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平成３０年度 理事会・通常総会開催 
 
 

５月２９日(火)、リーガロイヤルホテル広島(広島

市）において、平成 30年度理事会・通常総会を開催

しました。理事会および通常総会では、平成 29年度

事業報告、平成 30年度事業計画等について審議され、

原案どおり承認されました。 

 

理事会・通常総会における議案のうち、平成 30年

度の事業計画に係る内容は以下のとおりです（次頁に

は個別事業の内容を記載しています）。 
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方針１．経営革新活動の推進 

◆変革を目指す組織（企業・団体）に対し、
「顧客本位」「独自能力」「社員重視」「社会
との調和」の４つの基本理念を基軸とする
「経営品質向上プログラム」の普及推進を
図るなど、活力あふれる地域社会の構築を
目指し、製造業はもちろんサービス・流通産
業まで含めた組織に対して、経営革新活動
の提言・支援を行ないます。 

方針２．人材育成の推進 

◆「企業は人なり」といわれるとおり、人材は、企
業・組織にとって持続的発展の基盤です。そ
うした人材の育成について、主たる目標を生
産性向上の原動力である「知力（知識生産
性＝付加価値の創造等）」の向上に置き、付
加価値創造力に繋がる知識力・人間力を高
める事業を重点的に提供していきます。 

方針３．労働組合の新しいあり方への支援 

◆公正・安心・安全が保障されワーク・ライフ・バ
ランスを考えた真に豊かさを実感できる社会の
実現のため、また社会の一員として、働きが
い・やりがいなど人間性に重点をおいた労働
組合活動の新しいあり方について議論を深
め、必要な事業と支援を実施していきます。 

 

平成 30 年度の我が国経済は、海外経済の回復が

続く下、経済対策などの各種政策の推進等により、

雇用・所得環境の改善が続き、経済の好循環が更に

進展する中で、民需を中心とした景気回復が見込ま

れますが、一方で、海外経済の不確実性や金融資本

市場の影響等が先行きのリスクとして存在します。

また、経済の成長軌道を確かなものとし、持続的な

経済成長を成し遂げるためには、少子高齢化による

労働人口の減少などの社会構造の変化に対して、人

口知能、ロボット、ＩｏＴ等の情報通信技術を活用

したイノベーションを実現し、生産性を劇的に向上

させていく取り組みが不可欠であるといえます。 

このような状況にあって、各企業・組織は、経営

環境の変化を機敏に捉え、自らの「強み」を見極め、

顧客本位に立った商品・サービスを提供することに

より経営革新を行うとともに、企業経営の基盤であ

る人材の育成を推進していかなくてはなりません。

加えて、大きく変化する経済環境に対応していくた

めには、労使の協力と協議は欠かせません。 

当本部では、真に豊かな中国地域の実現に資する

ために、本年度も、経営・労働・学識の三者の英知

を結集しながら、中国生産性本部ビジョンにある３

つの方針を柱に各種事業を展開していきます。 
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ＨＯＴ情報 

中国生産性本部 平成３０年度 事業展開の概要 

 

 

平成３０年度 個別事業の展開  

 

＜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 

課題解決に資するロジカルシンキング、新事業の 

 

 

 

 

創出や組織のリスクマネジメントとしてのメンタルヘ

ルスなど、実務者・管理者の専門スキル研修のほか、新

入社員ＯＪＴ指導など目的に応じた研修を開催します。 

これに加え、通信講座（公的資格「ビジネスキャリア

検定」認定講座）の提供により、自己啓発の取り組みを

支援します。 

 

＜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＞  

国内・海外の社会・経済・労働事情を調査して、今後

の労組活動に活かせる知見を得るとともに、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、昨年の海外視察に続き、本年度

は国内視察を実施します。 

 

＜６．コンサルティング事業＞  

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。 

 

＜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２９日の通常総会において行われた、清水希

茂会長（中国電力㈱代表取締役社長執行役員）によ

る開会挨拶の概要をご紹介します。 

 

■平成 30年度のわが国経済は、海外経済の回復が続

く下、経済対策などの各種政策の推進等により、雇

用・所得環境の改善が続き、経済の好循環が更に進

展する中で、民需を中心とした景気回復が見込まれ

ますが、一方で、海外経済の不確実性や金融資本市

場の影響等が先行きのリスクとして存在します。 

 また、経済の成長軌道を確かなものとし、持続的

な成長を成し遂げていくためには、少子高齢化によ

る労働人口の減少などの社会構造の変化に対して、

人工知能、ロボット、ＩｏＴ等の情報通信技術を活

用したイノベーションを実現し、生産性を劇的に向

上させていく取り組みが不可欠であるといえます。 

■このような状況にあって、各企業・組織におかれ

ましては、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存じます。 

■29年度事業につきましては、おかげさまでおおむ

ね計画通り推移いたしました。 

 

 会員の異動につきましては、新規加入４会員、退

会が２会員あり、２８年度末から２会員増の３１５

会員となりました。 

■30年度事業につきましては、引き続き、真に豊か

な中国地域の実現に資するために、経営・労働・学識

の三者の英知を結集しながら、中国生産性本部ビジ

ョンに沿った各種事業を展開してまいりたいと考え

ております。 

■本総会後の講演では、わが国のキャリアカウンセ

リング分野の第一人者で、臨床心理士の宮城まり子

氏をお招きしております。今日、経済のグローバル

化やＩＴ関連の技術革新が社会環境を大きく変化さ

せつつある中、働く人のキャリア形成の重要性が増

しています。キャリアカウンセリングのカリスマ的

存在である、宮城さんの講演を、是非、ご聴講いただ

ければと思います。 

■最後になりましたが、中国地方で生産性運動を開

始して以来、活動を継続してこられたのは、ここに

お集まりの会員の皆さま、お一人お一人によるもの

であり、皆さま方のお力なしに、将来にわたる活動

の維持・発展はありません。引き続き、ご支援とご協

力を賜りますことをお願いし、開会のご挨拶といた

します。 

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

 

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４６回を迎える今回は、これからの「新しい日

本の創造」に向けて労使が取り組むべき課題につい

て議論すべく「今こそ『生産性』！新しい日本の創

造へ～労使の知と力を結集しよう～」を統一テーマ

として、７月 26・27日の２日間、神戸市にて開催

します。 

多くの皆様のご参加をお待ち申し上げます。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 と き  2018 年７月 26日（木）13:30～19:00 

～27日（金） 9:30～16:10 

 ところ  神戸ポートピアホテル 

南館１階「大輪田の間」 

       〔神戸市中央区港島中町 6-10-1〕 

 

 

 

 

主要プログラム  

【第１日目】７月 26日（木） 

基調講演 
「新たな価値を創造し続ける仕組み“和ノベーション”」 

㈱ローランド･ベルガー代表取締役社長 長島  聡 氏 

基調討議 

「今こそ『生産性』！新しい日本の創造へ」 

＜ﾊﾟﾈﾘｽﾄ＞  

川崎重工業㈱ 取締役会長 

日本労働組合総連合会 会長 

 

村山  滋 氏 

神津 里季生 氏 

 

＜ﾊﾟﾈﾘｽﾄ兼ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ＞      

慶應義塾大学 特任教授  樋口 美雄 氏 

カクテル・パーティー 

【第２日目】７月 27日（金） 

第１討議 

「働き方改革による個人と組織の生産性向上」 

＜ﾊﾟﾈﾘｽﾄ＞  
カルビー㈱人事総務本部人事総務部部長  福田  仁 氏 
サイボウズ㈱執行役員事業支援本部長 

村田製作所労働組合 中央執行委員長 

(村田製作所関連労働組合連合会会長) 

＜ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ＞     

法政大学 経営大学院 

イノベーション・マネジメント研究科教授 

中根 弓佳 氏 
 
白木 宏司 氏 

 

 

藤村 博之 氏 

第２討議 

「元気企業の独自経営」 

＜ﾊﾟﾈﾘｽﾄ＞ 

㈱川六 代表取締役社長 

㈱ハッピー 代表取締役 

本多機工㈱ 代表取締役社長 

＜ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ＞  

シンクタンク・ソフィアバンク 代表 

 

宝田 圭一 氏 

橋本 英夫 氏 

龍造寺 健介 氏 

 

藤沢 久美 氏 

特別講演 
「ラグビーはすべての仲間を受け入れる」   

関西ラグビーフットボール協会 会長 坂田 好弘 氏 

 

通常総会 会長開会挨拶 

第４６回 西日本生産性会議（神戸開催）     

開催のお知らせ  
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係長・主任セミナー   

～強い組織をつくる係長・主任の意識改革～ 
日 時：７月１０日(火)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．自分の長所を知ることで、あなたは変わる 
３．係長・主任の本当の役割とは？ 
４．部下の「やる気」をひきだす動機づけの秘訣 
５．職場の人間関係をよくする心理テクニック 
６．仕事のできる部下を育てるための指導法！ 
７．自己革新できるリーダーが組織を変える 
 

課長セミナー 
～成果が出る組織をつくる課長の行動変革～ 

日 時：７月１２日(木) 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： 21,600円 

講 師：株式会社ヒューマンブレインアソシエイツ 

            代表取締役 大嶽 博一氏 

内 容： 

１．管理者として求められる役割と真の仕事 

２．目標を達成する安心感が人を動かす 

３．部下が成長するコミュニケーションと育成 

４．変革が成功するマネジメントとは 

 

ロジカルシンキングセミナー 
～企画立案・問題解決・プレゼン・交渉の重要な基礎～ 

日 時：７月２３日(月) 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：有限会社サンクスマインドコンサルティング 

            代表取締役 伊藤 弘一氏 

内 容： 

１．自分の「実力」を高めるためには？ 

２．納得できる主張や説明とは 

３．適切な答えを導き出すための必要十分条件 

４．ロジカルシンキングの基本的な考え方 

５．ロジカルシンキングの全体構造 

６．論理思考を実務へ落とし込む 

７．ロジカルシンキングの基礎知識と練習問題 

８．ロジカルシンキングの応用とケーススタディ 

９．ロジカルシンキングのはまりがちな落とし穴 

10．まとめ 

 

経営品質実践セミナー（第１回） 
経営の教科書～成功するリーダーの考え方と行動～ 

日 時：８月２７日(月) 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：株式会社小宮コンサルタンツ 

         代表取締役会長 CEO 小宮 一慶氏 

内 容： 

１．経営とは、｢企業の方向づけ｣｢資源の最適配分｣｢人を

動かす｣をすること 

２．リーダーに最も必要な「正しい信念」からの勇気と

エネルギー 

３．会社の方向性と社員のやる気を導くミッション、ビ

ジョン、理念は会社の根本 

４．経営と管理は違う。成果をだすための戦略立案とは 

５．マーケティングとはお客様第一を実践すること 

         ～お客様の動向を見極める～ 

６．働く人を活かすためにやるべきこと 

      ～働く喜びを感じられる組織づくり～ 

 

新事業創造セミナー（管理者編）   

～事業を創出する視点と発想を自社の展開に活かす～ 
日 時：８月２８日(火)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    服部 英彦氏 

内 容： 

１．オリエンテーション 

２．激変する市場環境で自ら競争ルールを創りだす柔軟

性と戦略性とは 

３．人を束ね事業を成功させる組織構築力とは 

４．演習「メガソーラー開発競争」と事例研究 

５．組織が生きるも死ぬも経営の出す方向性で決まる 

６．組織を束ねる重力と法則とは 

７．創造的アプローチを生む７つの視点 

８．市場創造～事業創出はこう創る！～ 

９．三新活動モデル 

10．事例研究「事業創造 組織変革の視点」 

11．時代と景気を超えて成長する企業と経営の発想力と

行動力とは 

12．自社自部門への展開 

 

 
〈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/ 


