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「西日本生産性会議２０１４」福岡市にて開催 
 

７月 24 日（木）、25 日（金）の２日間、本年

度の西日本生産性会議が、「今こそ活かせ『日本

力』～ゆるぎない成長をめざす労使の挑戦～」を

統一テーマとして福岡市のホテルオークラ福岡に

おいて開催されました。 

  

 西日本地域の５生産性本部（中部、関西、中国、

四国、九州）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 42

回を迎えます。西日本の各地から 640 名を超える

多数の方々にご参加いただく中、経済界・労働界・

学界等の著名な方々による講演、パネルディスカ

ッションが行われました。 

会議初日には、ホスト本部の九州生産性本部田

中優次会長から、「現在、わが国は、経済のグロ

ーバル化の進展とともに、産業・企業の競争力向

上が一層求められており、また、少子・高齢化に

よる労働力減少への対応、組織能力向上に向けた

女性や高齢者の能力活用が大きな課題となってい

る。これらの課題に果敢に取り組み、ゆるぎない

成長を実現するためには、日本がめざすべき国の

あり方を明確にするとともに、経済活動の主体で

ある企業が、これまで培った日本固有の強みとも

いえる『日本力』を発揮しながら、競争力強化に

繋がるあらゆる改革に挑戦しなければならない」

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、㈱日立製作所相談役の川村隆氏

から「ゆるぎない成長のための経営改革」と題し

た講演をいただきました。 

 展開討議では、㈱安川電機代表取締役会長兼社

長津田純嗣氏、日本労働組合総連合会（連合）会

長古賀伸明氏、㈱ボストンコンサルティンググル

ープ日本代表御立尚資氏をパネリストに迎え、一

橋大学名誉教授石倉洋子氏のコーディネートのも

と、統一テーマに沿い、日本の強みを活かす成長

実現への方策等について討議を行いました。 

２日目、労使問題に関するセッションである第

１討議では、シンクタンク・ソフィアバンク代表

藤沢久美氏がコーディネーターとなり、サントリ

ーホールディングス㈱人事本部ダイバーシティ推

進室長平井弓子氏、ＴＯＴＯ㈱人財本部人財部部

長池田正昭氏、帝人労働組合組合長南澤宏樹氏の

各パネリストにより、「今求められるダイバーシ

ティマネジメント ～組織活性化、人材活用におけ

る労使の役割～」をテーマに、女性、高齢者等の

活躍を推進していく際のマネジメントにおける課

題や労使トップの持つ意識の重要性等について討

議が展開されました。 

続き、当本部の苅田知英会長を座長とし、企業

経営に関する課題を取り上げた第２討議「キラリ

と光る独自経営」では、東洋大学経営学部教授の

井上善海氏をコーディネーターとして、スギホー

ルディングス㈱代表取締役副社長杉浦昭子氏、㈱

タケウチ建設 代表取締役竹内謹治氏（広島県三原

市）、ベルグアース㈱専務取締役山口眞由子氏に

より、女性の活用や人手不足等、各社を取り巻く

経営環境への対応策や、経営への高い、ぶれない

意志と、いつも夢を描いてそれを社員全員に発信

することの大切さ等について意見が交わされまし

た。 

 ２日にわたる会議の締め括りとして、「『自分

らしさ』を取り戻すためのほめ言葉のシャワー」

と題し、北九州市立小学校教諭で菊池道場代表の

菊池省三氏から特別講演をいただき、盛会裏に終

了しました。 

 来年は中部生産性本部がホスト本部となり、名

古屋市で開催されます。本年同様、多くの皆様の

ご参加をお待ち申し上げます。 
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ＨＯＴ情報 
西日本生産性会議２０１４ 基調講演 『ゆるぎない成長のための経営改革』 

株式会社日立製作所 相談役 川村  隆 氏

■トップ就任にあたっての拠り所 

2008年度、日立製作所は 7,873億円という大きな

赤字を計上した。その翌年、グループ会社の会長か

ら本社の会長兼社長に就任した。短期間で日立を再

生し、業績を回復させることが使命だった。これを

引き受けることを決める際、拠り所になったのは、

６年間外に居て、日立を客観的に見られることと、

意思決定のスピードを経験していたことだった。 

「持続的成長の会社に戻したい」ということも就

任時の決心だった。社会に付加価値を還元すること

が会社の一番の社会的責任であり、そのためには利

益を出さなければならない。その利益で、設備投資、

研究開発投資、人への投資をやり、税金も納める。

株価が上がれば社会に対する付加価値も大きい。稼

ぐ力というものは非常に重要である。 

■平時こそ改革の時 

就任直後から赤字事業を整理することに取り組ん

だ。かなりアグレッシブな改革を同時並行でやらな

ければならないほど状況は悪かった。こうした状況

に至った直接の要因は、リーマンショックにより世

界規模で需要が縮小したことにあった。しかし、そ

れ以前、90年代のアジア危機、2001年のＩＴショッ

クの時にも日立は赤字を経験しており、改革のチャ

ンスは何回もあった。にもかかわらず状況を放置し

傷を深くした。ここから生まれる教訓は、平時から

改革を繰り返していかなくてはならない、というこ

とである。改革とは、再びリーマンショックのよう

なことが起きた時赤字化する事業はどれか、黒字の

時から見ておくこと。その事業を整理し、成長分野

に経営資源を移管しておくこと。平和な時に大きな

改革をやるには社長の相当強いリーダーシップが必

要となる。社長は改革を続ける強い信念を持ち続け

なければならない。これが、社長の一番重要な条件、

素質である。日本社会は欧米と比較し、「義理と人

情を大切にする」といったしがらみがまだまだ強く、

色々な改革をするにあたっては多くの抵抗がある。

しかし、それを断つことができないと改革はできな

い。社長は、確実に利益をあげられるプロフェッシ

ョナルであることが重要だが、しがらみを断ち切っ

ていけるかどうかもその条件となる。 

■スピードと外から会社を見る眼の重要性 

就任後１年間はスピードを最重視した。30人以上 

の常務会でものを決めるのを１年間封印し、副社長

を含めた７人で意思決定を行った。非常時には、会

社はトップダウンで意思決定を行わないと対応が間

に合わない。 

外から会社を見る眼を強化するガバナンス改革も

行った。14人の取締役のうち、社外取締役を外国人

も含め８人とした。株主総会の代理として、取締役

会は会社において最大の力を持っており、社外取締

役が結束すれば社長を交代させることもできる。こ

れが相当な緊張感を執行役に与えている。 

取締役会を幹部の教育訓練の場にも使っている。

案件の説明に執行役が取締役会に行くと、特に外国

人の取締役から多くの質問が出る。これにより、執

行役は自分の説明が世界に通用するかどうかがわか

る。自分が世界で戦えるかどうか判定してもらえる

場に取締役会がなっている。取締役会を、外からの

眼で会社を見るひとつの窓として利用している。 

■人材育成は成長戦略 

業績の悪い事業への対応を行うことで短期的な業

績の向上は達成できる。しかし、長期的な成長には、

従業員にも機関投資家にもわかる大きな方針、将来

の方向を示すことも必要で、「社会イノベーション

事業」と称するＩＴと社会インフラの融合した高度

サービス事業がそれに当たる。 

人材育成は、中長期の成長戦略である。よい人材

は会社の資本財であり、人間を教育するのは非常に

大切。幹部は、あらかじめ教育に割り裂く自分の一

定の時間を決め、社員に語りかけ、対話するなどの

手段で教育を行うよう努めなければならない。 

現在の社長を決めるにあたって、取締役会は複数

の候補の中から、人となりも含め１年かけて見定め

た。この時、人間の素質や性格を見抜く実力を持つ

海外の人材派遣会社に参考意見を出させた。その中

にはわれわれにない新しい知見もかなり含まれてい

た。その意味でも、外からの意見を大事にしている。 

ただ、トップを決める際、海外では何年もかけて

見定めるやり方を採っている。今後は日本でも、エ

リートの育成について、その過程から取締役にも入

ってもらい精査していくことになると思う。エリー

トという言葉は日本では嫌われるが、本当の強いリ

ーダーシップ、しがらみや、頑強な抵抗を断ち切っ

て改革を実行できる人をきちんと育てていかなけれ

ば、これから日本が海外勢とまともに戦っていくこ

とはできないと思っている。 
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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～ 

 

 

７月８日(火)、「メンタルヘルス マネジメント セ

ミナー」（講師：㈱Y`s オーダー 代表取締役 藤野

祐美氏）を開催しました。セミナーの一部をご紹介し

ます。 

１．メンタルヘルスの対策は「早期発見」が重要！ 

 メンタルヘルス対策は、管理・監督者による「早期

発見」が重要である。 

ラインによるケア 

【第 1次予防】 

未然防止・健康推進 
職場環境の評価と改善 

【第 2次予防】 

早期発見と対処 
事例性の把握 

相談対応 

【第 3次予防】 

治療と職場復帰、再発防止 
職場復帰支援 

  

２．「早期発見」につながる部下の〝ズレ〟の把握 

◆「職場の平均的な従業員」の姿から〝ズレ〟ている 

◆「いつもの本人」の姿から〝ズレ〟ている 

部下の〝ズレ〟を感じた時は、必ず部下に声掛けを

する。部下の話を聞いてズレの理由が分かる時は様子

を見守る。しかし、理由が分からない時はメンタルヘ

ルス不全の可能性を考えて重要な事実を見逃さないよ

うにする。（事例性の把握） 

 

３．上司だから気づく早期発見のチェックポイント 

  □ 遅刻、早退、欠勤が増える 

    □ 無断欠勤（連絡がない） 

  □ 残業、休日出勤が急に増える 

  □ 仕事の能率が悪くなる 

思考力・判断力が低下する 

  □ 業務の結果がなかなか出てこない 

  □ 報告や相談、職場の会話がなくなる 

  □ 表情に活気がなく、動作にも元気がない 

  □ 笑顔がなくなる 

  □ 挨拶が無くなる 

  □ 不自然な言動が目立つ 

  □ 被服が乱れたり、不潔であったりする 

  □ 飲酒の頻度や量が増える 

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

 

 

 

 

 
 
７月２９日(火)、「係長・主任セミナー」（講師：

アクティブ経営研究所 所長 鑄方貞了氏）を開催

しました。セミナーの一部をご紹介します。 

 

 セミナーの本題の前に、人には「長所が半分、短所

が半分」あり、長所を見つけて徹底的にのばすことが

仕事の上でも人生の上でも重要であることを説明し、

長所を見つけるための視点についてわかりやすく話さ

れました。 

次に、私達の脳には１４０兆個の細胞があり、ほと

んどの人は 10％ぐらいしか使っていません。さらに脳

の細胞を活用するために潜在能力を顕在化するには、

自分が気づいた問題を自分で解決することであること

を、脳の特性をもとに講義いただきました、 

 また、経済人は、『肯定的に見て、前向きに考え・

決断し、積極的に行動する』ことを心構えとして、姑

息な手を使わず、堂々と生きていくことの重要性を説

かれました。 

 さらに、自分自身の長所をみつけるために、交流分

析を使って自分自身を自己分析していただきました。

より良い人生をおくるには、自分の長所を見つけ伸ば

した後に、謙虚に生きて行くことが大切であることを

解説された後に〝係長・主任の本当の役割〟〝部下の

やる気を引き出すための指導の秘訣〟〝職場の人間関

係を良くする手法〟〝仕事ができる部下の育成〟につ

いて、事例をもとに具体的にわかりやすく説明されま

した。 

 受講後の参加者のアンケートでは、「とても解りや

すく、気持ちが入ってくる心のこもった内容でした。」

「聞いていて次は何の話をされるんだろうとワクワク

しました。」「話の内容が濃く、集中できた。」「主

任になったばかりなので今回の研修は非常に役に立ち

ました。」など、たくさんのお声をいただきました。 

 

係長・主任セミナー 

～強い組織をつくる係長・主任の意識改革～ 
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ロジカルシンキングセミナー   

～人が納得する根本からの問題解決～ 
日 時：８月２７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： 15,400円 

講 師：株式会社セブンフォールド・ブリス 

           代表取締役 本田 賢広氏 

内 容：  

１．ロジカルシンキング(論理的思考)とは？ 

２．ビジネスに論理的思考を活用する 

３．論理的に主張するためには？ 

４．ピラミッド・ストラクチャーで相手を納得させる 

５．複雑な問題でも原因を分析すれば問題解決できる 

６．物事を論理的に分析・検討する 

          ロジックツリーとマトリックス 

７．ロジカルシンキングを使いこなせば 

              仕事力も向上する 

８．振り返りとまとめ 

 

 

経営品質実践セミナー（第１回） 

～社員と顧客を幸せにする経営～ 
日 時：９月２日(火)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：8,700円 

講 師：法政大学大学院政策創造研究所 

教授 坂本 光司氏 

内 容：  

１．いつの時代にも経営不振の企業がしている５つの

言い訳 

２．経営がうまくいかない理由は会社の内側にある 

３．顧客よりも「社員とその家族」の幸せを第一に考

える理由 

４．なぜ、この会社は快進撃が続くのか 

～素晴らしい企業の事例～ 

５．景気に関係なく業績が上がっている優良企業の法

則 

６．「日本でいちばん大切にしたい会社大賞」が求め

るものとは 

 

 

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(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：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 

 

 

未来創造のリーダーシップ（第２回） 

～自発的に革新を生み出す組織づくり～ 
日 時：９月１９日(金)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： １名様まで無料(２名様以上 8,700円) 

講 師：株式会社あえるば  

取締役会長 藤原 直哉氏 

内 容：  

 戦後日本の成功が経営学を変えた品質管理 

 １．デミングのメッセージを真剣に受け止めた日本企業 

 ２．組織の考え方が変わる 

「人を尊重し、プロセスを変える」 

 ３．現場とＫＡＩＺＥＮ 

 ４．昔の日本企業の強さの源泉は熟練にあった 

 ５．熟練には期間とコストがかかる 

 ６．終わりなき改善の精神 

（将来への投資・改善・今日の責任) 

 ７．経営品質 

 

 

決算書セミナー 

～決算書を読みこなし仕事に活かす講座～ 
日 時：１０月８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： 15,400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！ 

２．貸借対照表を読みこなすポイント 

３．損益計算書を読みこなすポイント 

４．株主資本等変動計算書と注記表の役割 

５．キャッシュフロー経営の基礎知識 

６．損益分岐点分析の入門 

７．生産性の高い会社であり続けるために  

 
〈発行〉中国生産性本部 
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