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埼玉県
生産性本部
について

埼玉県生産性本部は 1960 年４月に発足いたしました。
戦後続いた激しい労使対立の時代をしだいに脱却し、年功的賃金と長期
雇用の慣行が労働組合を組織化できる大企業を中心に定着していく時代で
ありました。
企業経営に従業員の参加を求めながら生産性を向上させていくことを理念
として、その手段として人材育成を祖業として活動を積み重ねてまいりました。
また日本生産性本部によって海外視察団が組織化され米国等の最新の経
営管理システムを取り込みつつ「日本的経営」に基づく今日の経済構造の
確立に微力を尽くした歴史も有しております。
そして２１世紀。生産年齢人口が毎年確実に減少していく時代に直面し国
際比較にみる日本の競争力、国民一人当たりの豊かさは向上しておりません。
これまでの価値観や前提条件が通用しなくなるのか、通用しないとすると
どうすればよいのかが模索される画期。これが私たちの直面している時代
環境ではないでしょうか。
大企業のみならず、中小企業、小規模事業者含めて日本全体が従業員 1 人
あたりの付加価値を向上させ、その成果を適正に配分し未来への投資を生み
続ける経営、事業運営の実現に微力でも寄与することが私たちのこれからの
活動目標です。
人口減少時代に克てる企業経営、事業運営にむけたイノベーションの実現、
消費者でもある従業員の購買力が伴う社会構造のあり方をめぐる「合意形成
と情報発信の場」であり続けること、およそ組織は「人間が動かしている」、
働きがいと成長意欲を削がれない現場の活力を実現、維持向上させる研修、
コンサルティング事業等で埼玉県産業界、労働界への貢献を目指してまいり
ます。

歴史とこれから

埼玉県生産性本部
会長　栗田 美和子
株式会社クリタエイムデリカ

代表取締役
（2020年 6月 17日就任）

URL https://www.npr.co.jp/
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名誉会長 菊池　　勇 ポーライト株式会社　代表取締役最高顧問
名誉会長 山田　吉隆 川口化学工業株式会社　代表取締役社長

会　長 栗田 美和子 株式会社クリタエイムデリカ　代表取締役
副会長 廣澤　健一 一般社団法人埼玉県経営者協会　専務理事
副会長 西村　芳夫 埼玉縣信用金庫　専務理事
副会長 石川　文彦 東京電力パワーグリッド株式会社　埼玉総支社長
副会長 平尾　幹雄 日本労働組合総連合会 埼玉県連合会　事務局長
副会長 髙井　哲郎 ＵＡゼンセン埼玉県支部　支部長
副会長 鈴木　政則 ＵＤトラックス労働組合　書記長
理　事 二宮　　誠 曙ブレーキ工業労働組合　書記次長
理　事 草野　三郎 伊藤製パン労働組合　執行委員長代行
理　事 萱野　高志 川口化学工業株式会社　常務取締役
理　事 長沢　英俊 関東化学・印刷・一般労働組合 川口化学支部　執行委員長
理　事 関根　正道 埼玉県勤労者生活協同組合　理事長
理　事 寺沢　俊哉 埼玉県経営品質協議会  判定委員／テラメディア株式会社  代表取締役
理　事 牧　　邦夫 埼玉交通運輸労働組合　執行委員長
理　事 髙梨　　肇 株式会社埼玉新聞社　クロスメディア局参与 営業管理幹
理　事 中野　真治 株式会社埼玉りそな銀行　代表取締役 専務執行役員
理　事 飯塚　　豊 サイボー株式会社　常務取締役
理　事 小嶋　正弘 ＪＡＭ埼玉　事務局長
理　事 堀口　健治 新電元工業株式会社 飯能工場　取締役 常務執行役員
理　事 遠藤　圭介 株式会社テレビ埼玉　取締役 営業局長
理　事 金谷　慶國 東京電力労働組合埼玉地区本部　執行委員長
理　事 鈴木　　誠  株式会社中川機器製作所　代表取締役社長
理　事 小山　和也 株式会社武蔵野銀行　専務取締役
理　事 伊藤　健治 日本ピストンリング株式会社　総務部長　秘書室長
理　事 濵田　　浩 日本ピストンリング労働組合　執行委員長
理　事 萩原 富士久 武州瓦斯株式会社　取締役社長室長
理　事 菊池　洋文 ポーライト株式会社　取締役副社長
理　事 神田　　良 明治学院大学経済学部　教授
監　事 村川　　望 日本郵政グループ労働組合関東地方本部　書記次長
監　事 小倉　　誠 株式会社モリタ東京製作所　取締役　経営企画本部長

埼玉県経営者協会、連合埼玉、埼玉県経営品質協議会の各組織の会員ならびに加入組織は
埼玉県生産性本部主催の有料事業に「埼玉県生産性本部賛助会員料金」で参加いただけます。

埼玉県生産性本部の会員としてご入会をいただけますと公益財団法人日本生産性本部主催の
有料事業に「（公財）日本生産性本部賛助会員料金」で参加いただけます。

埼玉県生産性本部  役員
〔敬称略／組織名50音順、2021年１月末現在〕
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埼玉県生産性本部の
『活動』と『事業の考え方』

02

人口減少時代（人手不足の長期化）は労働生産性が低いと「つらい時代」
　収益力がなく総労働時間が長ければ「給与はあがらない」「仕事がきつい」と云う悪循環となり、
この状態を解消ができない「労働生産性の低い企業」は事業の継続が難しくなりかねません。

生産性向上を実現できている企業とは
　しっかりと収益（付加価値）をあげて、その上昇分を賃金と将来への投資にまわす好循環をつく
ることができる企業が「生産性が高い」と評価されます。そのためには経営者と働き手が知恵を
出し合える企業、組織風土を培わなくてはなりません。

埼玉県生産性本部という「場」の独自性
　企業の経営側と労働組合側が様々な専門家を交えて、生産性が高いとされる好循環を目指して
意見交換ができる、優れた事例を学びあうことができる、議論ができる「場」であることを目指し
続けていることに独自性を有しています。 ※生産性機関は全国１５カ所で活動しています。

埼玉県生産性本部の取り組み

情報発信
１）無料シンポジウム（公開型）
２）埼玉県生産性本部の会員のみが参加可能な無料月例会（東京都内）
３）内閣総理大臣表彰「日本サービス大賞」画期的なサービスイノベーションを募る

競争力×稼ぐ力＝顧客満足と従業員満足の両立そして働きがいへ
１）社会に必要とされ顧客満足と従業員満足が両立する「組織の仕組」をつくりこむサポート。
　　さらにサービスの観点からの現場変革のサポートをさせていただきます。
　　埼玉県経営品質協議会　（公財）日本生産性本部サービス産業生産性協議会と連携しています。
２）ビジネススクール「（公財）日本生産性本部 経営アカデミー」
　　埼玉県生産性本部の会員になっていただけると（公財）日本生産性本部の賛助会員料金で参加
　できます。

３）100 年以上続く老舗企業を訪問し交流する「持続的競争力研究会」を毎年実施しております。
　　2021年度は山形県内の老舗企業を訪問予定です（協力 : 山形銀行）

30 年続く大ベテラン講師から学ぶリーダーシップ研修

組織は人間が動かしている（マネジメント、リーダーシップ、コミュニケーション）
１）労働組合の立場で活用ができる研修企画、講師派遣、オンラインでの講演企画、オンデマンド
　  セミナーの開発を進めております。
２）参加者全員で考え、話し合い、自社で実践できる知識・スキルに結びつく「体験気づき型」の公開研修、   
　  各社に出向かせていただくオリジナル研修を実施しております。
３）ヒューマンエラー対策講座、KYTリーダー養成講座を実施しております。
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https：//www.kurita-aim-delica.co.jp

〒343－0023　　☎048－992－8111
　　　営業部　／　埼玉県越谷市東越谷 1丁目 1番 33号

麺とデリカの新しい食文化を創造する

株式会社クリタエイムデリカ
代表取締役社長　　栗田　美和子

〒343－0025　　☎048－962－9105（代）
本　社　／　埼玉県越谷市大沢 3271 番地
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県内外問わず
参加していただけます。

埼玉県生産性本部の事業について

公開研修

公開研修の内容は原則全て貴社、
貴組合向けに講師が出向かせて
いただき実行可能です。

講師・専門家
派遣型研修

公開研修がない事業は【派遣】と目次と同様に各紹介ページに明記してございます。

講師・専門家派遣型研修の実施について
（原則、埼玉県内での開催といたします）

午前中もしくは午後３時間（休憩時間込）
午後半日（13：00 ～ 17：00 もしくは 17：30）

開催
形式

１日（9：00もしくは 10：00～ 17：00もしくは 17：30）
２日（通い形式２日もしくは１泊２日宿泊型）

実施
要件 以下はお客様側で確保等、必要料金をご負担ください。

・貴社内の会議室、研修施設での実施。 
・貴社外での会場確保の場合は、予約、当日の設営撤収、会場費の支払い。
・プロジェクター、スクリーンのご準備。
・１日、２日研修（通い形式）の場合は講師の昼食、宿泊形式の場合は宿泊関連費用。
・研修実施場所、開始時間によりましては講師、事務局の前泊費用をご相談させていただく場合がございます。

0504

埼玉県生産性本部へのお問い合わせ先

研修当日、講師・事務局が各１名で貴社ご指定の研修会場へ出向かせていただきます。
研修参加者人数によりましては事務局の人数を増やす場合がございます。

埼玉県生産性本部の
活動と事業紹介目次

公開研修 【公開】
企業内研修（講師・専門家派遣）  【派遣】
視察交流 【視察】
【オンライン】
【ライブ／オンライン併催】
【オンデマンド】

00

01

02

03

04

※事務局、必要な場合は講師とお客様との事前打ち合わせを実施させていただきます。

電   話 　０４８－７６２－７８８４
ＦＡＸ 　０４８－８６２－１０００

〒330-0063 さいたま市浦和区高砂３－１０－４ 埼玉建設会館６階

研修費用のお見積りを提出させていただきます。

Mail info-spc@spc-net.gr.jp
U R L https://spc-net.gr.jp/

・賛助会費につきましては事務局までご連絡ください
・ご入会いただけますと埼玉県生産性本部主催の有料事業に賛助会員料金で参加をいただけます。
・公益財団法人日本生産性本部の有料事業に同財団の賛助会員料金で参加をいただけます。
・賛助会員月例研究会（都内開催）に無料で参加することができます。
   毎月、様々な分野のエキスパート、著名人、経営者等をお招きする人気の講演会です。
　（公財）日本生産性本部会員サービスセンターhttps://www.jpc-net.jp/about/kaiin/getsurei.html

会員、非会員を問わずお問い合わせください
・社員６名以上でご希望がございましたら講師派遣の貴社オリジナル研修をご提案させていただきます。
・自社のお悩みなどでご相談をいただければ専門家をご紹介させていただきます。
   業種別、テーマ別コンサルティング、人事制度の見直し、新人事制度にむけた情報収集等、
　（公財）日本生産性本部コンサルティング部 https://www.jpc-net.jp/consulting/

埼玉県生産性本部

賛助会員
ご入会のご案内

※公開研修当日は留守電の場合がございます。その場合は埼玉県生産性本部ホームページのお問い合わせメールをいただければ事務局からご連絡させていただきます。

生産性運動の基本的な考え方／全国の生産性機関
　
　・生産性運動の基本的な考え方　P.06
　・全国の生産性機関　P.07

地域への情報発信
　
　・無料シンポジウム（人口減少時代における生産性向上問題）【ライブ／オンライン併催】　P.08
　・内閣総理大臣表彰　日本サービス大賞　P.10　

競争力 × 稼ぐ力＝顧客満足と従業員満足の両立そして働きがいへ
　
　・勘と経験だけを卒業して「顧客に選ばれ続ける企業組織（仕組）を目指しませんか」   【派遣】　P.12
　　 埼玉県経営品質協議会、公益財団法人日本生産性本部 サービス産業生産性協議会との連携事業

　・経営アカデミー　時代を捉え、意識を変え、行動を変える学びの場　P.14
　　公益財団法人日本生産性本部経営アカデミー

　・100 年続く老舗にはわけがある／事業承継、販路開拓、働きがい   【視察】　P.16　

埼玉県生産性本部１番人気！ 30 年続く大ベテラン講師から学ぶ
　
　・ S1　係長・主任リーダーシップ強化講座（2 日）【公開のみ】　P.17

組織は人間が動かしている
　
　・「働きがいのある職場づくり」の実現そして時流に克つ   【派遣】【オンライン／オンデマンド】　P.18
　　労働組合の立場で活用できる研修

　・Let’s Go その先の人財投資へ…
　　オリジナル超体験プログラムに基づく階層別研修の考え方   【公開】  【派遣】　P.20
　　 企業内研修【派遣】の切口と講師の実績　P.22
　　 S2　若手社員活性化講座（1日）【公開】【派遣】　P.23
　　 S3　職場リーダー基礎講座（1日）【公開】【派遣】　P.24
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　・S7　ヒューマンエラー対策講座【公開】  【派遣】　P.28  

　・S8　KYTリーダー基礎講座【公開】【派遣】　P.29
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生産性運動の基本的な考え方 全国
生産性
機関

公益財団法人日本生産性本部は 1955 年３月に発足いたしました。

その後、全国各地で生産性機関が発足されることになりました。

埼玉県生産性本部は 1960 年４月に埼玉県経営者協会の一角で県内の企業、
労働組合、埼玉県が連携をして発足をいたしました

我が国における生産性向上運動は 1955 年（昭和 30 年）３月「生産性向上について」の閣議決定

に基づき日本生産性本部が設立されたことが原点となります。全国の生産性機関は、経済界、労働界、

学識者の三者により構成されており、生産性運動の中核組織として、日本経済の復興とその後の高度

経済成長の実現にむけ、民間の立場で取り組んでまいりました。

生産性とは、何よりも精神の状態であり、
現存するものの進歩、あるいは不断の改善をめざす精神の状態である。

　それは、今日は昨日よりもより良くなし得るという確信であり、
さらに、明日は今日に優るという確信である。

　それは、現状がいかに優れたものと思われ、事実また優れていようとも、
かかる現状に対する改善の意志である。

　それはまた、条件の変化に経済社会生活を不断に適応させていくことであり、
新しい技術と新しい方法を応用せんとする不断の努力であり、

人間の進歩に対する信念である。

1959 年３月ヨーロッパ生産性本部   ローマ会議報告書より

　私たちは運動の基本的な考え方として
「生産性運動３原則」を掲げていまいり
ました。この３原則は、当時の時代背景
として生産性運動の推進には労使の協力
関係が不可欠との強い時代認識が反映さ
れたものです。
　そして２１世紀。人口減少下の新たな
生産性運動を展開すべく設立当初に匹敵
する決意のもと労使の信頼と協力を基盤
に生産性をめぐる諸問題に取り組んで
まいります。

生産性運動

3 原則

1 . 雇用の維持拡大
2 . 労使の協力と協議
3 . 成果の公正な配分

生産性運動の理念

（一社）沖縄県生産性本部

静岡県東部生産性本部

（公財）日本生産性本部

（一社）栃木県生産性本部

（公財）九州生産性本部

（公財）関西生産性本部

（一財）中部生産性本部

埼玉県生産性本部

北海道生産性本部
〒060-0001 札幌市中央区北１条西２丁目北海道経済センター内
TEL：011-241-8591　FAX：011-241-3898

東北生産性本部
〒980-0014 仙台市青葉区本町 2-16-12 仙台商工会議所会館 7階
TEL：022-261-0411　FAX：022-261-1474

一般財団法人 中部生産性本部
〒460-0003 名古屋市中区錦 2-15-15 豊島ビル 11 階
TEL：052-221-1261　FAX：052-221-1265

公益財団法人 関西生産性本部
〒530-6691 大阪市北区中之島6-2-27 中之島センタービル 28階
TEL：06-6444-6461　FAX：06-6444-6450

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

四国生産性本部
〒760-0033　高松市丸の内 2-5 ヨンデンビル
TEL：087-851-4262　FAX：087-851-4270

公益財団法人 九州生産性本部
〒810-0004　福岡市中央区渡辺通 2-1-82 電気ビル共創館６階
TEL：092-771-6481　FAX：092-771-6490

公益財団法人 日本生産性本部
〒102-8643　東京都千代田区平河町 2-13-12
TEL：03-3511-4001　FAX：03-3511-4018

0706

新潟県生産性本部
〒951-8131 新潟市中央区白山浦 1-614 白山ビル５階
TEL：025-267-0584　FAX：025-233-0903

一般社団法人 栃木県生産性本部
〒320-0806 宇都宮市中央 3-1-4 栃木県産業会館７階
TEL：028-637-1008　FAX：028-638-8868

群馬県生産性本部
〒379-2166 前橋市野中町 361-2 群馬県勤労福祉センター３階
TEL：027-261-0603　FAX：027-289-0038

千葉県生産性本部
〒260-0026 千葉市中央区千葉港4-3千葉県経営者会館５階
TEL：043-246-0718　FAX：043-247-4025

神奈川県生産性本部
〒231-0015 横浜市中区尾上町4-47 リスト関内ビル
TEL：045-680-1863　FAX：045-680-1864

静岡県東部生産性本部
〒410-0048 沼津市新宿町9-6佐藤ビル１階
TEL：055-920-4111　FAX：055-927-3355

一般社団法人 沖縄県生産性本部
〒901-0152 那覇市字小禄 1831-1 沖縄産業支援センター4階
TEL：098-857-0141　FAX：098-857-0142

https://www.spc-net.gr.jp/
〒330-0063
さいたま市浦和区高砂3-10-4
埼玉建設会館６階
TEL：048-762-7884
FAX：048-862-1000

ブロック本部 県本部
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埼玉県生産性本部が開催する無料シンポジウム

0908

埼玉県生産性本部では公益財団法人日本生産性本部と連携し、さらには埼玉県下の様々な機関の協力を得ながら

県内の企業、労働組合のみなさま等を対象に人口減少時代における生産性問題に関する情報を発信いたします。

2021年度開催の無料シンポジウム（オンライン併催予定）は埼玉県生産性本部ホームページからご案内いたします。

01 地域への情報発信

2020年度

開催実績

2021 年度

開催予定

新型コロナウイルスの影響で2020年４月～ 12月の開催を見送りました。
2021 年２月にオンライン無料シンポジウムを開催いたしました。

2021 年 2月 5日（金）

脱「密」が勝負！   
顧客と向き合う
新しいサービスモデルでコロナを超える    
雇用を守りながら進化する経営  

共催（組織名 50 音順）
埼玉県経営者協会、埼玉県経営品質協議会、連合埼玉    

協力　日本生産性本部 サービス産業生産性協議会 

2021 年 5月 27日（木）午後  オンライン併催

ポストコロナ時代を見すえよう
「成長経営」から「生産性経営」への転換を考える（仮題）  

2022年２月初旬にも無料シンポジウムの開催を予定いたします。

2019年度

開催実績

2019年５月 22日（水）埼玉会館

労働力喪失時代の
「生産性経営の前提」を考える
後援（組織名 50 音順）

埼玉縣信用金庫、埼玉新聞社、埼玉りそな銀行、
テレビ埼玉、武蔵野銀行、連合埼玉

後　援：埼玉縣信用金庫／埼玉新聞社／埼玉りそな銀行／テレビ埼玉／
 武蔵野銀行／連合埼玉（組織名五十音順）

共催　連合埼玉

2019 年９月 24日（火）埼玉会館

普通に働く人達が時代に
ついていけるサポートを考えましょう

後援（組織名 50 音順）

埼玉県、埼玉県経営者協会、埼玉縣信用金庫、
埼玉新聞社、埼玉りそな銀行、テレビ埼玉、武蔵野銀行

共催　連合埼玉

共催　連合埼玉

2020年 1月 23日（木）埼玉会館

徹底分析！人口減少時代に立ち向かう
企業変革のサクセスストーリー
～生産性向上とは「稼ぐ力」の継続力ではないでしょうか～

後援（組織名 50 音順）

埼玉県、埼玉縣信用金庫、埼玉新聞社、
埼玉りそな銀行、サービスデザイン推進協議会、
テレビ埼玉、武蔵野銀行、連合埼玉

共催　一般社団法人  埼玉県経営者協会
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内閣総理大臣表彰。優れたサービスをつくりとど  けるしくみを評価します！

委員長メッセ－ジ

「イノベーションを先導するサービスを見いだし伝えたい」

これまで誰も注目しなかった顧客層に着目したサービス、目の覚めるようなコンセプト
を持つサービス、従業員の創意を生かす仕組みをもったサービス、果敢にデジタル化に
取り組むサービス、一気に全国に広がり、さらに世界を狙うサービス。そんな革新的で
競争力を備えた価値共創の現場を見いだしたい。その革新のスタイルや発想を伝えたい。
日本のサービス産業の生産性が低いのは、まぎれもない事実です。サービス産業や、
サービス化を進める製造業、農林水産業が一斉にイノベーションを起こせば、令和の
経済・社会はもっと素晴らしいものになるはずです。

日本サービス大賞委員会
委員長　村上  輝康
産業戦略研究所 代表
（元 野村総合研究所 理事長）

地域、規模、業種に関わらず、さまざまな優れたサービスが受賞しています。

1110

日本サービス大賞は、顧客のニーズを先取りし、あるいは
顧客と一緒にサービスを改善していくことで、私たちの生活を
豊かにしている・・・そうした取り組みを表彰する制度です。
皆さんが、地域の中で、あるいは企業競争の中で、どの
ような工夫をされているか、それがどのように生産性の向上や
社会的課題の解決に役立っているか、是非、教えてください。
そうした「知」を日本全体で共有し、活用していくことで、
次世代に希望のある日本をつくりましょう。

01 地域への情報発信

第３回日本サービス大賞　受賞企業一覧

JETRO 理事長賞 株式会社ミスミグループ本社／東京都

優 秀 賞 株式会社wash-plus ／千葉県
株式会社 asken ／東京都
株式会社 Easy Communications ／東京都
株式会社オークネット／東京都
株式会社ティーケーピー／東京都
株式会社トリドールホールディングス／東京都
株式会社旅籠屋／東京都
株式会社アシックス／兵庫県
農業法人株式会社 D＆Tファーム／岡山県
ラクサス・テクノロジー株式会社／広島県
株式会社ジャパネットコミュニケーションズ／福岡県
株式会社再春館製薬所／熊本県

土木建設サービス全体のデジタル業態革新「スマートコンストラクション」 

顧客満足第一の北海道のライフライン「セイコーマート」 

AIが講師として考える第三の学習塾業態「自立学習 RED」 

おもてなし×サービス工学による懐石料理サービス「屋敷シリーズ」 

「歩ける喜び」を届ける介護シューズ　真心と感動サービス 

ICTと地域観光による持続可能な交通まちづくり

人も本業も地域も伸ばす３００を超える交流型地域活動 

過疎地や離島でシルバーの人生を豊かに　安近短の理美容室「IWASAKI」 

日本一の星空 長野県阿智村「天空の楽園ナイトツアー」 

タクシー・介護士・警備員が街中に 地域を支える「あんしんネットワーク」 

ITを活用した徹底的な「見える化」で経営を再建した老舗「ゑびや大食堂」 

熱量データでファンクラブを活性化 創作者プラットフォーム「Bitfan」 

さまよい、探索し、発見する 共創型「デジタルアートミュージアム」 

主婦に特化した日本最大級の求人サイト「しゅふ JOB パート」 

医師が患者と向き合う時間を創出 事前問診システム「AI 問診ユビー」 

日本初・最大級の社会貢献型フードシェアリングプラットフォーム 

地域の魅力を掘り起こした新しい旅を創造する「ホスピタリティ・イノべーター」 

製造業における部品調達のAI・デジタル革命「meviy」（メヴィー） 

世界初 洗剤レスのコインランドリー 水だけで洗う「人にやさしい洗剤」 
栄養学とITの力で明日の健康を広く届ける 食生活改善アプリ「あすけくん」 
１６万頭のペットが里親と出会った場所 里親募集サイト「ペットのおうち」 
計画的な仕入れ・作付けを可能にする花きの「お取寄取引」 
空間の価値を再生・流通させるフレキシブルなオフィスサービス 
チェーンストアの常識を覆した「丸亀製麺」の手づくり・できたて食体験 
車社会のインフラとしての日本型MOTELチェーンの全国展開 
3次元足形計測を基点とした価値協創サービス 
革新的技術で熱帯農産物を国産に 農業をサービス化する栽培パッケージ 
世界初、ブランドバックのサブスクリプション型シェアリングサービス 
顧客中心主義で一歩踏み込む「ジャパネット」のコールセンター
日本から日本品質を届ける「グローバル通販」のありたい姿の実現 

し る 続

イーグルバス株式会社（埼玉県川越市）

第３回日本サービス大賞「地方創生大臣賞」受賞

受賞にあたり特に評価されたポイント

①過疎地における路線バス事業者の役割を、単なる「移動手段の
提供者」ではなく、地域と連携したまちづくりの一翼を担う
「需要創造の主体」へと変革させている。

② 行政区をまたいだ連携が可能というバス事業の強みを活か
し、積極的に行政等にまちづくりを働きかけることで本業の
幅を広げている。

　その結果として、路線バスの存在意義と事業性を高めている。

③自社開発による日本発の路線バスサービスの仕組みを海外（ラオス等）にも展開している。

第 1回、第 2回受賞企業情報は
https://service-award.jp/ をご覧ください。

内閣総理大臣賞 株式会社小松製作所／東京都

経済産業大臣賞 株式会社セコマ／北海道
株式会社スプリックス／新潟県
がんこフードサービス株式会社／大阪府
徳武産業株式会社／香川県

地方創生大臣賞 イーグルバス株式会社／埼玉県
大里綜合管理株式会社／千葉県
株式会社ハクブン／神奈川県
スタービレッジ阿智誘客促進協議会／長野県
つばめタクシーグループ／愛知県
有限会社ゑびや／三重県

総 務 大 臣 賞 株式会社 SKIYAKI ／東京都
森ビル株式会社／チームラボ株式会社／東京都

厚生労働大臣賞 株式会社ビースタイルホールディングス／東京都
Ubie 株式会社／東京都

農林水産大臣賞 株式会社クラダシ／東京都 

国土交通大臣賞 株式会社星野リゾート／長野県

公益財団法人日本生産性本部「サービス産業生産性協議会」

※審査員特別賞も併せて受賞
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公益財団法人日本生産性本部「サービス産業生産性協議会」

※審査員特別賞も併せて受賞
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お客様への提案力が弱い、社員のやる気が頭打ち、次世代幹部が育たない・・・

勘と経験だけを卒業して
「顧客に選ばれ続ける企業組織（仕組）を目指しませんか」

1.　「経営への思いや戦略」は明確ですか？それが関係者の肚に落ちて行動に繋がっていますか？
2. 大切なお客様が明確で、そのお客様がわが社を選んでくれる理由が明確になっていますか？

3. ２について、環境変化にあわせて常に理解し続ける仕組みになっていますか？

4. 大切なお客様の期待を超えるために日々業務を改善する仕組みづくりを行っていますか？

5. ３、４を実現するために個人やチームの能力向上、組織づくりを行っていますか？

6. １～５について、それらを計画し、ふりかえり、次の行動に結びつけていく仕組みはありますか？

7. １～６について、わが社の全ての行動が社会の役に立っているという確信がありますか？

中小企業が顧客に選ばれ続ける経営体質になるための７つのチェックポイント

なにをやっても顧客に響かない状態

サービスは「おまけ意識」から
抜け出せない状態

なにから手をつけてよいか
わからない状態

プランは描けても実現しない状態

取り組みが長続きしない状態

取り組みへの本気度が高まっていない状態

貴社の問題意識に合わせてカリキュラムを構成して提案をさせていただきます。

   研修に展開できるキーワード

　・サービス競争時代の変化をとらえる（受け身型も提案型も難しい時代のビジネス）
　・サービスを科学する（サービスを分類分解してポイントと方向性をつかむ）
　・サービスの本質とは（打つ手ばかりでは考えても空振りする可能性が高い）
　・成果のでる取り組みの分岐点（サービス向上の２つの方向性と次のステージ）
　・サービス改革６つの壁を乗り越える、顧客の事前期待の的を定める　など

　ブリヂストンで事業開発リーダー、ワクコンサルティングの副社長を経て現職。サービス改革の専門家として業種を問わず
数々の企業支援に従事。国、自治体、業界団体の支援、外部委員、アドバイザーとしても活躍している。日本サービス大賞
受賞企業の分析等を通じてサービスの本質を科学していくことで地道な普及活動やコンサルティング事業を展開している。
著書に「日本の優れたサービス」（共著）「日本の優れたサ―ビス２」　生産性出版刊 がある。公益財団法人日本生産性
本部サービス産業生産性協議会「日本サービス大賞」受賞企業を鋭く分析している。

松井サービスコンサルティング 代表 松井 拓己 氏

サービスの観点から事業変革を妨げる６つの壁を克服したい企業を研修、コンサルティングで

サポートいたします。様々な業界でサービスが事業の競争力や成長力を大きく左右するようになり

ました。サービス事業における６つ壁を乗り越えて、顧客が価値を実感し、従業員がやりがいを感じ、

事業成長に繋がる成果が出せるものでなければなりません。

サービスの本質を科学する考え方を活かして、サービス事業のステージアップに情熱を燃やす

方々のお役に立ちたいという思いです。

講 師

02 競争力×稼ぐ力＝顧客満足と従業員満足の両立そして働きがいへ

長い目で顧客が求める価値が創出できて、市場での競争力を維持する仕組みが優れている企業を目

指したい！を研修、コンサルティングでサポートいたします。ほんとうの顧客満足ってなんでしょう。利益

を上げたい、年商を 100 億円の事業にしたい。わかりやすい目標だから、それもいいと思います。しかし

経営はそれだけではありません。夢がなくても生きていけるかもしれませんが、楽しくありませんね。

貴社の問題意識に合わせてカリキュラムを構成して提案をさせていただきます。

   研修に展開できるキーワード

・３時間でわかる会議の効率化  （「ダラダラ会議にさようなら」で働き方改革）
・３時間でわかる問題解決の基本  （なぜ人は原因追及対策だけでは動かないのか）
・３時間でわかるリーダーシップ  （リーダーとして変革を進める３つのステップ）
・３時間でわかる財務会計のイロハ （ビジネスモデルの要所をおさえ経営数値のつぼをおさえる）　
・３時間でわかる経営計画策定  （時代と顧客の視点で自社の宝物をとらえなおし輝かせる）

　株式会社パルコにて、新規事業開発・マーケティング等に従事。公益財団法人 日本生産性本部経営コンサルタントとして３０
年にわたり、上場企業から中堅企業まで約２００社の経営コンサルティング、数万人の研修を実施。コンサルティングと研修を
融合させた、独自のワークショップは、参加者自身の課題を題材に進めるため実践的であり、リピート率は８割を超える。研修テー
マは、リーダーシップ、ファシリテーション、プレゼンテーション、講師養成など。１９９８年以降、卓越した企業を表彰する「日
本経営品質賞」の審査員として、その後、埼玉県・徳島県経営品質賞判定委員として、経営品質の普及推進活動に従事している。

埼玉県経営品質協議会　埼玉県経営品質賞判定委員 寺沢  俊哉 氏講 師

派
遣
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経営アカデミーは、公益財団法人日本生産性本部の 10 周年記念事業として、1965 年に創設された我が国初の
本格的なビジネススクールの 1 つです。以来 55 年にわたり、産業界からの支持をいただき、15,000名以上の修了
者（経営アカデミー・マスター）を輩出。多くの方が企業のトップ、産業界のリーダーとして活躍されています。
※修了者には、「経営アカデミー・マスター」の称号が付与されます。（全日本能率連盟登録資格称号第 14 号）

経営アカデミー 時代を捉え、意識を変え、行動を変える学びの場

経営アカデミー名誉学長
一橋大学 名誉教授

野中　郁次郎

経営アカデミー学長
慶應義塾大学 名誉教授

榊原　清則

トップマネジメント・コース
松本　正義

住友電気工業（株）   取締役会長

経営戦略コース
松﨑　正年

コニカミノルタ（株）  取締役会議長

技術経営コース
堤　和彦

三菱電機（株）特任技術顧問

組織変革とリーダーシップコース
山村　明義

東京地下鉄（株）代表取締役社長

マーケティング戦略コース
金井　政明

（株）良品計画   代表取締役会長

生産革新マネジメントコース
木股　昌俊

（株）クボタ   代表取締役会長

人事革新コース
柄澤　康喜

三井住友海上火災保険（株）
取締役会長　会長執行役員

経営財務コース
柳　良平

エーザイ（株）   専務執行役CFO
早稲田大学大学院  客員教授

妹尾 堅一郎
特定非営利活動法人
産学連携推進機構  理事長

新  将命
国際ビジネスブレイン
代表取締役社長

松井  忠三
良品計画 名誉顧問

松井オフィス 代表取締役社長

西山  茂
早稲田大学

ビジネススクール教授

隅田  浩司
東京富士大学
経営学部教授

樋口  晴彦
警察庁長官官房人事課
人事総合研究官

警察大学校 警察政策研究センター 付

木村  尚敬
経営共創基盤（ＩＧＰＩ）
共同経営者（パートナー）
マネージングディレクター

石川  歩
日本生産性本部

風土改革コンサルタント

山田  幸三
上智大学

経済学部 教授

出口  将人
名古屋市立大学大学院
経済学研究科 教授

石野  雄一
オントラック
代表取締役

上原  征彦
流通経済研究所
名誉会長

小林 哲
大阪市立大学大学院
経営学研究科 教授

長瀬 勝彦
東京都立大学 大学院
経営学研究科 教授

浅井 浩一
マネジメントケアリスト
元日本たばこ産業埼玉支店長

中野 俊宏
リンデン
代表取締役

岡田 正大
慶應義塾大学大学院
経営管理研究科  教授

吉田 健司
ビット89
代表取締役

井上 哲浩
慶應義塾大学大学院
経営管理研究科  教授

鬼澤 慎人
ヤマオコーポレーション

代表取締役

加藤 篤士道
日本生産性本部

主席経営コンサルタント
公認会計士

檜作 昌史
日本生産性本部

主任経営コンサルタント
中小企業診断士

マネジメント・ケイパビリティコース講師

1日間×4回　通い形式
年間1期開催

取締役、執行役員

1.5日間×3回　通い形式
年間3期開催

部長職にある
マネジャー、
部長職候補者

2日間×3回　通い形式
年間3期開催
（大阪開催）年間1期開催

全職種の若手・中堅
ビジネスリーダー

役員コース

部長コース

養成コース

（お申込み人数 1～2名）
1人あたり参加費　29.15万円

（お申込み人数 3名以上）
1人あたり参加費　24.75万円

（お申込み人数 1～2名）
1人あたり参加費　33.55万円

（お申込み人数 3名以上）
1人あたり参加費　29.70万円

賛助会員

一　    般

「次世代コア人材育成の 3ヵ月プログラム」
・マネジメントに関する主要領域の知識・スキルを体系的・実践的に身につける場
・異業種・異職種の人材からの刺激により、気づきを得る場
・自己が目指すリーダー像を明確にデザインする場
ビジネスリーダーに求められる経営・ビジネスの基盤能力「マネジメント・ケイパビリティ」を体系的・実践的に身につけ、
自己と組織の成長に必要な土壌を培います。

コース名 実施要領 対象者 参加費（税込み）

2021年7月～12月
水曜日【毎週】18:00～20:30
合宿4回（国内3回、海外調査1回）

取締役、執行役員、
事業部長、部長

賛助会員　132万円
一　　般　143万円

戦略思考に基づいたビジョンを語り、
先頭に立って実践できるトップリーダー
の養成

2021年6月～2022年3月
火曜日【月3～4回】18:20～20:50
合宿2回

部長、課長
（全職種）

賛助会員  122.1万円
一　　般  133.1万円

自社ビジネスのあり方を見直し、次の
戦略を深く多面的に考えるリーダーの
養成

2021年6月～2022年2月
水曜日【月2回】10:00～17:00
合宿3回

技術部門、
研究・開発部門の
部長・課長・リーダー

賛助会員  122.1万円
一　　般  133.1万円

ＣＴＯ目線で技術を価値化するリー
ダーの養成

2021年5月～2022年2月
水曜日【月2～3回】18:20～20:50
合宿3回

部・課・プロジェクト
チーム等の組織運営を
行うリーダー

賛助会員  107.8万円
一　　般  118.8万円

人・組織・戦略の視点で組織変革を
推進できる次世代リーダーの養成

トップマネジメント・コース

経営戦略コース

技術経営コース

組織変革とリーダーシップコース

2021年6月～2022年2月に変更
月曜日【月3～4回】18:20～20:50
合宿3回

マーケティング・営業部門の
部長、課長、リーダー、
戦略スタッフ

賛助会員  107.8万円
一　　般  118.8万円

先見性・革新性・戦略性で成熟市場を
打ち破るマーケターの養成

2021年5月～2021年2月
木・金曜日【原則月1回】10:00～17:00
合宿4回（国内3回、海外調査1回）
フィールドワーク1回

現場と経営の観点で、ありたい姿を描
き、「強い工場」をつくる人材の養成

2021年6月～2022年2月
木曜日【月2～3回】14:00～20:00
合宿3回（国内2回、海外調査1回）

賛助会員  107.8万円
一　　般  118.8万円

賛助会員  107.8万円
一　　般  118.8万円

人材マネジメントに革新を起こし、世界
で競争力のある強い組織創りをリード
する戦略的人事リーダーの養成

2021年6月～12月
木曜日【月3～4回】18:20～20:50
合宿3回

財務、経理、IR、リスク
マネジメント、企画、管理
部門のマネジャー・リーダー

企業価値の向上をリードするCFO候補
の養成

マーケティング戦略コース

生産革新マネジメントコース

人事革新コース

経営財務コース

生産関連部門（製造、生産
管理、品質、調達等）の
マネジャー、リーダー

人事部・人材開発部門の
マネジャー、リーダー、
戦略スタッフ

賛助会員  107.8万円
一　　般  118.8万円

2021年6月～12月
【月2～3回】18:20～20:50
合宿2回

事業責任者（執行役員、部長、
マネジャー）、企画・グループ
管理・監査部門の責任者、
戦略スタッフ

トップや現場を巻き込みながら変革に
邁進する中核リーダーの養成

2021年4月～7月
金・土曜日 【隔週】9:30～17:00
合宿2回

賛助会員　73.7万円
一　　般   84.7万円

企業の力で未来を変革するイノベー
ション・デザインリーダーの養成

事業変革イノベーションコース

イノベーション・デザインコース 中堅・若手リーダー

賛助会員  137.5万円
一　　般  148.5万円

コース名 実施要領 対象者 目的・目指す人材像 参加費（税込み）

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
リ
ー
ダ
ー
養
成

プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ー
ダ
ー
養
成

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン・リ
ー
ダ
ー
養
成

※合宿費・海外調査費は別

マネジメント・ケイパビリティコース

経営アカデミー・マスターコース  コース委員長

詳しくは公益財団法人日本生産性本部経営アカデミー（https://www.k-academy.jp/）をご覧ください。
埼玉県生産性本部にご入会いただけますと「賛助会員料金」で参加をしていただけます。
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経営アカデミーは、公益財団法人日本生産性本部の 10 周年記念事業として、1965 年に創設された我が国初の
本格的なビジネススクールの 1 つです。以来 55 年にわたり、産業界からの支持をいただき、15,000名以上の修了
者（経営アカデミー・マスター）を輩出。多くの方が企業のトップ、産業界のリーダーとして活躍されています。
※修了者には、「経営アカデミー・マスター」の称号が付与されます。（全日本能率連盟登録資格称号第 14 号）

経営アカデミー 時代を捉え、意識を変え、行動を変える学びの場

経営アカデミー名誉学長
一橋大学 名誉教授

野中　郁次郎

経営アカデミー学長
慶應義塾大学 名誉教授

榊原　清則

トップマネジメント・コース
松本　正義

住友電気工業（株）   取締役会長

経営戦略コース
松﨑　正年

コニカミノルタ（株）  取締役会議長

技術経営コース
堤　和彦

三菱電機（株）特任技術顧問

組織変革とリーダーシップコース
山村　明義

東京地下鉄（株）代表取締役社長

マーケティング戦略コース
金井　政明

（株）良品計画   代表取締役会長

生産革新マネジメントコース
木股　昌俊

（株）クボタ   代表取締役会長

人事革新コース
柄澤　康喜

三井住友海上火災保険（株）
取締役会長　会長執行役員

経営財務コース
柳　良平

エーザイ（株）   専務執行役CFO
早稲田大学大学院  客員教授

妹尾 堅一郎
特定非営利活動法人
産学連携推進機構  理事長

新  将命
国際ビジネスブレイン
代表取締役社長

松井  忠三
良品計画 名誉顧問

松井オフィス 代表取締役社長

西山  茂
早稲田大学

ビジネススクール教授

隅田  浩司
東京富士大学
経営学部教授

樋口  晴彦
警察庁長官官房人事課
人事総合研究官

警察大学校 警察政策研究センター 付

木村  尚敬
経営共創基盤（ＩＧＰＩ）
共同経営者（パートナー）
マネージングディレクター

石川  歩
日本生産性本部

風土改革コンサルタント

山田  幸三
上智大学

経済学部 教授

出口  将人
名古屋市立大学大学院
経済学研究科 教授

石野  雄一
オントラック
代表取締役

上原  征彦
流通経済研究所
名誉会長

小林 哲
大阪市立大学大学院
経営学研究科 教授

長瀬 勝彦
東京都立大学 大学院
経営学研究科 教授

浅井 浩一
マネジメントケアリスト
元日本たばこ産業埼玉支店長

中野 俊宏
リンデン
代表取締役

岡田 正大
慶應義塾大学大学院
経営管理研究科  教授

吉田 健司
ビット89
代表取締役

井上 哲浩
慶應義塾大学大学院
経営管理研究科  教授

鬼澤 慎人
ヤマオコーポレーション

代表取締役

加藤 篤士道
日本生産性本部

主席経営コンサルタント
公認会計士

檜作 昌史
日本生産性本部

主任経営コンサルタント
中小企業診断士

マネジメント・ケイパビリティコース講師

1日間×4回　通い形式
年間1期開催

取締役、執行役員

1.5日間×3回　通い形式
年間3期開催

部長職にある
マネジャー、
部長職候補者

2日間×3回　通い形式
年間3期開催
（大阪開催）年間1期開催

全職種の若手・中堅
ビジネスリーダー

役員コース

部長コース

養成コース

（お申込み人数 1～2名）
1人あたり参加費　29.15万円

（お申込み人数 3名以上）
1人あたり参加費　24.75万円

（お申込み人数 1～2名）
1人あたり参加費　33.55万円

（お申込み人数 3名以上）
1人あたり参加費　29.70万円

賛助会員

一　    般

「次世代コア人材育成の 3ヵ月プログラム」
・マネジメントに関する主要領域の知識・スキルを体系的・実践的に身につける場
・異業種・異職種の人材からの刺激により、気づきを得る場
・自己が目指すリーダー像を明確にデザインする場
ビジネスリーダーに求められる経営・ビジネスの基盤能力「マネジメント・ケイパビリティ」を体系的・実践的に身につけ、
自己と組織の成長に必要な土壌を培います。

コース名 実施要領 対象者 参加費（税込み）

2021年7月～12月
水曜日【毎週】18:00～20:30
合宿4回（国内3回、海外調査1回）

取締役、執行役員、
事業部長、部長

賛助会員　132万円
一　　般　143万円

戦略思考に基づいたビジョンを語り、
先頭に立って実践できるトップリーダー
の養成

2021年6月～2022年3月
火曜日【月3～4回】18:20～20:50
合宿2回

部長、課長
（全職種）

賛助会員  122.1万円
一　　般  133.1万円

自社ビジネスのあり方を見直し、次の
戦略を深く多面的に考えるリーダーの
養成

2021年6月～2022年2月
水曜日【月2回】10:00～17:00
合宿3回

技術部門、
研究・開発部門の
部長・課長・リーダー

賛助会員  122.1万円
一　　般  133.1万円

ＣＴＯ目線で技術を価値化するリー
ダーの養成

2021年5月～2022年2月
水曜日【月2～3回】18:20～20:50
合宿3回

部・課・プロジェクト
チーム等の組織運営を
行うリーダー

賛助会員  107.8万円
一　　般  118.8万円

人・組織・戦略の視点で組織変革を
推進できる次世代リーダーの養成

トップマネジメント・コース

経営戦略コース

技術経営コース

組織変革とリーダーシップコース

2021年6月～2022年2月に変更
月曜日【月3～4回】18:20～20:50
合宿3回

マーケティング・営業部門の
部長、課長、リーダー、
戦略スタッフ

賛助会員  107.8万円
一　　般  118.8万円

先見性・革新性・戦略性で成熟市場を
打ち破るマーケターの養成

2021年5月～2021年2月
木・金曜日【原則月1回】10:00～17:00
合宿4回（国内3回、海外調査1回）
フィールドワーク1回

現場と経営の観点で、ありたい姿を描
き、「強い工場」をつくる人材の養成

2021年6月～2022年2月
木曜日【月2～3回】14:00～20:00
合宿3回（国内2回、海外調査1回）

賛助会員  107.8万円
一　　般  118.8万円

賛助会員  107.8万円
一　　般  118.8万円

人材マネジメントに革新を起こし、世界
で競争力のある強い組織創りをリード
する戦略的人事リーダーの養成

2021年6月～12月
木曜日【月3～4回】18:20～20:50
合宿3回

財務、経理、IR、リスク
マネジメント、企画、管理
部門のマネジャー・リーダー

企業価値の向上をリードするCFO候補
の養成

マーケティング戦略コース

生産革新マネジメントコース

人事革新コース

経営財務コース

生産関連部門（製造、生産
管理、品質、調達等）の
マネジャー、リーダー

人事部・人材開発部門の
マネジャー、リーダー、
戦略スタッフ

賛助会員  107.8万円
一　　般  118.8万円

2021年6月～12月
【月2～3回】18:20～20:50
合宿2回

事業責任者（執行役員、部長、
マネジャー）、企画・グループ
管理・監査部門の責任者、
戦略スタッフ

トップや現場を巻き込みながら変革に
邁進する中核リーダーの養成

2021年4月～7月
金・土曜日 【隔週】9:30～17:00
合宿2回

賛助会員　73.7万円
一　　般   84.7万円

企業の力で未来を変革するイノベー
ション・デザインリーダーの養成

事業変革イノベーションコース

イノベーション・デザインコース 中堅・若手リーダー

賛助会員  137.5万円
一　　般  148.5万円

コース名 実施要領 対象者 目的・目指す人材像 参加費（税込み）

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
リ
ー
ダ
ー
養
成

プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ー
ダ
ー
養
成

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン・リ
ー
ダ
ー
養
成

※合宿費・海外調査費は別

マネジメント・ケイパビリティコース

経営アカデミー・マスターコース  コース委員長

詳しくは公益財団法人日本生産性本部経営アカデミー（https://www.k-academy.jp/）をご覧ください。
埼玉県生産性本部にご入会いただけますと「賛助会員料金」で参加をしていただけます。
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視
察

本視察研究会は全国に約３万社あるといわれる「老舗企業」の知恵から学びます。
大企業のサラリーマン経営者のビジョン、方針、具体的な戦略は時間軸では有限であると云え
なくもありません。老舗企業による長期の時間軸で蓄積された「強み」「危機への対処」「働きがい」
などを老舗経営者自らの言葉で語っていただき交流を行うことが目的です。

１００年続く老舗にはわけがある

持続的競争力研究会（企業訪問＆交流）
埼玉県経営者協会、連合埼玉、埼玉県経営品質協議会
公益財団法人日本生産性本部、神奈川県生産性本部、千葉県生産性本部

共催

永続経営での
継続と挑戦のバランス

事業承継力

大都会ほど潤沢ではない
地方のリソースを生かした

地域を超えた
販路開拓の知恵

販路開拓力

大都会との給与水準の
比較では語れない
従業員を惹きつける

経営の秘訣

働きがいと
組織との
一体感

これまでの実績

山形県内の老舗企業視察   ※協力 山形銀行 

参加費（税込）会員 77,000円 ／ 非会員 88,000円　
参加費に含まれるもの：宿泊費、食事代（４食）、貸切バス、視察アレンジ、謝礼

注）山形県内のＪＲ駅等で集合・解散となります。
　　集合・解散地との往復路交通費は参加費に含まれません。参加者ご自身による負担となります。

2021年10月14日（木）～15日（金）、10月21日（木）～22日（金）
開催候補日

確定しだい埼玉県生産性本部ホームページでご案内をさせていただきます。

埼玉県経営者協会、連合埼玉、埼玉県経営品質協議会の会員、加入組織は賛助会員料金で参加していただけます。

一橋大学大学院商学研究科卒　専門は経営学。主要研究テーマ／長期存続企業の経営、戦略学習する組織、中堅企業の
グローバル化。大手化学企業の傘下グループ企業の経営幹部を対象とした「ビジネスが創れる次世代経営者育成」講師兼
コーディネーターを長年主宰、継続中。地方の産業クラスターに関与している経営者の育成にもコミットしている。

埼玉県生産性本部理事、明治学院大学経済学部教授　神田　良 氏

2017 年度（新潟県）：朝日酒造　加島屋　玉川堂　丸屋本店

2018 年度（京都府、滋賀県）：永楽屋　尾池工業　グンゼ　福寿園

2019 年度（香川県）：石丸製麺　長峰製作所　マキタ

視察コーディネーター

02 競争力×稼ぐ力＝顧客満足と従業員満足の両立そして働きがいへ

S1 係長・主任のリーダーシップ強化講座（2日）

～他社人材と交流をしながら 2 日間で基本をおさえよう～
○職場の中核としての立場、役割の認識を深めます。     ○ 職場のリーダーとしての基本を固めます。
○部下との協力関係を強化するための視点と方策を学びます。
○リーダーとしてさらに成長していくために、思考態度や行動様式を改善していく手立てを見出します。
○ チーム（組織）で仕事ができる・金を稼ぐプロ企業人としての行動実践事項を学びます。

03 30 年続く大ベテラン講師から学ぶリーダーシップ研修

場所：埼玉会館 会議室 〒330-8518 さいたま市浦和区高砂 3-1-4

定員：20 名　対象：係長、主任、グループリーダー、チームリーダー ※候補者を含む

参加費（税込）会員 26,400円 ／ 非会員 31,900円　
参加費に含まれるもの：資料代、昼食代

第124回 2021年6月17日（木）～18日（金）9:30～17:00

第125回 2021年10月7日（木）～8日（金）9:30～17:00

講 師　埼玉県生産性本部講師  株式会社人材開発研究所 代表取締役社長　菊池 隆志

オリエンテーション

第一線リーダーとしての
能力を見直す

リーダーシップ力を
強化するための必要条件
【事例研究含む】

自分に気づき自己拡大を図る
【自己分析含む】

部下後輩指導育成の
「基本」を実践する

部下後輩への
アプローチを変えていく
【グループ討議含む】

01

02

03

04

05

06

9:30 開始
1 日目 2 日目

17

30 年続く大ベテラン講師から学ぶリーダーシップ
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開

埼玉県生産性本部１番人気

仕事・職場を「管理」する
【ゲーム体験含む】
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指示・報告のパイプを太くする
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実践と振り返りで自己変革をすすめる
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視
察

本視察研究会は全国に約３万社あるといわれる「老舗企業」の知恵から学びます。
大企業のサラリーマン経営者のビジョン、方針、具体的な戦略は時間軸では有限であると云え
なくもありません。老舗企業による長期の時間軸で蓄積された「強み」「危機への対処」「働きがい」
などを老舗経営者自らの言葉で語っていただき交流を行うことが目的です。

１００年続く老舗にはわけがある

持続的競争力研究会（企業訪問＆交流）
埼玉県経営者協会、連合埼玉、埼玉県経営品質協議会
公益財団法人日本生産性本部、神奈川県生産性本部、千葉県生産性本部

共催

永続経営での
継続と挑戦のバランス

事業承継力

大都会ほど潤沢ではない
地方のリソースを生かした

地域を超えた
販路開拓の知恵

販路開拓力

大都会との給与水準の
比較では語れない
従業員を惹きつける

経営の秘訣

働きがいと
組織との
一体感

これまでの実績

山形県内の老舗企業視察   ※協力 山形銀行 

参加費（税込）会員 77,000円 ／ 非会員 88,000円　
参加費に含まれるもの：宿泊費、食事代（４食）、貸切バス、視察アレンジ、謝礼

注）山形県内のＪＲ駅等で集合・解散となります。
　　集合・解散地との往復路交通費は参加費に含まれません。参加者ご自身による負担となります。

2021年10月14日（木）～15日（金）、10月21日（木）～22日（金）
開催候補日

確定しだい埼玉県生産性本部ホームページでご案内をさせていただきます。

埼玉県経営者協会、連合埼玉、埼玉県経営品質協議会の会員、加入組織は賛助会員料金で参加していただけます。

一橋大学大学院商学研究科卒　専門は経営学。主要研究テーマ／長期存続企業の経営、戦略学習する組織、中堅企業の
グローバル化。大手化学企業の傘下グループ企業の経営幹部を対象とした「ビジネスが創れる次世代経営者育成」講師兼
コーディネーターを長年主宰、継続中。地方の産業クラスターに関与している経営者の育成にもコミットしている。

埼玉県生産性本部理事、明治学院大学経済学部教授　神田　良 氏

2017 年度（新潟県）：朝日酒造　加島屋　玉川堂　丸屋本店

2018 年度（京都府、滋賀県）：永楽屋　尾池工業　グンゼ　福寿園

2019 年度（香川県）：石丸製麺　長峰製作所　マキタ

視察コーディネーター

02 競争力×稼ぐ力＝顧客満足と従業員満足の両立そして働きがいへ

S1 係長・主任のリーダーシップ強化講座（2日）

～他社人材と交流をしながら 2 日間で基本をおさえよう～
○職場の中核としての立場、役割の認識を深めます。     ○ 職場のリーダーとしての基本を固めます。
○部下との協力関係を強化するための視点と方策を学びます。
○リーダーとしてさらに成長していくために、思考態度や行動様式を改善していく手立てを見出します。
○ チーム（組織）で仕事ができる・金を稼ぐプロ企業人としての行動実践事項を学びます。

03 30 年続く大ベテラン講師から学ぶリーダーシップ研修

場所：埼玉会館 会議室 〒330-8518 さいたま市浦和区高砂 3-1-4

定員：20 名　対象：係長、主任、グループリーダー、チームリーダー ※候補者を含む

参加費（税込）会員 26,400円 ／ 非会員 31,900円　
参加費に含まれるもの：資料代、昼食代

第124回 2021年6月17日（木）～18日（金）9:30～17:00

第125回 2021年10月7日（木）～8日（金）9:30～17:00

講 師　埼玉県生産性本部講師  株式会社人材開発研究所 代表取締役社長　菊池 隆志

オリエンテーション

第一線リーダーとしての
能力を見直す

リーダーシップ力を
強化するための必要条件
【事例研究含む】

自分に気づき自己拡大を図る
【自己分析含む】

部下後輩指導育成の
「基本」を実践する

部下後輩への
アプローチを変えていく
【グループ討議含む】
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30 年続く大ベテラン講師から学ぶリーダーシップ
公
開

埼玉県生産性本部１番人気

仕事・職場を「管理」する
【ゲーム体験含む】

やり方・やらせ方のスキルアップ

指示・報告のパイプを太くする

日常の振る舞いで明日の職場をつくる
【体験学習含む】

実践と振り返りで自己変革をすすめる
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「働きがいのある職場づくり」の実現
そして時流に克つ　

講師派遣、オンラインセミナー、オンデマンドコンテンツのご提供

労働組合に対する社会からの認識の変化、若年層の組合活動への理解不足が顕著な時代であり
ます。しかし人口減少が続くであろうこれから、また新型コロナの流行による社会の混乱もあり、
将来への不安が払拭できないこれからは労働組合の存在意義をあらためて示す好機ではないで
しょうか。
埼玉県生産性本部では講師派遣（オンライン研修含）で以下の切り口で研修をご提案させて
いただきます。

　　  分　類

リーダーシップ、
発信力

傾聴力、
コミュケーション力

経営チェック、　
コンプライアンス

キャリア開発、
自己研鑽

・労働組合役員に問われるリーダーシップ
・健全な会社を創る労働組合役員の役割・使命
・コロナ禍で求められる労働組合役員の対応力
・新時代のユニオンアイデンティティ（UI）を考える

・相互信頼を築く組合員との接し方～傾聴力のアップ～
・世代間ギャップを埋めるコミュケーションスキル
・ダイバーシティー時代のコミュケーション力を磨く

・「コンプライアンスの基本」（新任役員、労組幹部他）
・コンプライアンス経営に対する労働組合役員のモニタリング機能とは（労組役員の役割と責任）
・不祥事事例から学ぶコンプライアンスと労働組合の役割
・企業不祥事の分析（メカニズム）と労使のリスクマネジメント

・人生 100 年時代のキャリアデザイン（ワークライフバランス）
・中高年組合員の定年後のライフキャリアの考え方
・エンプロイアビリティが求められる時代～守りの雇用保障から攻めの雇用保障に～

テーマ例

大手自動車メーカー勤務。労働組合専従（本部書記長等）、経営企画グループ長として社長直轄チームを務め早期退職。
株式会社プレビスを設立（代表取締役に就任）。東証一部上場企業社外取締役、中小企業基盤整備機構経営アドバイザー
などを歴任。国家資格キャリアコンサルタントとして年間で数百人をカウンセリング（大企業等からの委託）。著書に「もう不
祥事は許さない」(生産性出版 )、「中高年世代のキャリアの課題」（富士社会センター）等多数。

株式会社プレビス代表取締役、法政大学大学院キャリアデザイン研究科客員教授
埼玉県生産性本部講師、日本生産性本部講師　徳山　誠 氏

労働組合役員対象「人材開発プログラム・メニュー」（オンラインまたは講師派遣）

アーカイブ
（オンデマンド）
セミナー

・パソコン、スマートフォン、タブレットで視聴可能です。
・時間、場所、学び方を自由に選択ができます。
・初回登録だけで、いつでもどこでも何度でもご覧いただけます。

04 組織は人間が動かしている

雇用調整助成金の手続き書類の書き方（新型コロナウイルス感染症特例）
～難解な手続きと書類作成を１時間で平易に解説～

　申請手続きが難解で分かりにくい雇用調整助成金。今回はコロナの影響に伴う特例により、
計画届の提出が不要で支給申請の手続きのみになるなど、簡素化されています。申請の手続き
と書類の書き方について解説いたします。講師： 青山人事コンサルティング 代表取締役 佐藤 純 氏
賛助会員価格： 3,000 円（税込） 一般価格： 5,000 円（税込）

2020 年 4 月、適用開始（中小企業などは 2021 年４月から）。今次法改正の目的やポイント、同
一労働同一賃金に対応した基本給制度を、わかりやすく解説。正社員とパートタイム・有期契約
社員の相互関係から基本給の設計例もご紹介いたします。
講師： 青山人事コンサルティング 代表取締役・社会保険労務士 佐藤 純 氏
賛助会員価格： 15,000 円（税込） 一般価格： 15,000 円（税込）

「２時間でわかる」同一労働同一賃金の基本給の設計例と諸手当への対応

個人のキャリア自律欠如が招く組織リスク
～従業員のキャリアの迷走が及ぼすコンプライアンス違反のリスク～

テレワークで面前のコミュニケーションと管理ができない個人では自己流の業務に走ります。「自己
肯定感の低下」と「組織への信頼低下」が引き金となり、不祥事は相変わらずなくなりません。
個人と組織の関係性が影響するメカニズムを検証します。講師： プレビス 代表取締役 德山 誠 氏
賛助会員価格： 5,000 円（税込） 一般価格： 8,000 円（税込）

「労働法『まずはここから』入門セミナー」はじめて学ぶ労働法

労働法とはどのようなもので、なぜあるのでしょうか。労働基準法や労働契約法の「雇用の基本ルー
ル」の特徴を確認します。労働紛争の予防と早期解決のために、基本的な知識を身に付けます。また、
各種労働相談を活用しつつ問題を法的な観点から整理することをおこない、労使の対話を意識する
ことにつなげます。講師： 成蹊大学 法学部 教授 原 昌登 氏
賛助会員価格： 5,000 円（税込） 一般価格： 8,000 円（税込）

コロナが変えたリーダーシップ　生き残るために何を磨くか

新しい働き方により、ビジネス社会でもコミュニケーションの取り方やリーダーシップの求められる内容
も大きく見直されます。混沌としたなかで高めるべきスキルの一つに、言語化能力があります。具体的
にその磨く方法を解説、自分の評価軸も説明いたします。
講師： 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 高田 朝子 氏
賛助会員価格： 5,000 円（税込） 一般価格： 8,000 円（税込）

その他にも様々なメニューを順次開発しております。https://www.jpc-net.jp/seminar/theme/online_archive.html
【お問い合わせ先】公益財団法人日本生産性本部 会員サービスセンター　電話03‐3511-4026　mail：JPC-info@jpc-net.jp
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「働きがいのある職場づくり」の実現
そして時流に克つ　

講師派遣、オンラインセミナー、オンデマンドコンテンツのご提供

労働組合に対する社会からの認識の変化、若年層の組合活動への理解不足が顕著な時代であり
ます。しかし人口減少が続くであろうこれから、また新型コロナの流行による社会の混乱もあり、
将来への不安が払拭できないこれからは労働組合の存在意義をあらためて示す好機ではないで
しょうか。
埼玉県生産性本部では講師派遣（オンライン研修含）で以下の切り口で研修をご提案させて
いただきます。

　　  分　類

リーダーシップ、
発信力

傾聴力、
コミュケーション力

経営チェック、　
コンプライアンス

キャリア開発、
自己研鑽

・労働組合役員に問われるリーダーシップ
・健全な会社を創る労働組合役員の役割・使命
・コロナ禍で求められる労働組合役員の対応力
・新時代のユニオンアイデンティティ（UI）を考える

・相互信頼を築く組合員との接し方～傾聴力のアップ～
・世代間ギャップを埋めるコミュケーションスキル
・ダイバーシティー時代のコミュケーション力を磨く

・「コンプライアンスの基本」（新任役員、労組幹部他）
・コンプライアンス経営に対する労働組合役員のモニタリング機能とは（労組役員の役割と責任）
・不祥事事例から学ぶコンプライアンスと労働組合の役割
・企業不祥事の分析（メカニズム）と労使のリスクマネジメント

・人生 100 年時代のキャリアデザイン（ワークライフバランス）
・中高年組合員の定年後のライフキャリアの考え方
・エンプロイアビリティが求められる時代～守りの雇用保障から攻めの雇用保障に～

テーマ例

大手自動車メーカー勤務。労働組合専従（本部書記長等）、経営企画グループ長として社長直轄チームを務め早期退職。
株式会社プレビスを設立（代表取締役に就任）。東証一部上場企業社外取締役、中小企業基盤整備機構経営アドバイザー
などを歴任。国家資格キャリアコンサルタントとして年間で数百人をカウンセリング（大企業等からの委託）。著書に「もう不
祥事は許さない」(生産性出版 )、「中高年世代のキャリアの課題」（富士社会センター）等多数。

株式会社プレビス代表取締役、法政大学大学院キャリアデザイン研究科客員教授
埼玉県生産性本部講師、日本生産性本部講師　徳山　誠 氏

労働組合役員対象「人材開発プログラム・メニュー」（オンラインまたは講師派遣）

アーカイブ
（オンデマンド）
セミナー

・パソコン、スマートフォン、タブレットで視聴可能です。
・時間、場所、学び方を自由に選択ができます。
・初回登録だけで、いつでもどこでも何度でもご覧いただけます。

04 組織は人間が動かしている

雇用調整助成金の手続き書類の書き方（新型コロナウイルス感染症特例）
～難解な手続きと書類作成を１時間で平易に解説～

　申請手続きが難解で分かりにくい雇用調整助成金。今回はコロナの影響に伴う特例により、
計画届の提出が不要で支給申請の手続きのみになるなど、簡素化されています。申請の手続き
と書類の書き方について解説いたします。講師： 青山人事コンサルティング 代表取締役 佐藤 純 氏
賛助会員価格： 3,000 円（税込） 一般価格： 5,000 円（税込）

2020 年 4 月、適用開始（中小企業などは 2021 年４月から）。今次法改正の目的やポイント、同
一労働同一賃金に対応した基本給制度を、わかりやすく解説。正社員とパートタイム・有期契約
社員の相互関係から基本給の設計例もご紹介いたします。
講師： 青山人事コンサルティング 代表取締役・社会保険労務士 佐藤 純 氏
賛助会員価格： 15,000 円（税込） 一般価格： 15,000 円（税込）

「２時間でわかる」同一労働同一賃金の基本給の設計例と諸手当への対応

個人のキャリア自律欠如が招く組織リスク
～従業員のキャリアの迷走が及ぼすコンプライアンス違反のリスク～

テレワークで面前のコミュニケーションと管理ができない個人では自己流の業務に走ります。「自己
肯定感の低下」と「組織への信頼低下」が引き金となり、不祥事は相変わらずなくなりません。
個人と組織の関係性が影響するメカニズムを検証します。講師： プレビス 代表取締役 德山 誠 氏
賛助会員価格： 5,000 円（税込） 一般価格： 8,000 円（税込）

「労働法『まずはここから』入門セミナー」はじめて学ぶ労働法

労働法とはどのようなもので、なぜあるのでしょうか。労働基準法や労働契約法の「雇用の基本ルー
ル」の特徴を確認します。労働紛争の予防と早期解決のために、基本的な知識を身に付けます。また、
各種労働相談を活用しつつ問題を法的な観点から整理することをおこない、労使の対話を意識する
ことにつなげます。講師： 成蹊大学 法学部 教授 原 昌登 氏
賛助会員価格： 5,000 円（税込） 一般価格： 8,000 円（税込）

コロナが変えたリーダーシップ　生き残るために何を磨くか

新しい働き方により、ビジネス社会でもコミュニケーションの取り方やリーダーシップの求められる内容
も大きく見直されます。混沌としたなかで高めるべきスキルの一つに、言語化能力があります。具体的
にその磨く方法を解説、自分の評価軸も説明いたします。
講師： 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 高田 朝子 氏
賛助会員価格： 5,000 円（税込） 一般価格： 8,000 円（税込）

その他にも様々なメニューを順次開発しております。https://www.jpc-net.jp/seminar/theme/online_archive.html
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人財育成は会社が使い易い人材から、会社を変えて行ける人材へ

経営を取り巻く環境は、より複雑で変化の速くなる一方で、働く従業員の育成や教育は、従来とそれ
ほど変わっていない組織が多く見受けられます。
今後、多くの業種で従来、人が行ってきた業務がAI 化されます。そんな時代に向かい、働く人々には、
業務の変化に先んじて自らを変革していくことが求められます。
そのためには、「言われて動く」「指示でやらされる」から、「自ら考えて動く」「業務とまわりの人達
を変えていく」といった意識と行動力、スキルが不可欠になってきます。
そうした時代を見据え、埼玉県生産性本部では従来のビジネス人財教育、ビジネス研修の方向性、
コンセプトを下記の通り、大きくシフトしたプログラムをご提案、ご提供して参ります。

その先の人財育成へ!!
オリジナル・アクションラーニング・研修プログラム

～体験気づき＆共有実践化研修～

「気づき」を「学び」､「実践」に繋げる研修プログラムの流れ

埼玉県生産性本部が提供するビジネス研修は、一般的なアクションラーニング・プログラムやワーク
ショップとは、全く異なります。人間性心理学や論理療法等をベースとして、開発したオリジナルの体
験型演習やビジネスゲームから、「気づき」を引き出します。
これらの演習やビジネスゲームは、人の行動心理や認知の原理・法則に基づき、学習テーマに沿い、
自身の言動や自社・自職場の真の現状に気づくように、設計しております。
講師からの一方的なレクチャーにより伝えられることは、頭での知識としてとどまっても、なかなか
行動変容には繋がりません。しかし、人は自ら気づいたことには、重きを置くだけでなく、腹落ちがし、
行動を変えるに至り易いと言えます。
さらに本プログラムは、「個々が得た気づき」を、受講者同士で「語り合い共有」することで、「チーム
への学び」へと昇華します。その上で、その学びをいかに「自社・自職場に活用するかを考察」し、
それを本音で話し明確にします。決めた取り組みを「相互に力づけ」、自社・自職場に戻り、実践化を
促す実践的な研修プログラムです。

１．自ら何をどうするか考え行動できる
２．顧客や上司･同僚と対話が出来る
３．職場メンバーとのチームワークを発揮

１．与えられた業務を忠実に遂行する
２．先輩･上司の指示に従い行動する
３．組織の規律重視、同調性を発揮

従来の人材育成方針 これからの人材育成方針

これからの教育コンセプト
１．自ら考え気づき語り合うチーム学習
２．意識･人間関係+知識･技術の習得
３．職場メンバーとのチームワークを発揮

１．一方通行の座学（レクチャー）中心
２．仕事に対する知識・技術を習得
3．ビジネスの慣習や組織規律を学ぶ

自ら考える

気づき連鎖

共に語り合う思いの共有

融合力の発揮

変革の促進 やり甲斐実感

相互研鑽の絆

継続
革新

従来の教育のコンセプト

埼玉県生産性本部が打ち出す教育キーワード

 ・自ら気づいた時に、変われるきっかけやチャンスが広がる
 ・人や組織の原理､原則､法則を知ると気づきの価値が上がる
 ・他社の成功事例や活用事例が「気づきの実現」を後押しする
 ・スキルの習得が改善・改革の実践行動の第 1 歩を踏み出させる

職 場 に

戻ってから

実践！

各フェーズでの研修プログラムの構成パターン

各研修のフェース（単元）毎に、上記のような構成パターンで進行します。

体
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型
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演
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個
々
の
気
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気
づ
き
の
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有

チ
ー
ム
の
学
び

学
び
の
活
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考

本
音
の
ト
ー
ク

相
互
の
力
づ
け

自組織で

 実践！

埼玉県生産性本部の階層別公開研修、企業内研修のコンセプト

個別企業の社内研修（６名以上）向けに
ご提案をさせていただくことができます！

事務局までご連絡ください。

04 組織は人間が動かしている
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S2  若手社員活性化講座（1日）

組織の一員としての責任と自覚を再認識し、成果をあげるためには、職場メンバーとのコミュニケー

ションが重要であることを体験気づき型の演習を通じて、体験的に理解します。

他者と自身の価値観の違いを踏まえて、より人間関係を構築していくためのコミュニケーション力

の向上と、自身の業務を効率化する視点を学習することを主眼として、プログラムを構築しています。

派
遣

公
開

オ
リ
ジ
ナ
ル
の
超
体
験
型
プ
ロ
グ
ラ
ム

場所：埼玉会館 会議室 〒330-8518 さいたま市浦和区高砂 3-1-4

定員：20 名　対象：入社 2 年～ 5 年目の若年層

参加費（税込）会員 16,500円 ／ 非会員 19,800円　
参加費に含まれるもの：資料代、昼食代

第39回  2021年7月2日（金）9:30～17:00

第40回  2021年9月15日（水）9:30～17:00

講 師　埼玉県生産性本部講師　野村 恵美子

研修の場づくりと研修の概要
①アイスブレーク　②研修概要　②自己紹介

違った価値観の人々と協働するための軸
①演習「漂流した人々」　②価値観の違う人と上手く協働する

他者と自身の価値観を知る
①演習「IB テスト」から自身の価値観とその特徴を知る
②違う価値観の上司・先輩・同僚・後輩への配慮点を知る

効率的な話し合いと意思決定を行うポイント
①演習「砂漠で遭難」 　②会議の時間管理と意見集約方法

チームで効率・効果的な仕事が出来るチームワーク
①演習「フラフープゲーム」or「積み木ワーク」　②仕組みと意識

職場の人間関係を深めるコミュニケーション
簡単に出来る人間関係を深めるコミュニケーション・スキル

01

02

03

04

05

06

9:30 開始

12:00 昼食

埼玉県生産性本部
管理職＆リーダー育成プログラム

階層別研修（S 2 ~ S 6）

22

アイルインターナショナル（https://www.illinternational.com）の
経験豊富な講師陣とパートナーシップ関係で実施してまいります。

企業内研修の切口と講師の実績
（次世代を担う中核人材に必要な力と教育テーマ例）

組織マネジメント

　　メンバーを巻き込むリーダーシップ
　　成果を出す目標・仕組みづくり
　　意見の言いやすい組織づくり

組織の意識（風土・規範）

　　会社の目指す姿の共有化
　　情報共有と役割意識の確立
　　改革に取り組む意識醸成

個人の意識（マインド）面

　　部下との信頼関係構築
　　柔軟な発想・思考、視野の拡大
　　セルフ・モチベーション（自身の動機づけ）

個人のスキル面

　　仕事・職場の課題解決スキルアップ
　　部下の指導力・育成力アップ
　　コミュニケーションスキルのアップ

アイルインターナショナル 
代表取締役社長  石川　歩氏の研修実績

多くの中小企業でも好評の研修ですが、これまでの実績の一部は下記となります。
三井住友銀行グループ、日本政策金融公庫、足利銀行、りそな銀行、四国銀行、伊予銀行、山陰合同銀行、

八十二銀行、全国信用保証協会連合会、ゆうちょ銀行、キャノン、パナソニック、IHI、三菱重工業、三菱自動車、
日本ピストンリング、伊勢丹、高島屋、ナイキジャパン、日本航空、ANA グループ、東急電鉄、BS ジャパン、
日本テレビ放送網、東日本放送、ロート製薬、サッポロビール、ニッカウヰスキー、協同乳業、ニチレイ、ミツカン、
富国生命、第一生命、東京ガス、JXTエネルギー、石油資源開発、地下鉄ビルディング、日本赤十字病院、公正
取引委員会、JA中央会、富山県経営者協会、島根県経営者協会、青森県工業会、明治大学、福井工業大学、
NTT 労組、富士電機グループ労組連合会、パイオニア労組

04 組織は人間が動かしている

アイルインターナショナル所属
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S3  職場リーダー基礎講座（1日）

先輩社員として後輩である職場の中核的社員に対して、積極的にコミュニケーションをとり、支援

していく役割や悩みごとの相談役が担えるようになることを狙いとしています。　

一個人からリーダーへと転身を図るために必要な意識とスキルを演習を通じて習得することを目的

としています。

派
遣

公
開

場所：埼玉会館 会議室 〒330-8518 さいたま市浦和区高砂 3-1-4

定員：20 名　対象：中堅社員～リーダー候補者、班長、監督職層補佐

参加費（税込）会員 16,500円 ／ 非会員 19,800円　
参加費に含まれるもの：資料代、昼食代

第15回  2021年7月1日（木）9:30～17:00

第16回  2021年10月27日（水）9:30～17:00

講 師　埼玉県生産性本部講師　吉澤 麻実

研修の場づくりと研修の概要
・本日の学習項目　・自職場の現状と課題認識【対話】自職場の現状と課題

職場リーダーの力が試される後輩育成
・若年層の意識、価値観　・高まる若年層の離職率　・離職率の高い 10の要因

職場リーダーに不可欠なコミュニケーション力
・後輩指導の基本となる積極的傾聴 ・【演習】積極的傾聴のスキル
・非言語コミュニケーションの重要性 ・【演習】演習非言語の与える印象

リーダーは職場チーム力向上の要
・重要性が高まる職場のチーム力  ・【演習】チームのコミュニケーション向上
・【演習】ロープワークゲーム

後輩のやる気を高めるリーダーの関わり方
・承認は人のやる気を高める・注意や指導の伝え方

研修のまとめ

01

02

03

06

04

05

9:30 開始

12:00 昼食

S4 監督職（係長・主任）基礎講座（1日）

組織の監督者として、ＰＤＣＡサイクルを実践し、職場の業務効率を高めるため、発想とスキル、

チームワーク向上手立てを学習します。加えて、部下１人１人のキャラクターや思考・行動パターン

に応じたコミュニケーションスキル（ソーシャルスタイル分析）を学習し、指導力・コミュニケー

ション力の向上を行います。

場所：埼玉会館 会議室 〒330-8518 さいたま市浦和区高砂 3-1-4

定員：20 名　対象：主任・係長層および、その次期候補者

参加費（税込）会員 16,500円 ／ 非会員 19,800円　
参加費に含まれるもの：資料代、昼食代

第3回  2021年7月8日（木）9:30～17:00

第4回  2021年11月5日（金）9:30～17:00

講 師　埼玉県生産性本部講師　小迫 直子

研修の概要
・本研修の目的　・【対話】自身と自職場の課題

監督職の求められる役割
監督職の主な４つの役割　・主任と係長の役割の違い

監督職の意識変革
～職場のチーム力と業務をさらにUPする～
・【演習】神の塔・職場チーム力向上の鍵　・ＰＤＣＡサイクルと組織の活性化
・コミュニケーションの質の違いが大きな違いを創る

メンバーとの人間関係を深めるコミュニケーション・スキル
・相手に応じた対応の重要性 ・ソーシャル・スタイル分析とは
・４つのタイプの特徴と行動傾向　
・【演習】４つのタイプに応じた会話､アプローチ､クロージング
・タイプの見分けかたのポイント ・【演習】各タイプに応じた「ほめ方」「叱り方」
・【演習】タイプに応じた動機づけ､目標設定､支援･指導､同タイプの注意点
・活用企業の事例

研修のまとめ

01

02

03

04

05

派
遣

公
開

9:30 開始

12:00 昼食

04 組織は人間が動かしている

アイルインターナショナル所属 アイルインターナショナル所属
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S3  職場リーダー基礎講座（1日）

先輩社員として後輩である職場の中核的社員に対して、積極的にコミュニケーションをとり、支援

していく役割や悩みごとの相談役が担えるようになることを狙いとしています。　

一個人からリーダーへと転身を図るために必要な意識とスキルを演習を通じて習得することを目的

としています。

派
遣

公
開

場所：埼玉会館 会議室 〒330-8518 さいたま市浦和区高砂 3-1-4

定員：20 名　対象：中堅社員～リーダー候補者、班長、監督職層補佐

参加費（税込）会員 16,500円 ／ 非会員 19,800円　
参加費に含まれるもの：資料代、昼食代

第15回  2021年7月1日（木）9:30～17:00

第16回  2021年10月27日（水）9:30～17:00

講 師　埼玉県生産性本部講師　吉澤 麻実

研修の場づくりと研修の概要
・本日の学習項目　・自職場の現状と課題認識【対話】自職場の現状と課題

職場リーダーの力が試される後輩育成
・若年層の意識、価値観　・高まる若年層の離職率　・離職率の高い 10の要因

職場リーダーに不可欠なコミュニケーション力
・後輩指導の基本となる積極的傾聴 ・【演習】積極的傾聴のスキル
・非言語コミュニケーションの重要性 ・【演習】演習非言語の与える印象

リーダーは職場チーム力向上の要
・重要性が高まる職場のチーム力  ・【演習】チームのコミュニケーション向上
・【演習】ロープワークゲーム

後輩のやる気を高めるリーダーの関わり方
・承認は人のやる気を高める・注意や指導の伝え方

研修のまとめ

01

02

03

06

04

05

9:30 開始

12:00 昼食

S4 監督職（係長・主任）基礎講座（1日）

組織の監督者として、ＰＤＣＡサイクルを実践し、職場の業務効率を高めるため、発想とスキル、

チームワーク向上手立てを学習します。加えて、部下１人１人のキャラクターや思考・行動パターン

に応じたコミュニケーションスキル（ソーシャルスタイル分析）を学習し、指導力・コミュニケー

ション力の向上を行います。

場所：埼玉会館 会議室 〒330-8518 さいたま市浦和区高砂 3-1-4

定員：20 名　対象：主任・係長層および、その次期候補者

参加費（税込）会員 16,500円 ／ 非会員 19,800円　
参加費に含まれるもの：資料代、昼食代

第3回  2021年7月8日（木）9:30～17:00

第4回  2021年11月5日（金）9:30～17:00

講 師　埼玉県生産性本部講師　小迫 直子

研修の概要
・本研修の目的　・【対話】自身と自職場の課題

監督職の求められる役割
監督職の主な４つの役割　・主任と係長の役割の違い

監督職の意識変革
～職場のチーム力と業務をさらにUPする～
・【演習】神の塔・職場チーム力向上の鍵　・ＰＤＣＡサイクルと組織の活性化
・コミュニケーションの質の違いが大きな違いを創る

メンバーとの人間関係を深めるコミュニケーション・スキル
・相手に応じた対応の重要性 ・ソーシャル・スタイル分析とは
・４つのタイプの特徴と行動傾向　
・【演習】４つのタイプに応じた会話､アプローチ､クロージング
・タイプの見分けかたのポイント ・【演習】各タイプに応じた「ほめ方」「叱り方」
・【演習】タイプに応じた動機づけ､目標設定､支援･指導､同タイプの注意点
・活用企業の事例

研修のまとめ

01

02

03

04

05

派
遣

公
開

9:30 開始

12:00 昼食

04 組織は人間が動かしている

アイルインターナショナル所属 アイルインターナショナル所属
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S5  管理者基礎講座
脱･見様見真似！原理原則から実践まで修得（2日）

～ 職場のマネジメントの基本をマスターします ～

○管理者としての役割を認識でき、自分が行うべきことが明確になります。

○職場の現実に即したマネジメントの基本と実践方法が理解できます。

○管理者としてのモチベーションを高め職場および自己の変革に向けた行動に踏み出せます。

派
遣

公
開

場所：埼玉会館 会議室 〒330-8518 さいたま市浦和区高砂 3-1-4

定員：20 名　対象：新任管理職者、現管理職者、次期管理職者の方

参加費（税込）会員 26,400円 ／ 非会員 31,900円　
参加費に含まれるもの：資料代、昼食代

第58回 2021年6月24日（木）～25日（金）9:30～17:00

第59回 2021年10月28日（木）～29日（金）9:30～17:00

講 師　埼玉県生産性本部講師　石川　歩／東　一秀 他
アイルインターナショナル所属 アイルインターナショナル所属

研修概要
・研修の目的　・【対話】自身･自職場の現状と課題

マネジメントとは何かとその役割
・【討議】マネジメントとリーダーシップとの違い
・マネジメントとその変遷
・リーダーシップとの違い

部下指導・育成の意識改革
・若年層高離職率と価値観の変化
・部下指導の意識とやり方の革新が急務
・【対話】我社の若年層

若年層の部下対応のポイント
・育成をうまく進める６つのポイント
・気持ちを引き出すメタモデルの質問
・【演習】メタモデル活用／メタモデルの会話

ビジョンの浸透とチーム力を向上
・【討議】理念やビジョンや目標が必要な理由
・ビジョン・目標の必要性を示唆する事例
・企業組織の統合性サイクル
・【討議】成功企業事例から鍵を掴む

ＯＪＴの重要性と進め方
・企業の人材育成の現状・OJT とは何か
・OJT と OFF-JT の比較と Tチェックリスト
・OJT がうまくいかない理由・成功する進め方

01

02

03

04

05

06

9:30 開始
1 日目 2 日目

業績達成と人材育成への取り組み
・【演習】マッチ棒ゲーム
・マネージャーの持つべき戦略思考
・業績達成と人材育成に関するポイント

チーム力アップのマネジメントと
コミュニケーションの鍵
・【演習】モニュメントづくり
・管理職とメンバーそれぞれの役割と心得
・職場のチームワークをアップするマネジメント

問題のある部下の対応を
見直す視点と改善のポイント
・【演習】問題ある部下との対話
（ポジション・チェンジ）
・部下との関係を改善する３つの視点
・【演習】承認実践

目標設定の原則とコツ
・計画策定５つのポイント
・アクションプランのパターン

2 日間のまとめ
・今日の研修からの気づきと始めること

01

02

03

04

05
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S6  管理職基礎講座
元中小企業管理職が語る！
管理職実務の上手く進めるコツ！（半日）

多くの企業で人材不足である現在、どの業界でも管理職の教育を充分に受けて管理職となった人は
ごく一部で、多くの方は管理職としての心得や考え方も知らず、暗中模索のまま管理職を務めています。
そうした中でも、多くの管理職の方が、著しい情報量の増加、多様化する人の価値観、世代間のギャップ
などにより、人間関係の問題に苦しむ姿が多く見られます。
そこで、自信を保ちながら、経営者の考えをかみ砕き、チームをまとめていく考えや、心構えをお伝
えする場として本研修を開催したいと思います。
今一度ゆっくりと自身の役割を再認識し、少しでも心穏やかに業務に励める環境づくりができるよう
サポートができればと考えております。

派
遣

公
開

場所：埼玉会館 会議室 〒330-8518 さいたま市浦和区高砂 3-1-4

定員：20名　対象：管理職として経験を積まれる中でマネジメントに悩みがある方

参加費（税込）会員 14,300円 ／ 非会員 17,600円　
参加費に含まれるもの：資料代

第1回 2021年7月9日（金）13:00～17:00

第2回 2021年11月12日（金）13:00～17:00

講 師　埼玉県生産性本部講師　東　 一秀

山積する管理職者の悩み､課題
・【討議】自身の課題と対応策　・元･中小の管理職者の講師談「管理者のスタンス」

問題のある部下の指導
・【討議】どの様な対応をすべきか　・講師の体験からのヒント

笛吹けど踊らない職場メンバーのマネージ
・【討議】どの様な対応をすべきか　・講師の体験からのヒント

自己中な上司･社長の対応
・【討議】どの様な対応をすべきか　・講師の体験からのヒント

まとまらない管理職間の人間関係
・【討議】どの様な対応をすべきか　・講師の体験からのヒント

研修のまとめ

01

02

03

04

05

06

13:00 開始

04 組織は人間が動かしている
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S5  管理者基礎講座
脱･見様見真似！原理原則から実践まで修得（2日）

～ 職場のマネジメントの基本をマスターします ～

○管理者としての役割を認識でき、自分が行うべきことが明確になります。

○職場の現実に即したマネジメントの基本と実践方法が理解できます。

○管理者としてのモチベーションを高め職場および自己の変革に向けた行動に踏み出せます。

派
遣

公
開

場所：埼玉会館 会議室 〒330-8518 さいたま市浦和区高砂 3-1-4

定員：20 名　対象：新任管理職者、現管理職者、次期管理職者の方

参加費（税込）会員 26,400円 ／ 非会員 31,900円　
参加費に含まれるもの：資料代、昼食代

第58回 2021年6月24日（木）～25日（金）9:30～17:00

第59回 2021年10月28日（木）～29日（金）9:30～17:00

講 師　埼玉県生産性本部講師　石川　歩／東　一秀 他
アイルインターナショナル所属 アイルインターナショナル所属

研修概要
・研修の目的　・【対話】自身･自職場の現状と課題

マネジメントとは何かとその役割
・【討議】マネジメントとリーダーシップとの違い
・マネジメントとその変遷
・リーダーシップとの違い

部下指導・育成の意識改革
・若年層高離職率と価値観の変化
・部下指導の意識とやり方の革新が急務
・【対話】我社の若年層

若年層の部下対応のポイント
・育成をうまく進める６つのポイント
・気持ちを引き出すメタモデルの質問
・【演習】メタモデル活用／メタモデルの会話

ビジョンの浸透とチーム力を向上
・【討議】理念やビジョンや目標が必要な理由
・ビジョン・目標の必要性を示唆する事例
・企業組織の統合性サイクル
・【討議】成功企業事例から鍵を掴む

ＯＪＴの重要性と進め方
・企業の人材育成の現状・OJT とは何か
・OJT と OFF-JT の比較と Tチェックリスト
・OJT がうまくいかない理由・成功する進め方

01

02

03

04

05

06

9:30 開始
1 日目 2 日目

業績達成と人材育成への取り組み
・【演習】マッチ棒ゲーム
・マネージャーの持つべき戦略思考
・業績達成と人材育成に関するポイント

チーム力アップのマネジメントと
コミュニケーションの鍵
・【演習】モニュメントづくり
・管理職とメンバーそれぞれの役割と心得
・職場のチームワークをアップするマネジメント

問題のある部下の対応を
見直す視点と改善のポイント
・【演習】問題ある部下との対話
（ポジション・チェンジ）
・部下との関係を改善する３つの視点
・【演習】承認実践

目標設定の原則とコツ
・計画策定５つのポイント
・アクションプランのパターン

2 日間のまとめ
・今日の研修からの気づきと始めること

01

02

03

04

05
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S6  管理職基礎講座
元中小企業管理職が語る！
管理職実務の上手く進めるコツ！（半日）

多くの企業で人材不足である現在、どの業界でも管理職の教育を充分に受けて管理職となった人は
ごく一部で、多くの方は管理職としての心得や考え方も知らず、暗中模索のまま管理職を務めています。
そうした中でも、多くの管理職の方が、著しい情報量の増加、多様化する人の価値観、世代間のギャップ
などにより、人間関係の問題に苦しむ姿が多く見られます。
そこで、自信を保ちながら、経営者の考えをかみ砕き、チームをまとめていく考えや、心構えをお伝
えする場として本研修を開催したいと思います。
今一度ゆっくりと自身の役割を再認識し、少しでも心穏やかに業務に励める環境づくりができるよう
サポートができればと考えております。

派
遣

公
開

場所：埼玉会館 会議室 〒330-8518 さいたま市浦和区高砂 3-1-4

定員：20名　対象：管理職として経験を積まれる中でマネジメントに悩みがある方

参加費（税込）会員 14,300円 ／ 非会員 17,600円　
参加費に含まれるもの：資料代

第1回 2021年7月9日（金）13:00～17:00

第2回 2021年11月12日（金）13:00～17:00

講 師　埼玉県生産性本部講師　東　 一秀

山積する管理職者の悩み､課題
・【討議】自身の課題と対応策　・元･中小の管理職者の講師談「管理者のスタンス」

問題のある部下の指導
・【討議】どの様な対応をすべきか　・講師の体験からのヒント

笛吹けど踊らない職場メンバーのマネージ
・【討議】どの様な対応をすべきか　・講師の体験からのヒント

自己中な上司･社長の対応
・【討議】どの様な対応をすべきか　・講師の体験からのヒント

まとまらない管理職間の人間関係
・【討議】どの様な対応をすべきか　・講師の体験からのヒント

研修のまとめ
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13:00 開始
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2021年10月22日（金）9:30～17:00
場所：埼玉会館 会議室 〒330-8518 さいたま市浦和区高砂 3-1-4

定員：20 名　対象：職場リーダー、改善担当者、スタッフ、管理監督者、経営者

参加費（税込）会員 16,500円 ／ 非会員 19,800円　
参加費に含まれるもの：資料代、昼食代

講 師　埼玉県生産性本部講師　土屋　寛

2021年11月19日（金）9:30～17:00
場所：埼玉会館 会議室 〒330-8518 さいたま市浦和区高砂 3-1-4

定員：20 名　対象：職場リーダー、改善担当者、スタッフ、管理監督者、経営者

参加費（税込）会員 16,500円 ／ 非会員 19,800円　
参加費に含まれるもの：資料代、昼食代

講 師　埼玉県生産性本部講師　土屋　寛

S7  ヒューマンエラー対策講座
～ヒューマンエラーについての認識強化によるエラー対策の強化～

派
遣

公
開

「注意していたはずなのに、なぜヒューマンエラーを起こしたのだろう」「ヒューマンエラーをうっ
かり、ぼんやり、急いでいた、等の理由だけで簡単にかたづけてよいのだろうか」といったことでお
困りではありませんか？現場では事故・災害、作業ミス、品質トラブル等が慢性的に発生していますが、
これらはヒューマンエラーに起因するものが多いのが実態です。
本講座では、「人間はミスをするものである」という前提のもとに、ヒューマンエラーについてどの
ように捉えて、どのような対応を取れば良いかを学んで、管理者・現場リーダーが一体となって取組み、
事故・災害ゼロ、作業ミスゼロにつなげる「組織的改善力」を身につけていただきます。

ヒューマンエラーの基礎知識
　（1）ヒューマンエラーとは （2）ヒューマンエラー防止活動の考え方
　（3）ヒューマンファクターとは （4）人間の特性
　（5）ヒューマンエラーの分類 （6）ヒューマンエラー発生のプロセス
　【演習】テーマ ； 自職場で発生しているヒューマンエラー事例の現状分析

問題解決についての基礎知識
　（1）問題解決の手順
　（2）グループによる問題解決
　（3）生産活動と安全衛生

ヒューマンエラーへの対応
　（1）ヒューマンエラー対応の基本知識 （2）工場安全対策の基本
　（3）ヒューマンエラーの原因分析方法 （4）ヒューマンエラー対策の具体的進め方
　（5）ポカミス防止（ポカヨケ）の方法
　（6）未然防止の手法（リスクアセスメント、変化点管理）
　（7）ゼロ災運動の手法（５Ｓ、ＫＹＴ、指差呼称、ＴＢＭ）　（8）組織文化の醸成
　【演習】テーマ ； 自職場のヒューマンエラー（ポカミス）対策の現状と改善方策
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9:30 開始

S8  ＫＹＴリーダー基礎講座
～ＫＹＴ（危険予知訓練）活動推進による安全先取り活動の活発化～

派
遣

公
開

「事故・災害が散発している」「現場の安全を推進するリーダーが育っていない」「現場の作業改善が
進まない」といったことでお困りではありませんか？
本講座では、ヒューマンエラー防止についての基本知識の習得とともに、安全を先取りする重要な
手法である「ＫＹＴ活動」について実践につながる具体的な手順について、講義による基本の理解と、
グループ演習による実践を通して、ＫＹＴリーダーとしてのの「改善力」を身につけます。

安全衛生についての基礎知識
　・企業活動の目的
　・生産活動とは
　・生産活動と安全衛生
　・安全衛生管理活動
　・ゼロ災運動

安全先取り活動の進め方
　・労働災害発生の仕組みと災害要因
　・ヒューマンエラーについての基礎知識
　・ヒューマンエラー防止対策の進め方
　・ＫＹＴの進め方（KYT４ラウンド方）
　・ＫＹＴ活動の実践
　・リスクアセスメントの進め方
　【演習】ＫＹＴ４ラウンド法

01

02

9:30 開始

個別企業の社内研修（６名以上）のご提案もさせていただくことができます。事務局までご連絡ください。 個別企業の社内研修（６名以上）のご提案もさせていただくことができます。事務局までご連絡ください。

04 組織は人間が動かしている
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コピーをお取りいただき、ＦＡＸにてお申込みください。 

埼玉県生産性本部 宛  【FAX：０４８－８６２－１０００】  

 

 

申 込 日  年    月    日 □ 印を記入ください □会員   □一般

会社・組織名 
 

所 在 地 〒     －     

主要事業 
 

人数員業従

連絡先 
ご担当者氏名 

 
所属・役職名 

E-mail 

XAF LET
 

 

（ふりがな） 
受講者氏名 所属・役職名 備考：受講日

（2日コースは初日を記入）

  月     日

 月     日

 月     日

 月     日

 月     日

▲  複数講座のお申込みはお手数ですが、それぞれコピーしてご記入ください。また、６名以上の場合はコピーしてご記入ください。 
▲  お申込を受付次第、確認のご連絡をさせていただきます。受講証と請求書は別途ご送付いたします。 
▲  下記「個人情報の取扱いについて」をご覧いただき、お申込みください。 
 
  ※ 個人情報の取扱について 

１.  参加申込によりご提供いただいた個人情報は、当本部の個人情報保護方針に基づき、安全に管理し、保護の徹底に努めます。なお、当本部個人情報保護方針
の内容については、当本部ホームページ（https://spc-net.gr.jp）をご参照願います。参加されるご本人、ご連絡担当者の皆様におかれましては、内容をご
確認、ご理解の上、お申込いただきますようお願いいたします。 

２.  個人情報は、本セミナーの事業実施に関わる資料等の作成、ならびに当本部が主催・実施する各事業におけるサービス提供や事業のご案内および顧客分析・
市場調査のために利用させていただきます。 

３.  法令に基づく場合などを除き、個人情報を第三者に開示、提供することはありません。 
４.  ご本人からの求めにより、開示対象個人情報の利用目的の通知、開示、訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止に応じます。この

件については当本部事務局（TEL048-762-7884)にお問合せ下さい。 
５.  お申込書に個人情報を記入されるか否かのご判断はご本人次第ですが、必要な個人情報が不足していた場合は、当本部からのサービスの全部、または一部

が受けられないことがあることをご了承願います。 
６.  当本部は、クッキー等のご本人が容易に認識できない方法によって個人情報を取得することは行っておりません。 
７.  本案内記載事項の無断転載をお断りします。 

上記の「個人情報の取扱について」に □ 同意する    □ 同意しない   

受講申込書

 

 

該当の
事業プログラムに

　    印を
ご記入ください。

S1　係長・主任リーダーシップ強化講座（1日）
S2　若手社員活性化講座（1日）　　　　　　　　　　　　　　　
S3　職場リーダー基礎講座（1日）　　　　　　　　　　　　　　
S4　監督者（係長・主任）基礎講座（1日）　　　　　　　　　　
S5　管理者基礎講座（2日）
S6　元中小企業管理職が語る管理職実務を上手く進めるコツ（半日）
S7　ヒューマンエラー対策講座（1日）
S8　KYTリーダー基礎講座（1日）

お求めは、https://bookstore.jpc-net.jp/ または、amazon などのネット書店・お近くの書店からご注文いただけます。

生産性出版の好評書

労働情報センターの好評書

TEL.03(3511)4034　FAX.03(3511)4073

TEL.03(3511)4007　FAX.03(3511)4073

長期時系列データに加え、
その時々で話題性のある
調査結果を掲載。労使交
渉での統計資料、賃金・
人事制度検討の際、我が
国労働経済全般を把握す
るための基本資料。
ISBN978-4-88372-576-2
定価：2,200 円（10％税込）

労組役員だけでなく人事
総務の方の参考にもなる、
職場での様々な課題解決
に向けた職場で起こりが
ちな、関連法令・判例等
を盛り込んだ 50 のケー
ス＆アドバイス集。
ISBN978-4-88372-569-4
定価：2,750 円（10％税込）

職務の内容や職務に必要
な能力等の内容の明確化
とその公正な評価を実施、
それに基づく待遇の体系
を、計画的に構築するた
めの「たたき台」となる
一冊。
ISBN978-4-88372-546-5
定価：2,200 円（10％税込）

生産性向上の鍵となるデ
ジタル経済、人材投資、
価格形成、サービス経済
化、物流ネットワークな
どの分析と、真に豊かな
社会を実現するための生
産性向上に向け提言。
ISBN978-4-88372-567-0
定価：3,300 円（10％税込）

“営業力” とは何かを紐解
き、社内の営業マネジメ
ント体制を整えて、必要
な営業職人材の要件を定
義する。即戦力を採用す
る、「今日から使える」営
業管理職必携の一冊。 
ISBN978-4-8201-2110-7
定価：1,760 円（10％税込）

コロナパンデミックは、
見方を変えれば、「持続可
能 (SDGs) な道筋に転換
する」ためのチャンス。
社会のスタンダートが見
直されているいま、改め
て豊かさの意味を問う。
ISBN978-4-8201-2107-7
定価：2,200 円（10％税込）

リーダーと同業の下位企
業 ( 挑戦者 )、隣接する業
界からの侵入者、業界ご
となくそうとする業界破
壊者の 3 つの立場から、
リーダー企業を倒す戦略
定石を提示する。
ISBN978-4-8201-2104-6
定価：2,420 円（10％税込）

23 人の専門家が、税務、
金融などのハードスキル
からコーチング、セラピー
などのソフトスキルまで、
「ほんとうの事業承継」に
ついて、実務的で実践的
な観点から解説する。
ISBN978-4-8201-2111-4
定価：1,980 円（10％税込）
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コピーをお取りいただき、ＦＡＸにてお申込みください。 

埼玉県生産性本部 宛  【FAX：０４８－８６２－１０００】  
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市場調査のために利用させていただきます。 

３.  法令に基づく場合などを除き、個人情報を第三者に開示、提供することはありません。 
４.  ご本人からの求めにより、開示対象個人情報の利用目的の通知、開示、訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止に応じます。この

件については当本部事務局（TEL048-762-7884)にお問合せ下さい。 
５.  お申込書に個人情報を記入されるか否かのご判断はご本人次第ですが、必要な個人情報が不足していた場合は、当本部からのサービスの全部、または一部

が受けられないことがあることをご了承願います。 
６.  当本部は、クッキー等のご本人が容易に認識できない方法によって個人情報を取得することは行っておりません。 
７.  本案内記載事項の無断転載をお断りします。 

上記の「個人情報の取扱について」に □ 同意する    □ 同意しない   
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S8　KYTリーダー基礎講座（1日）

お求めは、https://bookstore.jpc-net.jp/ または、amazon などのネット書店・お近くの書店からご注文いただけます。

生産性出版の好評書

労働情報センターの好評書

TEL.03(3511)4034　FAX.03(3511)4073

TEL.03(3511)4007　FAX.03(3511)4073

長期時系列データに加え、
その時々で話題性のある
調査結果を掲載。労使交
渉での統計資料、賃金・
人事制度検討の際、我が
国労働経済全般を把握す
るための基本資料。
ISBN978-4-88372-576-2
定価：2,200 円（10％税込）

労組役員だけでなく人事
総務の方の参考にもなる、
職場での様々な課題解決
に向けた職場で起こりが
ちな、関連法令・判例等
を盛り込んだ 50 のケー
ス＆アドバイス集。
ISBN978-4-88372-569-4
定価：2,750 円（10％税込）

職務の内容や職務に必要
な能力等の内容の明確化
とその公正な評価を実施、
それに基づく待遇の体系
を、計画的に構築するた
めの「たたき台」となる
一冊。
ISBN978-4-88372-546-5
定価：2,200 円（10％税込）

生産性向上の鍵となるデ
ジタル経済、人材投資、
価格形成、サービス経済
化、物流ネットワークな
どの分析と、真に豊かな
社会を実現するための生
産性向上に向け提言。
ISBN978-4-88372-567-0
定価：3,300 円（10％税込）

“営業力” とは何かを紐解
き、社内の営業マネジメ
ント体制を整えて、必要
な営業職人材の要件を定
義する。即戦力を採用す
る、「今日から使える」営
業管理職必携の一冊。 
ISBN978-4-8201-2110-7
定価：1,760 円（10％税込）

コロナパンデミックは、
見方を変えれば、「持続可
能 (SDGs) な道筋に転換
する」ためのチャンス。
社会のスタンダートが見
直されているいま、改め
て豊かさの意味を問う。
ISBN978-4-8201-2107-7
定価：2,200 円（10％税込）

リーダーと同業の下位企
業 ( 挑戦者 )、隣接する業
界からの侵入者、業界ご
となくそうとする業界破
壊者の 3 つの立場から、
リーダー企業を倒す戦略
定石を提示する。
ISBN978-4-8201-2104-6
定価：2,420 円（10％税込）

23 人の専門家が、税務、
金融などのハードスキル
からコーチング、セラピー
などのソフトスキルまで、
「ほんとうの事業承継」に
ついて、実務的で実践的
な観点から解説する。
ISBN978-4-8201-2111-4
定価：1,980 円（10％税込）
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埼玉県
生産性本部
について

埼玉県生産性本部は 1960 年４月に発足いたしました。
戦後続いた激しい労使対立の時代をしだいに脱却し、年功的賃金と長期
雇用の慣行が労働組合を組織化できる大企業を中心に定着していく時代で
ありました。
企業経営に従業員の参加を求めながら生産性を向上させていくことを理念
として、その手段として人材育成を祖業として活動を積み重ねてまいりました。
また日本生産性本部によって海外視察団が組織化され米国等の最新の経
営管理システムを取り込みつつ「日本的経営」に基づく今日の経済構造の
確立に微力を尽くした歴史も有しております。
そして２１世紀。生産年齢人口が毎年確実に減少していく時代に直面し国
際比較にみる日本の競争力、国民一人当たりの豊かさは向上しておりません。
これまでの価値観や前提条件が通用しなくなるのか、通用しないとすると
どうすればよいのかが模索される画期。これが私たちの直面している時代
環境ではないでしょうか。
大企業のみならず、中小企業、小規模事業者含めて日本全体が従業員 1 人
あたりの付加価値を向上させ、その成果を適正に配分し未来への投資を生み
続ける経営、事業運営の実現に微力でも寄与することが私たちのこれからの
活動目標です。
人口減少時代に克てる企業経営、事業運営にむけたイノベーションの実現、
消費者でもある従業員の購買力が伴う社会構造のあり方をめぐる「合意形成
と情報発信の場」であり続けること、およそ組織は「人間が動かしている」、
働きがいと成長意欲を削がれない現場の活力を実現、維持向上させる研修、
コンサルティング事業等で埼玉県産業界、労働界への貢献を目指してまいり
ます。

歴史とこれから

埼玉県生産性本部
会長　栗田 美和子
株式会社クリタエイムデリカ

代表取締役
（2020年 6月 17日就任）

URL https://www.npr.co.jp/
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組織は人間が動かしている
生産性向上は積み重ね

埼玉県生産性本部

Saitama
Productivity
Center

2021




