80 万人のうち、40 万人

がウェブサイトに履歴書を開示している。 

◇  商工会議所や各種公共機関、大学などの教育機

関などと連携し、雇用の維持・拡大に向けた人

材育成にも取り組んでおり、起業等を目的とす

る研修会に年 5万人が参加している。 

◇  当面の課題は、①さらなる企業側ニーズの収集、

②情報開示の拡充、③補完組織とのネットワー

ク強化、④拠出金に依拠しているという組織の

性格から要請される更なる運営の効率化、であ

る。
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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 

 

経営品質実践セミナー（第５回）   

新しくなった経営品質の８つのカテゴリー 
日 時：３月１９日(水)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： 

ヤンマー株式会社人事労政部 

グローバル研修センター専任課長  
審査プロセス委員/アセスメント基準改訂プロジェクト･メンバー 

                足立  裕氏 

内 容： 

１．ビジネスでより実践的に使えるようアセスメント

基準を大幅改訂 

２．大きく変わった重視する考え方のポイントを解説 

３．カテゴリー・アセスメント項目の再編と配点につ

いて 

４．組織プロフィールの本質と構成内容をわかりやす

く解説 

５．記述範囲の構造と内容について具体的に解説 

６．新たな「カテゴリー８ 振り返りと学習のプロセ

ス」について 

 

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２１日(木)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： 15,400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 

  ・中堅社員の仕事とは？ 

  ・目的を共有して、目標を明確化にする 

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 

 

平成２６年度通常総会 
日 時：５月２８日(水)１４：３０～１８：００ 
場  所：ホテルグランヴィア広島 

           （広島市南区松原町 1-5） 

内 容： 

◇通常総会 

１．平成２５年度事業報告及び決算報告について 

２．平成２６年度事業計画及び予算について 

３．役員改選について 

４．その他 

◇特別講演会 ＜講師折衝中＞ 

 ◇懇親パーティー 

 

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・税別） 

   １～ ３０名様までのお申込み  3,200円 

  ３１～１００名様   〃     2,800円 

 １０１～２００名様   〃     2,400円 

 

 

 
〈発行〉中国生産性本部 
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