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西日本生産性会議２０１６ 開催 

「未来を創る労使の挑戦～生産性の革新で次代を切り拓く～」に６７０名が集う 

 

 

「未来を創る労使の挑戦～生産性の革新で次代を

切り拓く～」を統一テーマに，７月 21日(木)～22日

(金)の２日間にわたり「西日本生産性会議 2016」を

リーガロイヤルホテル広島で開催しました。 

 

冒頭、中国生産性本部清水希茂会長から「少子高

齢社会をはじめとする大きな環境変化、特に地方に

おいては、人口減少による経済規模の縮小なども心

配され、構造改革は焦眉の急となっている。このよ

うな状況下、政府による成長戦略の着実な実行とと

もに、地方自らが創意工夫し、生産性の革新に積極

的に取り組み、地力をつけて行くことが強く求めら

れる。生産性運動の原点に立ち返り、労使が叡智を

結集し、先代から受け取った恩恵を知恵と工夫を積

み上げ進化させたうえで、次代へ引き継ぐという想

いを持って、希望ある未来に向けて挑戦していくこ

とが重要である。」との開会挨拶がありました。 

本会議では、まず大宮英明氏（三菱重工業株式会

社取締役会長）から「この星に、たしかな未来を」

と題した基調講演をいただいた後、基調討議に入り

ました。 

基調討議では、御立尚資氏（ﾎﾞｽﾄﾝｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ  

ｼﾆｱ･ﾊﾟｰﾄﾅｰ･ｱﾝﾄﾞ･ﾏﾈｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ）がコーディネ

ーターとなり、パネリストに、立石文雄氏（オムロ

ン株式会社取締役会長）、神津里季生氏（日本労働

組合総連合会会長）、樋口美雄氏（慶應義塾大学商

学部教授）をお迎えし、統一テーマに基づいて、希

望ある未来の実現に向け、いかに生産性の革新に取

り組み挑戦していくのかを討議いただきました。 

基調討議終了後の「カクテルパーティー」には、

波留静哉中国経済産業局長ならびに湯崎英彦広島県

知事にご臨席をいただき、広島東洋カープの話で盛

り上がりを見せたご挨拶の後、多くの方が集う中で

交流の輪が広がりました。 

２日目の第１セッションでは、藤村博之氏（法政

大学経営大学院ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科教授）がコ

ーディネーターとなり、パネリストに、河野真理子

氏（株式会社キャリアン代表取締役）、篠原正人氏

（武田薬品労働組合中央執行委員長）、中野星子氏

（日本航空株式会社執行役員西日本地区支配人）を

お迎えし「働き方改革と生産性向上」をテーマに、

専門家、労働組合、企業それぞれの立場・視点で議

論を行いました。 

続く第２セッションでは、藤沢久美氏（シンクタ

ンク・ソフィアバンク代表）がコーディネーターと

なり、パネリストには、地方に活動の基盤を置いて

経営をされている井出剛氏（株式会社果実堂代表取

締役社長）、古市尚氏（プライミクス株式会社代表

取締役社長）、本多洋介氏（本多電子株式会社代表

取締役社長）をお招きし「知恵と工夫の独自経営～

元気企業が未来を創る～」をテーマに、元気な企業

ならではの視点でお話しいただきました。 

特別講演では、衛藤信之氏（日本メンタルヘルス

協会代表/心理カウンセラー）から「トップリーダー

の幸せが未来を動かす～次代へ渡すバトン～」と題

した講演をいただき、盛会のうちに終了しました。 

ご参加いただきました会員各位をはじめとした多

くの方々に、改めて厚くお礼申し上げます。 
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ＨＯＴ情報 

 西日本生産性会議２０１６ 基調講演 

「この星に、たしかな未来を」 三菱重工業株式会社 取締役会長 大宮 英明 氏 

 

 

 

【初めに】 

 冒頭、昭和 58年に行われた飛行試験の映像を見

ていただいたが、これは離陸後、風に煽られた機

体の傾きをパイロットが直そうとしていた様子で

ある。機体制御に初採用されたデジタル計算機の

速度が遅く、パイロットの操作が実際の機体制御

に反映されるまでに時間がかかり、操作の意に反

し機体を大きく左右に傾けることになった訳だが、

その時私は「物理法則は騙せない」と感じた。弊

社は大きな社会インフラ事業も行っているが、こ

の飛行試験以来、物理法則には真摯に向き合って

いかなくてはいけないとずっと思い続けている。 

   

【三菱重工業の概要】 

 2015年度は、連結ベースで、売上げが 4兆円超、

従業員は約 84,000 人で、その内 7 割以上が日本国

内で働いている。売上げの中で一番大きい分野は

「エネルギー・環境」で、ついで「機械設備・シ

ステム」「交通・輸送」「防衛・宇宙」となって

おり、約 500製品から成り立っている。 

三菱グループの基本理念「三綱領」をもとに社

是が制定され、その後 2006 年に「この星に、たし

かな未来を」という CI（ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ・ｱｲﾃﾞﾝﾃｨﾃｨ）ｽﾃ

ｰﾄﾒﾝﾄが作られた。私はこの言葉が、三菱重工の生

業を表していると大変気に入っている。 

【変革の背景】   

かつては国鉄、電信電話公社、電力会社といっ

たお客さまとの共同研究や開発が我々メーカーの

製品開発を支えてきたが、現在はその仕組みが大

きく変わってきていると感じている。 

例えば火力発電用ガスタービンを開発する場合、

電力会社が研究開発から納入後の信頼度が高まる

までの期間、応分の負担をしてくれ、信頼度が高

まった製品は、他の電力会社への納入や海外輸出

も認めて頂いたが、近年は、各社の株主の目も厳

しく、従来の暗黙の約束がある安定した市場とは

全く違う展開になってきている。そうした中、不

確実なグローバル市場へ展開する中で気づかされ

たのは、技術や人材は自前だけではやっていけな

いことだ。 

【変革の道－新たな挑戦】 

 弊社は長期にわたる事業規模の伸び悩みと収益

率の低さが課題であったが、私はあえて事業規模

の拡大と高収益企業への飛躍という二兎を追うこ

とにした。グローバル展開を加速し集中と選択を

推進することと、事業体制を見直し、新しい組織

の設計と戦略的事業評価制度を取り入れることに

した。 

売上規模 5 兆円を目標にすることにしたが、そ

れにはパートナーを見つけ事業統合で規模を拡大

させることを考えた。その一つに 2014 年、日立製

作所との火力発電事業の統合で三菱日立パワーシ

ステムズを発足させたが、この事業統合はＧＥや

シーメンスにも強敵が現れたと評価され、その後、

世界的な再編の引き金となった。国内企業同士の

競争は、体力を消耗し国際競争力は低下するばか

りであり、効率化を図り世界に出て行くと素晴ら

しい機会があるという良い例である。 

【２１世紀の日本－技術創造立国の実現】 

iPhone、iPad は、ジョブズ氏が市場の代表者と

してニーズを咀嚼し、コモディティ化した部品や

技術を組み合わせ製品化し成功したが、日本は、

素材メーカーの力を我々機械メーカーが十分に引

き出していないのではないか。この擦り合わせを

きちんとすれば、違ったものができるはずであり、

日本の技術はやれることがたくさんあると思う。 
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パネリスト 

オムロン㈱   取締役会長  立石 文雄 氏 

日本労働組合総連合会 会長  神津里季生 氏 

慶應義塾大学  商学部教授  樋口 美雄 氏 

コーディネーター 

ボストンコンサルティンググループ 

ｼﾆｱ･ﾊﾟｰﾄﾅｰ･ｱﾝﾄﾞ･ﾏﾈｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ  御立 尚資 氏 

 

 

ＨＯＴ情報 

 西日本生産性会議２０１６ 基調討議  

「未来を創る労使の挑戦」～生産性の革新で未来を切り拓く～ 

 

 

【テーマに沿って経営、労働、学の立場で想うこと】 

立石氏 以前は、機械が人を代替してきたが、今は人

と機械の協働がなされつつあり、近未来は、人と機械

が融和する時代になる。ＩｏＴ（Internet of Things）、

ビッグデータ、ＡＩ（人工知能）やロボットの活用よ

る社会課題の解決が求められている。弊社は 1967年に

自動改札システム、1971年にオンライン現金自動支払

機（ATM）を世界で初めて開発しており、社会の変化を

ヒントにして社員各人が、仕事の中で自分流に未来予

測をブレークダウンして価値の創造を行っているとこ

ろである。機械が人に勝つのではなく、機械がいかに

人をサポートできるか、そういう方向に行くべきだと

思っている。 

 社員をコストではなく価値であると認め、いかに社

員に夢を持たせていけるか、社員と一緒になって夢を

追いかけていけるか、労使の信頼関係を常に高めてい

けるようにしたい。 

神津氏 生産性の向上を、規模や雇用形態にかかわら

ず全体にどうやって広げて行く事ができるかが足元の

大きな課題であるが、中小の企業が労使関係の中で問

題を解決するための枠組みをもつ事・もてる事が一番

の解決策ではないかと思っている。大企業の労組組織

率は上がり、中小は下がりつつあると言うのが傾向と

してあり、非正規の方々を含めた組織拡大も地道にや

っていかなければならない。そうは言いつつ、連合の

組織率は 12％程度、他の組合を含めても 17％程度であ

り、得られた付加価値がきちんと配分につながるよう

な仕組みを、組合があろうが・なかろうが世の中に訴

えていく事に、私は力を入れている。業種業態におい

て政策的課題は様々で、それを連合と共有をさせて貰

い、生産性の向上に向け、国、会社、組合がそれぞれ

の壁を乗り越えてやっていけないかと思っている。 

樋口氏 日本は機械への投資は増えているものの、費

用としてカウントされる人的投資や組織改革に伴う投

資は削減されており、これは企業の表面的な利益には

つながったのかもしれないが、人的投資が人間を成長

させていくうえにおいて必要で、それは企業にとって

も持続可能性を高め、長期的な生産性の向上を可能に

するのであれば、会計制度上も記載出来る仕組みをつ

くっていくべき。データで見ても日本は有形資産が多

く、アメリカは無形資産への投資が逆転してきており、

これにより生産性を向上させていくんだという動きが

ある。私は、両者（有形資産、無形資産）は補完的で、

そこに労働者の力が反映されてはじめて生産性の向上

が実現可能になると思っている。今後、ＡＩやＩｏＴ

が進んでいく中において、こうした問題を解決してい

く事が、明るい将来を導くためにも必要だと思う。 

【さいごに】 

御立氏 未来を創ると言う事で、議論を進めてきたが、

皆さんが共通しておっしゃったのは、これから（時代

の）変化のスピードが速くなる中で、良い意味での共

同体を多層的にどう創っていくか、という議論に終始

していたと思う。西堀栄三郎氏※は「先が見えない時

に、やるだけの準備をやっておいて、後はトップが意

思を持って楽観的であれば、メンバーは１２０％の能

力を発揮する」と、お話を伺いながら、同じように前

を向いて進む事が出来ればと思っている。※第一次南

極観測隊越冬隊長 
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経営品質実践セミナー（第２回） 

〝世界一の現場力の創造〟 

～ＪＲ東日本テクノハート TESSEIの軌跡～ 
日 時：１０月５日(水)１４：００～１６：００ 

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： 8,700円 

講 師：おもてなし創造カンパニー 代表 

元 ＪＲ東日本テクノハート TESSEI 

おもてなし創造部長 矢部 輝夫氏 

内 容： 

１．組織の歯車として働かされるのではなく、社員自
らが創造したくなる組織へ 

２．誰も注目していないが大切な仕事をしている「縁
の下の力持ち」に光を当てる 

３．人に厳しくしても事故やミスは減らない。だから
リーダーは考え抜く 

４．人を変えるより、環境を変える方が早い 
５．リーダーは誰よりも気を長く持つ～即効性のある

組織改革法など存在しない～ 
６．公平に、平等に、小さな成功を喜び合う組織が強

くなる 
７．変えてはいけないもの、変えなくてはならないもの 

 

中堅社員研修会（若手編） 

～働くことの本質を理解し、自分で未来を拓く人材を育成～ 

日 時：[第１回] １１月  ９日(水) 

    [第２回] １１月１８日(金)  

場  所：広島国際会議場（広島市中区中島町 1-5） 

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 西川 三佐子 

内 容： 

【第１回 仕事力向上編】 

１１月  ９日(水) 10:00 ～17：00 

１．自分自身が成長し会社に貢献する働き方 

 ・肯定的に物事を捉えて、前向きに行動する 

 ・経営とは 

 ・お客様に価値を提供するとは 

 ・仕事とは 

・「できない」ことが「できる」ようになることの大切さ 

・自分で自分のキャリアをデザインする 

 ２．仕事の進め方と状況判断力 

  ・時間管理の考え方 

  ・指令命令の受け方 

  ・「報告・連絡・相談」の目的と要点 

  ・計画－実施－評価－改善のサイクル 

  ・戦略と戦術 

  ・状況判断力 

３．問題解決とプロ意識 

  ・自分の中の無意識の枠に気づく 

  ・問題解決とは 

  ・潜在能力を顕在化するために 

  ・対話(話し合い)をする時のポイント 

  ・プロと認められる仕事のレベルとは 

  ・プロとしてお客様の問題を解決 

【第２回 人間関係構築編】 

１１月１８日(金) 10:00 ～17：00 

１．コミュニケーションとメンタルヘルス 

  ・信頼されるコミュニケーションとは 

  ・自分自身の軸をつくる 

  ・良い心の状態を自分で作る方法 

  ・人とのコミュニケーション 

  ・消極的でもなく攻撃的でもなく素直に 

  ・メンタルヘルスのセルフケア 

２．顧客満足度を高める感じ良さとお客さま対応 

 ・挨拶が人生の縁を変える 

 ・お客様から見た「感じ良さ」とは 

 ・顧客満足を高めるためには 

 ・ビジネスマナーの要点について 

 ・相手の立場になって考えてみる 

 ・マニュアルを超えたお客様応対 

 ３．リーダーシップと自己革新 

  ・お客様がいなくなる危機で気づいたこと 

  ・将来、部下を指導する時のための準備 

  ・自ら渦をつくる 

  ・動機の大切さ 

  ・自己革新計画の作成 

  ・まとめ 

 

経営セミナー（第１回） 

経営の本質を見極める眼 

～カネの視点・情報の視点・感情の視点～ 
日 時：９月１４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： ２名様無料 

(３名様以上１名様につき 8,700円) 

講 師：東京理科大学総合科学技術経営研究科 

   教授 伊丹 敬之氏 

内 容： 

１．仕事の場で、今、何が起きているのか 

２．企業の本質は技術的変換であり、それを実行する

ためにさまざまな資源を必要とする 

３．社内外で、カネ・情報・感情が発生し流れている 

４．技術蓄積も顧客満足もないところに、付加価値の

創造はできない 

５．顧客が企業の生死を決める。そもそも利益とは何か  

６．経営とは他人を通して事をなすこと 

～人はなぜ、想定通りに動かないのか～ ほか 
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