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第４９回トップセミナー開催 

地方発！企業の再興戦略 ～自立的な「地方創生」に向けて～ 

 

平成 28 年２月 24 日（水）、ＡＮＡクラウンプラ

ザホテル広島において、平成 27年度のトップセミナ

ーを開催しました。 

 

本年度は、第一講演に株式会社経営共創基盤

(IGPI) 代表取締役ＣＥＯ 冨山 和彦氏、第二講

演にキャスターで千葉大学客員教授 木場 弘子氏

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、「わが国経済は、政府の経済再生に向けた取

り組みが行われており、景気回復の動きを辿って

いると言われているが、年明け以降の金融市場の

不安定な動きなど、下振れリスクが高まりつつあ

り、しばらくは先行き不透明と言わざるを得ない

状況にある。特に地方においては、今後、人口減

少による経済規模の減少なども心配され、経済再

生、地方創生、を実現することは、なかなか容易

なことではない。 

昨年のラグビーワールドカップ日本代表の世界

への挑戦。あの歴史的勝利は、私たちに大きな自

信と勇気を与えてくれた。彼らは、あの場面で「キ

ック」ではなく、逆転を狙う「スクラム」を選択

した。「引き分けでは何も変わらない」この強い

気持ちと変貌を遂げた強靭なパワーにより、逆転

勝利を掴んだのである。我々も、彼らのように「逆

転勝利」を掴むべく、より生産性を向上させ、よ

り高い付加価値を生み出す企業へと変貌を遂げる

ことが必要である。そして、地方から「スクラム」

を組んで、労使が「スクラム」を組んで、自立し

た「地方創生」に向けて挑戦していかなければな

らない」との開会挨拶がありました。 

第一講演では、「なぜローカル経済から日本は

甦るのか」を演題に、冨山様によるご講演をいた

だきました。続く第二講演では、キャスターで千

葉大学客員教授として活躍されている木場氏によ

るご講演をいただきました。木場様の講演内容は、

次号で詳しく掲載する予定です。 

閉会にあたり、久光博智中国労組生産性会議議

長から、「日本経済は、金融緩和による円安、株

高などを背景に、一部の企業収益は大幅に改善し

ているが、地方経済や中小零細企業へは総じて波

及しておらず、また非正規雇用の増大や中小企業

など雇用形態・企業規模間格差や男女間の格差は

さらに拡大し、将来の雇用や生活に対する希望が

失われつつある。課題克服に向け、地方から経済

成長し、労働者の所得が向上し、内需主導の好循

環を作り出していかなければならない。」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 

 トップセミナー 

「なぜローカル経済から日本は甦るのか」 

株式会社経営共創基盤 代表取締役ＣＥＯ 冨 山 和 彦 氏 

 

 

２月２４日(水)開催の平成２７年度トップセミ

ナー「地方発！企業の再興戦略 ～自立的な「地

方創生」に向けて～」における株式会社経営共創

基盤代表取締役ＣＥＯ冨山和彦氏による講演内容

の一部を紹介します。 

 

【日本経済を襲う慢性的「人手不足」】 

バブル崩壊以降、日本では「人余り」の感が続

きました。しかし、実際には、少子高齢化と団塊

世代の大量退職により、アベノミクスの前から「人

手不足」が始まっているのです。今後、高齢者は

増えても生産年齢人口は減少する一方です。人手

不足は出生率が低いことが根本的な原因なので、

なかなか解消できません。今後、日本は長期に渡

り、少子化を原因とした構造的な人手不足に陥る

と予想されています。私は１０年以上前から数社

のバス会社の再建に携わっていますが、バス会社

の場合でも、この１０年間の共通の課題は、運転

手の不足です。地方でバスを利用される方は生産

年齢世代の人ではありません。生産年齢世代は自

家用車で移動します。バスを利用するコアカスタ

マーは学生と高齢者の方です。しかし、バス運転

手を供給する生産年齢世代は、少子化と都会への

流出により減少中です。その結果、需要は増えて

いるが供給が減ってきて、慢性的に人手不足なの

です。直観的には理解しがたいことですが、右肩

下がりの社会経済の中で、人手不足が起きている

のです。 

 

【地方でのコンパクトシティ化】 

人口が減少するという状況の中で地方で課題と

なっているのは、もう一度「集まり住む」という

ことです。いわゆる「コンパクトシティ化」の議

論です。地方の人口30万～50万の都市の中心市街

地を再開発して、昔ながらの商店街を集積し、介

護、医療、生活関連のサービス産業を集約した複

合型の施設をつくるのです。そうするとみんな戻

ってきます。元々日本人は共同体型の民族です。

昔の住み方に戻ろうという議論が必要なのです。

このように集積が進むとサービス産業の生産性は

飛躍的に上がります。小売業にしても卸売業にし

ても我々バス会社にしてもサービス産業には「規

模の経済」は効きません。効くのは「密度の経済」

です。例えば山の中での訪問介護を例に挙げると、

３０分移動して１０分介護、そしてまた３０分移

動という状況です。この繰り返しでは移動にばか

り時間を取られます。これでは生産性は上がりま

せん。あらゆる意味でコンパクト化が必要になり

ます。「スマートシュリンク」と呼ばれています

が「賢く縮む」という考え方が必要なのです。「賢

く縮む」と「集積度」が上がる。「集積度」が上

がると「生産性」が上がる。「生産性」が上がる

と「賃金」が上がる。「賃金」が上がると若い世

代が結婚して子供を産み「人口」が増える。こう

いう道筋を辿ることが必要です。 

 

【個別企業の経営として必要なこと】 

 企業の再生に関してマジックはありません。私

の経験から一言でいえば「分ける化」と「見える

化」です。バスで言えば路線ごとダイヤごとの生

産性、運転手ごとの生産性を図ることです。それ

を基に見直しを行っていくのです。運転方法ひと

つで燃費に差がでます。必ずどこかに、ムリ・ム

ダ・ムラがあります。いわゆるＰＤＣＡが回り始

めるのです。 

 

【地方創生で目指していく姿】 

 地方創生で目指していかなければならない姿は、

地方に年収何億円という人を増やそうというもの

ではありません。地域密着で働いている方々の年

収を増やすことなのです。地方の産業の平均的な

年収は 200 万円台であり、これをどうすれば 300

万～400 万円にすることができるのかを考えるこ

とです。ここを押し上げない限りはこの国の成長

はありません。そしてこれが圧倒的にＧＤＰにイ

ンパクトがあるのです。中国地方に関しては、今

日ここにお集まりのトップリーダーの皆さまのお

力にかかっていると思いますので、ぜひお願いし

たいと思います。 
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ＨＯＴ情報 

 経営品質実践セミナー（第５回） 

～業績に繋がる顧客価値とは～ 

 

 

１月 21 日(木)、経営品質向上ヘルプデスク 代表 

白井信行 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．経営・事業推進の目的 

 ドラッガーは、「事業の目的として有効な定義はた

だひとつである。それは、顧客を創造することである。

事業の唯一の目的は、『顧客価値創造（維持）』にこ

そ求められ、そのための事業の機能は、マーケティン

グとイノベーションだ」と言っている。 

ちなみに、利益とは経営目標以上でも以下でもない

とも言っている。事業の目的は、売ることではなく、

世の中の役に立つことであり、どのように役に立つか

が理念に掲げられている。 

 

２．経営のふたつの判断軸 

①事実前提（市場で起こっているさまざまな出来事に

対応していこうと考える） 

  目先のことに目を奪われ、長期的な視点を見失っ

てしまう。そこにおきている事実が物事を決める価

値の基準となり、重要な意思決定を見誤ることがあ

る。その場しのぎ、取り繕い型の運営・経営。 

②価値前提（自らが大切に育んでいきたい価値に基づ

いて考える） 

  「組織が目指しているものは何か？」を常に明ら

かにしている。したがって、組織が目指す価値が物

事を決める基準になる。長期的視点に立ち長期的目

標に向かうために今そこにある事実を認識し意味

を明確にしてゆく。 

 経営品質向上プログラムでは、価値前提に基づき顧

客価値創造を追及していくことを目指している。 

 

３．顧客価値の発展モデル 

「生産志向」日本経済が飛躍的な成長を遂げた高度経

済成長期の拡大する需要に伴い、供給者（企業）が大

量に製品を生産する。 

「販売志向」製品が消費者にいきわたったため、購買

意欲を高め、売れる仕組みを考えて販売していく。 

「顧客志向」市場が成熟した中で、売るために消費者

のニーズを調査・分析し製造や販売に活かそうとする。 

「顧客満足」売るために顧客が購入後の評価を高める。

ソリューション等を提供する。 

「顧客価値」顧客志向も顧客満足も「売る」ことが目

的。顧客価値は「顧客との関係継続」が目的。顧客と

の価値を創造し続けるためには、マーケティングとイ

ノベーションしかない。顧客の評価は、製品やサービ

スだけを評価するわけではなく、マーケティング、ロ

ジスティックス、アフターサービス、問題解決や提案

力などの全社商品（ホールプロダクツ）で評価する。

そのためは、顧客が期待する様々な価値の領域を企業

が選択して応える戦略的クオリティが必要となる。 

 

４．顧客価値の創出 

①機能価値……製品やサービスの機能面の価値。客観

的な尺度で測定でき、ライバル企業ももっている。 

②情緒価値……顧客の感情、情緒面に訴える価値。顧

客それぞれによって感じ方が違い、客観的な尺度で

は測定できず、顧客に聞いて初めて測定できる。 

③共通価値・個別価値……ターゲット顧客に共通した

顧客価値と、顧客セグメントごとの顧客価値。 

④ベーシック価値・オケージョナル価値……日常的な

顧客価値と、特別な状況によって生まれる顧客価値 

⑤必需的価値……製品やサービスで、これだけは絶対

に必要、あるいは、なければ困るといった核となる

顧客価値。充足されなければ顧客不満となる。不満

を防止する要素。 

⑥魅力的価値……なくても困らないが、あると嬉しい、

ありがたいという顧客価値。独自性がある価値を創

造することがポイント。 

 

５．新しい価値づくり～顧客インサイト～ 

 顧客インサイトとは、顧客のことを深く考え、顧客

自身も気づいていないその商品が欲しくなるポイント

をつかみマーケティングに活用することである。その

ためには、顧客の気持ちを洞察したり、人に関心をも

つことが重要になる。それは、社員の感性を磨かなけ

れば創出できない価値でもある。 



４ 

 

 

平成２８年度通常総会 

 
日 時：５月３０日(月)１４：１０～１８：００ 

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２７年度事業報告及び決算報告について 

２．平成２８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  

 「プレッシャーに負けない強いメンタルをつくる理論 」 

   兵庫県立大学 准教授  荒木 香織氏 

    （男子ラグビー日本代表 メンタルコーチ） 

 

◇懇親パーティー 

 

 

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１５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： 

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 

 

 

 

感動セミナー 

～人と組織の成長とリーダーの使命～ 
日 時：６月２２日(水)１３：００～１６：４５ 

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： 8,700円 

講 師：大阪市立大空小学校 

 初代校長 木村 泰子氏 

内 容： 

第一部 13:00～15:00 

映画「みんなの学校」(平成 25 年度文化庁芸術祭大賞受賞 ) 

  ＜文化庁芸術大賞受賞理由＞ 

  全ての子供に居場所がある学校づくりを目指す大阪

市立南住吉大空小学校の取組を、長期にわたり丁寧に追

い続けた教育ドキュメント。他の地域では厄介者扱いさ

れていた転校生が、教師と同級生、そして地域が包み込

むことで、素直で心優しい子供に成長していく姿は、見

ている者の心を熱くする。大空小学校の試みは、上から

の教育改革とは一線を画す、現場からの教育改革である。 

 

第二部 15:15～16:45 

講演「人と組織の成長とリーダーの使命」 

    講師 大阪市立大空小学校 

   初代校長 木村 泰子氏 

 

 

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 
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