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「西日本生産性会議２０１５」名古屋市にて開催 

 

７月 23 日（木）、24 日（金）の２日間、本年

度の西日本生産性会議が、「明日をつくる労使の

挑戦 ～岐路に立つ日本の進むべき道～ 」を統一

テーマとして名古屋市において開催されました。 

 

 西日本地域の５生産性本部（関西、中国、四国、

九州、中部）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 43

回を迎えます。西日本の各地から 700 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、ホスト本部の中部生産性本部 佐

伯卓会長から、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、トヨタ自動車㈱代表取締役会長

の内山田竹志氏から「企業の持続的成長とイノベ

ーション」と題した講演をいただきました。 

 展開討議では、ＡＮＡホールディングス㈱相談

役大橋洋治氏、日本労働組合総連合会（連合）会

長古賀伸明氏、㈱経営共創基盤代表取締役ＣＥＯ

冨山和彦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、労使が取り組むべき課題と役割等につ

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、法政大学教授の藤村博之氏がコーデ

ィネーターとなり、㈱セブン＆アイ・ホールディ

ングス取締役執行役員ＣＳＲ統括部シニアオフィ

サー伊藤順朗氏、パナソニックグループ労働組合

連合会中央執行委員長廣田典昭氏、㈱ワーク・ラ

イフバランス代表取締役社長小室淑恵氏の各パネ

リストにより、「少子高齢時代に打ち克つ職場力

の再構築 ～全員参加でつくる強い組織～」をテー

マに、少子高齢化が進む日本において、女性や高

齢者の活躍推進等について討議が展開されました。 

続き、企業経営に関する第２討議「イキイキ企

業に学ぶ独自経営」では、シンクタンク・ソフィ

アバンク代表の藤沢久美氏をコーディネーターと

して、旭酒造㈱代表取締役社長桜井博志氏（山口

県岩国市）、㈱グラノ２４Ｋ代表取締役社長小役

丸秀一氏、富士ダンボール工業㈱代表取締役社長

本田展稔氏により、地域に活動の基盤を置き、独

自の取り組みにより成長を続ける企業のトップを

お招きし、イキイキと成長を続ける企業の秘訣を

お伺いし、意見を交わされました。 

 特別講演では、「青色ＬＥＤ ～ノーベル物理学

賞への軌跡～ 」と題し、名古屋大学大学院工学研

究科教授の天野浩氏からご講演をいただきました。 

 ２日にわたる会議の締め括りとして、当本部の

苅田知英会長から参加いただいた皆さまに感謝を

申し上げるとともに、「政府はアベノミクスの第

二ステージとして「未来投資による生産性革命の

実現」「ローカル・アベノミクスの推進」の二つ

を車の両輪として推し進めることを表明し、これ

により地域経済の活性化に向け本格的な取り組み

が始まり、地方創生の大きな潮流が生まれるもの

と期待している。参加されている皆さまが今回の

セミナーを通して得られた提言を受け止め、創意

工夫を凝らし、独自性を最大限に発揮して取り組

んでいくことこそが、「未来投資による生産性革

命」「ローカル・アベノミクス」の実現につなが

るものと確信している。労使が英知を結集し、取

り組みの原点となる生産性運動を展開し、絶えず

挑戦をしていくことが必要である」との閉会挨拶

が行われた後、盛会裏に終了しました。 

来年は当本部がホスト本部となり、７月 21日（木）

と 22 日（金）の２日間、広島市で開催されます。

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２０１５ 基調講演 『企業の持続的成長とイノベーション』 

トヨタ自動車株式会社 代表取締役会長 内山田 竹志 氏

 
 

■イノベーションとは 

 本来、イノベーションとは、技術革新や刷新と

いう意味で用いられてきた。しかし、現在では新

たなビジネスモデルの構築や、社会構造そのもの

を変えてしまうような変革をもイノベーションと

呼ぶようになっている。 

 これからは急速な環境の変化にその都度順応す

るという発想では対応しきれず、大きな時代の流

れを先読みし、自ら「変化を作り出す＝イノベー

ションする」ことが必要になってくる。 

■プリウスのイノベーション 

 プリウスの開発は 1993年の秋、Ｇ21プロジェク

トとしてスタートし、翌年、私は、このプロジェ

クトのリーダーに任命された。与えられた使命は 2

つ。１つは「21世紀のクルマを創れ」ということ、

2 つめは「クルマの開発のやり方を変えろ」という

こと。 

 「21世紀のクルマとは何か？」。クルマのコンセ

プトをメンバーで考え抜いた。結論は、「圧倒的な

燃費性能を持ったクルマ」。21世紀には、資源・環

境問題が大きな課題になると予測し、トヨタとし

て一つの答えを出そうと考えたからだ。 

ぶれることのない志と、挑戦的な目標を掲げて

開発されたプリウスは、ある一定のイノベーショ

ンを成し遂げたと自負している。例えば「環境性

能でクルマを選ぶ」という新たな基準を確立し、

また「自動車メーカーによる熾烈な燃費競争」を

生み出し、そして「他社も相次いでハイブリッド

車が発売」された。ハイブリッドは、1つのジャン

ルとして確立されたのではないだろうか？  

 プリウスというイノベーションの成功は、高ま

る地球環境・温暖化ガス排出削減の関心の中で、

以下の 3 つの拘りに依るところが大きい。①社会

的ニーズ（歴史的必然）への飽くなき探求。②利

便性、快適性の向上を重視したお客様目線でのク

ルマづくり。③技術者のやる気や意欲を継続でき

る環境づくりと、掲げた目標・出口から引っ張る

マネジメント。結局のところ、志を高く持ち挑戦

することが重要だと考える。 

■燃料電池自動車（ＦＣＶ）のイノベーション 

 もうひとつのイノベーションは、燃料電池自動

車（ＦＣＶ）。ご存じのとおりＦＣＶは、水素を燃

料として動くクルマ。車両だけではなく、インフ

ラの整備も必要となりハイブリッドよりも普及に

際しての課題は多い。そこで我々は、まず水素社

会についての議論を重ね、ＦＣＶは社会に投入す

る必然性があると結論付け、開発を推進した。 

 水素は、①ＣＯ2排出量、ゼロ。クリーンなエネ

ルギー。②ほぼ無限に存在。多様な一次エネルギ

ーから製造できる。③貯められる。運べる。太陽

光、風力等の不安定な自然エネルギーももっと活

用できる。という特徴を持つ。また、国産エネル

ギーにもなり得、資源獲得に伴う国費の流出も抑

制するメリットをももたらす可能性がある。水素

社会が広がることは、よりサステイナブルな仕組

みが広がることに繋がっていくと考える。 

 我々は、水素を将来の有力なエネルギー、ＦＣ

Ｖを究極のエコカーと信じて開発を推進し、昨年

12月 15日にＦＣＶ：ＭＩＲＡＩの発売に至った。 

さらに、ＦＣＶの普及に向けた取り組みの一つと

して燃料電池関連特許を無償で提供することを決

めた。ＦＣＶの普及を後押しし、（未来のために）

水素社会の実現にむけ貢献していきたい。 

■イノベーションを成功に導くために 

 科学技術イノベーションは、アベノミクスの中

でも経済再生の原動力と位置付けられている。一

方、日本の科学技術予算は、およそ１００兆円の

国家予算のうち、３．６兆円に過ぎず、ＧＤＰ比

で見ても、ドイツ・韓国・中国・米国よりも低く、

より効率よくイノベーションを興すことが求めら

れている。 

 日本とドイツの資金流動性を比較すると、ドイ

ツは日本と異なり、科学技術予算に占める公的機

関の役割が大きく、産官学各セクション間の資

金・人材流動も盛んで、研究成果の移転やシーズ

とニーズのマッチングもスムーズに行われている。

日本は、各プレーヤー間の交流が硬直し、イノベ

ーションの生まれにくいシステムになっていると

想像できる。 

このような問題意識から、内閣府に設置された

総合科学技術イノベーション会議には、司令塔機

能が付与され、予算と直結した年間 PDCAサイクル

の実現や、府省横断で研究開発から事業化までを

見込む戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）

が創設された。またハイリスク・ハイインパクト

なイノベーション創出を目指す革新的研究開発推

進プログラム（ImPACT）も創設されるなど、数々

の取組みがなされている。 

このような政府の取組みが進む中で、我々民間

企業によるイノベーションを成功に導くポイント

は以下の 3 つ。①社会に役立つ技術であること。

②産官学の連携強化、人、モノ、金のダイナミッ

クな流れの創出。③女性の活躍、多様性の拡大や

地方創生など社会基盤の抜本的改革である。 

政府による政策の継続性を期待し、我々企業は、

これからも挑戦を続け、お客様の期待を超えたも

のづくりに取り組んでいかねばならない。 
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ＨＯＴ情報 

平成２７年度第１回 経営セミナー 

～社員と顧客を幸せにする強い経営～ 

 
 
 

７月 23日（木）に、「日本でいちばん大切にした

い会社」の著者の法政大学大学院政策創造研究科 教

授 坂本光司氏を講師にお招きし、「経営セミナー（第

1回）」を開催しました。その要旨の一部分をご紹介

します。 

 

１．企業経営の目的・使命は、企業に関わる全ての人々を

幸せにすること 

企業経営の目的は、一般的には、「業績を高める」、

「組織を成長発展させる」、「市場のシェアーを高め

る」、「ライバル企業に勝つ」などが掲げられている。

しかし、これは、目的ではなく、結果としての現象、

もしくは、手段である。『目的』と「現象･手段」を混

同してはいけない。企業経営の目的は１つしかない。

それは、『企業に関係する人々を幸せにすること』で

あり、不幸にすることではない。会社に関係する人が

幸せと感じる組織体は、業績が高く潰れない。 

「手段・現象」を追い求めて経営をすると、必ず誰

かを不幸にする。業績を高めるには、売上を上げるか、

費用を下げるしか方法はない。成熟社会で売上を上げ

ることは困難だから、多くの会社は費用を下げようと

する。業績を追い求めようとすると、いかに人を安く

使うかということになり、体や心にも多少なりとも影

響が出るような仕事をさせなければならないケースが

たくさん出てきている。 

 

２．関わる主たる人とは５人である。順番も大事である 

①１人目は、社員とその家族 

 経営者にとって一番大切な人は、お客様ではない。

確かに、お客様に嫌われた会社に未来はない。しかし、

そのお客様に親切丁寧をする人、感動を与える人、お

客様が喉から手が出るほど欲しくなる新商品を創る人

は、社員なのである。ＣＳ（顧客満足）は大事だが、

ＥＳ（社員満足）なくしてＣＳはない。実際に、良い

会社は社員第一主義経営を貫いている。 

 また、社員だけではなく、その家族も企業の関係者

である。社員を支えたり、本来は社員がやるべき社会

生活の活動を家族の方々がバランスをとるようにして

くれている。家族の存在がなければ、安心して会社で

働けない。そして、家族にとっても社員が働くことが

喜びとなるような経営をしなければならない。要する

に、経営者は、社員とその家族が幸せを実感できる経

営をしなければならない。それは、その組織に所属す

る喜びを噛みしめられるような経営をするということ

である。 

 例えば、ある会社では、社員の誕生日の日に、社長

がメッセージカードを書いて渡し、菓子を２箱もって

帰らせるという。１箱は社員のご両親のために、もう

１箱はご先祖様へのお供えの品だった。実にハートフ

ルだと思う。ちなみに抜群の業績を上げている。 

 

②２人目は社外社員とその家族 

 社外社員とは、仕入れ先・協力工場・外注工場・下

請会社・ベンダーのことである。この方々は、社員で

はないけれど、社員と同じという見方を私の経営学で

はしている。社外社員のことを普通は、原材料や外注

費と言っている。つまり、コストとして捉えている。

もっと、ひどい会社になると景気の調整弁と位置づけ

ている。そんな扱いを受けて、「この会社のためには

命を捨てても良い」という協力会社はない。 

私達は、わが社１社だけでは生きられない。一般的

に外に頼む仕事は、自社ができない仕事、やりたくな

い仕事が多い。それをやってもらって、我社が販売、

もしくは、我社の製品に組み込んで販売をしている。

外注した企業の社員が良い気持ちで働いていなかった

ら、不良品ばかりになる。そして、この方々を支えて

いる家族も我社は大切なのである。良い会社は、社員

だけではなく社外社員も大切にしている。 

 例えば、社外社員とその家族のために、（新規の仕

事ではなく）今まで流れている仕事を合見積りにかけ

るようなことはするべきではない。従来の仕事を自社

が合見積りにかけられることがあっても、自社は協力

会社にすべきではない。もし、従来の仕事を自社が合

見積をされるようなことがあったら、そのような会社

には見切りをつけ下請から脱却しなければ、自分と家

族、社員とその家族を大切にすることはできない。 

 

③３～５人目 

３人目は、現在顧客と未来顧客。４人目は、社会的

弱者。５人目は株主。 

 

※次回（１０月２６日）の開催内容は、最終ページの

掲示板に記載しています。 

 



４ 

 

経営品質実践セミナー（第１回） 

～人が輝く組織の実現～ 
日 時：８月１９日(水)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：人と経営研究所 所長 大久保 寛司氏 

内 容： 

１．組織の出力(成果)を最大化にするための要点 

２．顧客に最善を尽くせる組織環境を形成するための

リーダーの心得 

３．現場の能力向上とやる気とチームワークを高める

ために 

４．価値を提供する相手側から考え検証を続けること

の大切さ 

５．リーダーとは管理する人ではなく、人(社員・お客

様)を幸せにする人 

 

 

ロジカルシンキングセミナー   

～論理的に考える力を身につけ問題解決～ 
日 時：８月２０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：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．論理的にコミュニケーションするためには？ 

４．相手が納得する論理構造と説明の仕方 

５．複雑な問題でも原因を分析すれば問題解決できる 

６．論理的に分析・検討するロジックツリー 

７．ロジカルシンキングを使いこなせば仕事力も向上 

８．ロジカルシンキングとはリーダーシップそのもの 

 

 

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４日(金)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．自分の人生のために仕事をしていますか？ 

２．部下と自分の長所を仕事に活かす 

３．管理者の真の役割と職責役割とは？ 

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 

 

 

決算書セミナー 

～決算書の読みこなし方と経営分析の基本～ 

日 時：１０月１４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．生産性の高い会社であり続けるために  

 

 

経営セミナー（第２回） 

～社員と顧客を幸せにする強い経営～ 
日 時：１０月２６日(月)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： ２名様まで無料 

（3名様以上 8,700円） 

講 師：法政大学大学院政策創造研究科 

              教授 坂本 光司氏 

内 容： 

１．経営は、常に５人の幸福の実現を図る 

２．人財はアメやムチではなく、正しい経営から育つ 

３．社員がやる気を喪失する最大の要因とは 

４．企業の最大の商品は「社員」という名の商品 

５．人財問題で、最も重要なのは「評価」 

６．商圏を決めるのは、企業ではなく顧客 

７．売れる商品ではなく、買ってくれる商品を創る 

８．顧客には、「現在顧客」と「未来顧客」がある 

９．売れない商品には、共通の特徴がある 

10．誰かの犠牲で成り立つ事業が正しいはずがない 

11．人は、愛する人のため、幸福のために働いている 

                       他 
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