
1 

 

 

 

 

第４８回トップセミナー開催 

今、日本に求められるもの ～地域からの経済成長と企業の持続的発展～ 

 

 

平成 27年２月 27日（金）、ＡＮＡクラウンプラザ

ホテル広島において、平成 26 年度のトップセミナー

を開催しました。 

 

本年度は、第一講演に福山大学 経済学部教授 中

沢 孝夫 氏、第二講演にソウル五輪銅メダリストで

メンタルトレーナーの田中ウルヴェ 京（みやこ） 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、

「わが国の経済は、デフレ脱却を最優先とする安倍

政権の政策が功を奏し、ようやく復調の兆しがうか

がえるところまで来たものの、大都市圏以外の地域

では景気回復の実感はまだまだ乏しい。日本経済が

本格的な成長軌道に復し、新芽の息吹のごとく活力

を取り戻すためには、地域からのリズム、未来志向、

イノベーションなど、地域の元気回復にかかってい

る。そのためには、政府による地方創生に関する政

策の確実な実施とともに、『甲斐（かい）のある』

社会を私たち一人一人が作り上げていかなければな

らない。甲斐とは、働き甲斐、生き甲斐、やり甲斐

の『かい』であり、一人一人の甲斐が織りなす社会

は、それぞれの企業・産業の力となり、地域力の底

上げにつながる」との開会挨拶がありました。 

第一講演では、「中小企業の底力～成功する『現

場』から読み解く地域の未来～」を演題に、福山大

学の中沢教授によるご講演をいただきました。中沢

教授の講演内容は、次号で詳しく掲載する予定です。 

また、続く第二講演では、ソウル五輪シンクロナ

イズドスイミング・デュエット銅メダリストでメン

タルトレーナーとして、幅広く活躍されている田中

氏によるご講演をいただきました。 

 

閉会にあたり、石井一清中国労組生産性会議議長か

ら、「地域から経済成長していく事が、今の日本に

求められている。経済は持ち直しつつあるものの、

それが一部の企業や投資家のみに恩恵を与えるもの

ではなく、全国津々浦々で景気回復が実感できるよ

うにならなければならない。そのためには「働くこ

とを軸とする安心社会」の実現が不可欠で、働く者

のやりがいと成長、将来を見通せる安心感、これら

を併せ持った企業社会の実現こそが、地域経済発展

の鍵になるものと考えている。その意味でも、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、『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。 

ご参加いただいた方々の熱心なご聴講により、本

年度も本セミナーを盛会裏に終了することができま

した。ご来場くださいました会員各位に改めて御礼

申しあげますとともに、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２回） 

～常識を突き抜け創造力を育む対話～ 

１日２９日(木)、平成 27 年度第２回感動の三部

作をコミュニティデザイナー 山崎 亮氏を講師に

迎え開催しました。講演の要旨をご紹介します。 

 

１．発想の転換で顧客に提供する価値が変わる 

◇アイディアは、組み合わせを変えることが重要 

 公園のプロジェクトを受注し成功させたら、新た

に大型の商業施設の支援の依頼をいただいた。そし

て、公園のプロジェクトの考えを商業施設に取り入

れ活性化をさせた。アイディアとは、少しずつ変化

をさせながら、違う業態にどのようにもっていくか

という組み合わせが、一番重要になってくると思う。 

 だから、当事務所では、専門分野に分けて課をつ

くるようなことはしない。例えば、公園のプロジェ

クトの担当者は公園の専門性は高まっていても、公

園のプロジェクトはさせないようにして、違うプロ

ジェクトを担当させる。一から勉強し直さなければ

いけないので、すごくムダが多い。しかし、商業施

設のプロジェクトに公園のプロジェクトのエッセン

スを入れてアレンジを進めてみたら、今まで業界で

はやったことがないような商業施設ができるのでは

ないかと思う。 

 

◇顧客の変化に対応して企業の戦略も変わる 

 車に乗って大変広いショッピングセンターの中を

コロコロとカートを動かしながら歩くということを

１０歳代や２０歳代の若い世代はやらない。若い人

たちは、デジタルネイティブなので、本当の空間に

いるかのように価格を評価・比較をしながら、一番

欲しいと思うものをクリックし、翌日には全部それ

が自宅に届いているというのがスタンダード。もう

一方で、専門店に行ってカリスマ店員と話して吟味

して高価なものを買うという二極化をしていくであ

ろう。だとすれば、大型の商業施設は、興味のない

若い世代に来店してもらうための戦略へと変えてい

かなければいけなくなる。 

 

◇地域にとってなくてはならない存在の企業 

 ＣＳＶ（Comma Separated Values）とは、地域

の方々が共有の価値だと思っているものをどう作り

だし本業にどう接続していくかという、企業のこれ

からの生きのび方。これは、近江商人の三方良し（売

り手良し 買い手良し 世間良し）の思想に通じて

いると思う。地域（世間）の方々が「この会社があ

って良かった」と思ってもらえないと地域の協力が

得られず永続できないと言われている。公共性を民

間企業は持つことができるかということでもあると

思う。まさに、その企業が地域にとってなくてはな

らない存在になっているかどうかということ。 

 

◇企業の公共性と地域の応援 

地域に応援してもらえる企業になろうとするなら

ば、どんな企業も公共性を持つことはできると思う。 

鹿児島県中心部のマルヤガーデンズという大型の

商業施設には、近隣地域の２２０のコミュニティの

団体が関わっている。２２０の団体が１団体あたり

１００名のファンを持っているとすれば、22,000人

のファンにとってマルヤガーデンズはなくてはなら

ない存在となる。なぜなら、街の中心部の商業施設

でコミュニティが活動をしようとすれば、多額の料

金が必要となる。マルヤガーデンズは活動の場所を

提供しくれる、大変ありがたい商業施設なので 220

のコミュニティ団体が力強い応援団となっている。 

 

２．提案を促進する優秀な人のコミュニケーション 

会社で上司が部下に提案するように言う。しかし、

提案すると上司にできない理由を言われ否定され、

部下は次第に発言しなくなる。すると、上司が「な

ぜ、発言しないんだ」ということになる。このよう

な会議は、繰り返してもなかなか上手くいかない。 

開発や企画をする時は、相手の意見を否定しない

だけではなく、相手の意見に「良いですね。さらに

…しましょう（ＹＥＳ・and）」とアイディアを付

け加えていく提案をすることが重要。 

実際にやってみると、「良いですね。さらに…し

ましょう」と提案型で発言するより、色んな理由を

作って断る方がラク。否定する側が持っているネタ

というのは相手に分からなくてもいいので嘘の理由

でも「できない」と言い続けられる安易なやり方で

ある。しかし、相手が言ったことにきちんと乗って、

さらに提案をしようと思ったら、頭のモードを切り

替えないと言葉は出てこない。これは頭を使う。 

相手が言ったことをＹＥＳと受け止めて、その後

で提案する会話ができる人は、優秀な人であり、優

秀な上司だと思う。 
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ＨＯＴ情報 
平成２７年度中国生産性本部開催セミナー 

～人間力と職務遂行能力が調和した人材育成を実現するために～ 

 

 

新しい事業を生み出すのは「人」です。その事業

が軌道に乗るよう調整するのも「人」です。そして、

知恵を出し、改善するのも「人」です。 

企業が存続していくためには「人材育成」は重要

な戦略です。人間力と職務遂行能力が調和した人材

育成を実現するために、来年度も当本部では、講師・

内容を厳選した２７年度のプログラムを企画しまし

たので、内容をご紹介します。 

 

階層別研修 

新入社員から管理者まで、すべての階層研修をご

用意しました。それぞれの立場で健全なリーダーシ

ップを発揮し、やる気を高めあえるコミュニケーシ

ョンの要点をわかりやすく解説いたします。 

２７年度は新たに全６例会の中堅社員研修会を開

催します。 

■新入社員研修＜４月２日(木）～４日(土）＞ 

※定員になりましたので、募集を終了いたしました。 

■中堅社員研修会（全６回） 

＜６月５日(金)、19日(金)、７月10日(金)、24日(金)、

８月７日(金)、28 日(金)＞ 

 働くことの本質をしっかり理解し、自分で未来を

拓く人材を育成することを目的とし、状況判断力、

問題解決能力、リーダーシップ等を学んでいきます。 

■中堅社員セミナー＜６月 17 日(水）＞ 

 厳しい経済環境を乗り越える仕事力を磨き、結果

を出せるリーダーの役割と責任、後輩指導等ついて

学び自己革新を目指します。 

■係長・主任セミナー＜７月 14日(火）＞ 

 自分の長所を活かし、部下を育て、上司を補佐し、

チームをリードする係長・主任の本当の役割とは何

かを学びます。 

■管理者セミナー＜９月４日(金）＞ 

 部下のやる気と信頼が高まる指導とは？管理者の

迷いを払拭し組織の革新を目指します。 

 

スキル研修 

これだけは絶対に抑えておくべきと思われるもの

を厳選しました。業種・職種に関係なく知識として

身につけていると今の時代の問題解決に役立ちます。 

■管理職のためのメンタルヘルス対策セミナー 

＜７月 16日(木）＞ 

 「知らない」では、すませられない部下の心の不

調への正しい対応について学びます。 

■ロジカルシンキングセミナー＜８月 20 日(木）＞ 

 論理的に考える力を身につけ問題解決できるよう

基礎からわかりやすく解説します。 

■決算書の読みこなし方と経営分析の基本セミナー 

＜10月 14 日(水）＞ 

 貸借対照表、損益計算書等ビジネスで必須となる

財務諸表の基礎知識を解説します。 

■お客様から信頼され、選ばれる営業セミナー 

＜11月 12 日(木）＞ 

 「いかに売るか」ではなく、「いかに信頼され、

お役に立つか」選ばれる営業担当者となることを目

指します。 

■人事の基礎実務セミナー＜10月 23 日(金）＞ 

 採用・配置から人事評価・処遇・育成まで、人事

担当者の役割と基礎実務の本質を解説します。 

 

また、企業内研修の講師も随時派遣しております。

研修担当の方と打合せし、ニーズにそった研修をご

提案していますのでご相談ください。 

◇研修テーマ(例) 

管理者のためのコミュニケーション講座 

職場リーダー養成研修 

女性社員のためのキャリアデザイン研修 

中堅社員研修 

新入社員フォローアップ研修  等 

 

その他にも、毎年大変好評をいただいております

感動の三部作 経営品質実践セミナーを計画中で

す。 

上記のセミナーのカリキュラムにつきましては、

当本部のホームページ 

（http://www.gr.energia.co.jp/cpcenter/）で詳細

の内容を記載しております。新年度の人材育成のご

計画の際にご検討いただきますよう、よろしくお願

いいたします。 



４ 

 

 

未来創造のリーダーシップ（第４回） 

～自発的に革新を生み出す組織づくり～ 
日 時：３月１２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：  

 変化を自ら生み出し革新する組織へ 

 １．御用達経営 

 ２．ミッション・ビジョン・バリュー 

 ３．横型リーダーシップの構造 

 ４．経済の原理と創造原理 

 ５．変化と進化～自らが変化を創りだす～ 

 ６．言葉の変化と人心の変化 

 ７．想いと行動の関係 

 ８．リーダーのビジョン 

 

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１７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 

 

 

 

中堅社員研修会（全６回）   

日 時：６月５日(金)・６月 19日(金)・７月 10日(金) 

    ７月 24日(金)・８月７日(金)･８月 28日(金) 

            １４：００～１７：００ 

場  所：ワークピア広島（広島市南区金屋町 1-17） 

会員参加料： 21,600円 

講 師：中国生産性本部 組織活性化プロデューサー 

    キャリアコンサルタント、産業カウンセラー 

                  西川 三佐子 

内 容：  

 ・自分自身が成長し会社に貢献する働き方 

 ・コミュニケーションとメンタルヘルス 

 ・仕事の進め方と状況判断力 

 ・顧客満足を高める感じ良さとお客様対応 

 ・問題解決とプロ意識 

 ・リーダーシップと自己革新 

 

 

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 

ＴＥＬ（082）242－7972 ＦＡＸ（082）242－7973 

ＵＲＬ http://www.gr.energia.co.jp/cpcenter/ 


