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２１世紀全国生産性フォーラム ２０１６ 東京にて開催 

 
 
11月９日（水）、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、

秋葉原コンベンションホール（東京都千代田区）で

開催されました。今回は「生産性革新で拓く日本の

未来～60 年を振り返り新たな生産性運動を考える～」

をテーマに、企業や労働組合の幹部の皆さま約 230

名の方にご参加いただきました。 

 

■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、今回が節目の 10回目となります。 

大坪会長（関西生産性本部）の開会挨拶の後、活

力ある日本の再生に向けて、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 

「経営革新とグローバルビジョン」 

 ～グローバル競争を勝ち抜くために～ 

日産自動車㈱副会長/㈱産業革新機構会長・ＣＥＯ  

  志賀俊之 氏 

問題提起 
「生産性と日本の経済成長」～アベノミクスを超えて～ 

学習院大学 教授  宮川 努 氏 

パネル 

討  議 

「優れたサービスをつくりとどけるしくみ、働き方」 

<座長>中国生産性本部 会長 

＜ﾊﾟﾈﾘｽﾄ＞ 

九州旅客鉄道㈱  会長  

㈱スーパーホテル 会長 

ＡＮＡ労働組合 中央執行委員長 

＜ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ＞  

産業戦略研究所  代表 

清水希茂 

 

唐池恒二 氏 

山本梁介 氏 

岡田 稔  氏 

 

村上輝康 氏 

記念講演 
「先人に学ぶ変革期の決断」 

作家 童門冬二 氏 

■基調講演で志賀氏は、世界では、IoT、AIなどを活

用した第四次産業革命が起きているが、日本の産業

界はこの流れに乗り遅れることなくイノベーション

を起こし、競争力を高めなければ持続的成長は望め

ず、日本企業の強みを活かしながらグローバル競争

を勝ち抜いていかなければならないと語られました。 

■問題提起で宮川氏は、「生産性」という言葉が改

めて脚光を浴びているが、日本のＧＤＰおよび雇用

の７割を占めるサービス産業の生産性向上は、官民

ともに重要な課題の一つとなっていて、近年の生産

性低迷の要因として、企業の投資や人材育成が十分

でないことなど、生産性に関する各種データをもと

に、成長のための課題や処方箋について提示されま

した。 

■午後に入り、清水会長（中国生産性本部）の座長

挨拶の後、「優れたサービスをつくりとどけるしく

み、働き方」と題してパネルディスカッションが行

われました。今回は第一回日本サービス大賞を受賞

された組織の方々にご登壇いただき、優れたサービ

スを提供する取り組みについての紹介および議論が

交わされました。 

 第一回日本サービス大賞・内閣総理大臣賞を受賞

した九州旅客鉄道㈱の唐池会長は、クルーズトレイ

ン「ななつ星」で提供された地元の食材が、道の駅

などで販売され評判を呼び、相乗効果を生んでいる

事例をはじめ、各パネリストの皆さまから、きらり

と光る優れたサービスについてのお話がありました。 

■記念講演で童門氏は、世の中を変えるには物理的

な壁・仕組み的な壁・人の心の壁と３つの壁がある

が、最後の「人の心の壁」を崩すことが一番困難で、

これを崩すことが出来れば残りの２つを崩すことが

出来ると、過去の歴史を紐解きながら変革期の決断

についてのお話をされました。最後に、九州生産性

本部の田中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。 

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２８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は、11月 15日(火)に労働

組合幹部の総勢２２名がマツダ労働組合（広島市）

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、先進的かつ先駆的な政

策・制度を実施している組合を視察し、新たな知

見の習得、有益な体験を深めること、さらに参加

者相互で意見交換を行い、自職場での活動に活か

すことです。 

この視察を通じて、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、マツダミュージアムの視

察を行いました。マツダの車の歴史、目の前で次々

とクルマが組み立てられていく迫力ある組み立て

ライン、次世代のクルマ社会を提案した未来展示

を視察しました。 

意見交換・質疑応答の概要 

１．少子高齢化社会に向けた取り組み 

自動車産業には関連企業が多く、裾野が広い。

労働人口の減少は、国内でのものづくり全体に

影響があると危惧している。マツダ労組とすれ

ば、当面は、今現在働いている方の職場環境の

改善に努めたいと考えている。例えば、「女性

活躍の場の拡充」、「高齢者再雇用」、「非正

規雇用者の労働条件の改善」などである。さら

に、「６５歳定年」制度についても検討を始め

ている。 

２．男女共同参画社会の実現 

マツダ社員の男女構成比は女性が８%であり、

国内企業の平均と比較して低く、ハードルが高

い問題であると考えている。会社も同様に女性

の活躍の場の創出に努めており、労働組合とし

ては会社へ「採用」、「管理職昇進」等で提言

を行い、性別に関係なく活躍できる企業となる

よう意見していきたい。 

３．安全の最優先 

労使で、年１回、現場を巡視し、その場で改

善策を持つ場を設けている。現場監督者である

アシスタントマネージャーと現地を確認し、ル

ールを確認する機会もある。 

組合員の家族を含めて、「ぬり絵」を用いた

危険箇所チェックや、県警と協同し二輪車通勤

者に対する安全指導も行っている。また、定時

大会において「安全宣言」を行い、安全に対す

る意識高揚を図っている。 

４．組合員の悩みごとや相談体制（メンタルヘルスを含む） 

メンタルヘルスや長期療養者への対応は、会

社が主導して実施し、マツダ労組としては手助

けするというスタンスで考えている。相談窓口

は、会社側、組合側いずれも設置している。パ

ワハラの発生などは、職場アンケートの実施を

行って把握し、会社に提言を行っている。 

５．組合の教宣活動や情報伝達 

組合のＨＰ、「ふれあい新聞」、小冊子「フ

レンドリー」などで、実施している。電子媒体

だけに頼るのではなく、一目でも見ていただく

ためにも紙での発行が有効と考えている。 

おわりに 

 今回の視察では、自動車工場の生産ラインを含

めて見学できる「マツダミュージアム」で、参加

いただいた方も興味を持ってご覧になられていま

した。また、意見交換・質疑応答では、事業規模

に関わらない人材育成やメンタルヘルス対策の必

要性、労働組合としての社会貢献活動など、大変

参考になったというご感想をいただきました。参

加者の皆さまの組織での課題についての熱心な意

見交換・質疑応答により、今回の視察は一定の成

果が得られたと感じております。皆さまが自職場

での活動に活かされることを願っております。 

 マツダ労働組合の皆さま方には、お忙しい中ご

対応いただき、厚く御礼申し上げます。 
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ＨＯＴ情報 

 中堅社員研修会 

～若手社員の意識と思考と仕事力を磨くために～ 

 

 

11月９日(水)、11月 18日(金）の全２回にわた

り中堅社員研修会（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)を開催しま

した。研修概要をご紹介します。 

 

第 1回 仕事力向上編 

１．自分自身が成長し会社に貢献する働き方 

 思考と行動を変えると自分を取り巻く環境が変

わることを具体的に話した後に、成長するための

心構えやポイントについて解説しました。その後、

経営の目的や働く目的について、グループごとに

話し合っていただき、中堅社員として押さえても

らいたい考え方について講義しました。さらに、

会社に貢献する働き方とキャリアデザインについ

ての概要も理解していただき、会社のためにも自

分のためにも、今できないことをできるようにす

ることが重要であり、未来がひらかれていくこと

を伝えました。 

２．仕事の進め方と状況判断 

 経営や働くことの目的を理解しても、実務を着

実に進めることはできません。そのためには、「時

間管理」、「信頼される仕事の進め方」、「難題

をやり遂げるための戦略と戦術」、「改善し続け

るためのマネジメントサイクル」、そして、「状

況判断力」等が不可欠です。実例をもとに一つず

つ解説しました。 

３．問題解決とプロ意識 

 仕事も人生も、創造と解決の連続です。しかし、

そのためには、思考を深めることが重要です。ロ

ジカルシンキングの要点を講義するとともに、実

際にグループで真因の追求と対策の立て方につい

て実習していただきました。 

 また、社内外からプロと認められる仕事のレベ

ルとプロとしての問題解決についても理解を深め

ていただきました。 

 

第２回 人間関係構築編 

１．コミュニケーションとメンタルヘルス 

 ここの単元では、信頼されるコミュニケーショ

ンを中心に解説をしました。まず、相手が情報や

考えを共有したくなるためには、コミュニケーシ

ョンをとる前に良い心の状態を自分でつくること

が大切であることを説明しました。その後、コミ

ュニケーションの具体的なとり方について講義と

演習をおこないました。自分ではできていると思

っていても実は日常の実務でできていないコミュ

ニケーションの落とし穴についてもお伝えしまし

た。その他にも、良好な人間関係を築くための習

慣やアサーション、さらに、素直なコミュニケー

ションは大切だと頭ではわかっていても、阻害さ

れてしまう要因についても説明しました。 

２．顧客満足を高める感じ良さとお客様対応 

 顧客満足を高めるための要点とともに、中堅社

員だからこそ求められる一段高いビジネスマナー

についても学んでいただきました。さらに、相手

の立場になって考えてみることや、マニュアルを

超えたプロの対応をするためのポイントについて

も解説しました。 

３．リーダーシップと自己革新 

 管理者になってから部下指導について学ぶので

はなく、中堅社員の時から信頼される管理者とな

るための準備を重ねていくことが大切だと思いま

す。それは、職場で人として信頼されることと、

仕事ができることで尊敬される準備です。また、

部下を育てるためには、自分が成長する過程なく

してできません。自分の成長とそれを部下指導に

どのようにいかしていくかについて説明しました。

さらに、リーダーシップで必須の「人の可能性の

引き出し方」、「健全な影響力」などについても

理解を深めていただきました。 

研修の最後には、自己革新のためのキャリアデ

ザインを作成していただき、グループのメンバー

に自らの言葉で発表していただきました。 

 

受講後のアンケート結果 

・非常に今の業務に役立つ ７８％ 

・ある程度、今の業務に役立つ ２２％ 

・あまり今の業務に役立たない ０％ 

「中堅社員、管理職を問わず、他の社員にも薦め

たい内容だった。」「初めて聞いた話や業務にす

ぐに役立つ内容もあり、とても良い研修だった。」

「今、課題にしていることのヒントが多く、とて

も参考になった。」「すぐに行動し、自分の成長

に繋げていきたい。」など、数多くのご記入をい

ただきました。 



４ 

 
女性リーダー養成セミナー（基礎編） 

～明るく、自信を持って日々の仕事を推進するために！～ 

日 時：２月１６日(木) 

場  所：広島国際会議場（広島市中区中島町 1-5） 

会員参加料： 10,800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： 

１．経営環境が厳しい中、女性の労働年数は延長し

ている～20代・30代・40代・50代の働き方～ 

２．今、女性社員の活躍を企業も求めている 

３．変化を拒まず、自信をもって前進するための心

の置き所 
・男女関係なく、変化を拒んでしまう心理 
・肯定的に物事を捉えて、前向きに行動するために 

 ４．有効な時間管理術を理解する 
  ・時間管理の考え方 

  ・本来すべきことに時間を使っているだろうか 

  ・今までの時間の使い方を振り返る 

５．上司と健全な信頼関係を構築する 
 ・信頼されるコミュニケーションのとり方とは 

 ・消極的でもなく攻撃的でもなく、素直に伝える技術 

 ・パワハラを発生させない働き方とは 

 ・信頼を高める「報告・連絡・相談」の仕方 

 ６．感情的に結論を出すのではなく、状況判断力を

磨く 
  ・仕事は事実で進める 

  ・情報は多方面から集める 

  ・相手の立場に立って考えてみる 

 ７．後輩と共に職場の問題を主体的に改善する 
  ・今までにない発想は会社の財産 

  ・問題のとらえ方と改善への思考法 

  ・職場の生産性を上げるために 

  ・お客様に信頼される職場・仕事のあり方とは 

 ８．キャリアデザイン 
  ・｢できない｣と思い込んでいたセルフイメージを変える 

  ・会社にとっても自分にとってもプラスの未来とは 

  ・自分の生き方は自分で決める 

  ・キャリアデザインの目標をたてる 

 

新入社員のＯＪＴ指導（先輩編） 
～堂々と先輩社員として信頼される指導をするために！～ 

日 時：１月２４日(火)  

場  所：広島国際会議場（広島市中区中島町 1-5） 

会員参加料： 10,800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： 

１．先輩社員が新入社員の指導で直面する問題 
  ・何度教えても、仕事ができない 

  ・教えることに時間を取られ、自分の仕事ができない 

  ・何を指導したら良いのかわからない 

 ・新入社員と相性が合わない 

２．先輩社員が新入社員に与える影響 

  ～先輩社員の働き方が新入社員に伝染する～ 

３．先輩社員としての心構え 
 ・教えてもらいたくない先輩とは 

 ・模範となる働き方とは 

４．新入社員とのコミュニケーションのとり方 
 ・第一印象の大切さ 

 ・信頼を与えるコミュニケーションとは 

５．新入社員に指導する方法 
 ・新入社員に教えることを自分で整理する方法 

 ・基本を教えながら、新入社員の状態をみる  

 ・新入社員の長所を見つける大切さ 

 ・ほめ方と注意の仕方 

 ・新入社員にルールを課す時の注意点 

６．新入社員を育成する時のポイント 
 ・最初から完璧を求めすぎない。失敗から学ぶこともある 

 ・仕事の与え方は、慣れてきたら＋α 

 ・新入社員が抱える問題≠先輩の視点 

 ・指導する時の先輩の心の置き所 

７．上司に新入社員の状況を定期的に報告する 
 ・上司に新入社員の状況を報告することの大切さ 

 ・良くなった点、気になる点の両方を報告する 

８．後輩を育てるには、まず、自分が成長する 
 ・経験なしには納得が難しい 

 ・自分が成長していないと指導の出し惜しみをしてしまう  

 ・健全に成長するための秘策 

 

経営セミナー（第２回） 

日本でいちばん大切にしたい会社になるためには 

日 時：２０１７年１月１９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： ２名様無料 

(３名様以上１名様につき 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： 

１００個の経営指標から厳選して解説 

 ・社員に関する指標 

 ・社外社員に関する指標 

 ・現在顧客と未来顧客に関する指標 

 ・経営者に関する指標 

 ・社員の確保・育成・評価に関する指標 

 ・中長期経営計画・経営理念等に関する指標 

 ・経営全般に関する指標 
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