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 ２１世紀全国生産性フォーラム ２０１４ 開催 

 

11月 21日（金）、当本部を含めた全国８つの生

産性本部主催による２１世紀全国生産性フォーラ

ムが、ガーデンシティ品川（東京都港区）にて開催

されました。今回は「パワーアップＪＡＰＡＮ～新

たな成長のシナリオを描く～」をテーマとし、企業

や労働組合の幹部ら約 210名が参加しました。 

 

■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について様々な角度

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８回目となります。 

茂木友三郎日本生産性本部会長の開会挨拶の後、

日本の未来を拓く上で要となる真の成長に向けた課

題、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 
「希望ある日本の創成」 

東京大学大学院 客員教授  増田寛也 氏 

特別講演 
「絶えざる挑戦」 

ＩＨＩ 会長  釜  和明 氏 

パネル 

討  議 

「企業の成長と多様な人材活用」 

<座長>北海道生産性本部 会長 

＜ﾊﾟﾈﾘｽﾄ＞ 

味の素 会長 

三越伊勢丹ＨＤ 会長  

電機連合 委員長 

＜ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ＞  

キャリアン 代表取締役 

髙橋賢友 

 

山口範雄 氏 

石塚邦雄 氏 

有野正治 氏 

 

河野真理子氏 

記念講演 
「歴史に学ぶ転換期のリーダーシップ」 

歴史家／作家 加来耕三 氏 

■基調講演で、増田氏は、2040年に全国の自治体の

半数が消滅可能性都市になるという推計を紹介し、

当分の間わが国では人口減少は避けられないとの認

識を示されました。対策としては、「若い世代の結

婚・出産・子育ての希望を叶える」こと、「地方で

拠点となる都市を選び、人口減少に耐えうるネット

ワーク社会を構築する」ことなどを挙げ、少子化対

策と東京一極集中対策を同時に行うことが必要との

見解を述べられました。また、地方の医療・福祉の

充実、企業・大学の地方移転など具体案を示し、「人

口の対流」を作ることの重要性を強調されました。 

■特別講演で、釜氏は、日本の製造業が直面する経

営環境と課題についてふれながら、「世界を凌駕す

る先進ものづくりとたゆまぬイノベーションにより

グローバル展開での市場拡大と成長を実現すること

が日本の製造業の進むべき道である」と提唱されま

した。グローバル展開にあたっては、強い決意を持

って事にあたることを強調され、世界に先駆けた同

社のブラジルでの事業展開（1959年）では、イシコ

ーラ（石川島学校）と言われるまでに信頼関係を築

き上げた事例を紹介されました。最後に「三つのあ

るべき会社の姿」についてお話しされ、経営者の想

いを示すことの大切さを語られました。 

■午後に入り、パネルディスカッションが行われま

した。味の素グループによるグローバル人材育成と

女性の活躍推進の取組、三越伊勢丹グループによる

ダイバーシティ推進の取組、電機連合による男女平

等への取組についてお話をうかがった後、女性の活

躍推進のあり方について、その意義や出産前後の継

続就業、仕事と子育ての両立、ワークライフバラン

ス、男女それぞれの意識変革、キャリア形成、数値

目標など多岐にわたる活発な議論が展開されました。 

■記念講演で、加来氏は、「歴史は活用してこそ意

義があり日常生活や仕事に活用する」ことの重要性

について、ユーモアを交えながら語られました。「歴

史に夢とロマンを追い求めてはいけない。誰が聞い

てもあたり前だというのが本当の歴史である」「ア

メリカを見れば近い将来の日本がわかる」など持論

を展開され、何度も「常に立ち止まり常識によって

判断してほしい」と力説されました。 

最後に、弊本部の石井副会長の閉会挨拶により、

本フォーラムは盛況のうちに終了しました。 

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 
平成２６年度 中国労組生産性会議 

 「国内労働事情視察」を実施 

中国労組生産性会議および四国地方労働組合生

産性会議は、11 月 18 日(火)に労働組合幹部の総勢

２５名が三菱自動車工業労働組合水島支部（倉敷市）

を訪問して、労働事情視察を実施しました。 

 

【視察のねらい】 

今回の視察のねらいは、変化する時代に対応した

生産性運動三原則への取組みを視察すること、およ

びワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組み

の有り方について参加者相互で意見交換することで

あり、今年度新たに計画された事業です。 

この取組みにおいて、業種・産別を越えた労働組

合のネットワークづくりを目指し、労組リーダー間

の相互交流を深め、各組織の更なる活性化を目指し

ています。 

 

【視察の概要】 

説明者の案内により、プレス工場、溶接ライン、

組立ラインを視察しました。特に印象に残ったのは、

製造ラインで車種ごとに組み立てるのではなく、発

注順に様々な車種が混在してラインを流れる中、ロ

ボットが車種に応じて溶接や組み立て作業を繰り返

していたことです。 

 

【懇談・意見交換の概要】 

(１)変化する時代に対応した生産性運動への取組み 

①操業時間のフレキシブル化等 

水島製作所の生産台数が大幅に減少したこと

に対し、昼夜２組２交代制から、連続２組２交

代制にして操業時間のフレキシブル化、交代勤

務制の変更、従業員が健康で働きやすい環境を

整えるための工夫が随所でなされていました。 

②台数規模に見合った生産体制の構築 

生産台数規模に見合った生産体制にするため

に、溶接ライン、塗装ライン、組立ラインをス

リム化する取組みがなされました。 

③生産性向上の取組み 

メインラインのムリ・ムラ・ムダを排除する

と同時に、部品の取付け間違いを防止すること

を目的として、セットパーツサプライ（ＳＰＳ）

方式が採用されました。作業者が序列場で新た

に導入した部品選択装置に従い、ＡＧＶ（無人

搬送車）でけん引された台車に１台分の部品を

セットします。メインラインでは、コンベアと

同期して移動する台車から作業者が直接部品を

取り出し車体に組み付けられています。 

ＳＰＳ方式の採用とボルト・ナットなどを載

せる作業台車をライン全体に展開したことで、

ラインでの部品の選択や取り出し工数を減らし、

生産効率の向上が図られていました。 

このような取組みと同時に、多能化教育（人

材育成）により、生産性の向上を図る取組みが

なされました。 

(２)ワーク・ライフ・バランスの取組みについて 

休暇・休業制度と有給休暇取得促進の取組み

を中心に説明があり、数値目標を設定して休暇

取得を目指す取組みの具体例が示されました。

例えば、組合機関誌により休暇の活用法の紹介、

休暇の低取得者へのフォローなど、きめ細かな

取組みが行われています。 

(３)参加者からの感想 

・自動車製造は市場の動向が生産に与える影響が

大きく、様々な会社施策に対する組合としての

対応の難しさが、とても印象に残りました。 

・ワーク・ライフ・バランスの実現は、有給休暇

取得目標を立てるなど具体的な取組みがなされ

ており、また、３か月ごとに組合が休暇取得状

況をフォローする等、労使が協調して休暇取得

しやすい環境づくりに努めていることが印象に

残りました。 

 

【おわりに】 

今回の視察では、自動車工場の生産ライン見学は

初めてという方も多く、期待を持って参加しておら

れました。また、懇談・意見交換では、「いかにし

て効率的に業務を行い生産性を高めるか、ワーク・

ライフ・バランスをどのように実現するか」という

視点から熱心に意見交換され、一定の成果が得られ

たと確信しています。この視察を有意義なものにす

るためにも、各労組の活動の中で取組まれることを

願っています。 

三菱自動車工業労働組合水島支部の皆様方には、

お忙しい中準備をして頂き大変感謝するとともに、

厚くお礼申し上げます。
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ＨＯＴ情報 
経営品質実践セミナー（第 2回） 

～人づくりを基点に世界に発信するモノづくり～ 
 

 11月 19日（水）に、2013年度に日本経営品質賞（中

小企業部門）を受賞された徳島市の西精工㈱ 代表取

締役社長 西泰宏氏を講師にお招きし、「経営品質実

践セミナー」を開催しました。その要旨の一部をご紹

介します。 

 

１．何のために、誰のために働いているのか 

当社ではナットやパーツを製造し、最終のお客様は

自動車メーカーなので、環境としては、厳しい業界。

品質と納期は当たり前でコストダウンを迫られる。し

かし、協力会社は石油価格の急騰などで値上げ要求を

してくる。例えば、運送会社の社長が、直接、私（経

営者）に要求をしても、当社では運送会社と仕事をし

ている部署に判断を任せる。運送会社の運転手と一緒

にしているうちの社員たちは、「値上げをのんでくだ

さい。僕たちが自分の仕事の中でコスト削減しますか

ら。」と言うので値上げをのむ。削減計画の詳細を私

は見ない。それは、社員から情熱が伝わってくるから。

経営者がトップダウンでコスト削減を命令しても社員

は本気にはならない。いつも顔を合わす身近にいる人

（お客様・協力会社・働いている仲間・地域）のため

だから仕事を頑張ることができる。 

 

２．理念経営が創り出したもの 

経営理念は、「何のために働いているの」「誰のた

めに働いているの」が盛り込まれていて、協力会社の

運転手さんのためにも頑張ろうとすることに繋がる。

そして、人の心が動き、コストダウンを受けても何と

か成り立っている。理念経営を実践することによって、

コスト競争力や独自能力で他の会社が作れないものを

創ってきている。 

 

３．対話と理解 

現在は、〝ファインパーツ〟という高付加価値の製

品を主軸にしているが、ここに至るまでには、撤退を

してきた事業もある。しかし、撤退するとなると設備

はもちろんのこと、社員の教育も過酷となる。50 代の

熟練の職人に何十年も培った技術を捨ててもらい、新

しい仕事を修得してもらわなければいけない現実もあ

った。 

経営品質でとても大切な要素に対話があるが、「ど

うして、その事業を我々は止めなければいけなかった

のか」「どうしたら、この徳島にものづくりが残せる

のか」「時代はどのように変化しているのか」につい

て２時間の勉強会を２０回開催し、全社員と対話し理

解してもらった。だから、一人もやめる社員はいなか

った。一生懸命に目の前の厳しい現実を見ながら対話

をし合うことによって、社員のベクトルも合ってきた

ように思う。 

 

４．自社の独自の強みや弱みを客観視する 

四国は海に囲まれ、本州と橋が繋がっていなかった

ので、自社でほとんどのものをつくるようになった。

難しい仕事も敢えて受け続けたことにより技術力も高

まっていった。今、振り返ると、技術力が高まったこ

とは偶然ではなく必然だと思う。何年も続いている会

社は、独自の強みが既に蓄積されていると思う。その

組織の独自の強みや弱みに気づき客観視することが大

切だと思う。 

 

５．社員を大切にするとは… 

以前は、内部留保を厚くして、どんどん一流の機械

を買っていった。ずっと黒字なので、社員の給料は悪

くはなかった。しかし、会社の建屋はボロボロだった

ので、社員が家族に恥ずかしくて勤めている会社のこ

とを話せなかった。当時、社員食堂は、会社の中で一

番じめじめして暗いところにあった。そして、社員も

暗かった。 

今、会社の中で、一番明るくて風通しの良いところ

に社員食堂があり、社員も明るい。要するに社員は暗

くなかった。会社が暗くなるようにしていたのだ。環

境とか考え方を一緒にすることにより社員は明るくな

っていった。 

暗い雰囲気は、人を病気にしたり事故に合わせたり

するように思う。当社では、朝礼を毎日１時間やって

いる。それは、西精工が大切にしているものをしっか

りベクトルを合わせるためである。しかし、さらに重

要なのは、輪になって社員同士が顔を見合わせ体調を

見るためでもある。仕事が好きだから、熱があっても

仕事をしたがり会社にくる。それを見極めるための安

全第一の朝礼でもある。 

当社は本人が望まない場合を除き、全員が正社員。

社員が一番大切であり、その社員たちの人づくりをし

て、高付加価値の〝ファインパーツ〟が創造されてい

く。今は、社員の家族が当社を希望して入社してきて

いる。 
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未来創造のリーダーシップ（第３回） 

～自発的に革新を生み出す組織づくり～ 
日 時：１２月１８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： 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：  

 統制から自発へのリーダーシップ 

 １．ピラミッド型組織のリーダーとは 

 ２．マネジメントとリーダーシップの違い 

 ３．物事は真反対の状況から生まれる 

 ４．歴史は繰り返す(フラクタル) 

 ５．量子力学から考えるリーダーシップ 

 ６．斬り役と斬られ役 

 ７．人と自然の本質と遺伝子 

 ８．相乗効果と潜在能力の関係 

 

 

経営品質実践セミナー（第４回） 

～経営品質の考え方とマネジメントサイクル～ 
日 時：１月２１日(水)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：15,400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．経営品質とは何か？ 

～組織の業績を高めるために～  

２．組織の理想の姿を実現するマネジメントサイクル

とは 

３．成果指標と活動指標の因果関係と進化の促進 

４．的を外さない活動指標、成果指標のつくり方 

５．成果を生み出す活動指標をつくるためのポイント 

 

 

感動の三部作（第２回）  

常識を突き抜け創造力を育む対話 

～企画力と実現力を高めるために～ 
日 時：１月２９日(木)１４：００～１６：００ 

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：コミュニティデザイナー   山崎  亮氏 

内 容： 

 現在の問題に苦悩するのではなく、課題について共

に対話することにより、新たな考え方を創発し、共有

し、協力しながら、さらに活動を育む。そんな創造性

に満ちたやりがいのある仕事によって人はイキイキと

変化していきます。 

１．自分たちが課題を発見し、整理し、解決していく

プロセスをデザインする 

２．人がつながり知恵を創出する話し合いの場とは 

３．創造力を刺激する無意識のアイディアを引き出す

ファシリテーションとは 

４．多くの人たちに関係している課題の本質をつかん

で解決するためには 

５．組織の活動が進まなかったり、崩壊の危機に直面

した時の支援とは 

 

 

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・税込） 

   １～ ３０名様までのお申込み  3,450円 

  ３１～１００名様   〃     3,020円 

 １０１～２００名様   〃     2,590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 
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ＵＲＬ http://www.gr.energia.co.jp/cpcenter/ 


