
 

平成２７年度事業報告（平成２７年４月 ～ 同２８年３月） 

 

１ 事業報告 

   平成２７年度の日本経済は、政府の経済財政対策の推進等により、雇用・所得環境

が改善し、また、原油価格の低下等により交易条件が改善する等緩やかな回復基調が

見られた 1年でした。 

当本部の事業も全体的には、このような景気回復に支えられて比較的順調に推移し

たところであります。平成２７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、少子・高齢化社会の進展を背景に女子力の活

用をテーマとした講演会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３コースと業務改善やメンタルに関す

る研修６コースの計９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、石油ファンヒーターで業界トップを走るダイニチ工業を訪問

し、品質管理や安全確保の取り組み状況等を視察いたしました。 

新潟長期ビジョン研究会では、急激に進む人口社会の中、2030 年を念頭に、次の

世代に残すべき新潟の姿について議論を深め、その実現を働きかけることを目標に昨

年６月に設置いたしました。「新潟の人口問題」をテーマに行政・マスコミ関係者等

をお招きして意見交換を行い、研究を深めたところです。 

国際交流事業については、県内企業２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、ベトナムを訪問しました。 

以上が、平成２７年度の主たる事業の実施状況ですが、運営面では会員数の低下傾

向にようやく歯止めがかかり、２年連続増加となっております。 

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立てる事業を提案して

まいりたいと考えております。 

 

 

 

２ 会員数の推移                                        

                            (各年度 3 月 31 日現在) 

23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

６６ ６２ ６０ ６４ ６６ 

 

３ 業務運営 

月日 内容 場所 参加人数 

5/ 19 平成２６年度会計監査 新潟県生産性本部事務所  

6/ 11 平成２７年度定時総会（役員会） 新潟グランドホテル ２０名 

 

 



４ 講演会・セミナー開催事業 

月日 内容 場所 参加人数 

6/ 11 記念講演会 

「CS(顧客満足)は女子力で決まる!」 

法政大学大学院 教授 小川 孔輔 氏 

新潟グランドホテル ７５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 

 6/17 

 ～18 

「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 １３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 １１名 

7/22 

～23 

「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 ９名 

8/26 「職場の凡ミス防止―ヒューマンエラー対策」 

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 １５名 

9/10 「管理者応用コース」 

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 ７名 

9/28 

 

「プレゼンテーション基礎コース」 

講師：立教大学講師 長田 太郎氏 

白山ビル会議室 ８名 

10/８ 「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 １５名 

10/15 

 

「経営・人事の今日的な課題と人事制度の改訂ポイント」 

講師：(公財)日本生産性本部 元井 弘氏 

クロスパルにいがた ５名 

11/13  
「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 

白山ビル会議室 １４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」   

３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 

 ・企業研修 「キャリアデザイン研修」 講師：ミワ アシスタンス 近藤 美和氏 

       「女性活躍応援セミナー」 講師：ミワ アシスタンス 近藤 美和氏 

 

６ 企業視察研修会 

  ダイニチ独自の生産方式で高い品質と安全の確保につなげ生産性向上を高めてい 

る工場などを視察 

ダイニチ工業㈱  ６月２４日 ２０名参加 

 



7 新潟長期ビジョン研究会 

当本部の労使学の特色を活かして、次の世代に残すべき新潟の姿について研究する。 

  テーマ：「人口問題を考える」  座長：新潟大学 経済学部長 永井雅人氏 

月日 講師 会場 参加人数 

 9/8 新潟県知事政策局 

総括政策監    笠鳥 公一氏 

白山ビル会議室  ２５名 

11/26 新潟日報社 取締役 

特任論説編集委員 鈴木 聖二氏 

白山ビル会議室  ２２名 

 

8 (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 参加人数 

27.4.21 「SPRING シンポジウム 2015」 

ビジネスモデルの変化と新市場創造  

会場：東京 御茶ノ水 

共催：サービス産業生産性協議会 

 

27.5.19 企業におけるマイナンバー対応のポイ

ント 

会場：日精ホール(東京) 

講師：弁護士   影島広泰氏 

 

27.6.29 労働安全衛生法改正によるストレス

チェック義務化対応のポイント 

会場：日精ホール(東京) 

講師：精神科医渡辺洋一郎氏 

 

27.7.22 ダイバーシティ経営における女性活

躍 

会場：日精ホール(東京) 

講師：SAP ジャパン㈱常務アキレス美知子氏 

 

27.9.17 「創造力・技術力ナンバーワンを目指す経営」 

～人づくりを基点に徳島から世界へものづくりの極みを発信～ 

会場：日精ホール(東京) 

講師：西精工㈱代表取締役西泰宏氏 

１名 

 

27.10.20 優れた企業の“仕組み”に学ぶ 

「無印良品は、仕組みが９割」 

会場：日精ホール(東京) 

講師：㈱良品計画名誉顧問松井忠三氏 

 

27.11.16 

 

日本に、採用と育成に、イノベーションを！ 

「“採用学”の視点から探る、企業における採用の方向性」 

会場：日精ホール(東京) 

講師：横浜国立大学院准教授服部泰宏氏 

 

27.12.18 「2016 年 日本経済の展望」 会場：日精ホール(東京) 

講師：㈱大和総研チーフエコノミスト熊谷亮丸氏 

 

28.2.23 

  24 

ヤマトグループ物流ターミナル『羽田ク

ロノゲート』見学会 

会場：見学会 

   羽田クロノゲート 

２名 

28.3.15 

 

「情報化シンポジウム・イン・東京」

IoT 時代の情報セキュリティリスクと企業経営 

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「行動変革への挑戦」 シンガポール、ベトナム 

 7 月 11 日～19 日 JPC 生産性の船 ２名参加 

  (２１世紀全国生産性フォーラム) 

   テーマ「21 世紀型社会への転換」～世代・地域を超えた働きがいある社会への創造～ 

11 月 4 日  秋葉原コンベンションホール ２名参加 

9 その他 

生産性新聞  毎月 3 回 (毎月５、１５、２５日) 発行      


