
 

平成２６年度事業報告（平成２６年４月 ～ 同２７年３月） 

１ 事業報告 

    平成２６年度の日本経済は、政府の経済対策や海外経済の持ち直し、平成２６年４

月の消費税増税を控えた駆け込み需要などにより、緩やかな持ち直しの動きが見られ

た 1年でした。一方、景気の回復に伴い新たな課題が浮かび上がってきました。 

人口減少・少子高齢化のなかで労働力不足が顕在化してきたことです。 

働き手が減少する中で経済成長を実現するためには、何よりも人を中心とした生産

性の向上が不可欠となります。このため、労・使・学（行政）一体となり進めている

生産性運動の重要性を改めて認識して、取り組んでいく必要があると思われます。 

当本部の平成２６年度事業は以下のとおりです。 

講演・セミナー開催事業については、総会時に記念講演として現在県で進めている

新潟ゲートウエイ構想・新潟県の観光戦略等をテーマに花角新潟県副知事を、新春セ

ミナーでは世界遺産に登録された富岡製糸場にみる産業イノベーションを群馬県生

産性本部南雲事務局長を講師として講演会を開催しました。また、地域の活性化にお

けるサービス産業の役割と題して（公財）日本生産性本部と共催で「SPRING シン

ポジウム in 新潟」を開催いたしました。 

人材育成等研修事業については、階層別研修４コースと業務改善やメンタルに関す

る研修４コースの計８コースの公開研修を実施いたしました。また、受託研修では、

新潟県及び企業からの委託を受け研修を実施いたしました。 

企業視察研修会では、エネルギー問題の理解を深めるため東京電力㈱柏崎刈羽原子

力発電所を視察いたしました。 

国際交流事業については、県内企業１社が、（公財）日本生産性本部の「チャレン

ジクルーズ」に参加し、シンガポール、クアラルンプールを訪問しました。 

以上が、平成２６年度の主たる事業の実施状況ですが、運営面では新規会員の加入

により会員数の低下傾向にようやく歯止めがかかり、増加に転じることになりました。 

今後とも会員の皆様のニーズに的確に応えるようにお役にたてる事業を提案して

まいりたいと考えております。また、会員の皆様方におかれましても、当生産性本部

事業への積極的な参加など事業運営に一層ご協力くださるようお願い申し上げます。 

 

２ 会員数の推移                                        

                            (各年度 3 月 31 日現在) 

22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

７２ ６６ ６２ ６０ ６４ 

 

３ 業務運営 

月日 内容 場所 参加人数 

5/ 19 平成２５年度会計監査 新潟県生産性本部事務所  

6/ 5 平成２６年度定時総会（役員会） 新潟グランドホテル ２２名 

 



４ 講演会・セミナー開催事業 

月日 内容 場所 参加人数 

6/ 5 記念講演会 

「新潟ゲートウエイ構想について」 

～新潟県の未来を考える～  

新潟県 副知事  花角 英世 氏 

新潟グランドホテル ９２名 

 

2015 

2/26 

新春セミナー 

「富岡製糸場にみる産業イノベーション」  

～世界を凌駕した日本の技術革新～ 

群馬県生産性本部 事務局長 南雲 正和氏  

クロスパルにいがた ２１名 

  

 

５ 人材育成等研修事業 

(公開研修) 

月日        内   容        場 所 参加人数 

5/14 「若手社員スキルアップセミナー」 

講師：ミワアシスタンス 近藤 美和氏 

クロスパルにいがた １３名 

 

 6/25 

 ～26 

「係長・主任基礎コース」 

講師：㈱GFN 代表取締役 五味 由紀子氏 

クロスパルにいがた １２名 

7/16 

 

「職場メンタルヘルス実践セミナー」 

講師：(公財)日本生産性本部 飯田進一郎氏 

クロスパルにいがた ６名 

6/25 

 ～26 

「管理者基礎コース」 

講師：㈱GFN 代表取締役 五味 由紀子氏 

クロスパルにいがた １０名 

8/27 「５Ｓによる職場改善実践コース」 

講師：ﾊﾞﾘｭｰ･ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ代表 三宮 直人氏 

クロスパルにいがた １０名 

9/25 「管理者上級コース」 

講師：(株)総合教育研究所代表取締役 石橋 正利氏 

クロスパルにいがた ６名 

10/7 「改善セミナ基礎編」 

講師：日本 HR 協会 東澤 文二氏 

新潟テルサ １３名 

11/14  
「仕事に活かせる交渉術習得セミナー」 

講師：(公財)日本生産性本部 栗林 裕也氏 

クロスパルにいがた １２名 

(受託研修) 

・新潟県 「委託訓練就職指導担当者のためのスキルアップセミナー」   

１月～２月(計３回)  講師：(公財)日本生産性本部講師 外１名 

・職場メンタルヘルス研修  ７月～８月（計５回） 

（公財）日本生産性本部 講師：飯田 進一郎氏 外２名 

６ 企業視察研修会 

 構内に入り、防潮堤やフィルター付きベント設備等安全対策の進捗状況を視察 

東京電力㈱柏崎刈羽原子力発電所  ７月１７日 １０名参加 

 

 



７ (公財)日本生産性本部との連携事業 

（会員月例研究会） 年１０回開催 

年月日      テーマ 内 容 

26.4.18 「SPRING シンポジウム 2014」 

蘇る日本経済とサービス産業の行方  

会場：TKP ガーデンシティ御茶ノ水(東京) 

共催：サービス産業生産性協議会 

26.5.27 マネジャーの仕事はなぜ難しくなった

のか？ 

会場：日精ホール(東京) 

講師：東京大学准教授   中原 淳氏 

26.6.26 女性経営者の視点から、女性活躍推進

と組織の生産性向上 

会場：日精ホール(東京) 

講師：NTT コム チェオ代表取締役 小林洋子氏 

26.7.17 ２０２０年を見据えたＡＮＡの事業

戦略 

会場：日精ホール(東京) 

講師：全日本空輸㈱代表取締役社長 篠辺 修氏 

26.9.18 勝ち組企業に共通する経営の仕組み 会場：日精ホール(東京) 

講師：㈱ＭＡＴコンサルティング代表 望月広愛氏 

26.10.30 労働安全衛生法改正にともなう企業に必

要となるメンタルヘルス対策 

会場：日精ホール(東京) 

講師：北里大学 名誉教授 相澤好治氏 

26.11.26 

 

今、ここだけは押さえておきたいビジ

ネスの会計とファイナンス 

会場：日精ホール(東京) 

講師：㈱オントラック代表取締役 石野雄一氏 

26.12.18 訪日外国人数 2,000万人に向けた日本

のインバウンド戦略 

会場：日精ホール(東京) 

講師：㈱ジェイティービー代表取締役会長  田川博己氏 

27.2.27 味の素のグローバル人事戦略と工場見学 会場：見学会 

   味の素㈱・川崎工場 

27.3.17 

 

2020 年に向けた我が国の情報課題と

企業・生活者の取り組み 

会場：日精ホール(東京) 

基調講演・提言報告・パネルディスカッション 

 

（国際交流事業） 

テーマ「リーダーシップの実践」 シンガポール、クアラルンプール 

 7 月 19 日～27 日 JPC チャレンジクルーズ ２名参加 

(軽井沢トップ・マネジメント・セミナー) 

  テーマ「未来を創る経営のリ・デザイン」 

7 月９日～11 日 軽井沢プリンスホテル １名参加  

  (２１世紀全国生産性フォーラム) 

   テーマ「パワーアップＪＡＰＡＮ」～新たな成長のシナリオを描く～ 

11 月 21 日  ガーデンシティ品川 ４名参加 

（ＳＰＲＩＮＧシンポジウム 2014in 新潟） 

   ～地域の活性化におけるサービス産業の役割～      

   12 月 10 日 朱鷺メッセ   ２１４名参加 

 

８ その他 

生産性新聞  毎月 3 回 (毎月５、１５、２５日) 発行      


