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平成２９年度 理事会・通常総会・創立 60周年記念式典の開催 

 
 

 

 ５月 30 日(火)、ホテルグランヴィア広島(広島

市）において、平成 29年度理事会・通常総会、な

らびに創立 60周年記念式典を開催しました。 

 

理事会において平成 28 年度事業報告と平成 29

年度の事業計画等が承認された後、通常総会が開

催されました。 

 通常総会の開会挨拶では、清水希茂会長（中国電

力㈱代表取締役社長執行役員）が、「平成 29 年度

のわが国経済は、経済対策など各種政策の推進等

により、雇用・所得環境が引き続き改善し、経済の

好循環が進展する中で、個人消費や企業部門の生

産・設備投資の増加および公共投資の下支えによ

り、景気の回復が継続することが見込まれる。一方

で、アメリカの政策による国際金融市場の混乱や

保護主義的政策の拡大、中国や欧州などの海外経

済の下振れ等のリスク要因から、先行きが不透明

な状況にある。また、少子高齢化による労働人口の

減少などの社会構造が変化する状況のもと、ＡＩ

等の技術革新の進行による生産性の向上が不可欠

となっている。このような状況にあって、各企業・

組織におかれては、経営環境の変化を機敏に捉え、

常に自らの強みを見極め、経営革新、人材育成を、

ポジティブな思考で推進して頂きたい。」と述べら

れました。 

 その後、規約第 15 条により、清水会長が議長と

なり、第 1号議案「平成 28 年度事業報告および決

算報告」、第２号議案「平成 29 年度事業計画およ

び予算」が承認されました。 

通常総会の終わりには、久光博智副会長（日本労

働組合総連合会広島県連合会会長）から閉会の挨

拶がありました。 

 なお、当本部は昭和３２年に創立し、本年で 60

周年を迎えており、通常総会に続いて創立 60 周年

記念式典を開催しました。来賓として、波留静哉 

中国経済産業局長よりご祝辞を賜りました。 

その後、記念講演として、哲学者・日本アドラー

心理学会顧問 岸見一郎氏をお招きし、「嫌われる

勇気」と題してご講演をいただきました。「人の評

価によって自分の価値が減ることはない。人の評

価ではなく、ありのままの自分を受け入れる勇気

を持つことの大切さ」等について説かれました。岸

見氏の著書「嫌われる勇気」は、2015年・2016年

のビジネス書部門第 1 位のベストセラーであり、

多数の参加者が熱心にご聴講くださいました。（講

演内容の要旨は、次号７月号に掲載いたします。） 

 記念講演後の交流会では、中下善昭 広島県副知

事より創立６０周年のご祝辞を賜り、交流を深め

合い盛会のうちに終了しました。 
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ＨＯＴ情報 

中国生産性本部 平成２９年度 事業展開の概要 

 

＜１．経営品質事業＞ 

経営品質向上プログラムは、規模の大小、製造業・

サービス業・行政など事業分野を超えて活用できる

ものであり、本プログラムの普及促進および実践組

織への支援に向けて、事業を展開していきます。 

①経営品質実践セミナー 

企業・組織変革への動機づけ、経営品質の本質

に対する“気づき”を増進させることに主眼を置

いた「経営品質実践セミナー」を定例開催します。 

②アセスメントコース 

組織で経営革新を進めるプロセスを推進・支援

していく役割を担う「セルフアセッサー」の育成

を目的とした「アセスメントコース」を開催しま

す。 

③実践組織への支援 

経営品質向上プログラムを実践する各組織の実

情やニーズに対応した実践支援についても、引き

続き展開していきます。 

 

＜２．トップセミナー事業＞ 

時代に対応した的確なリーダーシップとトップマ

ネジメントの一助として、会員組織の幹部等を対象

とした会議、セミナー等を実施します。 

 

＜３．人材育成事業＞ 

①階層別能力開発事業 

新入社員の社会人としての心構え、中堅社員や

女性社員のリーダーとしての自己改革、係長・主

任の意識改革、課長のマネジメントと行動力、管

理者の部下育成と成果など、自己成長や役割認識

の醸成につながる研修会を実施します。また、研

修受講後の実践状況のフォロー体制や能力開発の

あり方に関する検討を行い、研修内容の充実を図

ります。 

これに加え、企業・組織からの要請により階層

別研修会を実施します。 

②専門能力開発事業 

組織のリスクマネジメントとしてのメンタルヘ

ルス、課題解決に資するロジカルシンキングなど、

実務者・管理者の専門スキル研修を実施するほか、

新入社員ＯＪＴ指導など目的に応じた研修、およ

び、顧客に感動を与える経営を学ぶ「感動セミナー」

を開催します。 

 

＜４．労組・労使関係事業＞ 

中国労組生産性会議等と連携し、労使共通の課題

に関する講演会の支援、労働組合運動の充実に資す

る労組リーダー研修会等の事業を実施します。 

 

＜５．視察団事業＞  

海外・国内の社会・経済・労働事情を把握して、

今後の労組活動に活かすとともに、労組リーダーの

育成、労組相互のネットワークづくりの一助とする

ことを目的として、昨年の国内視察に続き、本年度

は海外視察を実施します。 

 

＜６．コンサルティング事業＞  

①受託研修・講師派遣 

企業・組織内研修の企画、受託研修および講師

派遣を行います。 

なお、会員企業・組織における管理職、中堅社

員、新入社員に対するセミナー・研修に係る当本

部からの講師派遣にあたっては、会員企業・組織

のニーズに応じたオーダーメード研修を実施しま

す。 

②サービス産業等への生産性向上支援事業 

中国経済産業局および関係する団体等と連携し

て、中国地域におけるサービス産業をはじめとす

る中小企業等の生産性向上への取り組みを支援し

ます。 

また、本年度は、サービス産業の生産性向上や

イノベーション促進の一環として、サービス産業

生産性協議会、日本生産性本部と共同で、「ＳＰＲ

ＩＮＧシンポジウム２０１７」を開催します。 

 

＜７．組織・広報事業等（会員サービス事業）＞ 

◆生産性新聞、会報「あすへ」、ホームページ等に

より会員に情報提供を行います。 

◆会員サービス講演会「経営セミナー」を年２回開

催します。 

◆各種セミナー等あらゆる機会を通じて生産性運

動への理解を深めていただくことにより会員の

拡大を図ります。 
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５月２３日（火）、平成２９年度（第１８期）の中

国経営品質協議会・運営委員会が開催され、平成２

８年度の活動報告ならびに平成２９年度の活動計画

について討議、了承されました。 
 
運営委員会では、今年度の活動方針案などについ

ての意見が交わされました。 

委員の方からは、「経営品質の活動は、トップダウ

ンの方がスムースに取り込まれる。経営企画部門に

はもってこいの活動である。アセスメントは難しい

が、アセスメント研修内の『自社プロフィール』作成

だけでも役に立つ活動である。」、「１０年以上続い

ている活動であるから、継続して取り込まれたい。」

などの発言がありました。 

概要は以下のとおりです。 
 

平成２８年度 活動結果 

◆経営品質向上活動の一層の普及啓発に向け、経営

品質の本質に対する“気づき”に主眼をおいた経

営品質実践セミナーを実施。 

◆組織内の経営革新を進めるセルフアセッサーの養

成を目的とする人材育成プログラムを実施。 

◆経営品質に係る各組織の実情に即した支援を実施。  

平成２９年度 活動計画 

  経営品質向上プログラムは、規模の大小、製造業・

サービス業・行政などの事業分野を超えて活用でき

るものであり、本プログラムの普及促進および実践

組織への支援に向けて事業を展開。 

◆経営品質実践セミナー 

今年度は「経営品質の本質と確実な高め方」をテ

ーマに「経営品質実践セミナー」を定例開催。（第

１例会は８月 30日からスタートし、全５回を計画） 

◆経営品質向上活動に向けた人材育成 

「セルフアセッサー」の人材育成を目的とした講

座「アセスメントコース」は、基礎編、体験編、実

践編の３回コースを各２日間にわたり開催。 

 ◆経営品質向上プログラムを実践する各組織の実

情やニーズに対応した支援を継続して実施。 

 

今後は、この案をもって６月に開催される幹事会

に付議し、審議されることとなります。 
 

事業環境や市場の変化に即応しながら、顧客

の視点に立った競争力溢れる強靱な経営の仕組

みづくりを支援するため、中国経営品質協議会

では第１８期の活動をスタートします。皆様の

ご参加をお待ち申し上げます。 

◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇  

 

西日本地域の５つの生産性本部（中部・関西・四国・

九州・中国）主催による「西日本生産性会議」が、今

年度も以下の要領で開催されます。 

 

第４５回を迎える今回は、「生産性革新に挑む労使

の知恵と実践力」を統一テーマに、８月３日～４日の

２日間、高松市にて開催します。 

「生産性向上を実現する働き方改革」「経営革新に

挑むトップの思いと実践」などをセッションテーマに

取り上げ討議します。 

皆様の多くのご参加をお待ち申し上げます。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 と き  2017年８月３日（木）13:30～18:10 

～４日（金） 9:30～16:00 

 ところ  ＪＲホテルクレメント高松 

              ３階「飛天」 

〔香川県高松市浜ノ町 1-1 TEL：087-811-1111〕 

 

 

【第１日目】８月３日（木） 

基調講演 
「日本企業のイノベーションへの課題」 
早稲田大学大学院 
 早稲田大学ビジネススクール 准教授 

 
入山 章栄 氏 

基調討議 

「生産性革新に挑む労使の知恵と実践力」 

＜ﾊﾟﾈﾘｽﾄ＞  
帝人㈱ 取締役会長 
日本労働組合総連合会  事務局長 

㈱日本総合研究所  
調査部長/チーフエコノミスト  

 
大八木成男 氏 
逢見 直人 氏 

山田   久 氏 

＜ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ＞      
早稲田大学大学院 
 早稲田大学ビジネススクール 准教授 入山 章栄 氏 

カクテル・パーティー 

【第２日目】８月４日（金） 

第１討議 

「生産性向上を実現する働き方改革」 

＜ﾊﾟﾈﾘｽﾄ＞  
積水ハウス㈱ 
常務理事経営企画部ダイバーシティ推進室長 伊藤みどり 氏 

グーグル合同会社 
チーフ＆ブランドマーケティング統括部長   

情報産業労働組合連合会 政策局部長 

＜ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ＞     

日本女子大学 人間社会学部教授 

平山 景子 氏 

宮原 千枝 氏 
 
 
大沢真知子 氏 

第２討議 

「経営革新に挑むトップの思いと実践」 

＜ﾊﾟﾈﾘｽﾄ＞ 

㈱エアウィーヴ 代表取締役会長 
島根電工㈱ 代表取締役社長 

㈱明屋書店 代表取締役社長  

＜ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ＞  

ウィルトン・アクトン㈱ 代表取締役 

 

高岡 本州 氏 
荒木 恭司 氏 

小島 俊一 氏 

 

ルディー和子 氏 

特別講演 
「夢、挑戦、そして人とのつながり」   

海洋冒険家 白石康次郎 氏 

第４５回 西日本生産性会議（高松開催）     

開催のお知らせ  

平成２９年度  

中国経営品質協議会 運営委員会を開催 

 

プログラム 



４ 

 
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２３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： 

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 
  ・あなたの中の私 
  ・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 

 

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：６月２１日(水)１０：００～１７：００ 

場  所：広島国際会議場（広島市中区中島町 1-5） 

会員参加料： 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 

・時間管理が残業を減らす 

５．上司と健全な信頼関係を自ら構築する 

・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ﾌﾟﾗｽの未来とは 

・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 

 

メンタルヘルスマネジメントセミナー 

～職場のメンタルヘルス対策（管理者編）～ 

日 時：８月９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：Ｙ'sオーダー 代表取締役 藤野 祐美氏 

内 容： 

１．横這いのメンタルヘルス問題の現状：今、職場で起

こっていること 

２．知らないでは済まされない！ｽﾄﾚｽと病の基礎知識 

３．メンタルヘルス対策は「早期発見」が重要！ 

  ～心の不調に気づくためのチェックポイント～ 

４．心の不調を起こした部下への正しい対応 

５．職場復帰のための具体的な方法 

６．「予防」のために上司、職場がすべきこと 

 

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７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：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生かす 

３．管理者の真の役割と職責とは？ 

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「𠮟り方」 

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 

 

 
 

〈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/ 


