
 

平成２８年度事業報告（平成２８年４月 ～ 同２９年３月） 

 

１ 事業報告 

   平成２８年度は、当初計画の事業に加え、（公財）日本生産性本部の主催事業につき

ましても、同生産性本部との連携を図り、円滑な執行に努めてまいりました。 

具体的事業執行状況は以下のとおりです。 

講演・セミナー開催事業については、人口減少問題への切り札として注目されてい

るインバウンド観光に対して、この新潟でどう取り組むのか、なにができるのか考え

るための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５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、

新潟県及び企業等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、コンプレッサーで国内シェアトップの北越工業を訪問し、先

進的取組みを学びました。また、新潟長期ビジョン研究会では、「新潟の人口問題」

をテーマに有識者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、東南アジアを訪問しました。 

以上が、平成２８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

向に歯止めがかかり、３年連続微増となっております。 

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）                                

24 年度                            25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 

６２ ６０ ６４ ６６ ６７ 

 

３ 業務運営 

月日 内容 場所 参加人数 

5/ 10 平成２７年度会計監査 新潟県生産性本部事務所  

6/ ２ 平成２８年度定時総会（役員会） 新潟グランドホテル ２８名 

 

４ 講演会・セミナー開催事業 

月日 内容 場所 参加人数 

6/ 2 記念講演会 

「日本の観光の現状と仮題」 

   ～これからの新潟の観光について考える～ 

新潟県 副知事  寺田 吉道 氏 

新潟グランドホテル ７１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 

 5/20 

  

「若手社員パワーアップセミナー」 

講師：ミワ アシスタンス  近藤 美和氏 

白山ビル会議室 １６名 

 6/15 

 ～16 

「係長・主任基礎コース」 

講師：㈱GFN 代表取締役 五味 由紀子氏 

白山ビル会議室 １３名 

7/14 

 

「職場メンタルヘルス実践セミナー」 

講師：(公財)日本生産性本部ワークライフ部 課長 中野 博之氏 

白山ビル会議室 ６名 

7/20 

～21 

「管理者基礎コース」 

講師：㈱GFN 代表取締役 五味 由紀子氏 

白山ビル会議室 ５名 

8/25 「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 

白山ビル会議室 ９名 

9/26 

 

「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 １０名 

10/13 

 

「１日でわかる決算書の読み方・活かし方」 

講師：㈱パートナーズプロジェクト  江部 誠一氏 

白山ビル会議室 １０名 

11/11  
「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 ５名 

(受託研修) 

・新潟県職業訓練指導員研修  ７月 新潟テクノスクールで開催 

・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   

２月～３月(計３回)  三条、上越、新潟の各テクノスクールで開催 

・企業研修 「メンタルヘルス研修」  ７月～８月（計２回）  

 ・組合研修 「キャリアデザイン講座」 ７月 長岡市で開催    

 

６ 企業視察研修会 

ＡＩＲＭＡＮで有名な北越工業㈱を訪問し、多品種少量の製品を１つの生産ラインで 

混流生産する独自の生産方式などを視察 

北越工業㈱  ９月１４日 ２８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、次の世代に残すべき新潟の姿について研究 

 テーマ：「新潟の人口問題を考える」 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 

 5/13 (一社)新潟経済社会リサーチセンター 

調査部長 吉田 茂治氏 

白山ビル会議室  ２０名 

9/2 新潟大学経済学部  

部長   永井 雅人氏 

白山ビル会議室  ２０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 

28.4.26 オレがやる！「負けないリーダー」の 

つくり方 

会場：アイビーホール（東京） 

講師：㈱スコラ  長野 恭彦氏 

 

28.5.26 

 

１円当たりの顧客満足日本一を目指して

～顧客満足と効率を両立させる経営～ 

会場：日精ホール(東京) 

講師：㈱スパーホテル常務 山本 建策氏 

 

28.6.28 女性活躍推進で、組織変革を 会場：日精ホール(東京) 

講師：カゴメ㈱執行役員 有沢 正人氏 

１名 

28.7.26 東京マラソンの仕掛け人が語る 

「世界メジャー大会に向けたマーケティング戦略」 

会場：アイビーホール（東京） 

講師：東京マラソン財団 星野 忠昭氏 

 

28.9.14 キッザニアに学ぶブルーオーシャン戦略 

～競合との狭間で新しいマーケットを生み出す～ 

会場：日精ホール(東京) 

講師：KCJ GUROUP㈱  関口 陽介氏 

 

 

28.10.19 同一労働同一賃金時代の「働き方と処遇」

を考える 

会場：日精ホール(東京) 

講師：青山人事コンサルティング㈱佐藤 純氏 

２名  

28.11.14 消費者起点で考えるブランド戦略 

～強いブランドを構築するための基本指針～ 

会場：日精ホール(東京) 

講師：中央大学大学院教授松下 光司氏 

 

28.12.21 「2017 年 日本経済の展望」 会場：日精ホール(東京) 

講師：みずほ証券㈱上野 泰也氏 

 

29.2.15 

  16 

車両のメイテナンスシステムと安全性向上のための改善活動 

「JR 東日本 大宮総合車両センター」見学会 

会場：埼玉県さいたま市 

   大宮総合車両センター 

 

29.3.16 

 

人工知能、ロボット、IOT は社会、経済や企業に何をもたらすのか？ 

～３０年後の未来社会の行方を大いに語る～ 

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 

 

 

（生産性の船） テーマ「行動変革への挑戦」 

 7 月 16 日～24 日 シンガポール、ホーチミン １名参加 

11 月 9 日～15 日  シンガポール １名参加 

 

  (２１世紀全国生産性フォーラム)   テーマ「生産性革新で拓く日本の未来」 

～６０年を振り返る新たな生産性運動を考える～ 

11 月 9 日  秋葉原コンベンションホール １名参加 

 

9 その他 

生産性新聞  毎月 3 回 (毎月５、１５、２５日) 発行      


