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西部地区会員懇談会
７月６日
（金）、ホテルニューオータニ高岡
において130名が参加して西部地区会員懇談会
を開催した。
第１部の講演会では、元日本航空機長で危
機管理・リスクマネジメント講師の小林宏之
氏に「リーダーの危機管理と人材育成」と題
して講演をいただき、リーダーに不可欠な条
件として自己コントロール、健康管理と危機
管理、決断力、コミュニケーション力、人を
育てる能力など８項目を説明し、基本と確認
の徹底を述べた。（講演要旨を別掲）
第２部の懇親会では、西部地区担当の山下
副会長が、「本日のような講演会を聞いて、思うこ
とを語り合い、企業経営に活かしていく流れを作っ
ていき、西部地区に限らず富山県が成長していくこ
とにつなげて行きたい」と開会挨拶をし、来賓の山
崎副知事は最近の政治経済や大雨の話題、さらにサ
ッカーワールドカップ2018を例に挙げ、「個人と組
織が期間中に上手に機能したチームが勝ち上がって
いる。県庁職員一人ひとりがスピードを磨き、真の
司令塔の元で組織を上手く機能してしっかり業務を

西部地区会員懇談会

行っていき、働き暮らしやすい県を創って行きた
い」と挨拶した。金岡会長が「今の世の中の決まり
や法律は経済や人口が右肩上がり時代のものであ
り、少子化高齢化時代にはその法律や運用を考え直
していき、世の中の効率化を上げることが必要であ
る」と述べ、乾杯の発声をした。
和やかな歓談の中、中締めとして八十島副会長が
「本日の講演会では組織の運命はトップリーダー次
第である、慣れた者同士でも確認と会話の徹底、コ

講演要旨

「リーダー の危機管理と人材育成」
リスクマネジメント・危機管理専門家
航空評論家
（元日本航空機長）
機長や組織運営に携わってきた
経験からお話しします。

「リーダーの危機管理」
１．リーダーに不可欠な条件
①「自己コントロール」がトッ
プやリーダーに一番求められる条
件だと思います。特に危機に対し
ては一番大切です。
②「危機管理の基本は自分の健
康管理」で、組織の危機管理も同
じ考え方で取り組むのでいいと確

2 富山経協：2018年8月号

信を持って言えます。
③「本質を見極める洞察力」が
情報化社会の今、必要です。本質
とはできるだけ自然に近いもの、
物理的現象に近いほど本質だと思
います。
④「持続する強い目的意識」、
⑤「判断力・決断力（特に決断
力）」、⑥「コミュニケーション
力」、⑦「理性と感性のバラン
ス」、⑧「人を育てる能力」。こ
れらがリーダーには必要だと思い

小林

宏之

氏

ます。

２．リーダーシップについて
組織の運命はトップ・リーダー
次第で決まります。リーダーシッ
プの本質は他人・周囲への影響力
です。影響力には、職位などに伴
う権限や権威と、あの人の言うこ
とだったら大丈夫という人間力が
あります。平時は権限や権威で充
分ですが、大きなことをする場合
や危機的な状況の時は、やはり人
間力です。

開会挨拶をする
山下副会長

乾杯発声の
金岡会長

来賓の山崎副知事

中締めをする
八十島副会長

ミュニケーションの大切さ。ま
た自分の年齢は自分で決める。
いつまでも自己啓発が大切であ
る」と挨拶後、一本締めを行い
散会した。

今求められるリーダーシップは
「役割遂行型」。組織の中で一人
一人が役割を果たして初めてうま
くいく。リーダーは、各人が思っ
たことを伝えてもらい、言ってく
れたことに対して「ありがとう」
と言う。組織パフォーマンスは上
がると思います。

３．危機管理とは

危機管理とは一番大事なものを
守るということ。「重要度の選択
が出発点」です。日頃の仕事の打
ち合わせで、一番大事なこと、目
的、そのための手段などを毎回み
んなで共通認識を持っておけば、
危機を招くということはまずない
と思います。
危機を招くのも人、危機を救う

のも人。危機管理を突き詰めてい
くと「人事管理」に行き着きま
す。人事管理とは、まず誰をリー
ダーにするかということと、社員
の教育訓練、そして人材育成だと
思います。
危機管理にも「原理原則」があ
り、原理原則に従って行動した方
が、成功確率は高いです。

3-1 ポイントと対応の鉄則
危機管理の要諦は、愚直なまで
に基本・確認の徹底をすること
で、危機の未然防止につながりま
す。そして、悲観的に準備し楽観
的に対応するのが危機管理の鉄則
です。
3-2 意思決定
意思決定には「判断」と「決
断」があります。判断には基準が
ありますが、決断は良いも悪いも
ありません。きっぱり決める。上
に行くほど判断や決断の割合が多
くなり、トップの仕事はほとんど
決断になります。
私も機長たちに「決断を頭では
なくて肚（はら）で行うように」
と言ってきました。これから起こ
るであろう出来事は、全て自分で
受け入れるという覚悟です。
3-3 心構え（謙虚心と自律心）
宮本武蔵の『五輪書』に「神仏
を尊び神仏に頼らず」とありま
す。これこそ危機管理、あるいは
健康管理の心構えの神髄だと思い
ます。「神仏を尊び」というのは
謙虚心、「神仏に頼らず」という
のが自立心です。
謙虚心は、初心忘るべからず。
新人、中堅、ベテラン、一番気を
付けなければいけないのは、中堅
とベテランです。ついつい謙虚心
を失ってしまいます。
われわれは何かあるとどうして
も人のせい、お天気のせい、景気

のせいにしてしまいたくなりま
す。しかし、それはあくまでも条
件だということ。どんな条件でも
最悪の事態を防ぐという心構え、
これが自律心です。

3-4 コミュニケーション
コミュニケーションは情報の共
有も大事ですけれど、それ以上
に、こうしてくれという意図の共
有が大切です。コミュニケーショ
ンの阻害要因はいっぱいあるの
で、慣れた者同士でも確認会話が
必要です。
リーダーは非常時においては自
分で判断しなければなりません
が、平時においてはまず「聴く」
です。部下の報告を、相手の顔を
見て、心で充分受け止めて、これ
だけでも社内のコミュニケーショ
ンあるいは信頼関係はがらっと変
わります。指示や質問をする時
は、名詞だけでなくて、動詞まで
付けて指示すると確実です。人間
は、動詞まで付けて初めて行動し
ていることがイメージでき、イメ
ージができて初めて行動します。

４．バランスの大切さ

リーダー、トップというのは、
利性と感性のバランス、厳しさと
人間的な優しさ、それとオンとオ
フ、集中する時とリラックスする
時のバランス、自分で切り替える
ことが必要と思います。
最後に、「The Only One Life
（かけがえのない人生）」。いつ
だって今が旬。いつまでも青春で
す。自分の年齢は自分でコントロ
ールし、自分で決める。こういう
トップがいたら、その会社はどん
どん伸びて、明るい会社になると
思います。
（後半の「人材育成」については
当協会ホームページの会員専用ペ
ージ「講演録」をご覧ください）

富山経協：2018年8月号

3

調査報告
2018年 夏季賞与・一時金支給状況〈最終集計〉
1. 県内

178社 平均491,087円、
昨年比2.28％増加
5年連続のプラス

会員企業を対象に実施した「2018年夏季賞
与・一時金支給状況」（単純平均・最終集
計）の結果は、集計可能な178社の支給額平均
が491,087円で、同じ178社の昨年夏の支給額
（480,158円）と比べて、金額で10,929円、率
で2.28％の増加となった。
業種別では、製造業は前年同期比3.38％増加
の478,870円、また、非製造業は同1.05％増加
の505,718円となった。
製造業では11業種中８業種が増加し、汎
用・生産機械器具が10.18％増加と２桁の増加
となった。その他、化学、鉄鋼・非鉄金属、
繊維、木材・パルプ・紙、輸送用機械器具、
電子・電気機械器具などが増加となった反面、
食料品・飲料、金属製品、印刷などが減少と
なった。
また、非製造業では10業種中６業種で増加
し、学術・専門・技術サービスが7.16％増加、
情報通信、運輸、卸・小売などが増加となっ
た反面、建設、宿泊・飲食・生活関連、電
気・ガスなどが減少となった。（表１）

2. 全国大手

146社 平均823,642円、
昨年比5.73％増加
日本経団連が８月１日に取りまとめた「2018

年夏季賞与・一時金大手企業妥結結果」（単
純平均・最終集計）によると、調査対象の全
国大手企業（主要21業種、大手251社）のうち、
集計可能な146社の妥結額平均は823,642円で、
2017年夏の最終妥結実績（779,029円）と比べ
て、金額で44,613円、率で5.73％の増加となっ
た。（表２）
業種別では、製造業はプラス（2.14％）、非
製造業はプラス（19.79％）となっている。
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（表１）
県内企業の2018年夏季賞与・一時金支給結果［単純平均］
〔最終集計〕

（一社）
富山県経営者協会

業

社数

種

（社）

2018 年 夏季 2017年 夏季
支給額 （円） 支給額 （円）

増減率
（％）

食 料 品・飲 料

4

300,332

331,845

△9.50

繊

維

3

352,001

344,137

2.29

木 材・パ ル プ・紙

7

380,138

372,229

2.12

印

刷

5

275,262

276,984

△0.62

化

学

20

551,162

518,566

6.29

プ ラスチック・ゴ ム

7

566,008

561,506

0.80

鉄 鋼・非 鉄 金 属

4

407,000

386,000

5.44

品

13

396,783

400,447

△0.91

汎用・生産機械器具

16

503,722

457,164

10.18

電子・電気機械器具

12

561,200

553,317

1.42

輸送用機械器具

5

612,925

600,874

2.01

金

属

製

1

−

−

−

設

12

467,398

506,142

△7.65

ス

3

607,701

625,957

△2.92

そ の 他 製 造 業
建
電
情

気 ・ ガ
報

通

運
卸

・

小

信

8

704,521

673,195

4.65

輸

10

391,314

377,630

3.62

売

24

505,350

494,438

2.21

険

5

466,878

471,305

△0.94

宿泊・飲食・生活関連

2

205,040

216,941

△5.49

学術・専門・技術サービス

7

541,066

504,909

7.16

教 育・医 療・福 祉

5

634,360

629,722

0.74

サービス・その他非製造業

5

429,973

416,593

3.21

金

融 ・ 保

491,087
480,158
2.28
（551,895） （555,153） （△0.59）

均

178

製 造 業 平 均

97

478,870
463,215
（541,646） （537,445） （

非 製 造 業 平 均

81

505,718
500,448
1.05
（565,356） （577,519） （△2.11）

総

平

3.38
0.78）

（注）①調査対象498社のうち、
集計可能な回答のあった178社の数値である。
②「2017年夏季支給額」は、
今回「2018年夏季支給額」の回答があった企業の数値である。
③平均欄の上段は１社当たりの単純平均、
下段の
（
）内は１人当たりの加重平均である。
④当該業種１社のみの回答の場合は数字を伏せているが、
平均には含む。

（表２）
全国大手企業の2018年夏季賞与・一時金妥結結果
［単純平均］
〔最終集計〕

業

（一社）
日本経済団体連合会

種

2018年 夏季
2017年 夏季
社数（社） 妥結額（円） 社数（社） 妥結額（円）

増減率

（％）

均

146

5.73
823,642
779,029
150
（953,905）
（878,172） （8.62）

製 造 業 平 均

117

2.14
793,772
777,117
124
（944,805）
（890,556） （6.09）

非 製 造 業 平 均

29

総

平

944,151
（979,027）

26

19.79
788,151
（839,091）（16.68）

（注）①調査対象は、
原則として東証一部上場、
従業員500人以上、
主要21業種大手251社
②21業種177社
（70.5％）
で妥結しているが、
このうち31社は平均額不明などのため集計より
除外
③「平均｣欄の
（
）
内は、
１社あたりの加重平均
④対比率の△印はマイナスを示す
⑤2017年夏季の数値は、
2017年8月2日付の最終集計結果
⑥最終集計における
「増減率（％）
」は、
前年公表値(最終集計）
との比較により算定

労 働 指 標
■労働市場指標の推移

有効求職者数
（富山県）
有 効 求 人 数（富山県）

（人）
45,000

有効求人倍率
（富山県）
〃
（全 国）

（倍）
2.00

1.93

40,000

1.60

35,000

1.50

30,000
25,000

1.00

20,000
15,000
0.50

10,000
5,000
0

年 月
県求職者数
県求人数
県求人倍率
全国求人倍率

2017.5
15,572
25,846
1.78
1.49

6
15,262
26,419
1.80
1.51

7
14,562
26,262
1.81
1.51

8
14,444
26,688
1.84
1.52

9
14,680
27,442
1.84
1.53

10
14,752
28,082
1.83
1.55

11
14,322
27,619
1.82
1.56

12
13,971
26,983
1.83
1.59

2018.1
14,097
27,621
1.98
1.59

2
14,055
28,497
1.99
1.58

3
14,865
29,608
1.99
1.59

4
15,586
28,872
1.97
1.59

5
15,690
28,236
1.93
1.60

0.00

出典：富山労働局「労働市場月報」https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/jirei̲toukei/shokugyou̲shoukai/toukei.html

■賃金・労働時間の動き
（調査産業計、事業所規模：５人以上）
（円）
238,000

賃 金の動き
（所定内給与）

236,000
234,000

230,870

232,000
230,000
228,000
22,000

（所定外給与）

19,593

20,000
18,000
16,000

年 月
所定内
所定外

（時間）
150.0

2017.5
6
7
8
9
10
11
12
2018.1
2
3
4
5
230,015 232,788 233,951 232,341 233,552 232,489 232,524 232,685 230,198 229,952 229,825 233,018 230,870
18,667 19,202 19,426 20,036 19,849 21,127 21,945 21,657 20,896 20,584 20,522 20,941 19,593

労働時間の動き
（所定内労働時間）

145.0

134.1

140.0
135.0
130.0
125.0

13.0

（所定外労働時間）
10.6

11.0
9.0
7.0

年 月
所定内
所定外

2017.5
135.0
10.7

6
148.0
10.7

7
144.0
11.0

8
134.8
10.6

9
142.2
11.3

10
141.5
11.6

11
142.4
12.1

12
140.1
12.0

2018.1
129.5
11.1

2
135.8
10.9

3
137.9
11.2

4
142.4
11.4

5
134.1
10.6

出典：とやま統計ワールド「毎月勤労統計調査 地方調査月報」http://www.pref.toyama.jp/sections/1015/lib/maikin/index.html
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Top IInterview
T
研究・開発志向を貫く

新たな価値創造へ情熱傾注

テイカ製薬株式会社
代表取締役社長

松井 竹史 氏

昨年の11月に、富山駅前の桜町に
富山のくすり を前面に打ち出し
た「 丹 霞 堂 」をオープンされました。
「新幹線で富山に降りても、
くすりの富山 を感じられな
い」とよく言われたため、業界の
皆様にお諮りし、社内アンケート
もとって、自社で出店することに
しました。古民家を譲っていただ
くことができ、第一薬品や松井製
薬など江戸時代からの配置薬も承
継しているので、１階で薬を販売
6 富山経協：2018年8月号

し、２階をカフェにしました。皆
さんにとても喜んでいただいてお
り、いずれ増設も考えています。
創業は富山大空襲直前の1945年
６月です。沿革を教えてください。
化学合成による医薬品開発を行
っていた第一薬品化成㈱と、水産
物からビタミンなどを抽出して薬
を作る㈱帝国水産加工研究所が合
併して誕生しました。創業期から
研究・開発を志向し、最新技術を
取り入れて製品を世に出してきま

した。
現在は医療用から一般用医薬品の
自社製造と受託製造を手がけてい
らっしゃいます。
点眼剤、軟膏剤、貼付剤が３本
柱で、売上高比率はそれぞれ約25
％、20％、20％です。その他、固
形剤やドリンク剤、液剤などを開
発、製造しています。これらの技
術で受託製造を進めています。
2014年には口腔内崩壊錠の
「howatt（ホワット）技術」がグ
ッドデザイン賞を受けられました。
口の中で約10秒で溶け、水がな
くても飲めるＯＤ錠（口腔内崩壊
錠）の製造技術です。他社製と比
べても固くて壊れにくく、しかも
今ある打錠機で製造できる技術を
開発しました。
もともと当社では30秒くらいで
溶ける錠剤を製造していましたが、
原料が入手できなくなり、新たに
開発した製剤技術です。単なる代
替品ではなく、もっと可能性があ
ります。この価値を理解してさら
なる商品化を促しました。
具体的には？
通常のＯＤ錠は直径８㎜程度で
すが、この技術では小さな錠剤も
作ることができます。一般的に子
供に錠剤を飲ませる際には、わざ
わざすり潰して少量を処方するこ
とがあります。現在、県薬事総合
研究開発センターと共同で３㎜の
錠剤を開発中で、薬を飲む量の少
ない少児や飲む力が弱くなったお
年寄りにも、最適な薬を提供でき
るようになります。

―品質をとことん追求―
松井社長は富山大学での研究者を
経て、1970年に入社されました。
研究開発や品質管理、工場の立
ち上げや管理など、営業以外はほ
とんど携わってきました。

1993年に薬事法が改正され、医
薬品の製造と品質に関する基準が
厳しくなった際、私は製造管理者
として医薬品ＧＭＰのバリデーシ
ョンやキャリブレーションの導入
を進めました。「やるからにはと
ことんやる」という意気込みで、
工場建屋を柱と屋根だけ残して全
面改装もしました。大規模改修で
したが役員の方々も理解して下さ
り、思い切ったことをさせてもら
いました。
創業以来、新しいものに着目し
ていち早く製品化してきた先輩方
の精神は、代々の経営者、従業員
にも受け継がれています。
2005年には高薬理活性物質専門
の軟膏工場が完成しました。
高薬理活性製品はステロイドな
ど強い効果を有する薬です。同じ
製造棟で作っても良いのですが、
品質を高めることと社員の安全を
考えて、完全に別棟にしました。
現在高薬理品はフル生産ですが、
一般用軟膏剤もクロス・コンタミ
（汚染・混入）の心配がないと品
質を評価され、受注が増えました。

―合理化進め、海外展開準備―
2000年から社長に就かれました。
前社長の急逝に伴う突然の就任
でした。当時は経営会議などが少
なく、挨拶回りの際に現状を確認
して回ったことがありました。そ
こで、通常の会社にある取締役会

や経営会議、部長会などを設置し、
経営の意思統一を図るようにしま
した。例えば、営業情報や要望は
個々に開発に伝え、製造と相談し、
経理に話をしてと効率が悪かった
ため、会議の場で情報を共有する
ことにし、お客様への対応も間違
わないように体制を整えました。
2010年には関係の深い第一薬品
㈱と統合されることになります。
両社のメリットを生かす一方、
待遇面の均一化にまっ先に着手し
て社内の共通意識の醸成を図りま
した。現在、設備の合理化を進め、
業容の維持発展に邁進しています。
従業員は私の社長就任時の約２
倍、部長も20人を超えていますの
で、意思疎通の重要性が増してい
ると感じています。
女性活躍についての取り組みは？
現在、課長以上の管理職79人中、
女性は14人です。育児休業は早く
から導入し、対象者は100％が利
用し、現在も８人が取得中で、男
性社員も1人利用しています。
将来の展望をお聞かせください。
現在の医療政策で薬価が一番の
ターゲットになっており、改訂さ
れる分だけ、利益に影響します。
受託製造やジェネリックは今後減
少が予想されます。創業当初から
の「研究・開発の精神」で、新し
い技術、製品の開発により力を入
れていかなくてはいけないと思っ
ています。

具体的な取り組みはありますか。
今年の創立記念日を前に、初の
試みとして社内の「技術・研究発
表会」を開きました。とてもユニ
ークな将来が期待される発表があ
り、研究開発、製造それぞれから
１人を表彰し、実用化へ向けて研
究を進めています。
海外展開はお考えですか。
howattシリーズを県の「もの
づくり総合見本市」に出展したと
ころ、アジア諸国の水質の良くな
い地域の方の関心が高かったです。
一般的な設備で作れるメリットを
生かし、現地企業への技術提供の
話を進めています。
近い将来、海外拠点を考えて、
中堅クラスが中心となって検討を
始めています。
座右の銘をお願いします。
「情熱」です。以前から好きな
言葉ですが、創業者の金岡又左右
衛門が作った「我等の信条」の一
節に「常に、責任を自覚し、開拓
者精神を以って、仕事に情熱を傾
けます」とあり、社長就任時にこ
れを基本に経営していこうと決め
ました。ちなみに、社是は「我等
は奉仕の精神に徹し、お客様と共
に繁栄を期す」。仕入れ先、納品
先、実際に使われる患者さん、多
くの人が関わる事業に、情熱を持
って一生懸命取り組んで参ります。
会社概要

テイカ製薬株式会社
略

歴

1940年12月生まれ。富山
市出身。1965年富山大学
大学院薬学研究科修了。
同大薬学部助手を経て、
1970年帝国化成㈱（現テ
イカ製薬㈱）
に入社、取締
役、常務などを経て2000
年社長に就任。2009年〜
14年富山県薬剤師会会長。

創
業： 1945（昭和20）年６月
所 在 地： 富山市荒川１丁目３番27号
資 本 金：１億円
事業内容： 医薬品の製造販売
従業員数： 386名（2018年３月現在）
（2018年3月期）
売 上 高： 99億1,300万円
事 業 所： 東京営業所、大阪営業所、丹
霞堂富山駅前店
関連会社：テイカファーマ㈱
Ｕ Ｒ Ｌ： http：//www.teika.co.jp/
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事業活動報告
事業活動報告
2018年6月9日〜8月10日
2018年6月9日〜8月10日
事
事

業
業

名
名

委
委員
員会
会名
名

開
開

催
催

日
日

場
場

所
所

参加人数
参加人数

会
会
議
議

教育委員会「定例委員会・教育制度見学会」
教育委員会「定例委員会・教育制度見学会」

教
教

育
育

6月26日
（火）
6月26日
（火）

トナミ
トナミホールディ
ホールディングス㈱
ングス㈱ 教育研修所
教育研修所

21名
21名

品質管理委員会「定例委員会」
品質管理委員会「定例委員会」

品質管理
品質管理

7月
（火）
7月 3日
3日
（火）

日本カーボン㈱
日本カーボン㈱ 富山工場
富山工場

26名
26名

西部地区会員懇談会
西部地区会員懇談会

7月
（金）
7月 6日
6日
（金）

ホテルニューオータニ高岡
ホテルニューオータニ高岡

130名
130名

北陸三県・長野県経営者協会役員協議会
北陸三県・長野県経営者協会役員協議会

7月13日
（金）
〜14日
（土）
7月13日
（金）
〜14日
（土） 福井県
福井県

4名
4名

見
見学
学会
会

11名
11名

講
講
座
座
・
・
セ
セ ミ
ミ ナ
ナ ー
ー

経営企画・ＩＴ委員会「定例委員会」
経営企画・ＩＴ委員会「定例委員会」

経営企画･ＩＴ
経営企画･ＩＴ

8月
（金）
8月 3日
3日
（金）

環境委員会「県外企業見学研修会」
環境委員会「県外企業見学研修会」

環
環

境
境

京セラ㈱
京セラ㈱ 滋賀野洲工場
滋賀野洲工場
7月24日
（火）
〜25日
（水）
7月24日
（火）
〜25日
（水） トヨタ自動車㈱ 元町工場、
トヨタ会館
トヨタ自動車㈱ 元町工場、
トヨタ会館

12名
12名

ものづくりと現場改善実践セミナー
ものづくりと現場改善実践セミナー

品質管理
品質管理

6月12日
（火）
〜13日
（水）
インテック大山研修センター
6月12日
（火）
〜13日
（水） インテック大山研修センター

24名
24名

労働法実務講座（第1回）
労働法実務講座（第1回）

人事･労務政策
人事･労務政策

6月13日
（水）
6月13日
（水）

富山商工会議所ビル
富山商工会議所ビル

37名
37名

チーム力向上セミナー
チーム力向上セミナー

教
教

育
育

6月19日
（火）
・
（水）
6月19日
（火）
・20日
20日
（水）

インテック大山研修センター
インテック大山研修センター

45名
45名

実践しながら学ぶ統計的手法活用講座
実践しながら学ぶ統計的手法活用講座

品質管理
品質管理

6月21日
（木）
6月21日
（木）
7月
（木）
・
（木）
7月 5日
5日
（木）
・26日
26日
（木）
8月 2日
2日
（木）
8月
（木）

富山経協・研修室Ａ
富山経協・研修室Ａ
インテック111ビル
インテック111ビル

25名
25名

ＩＥ手法による生産現場の改善セミナー
ＩＥ手法による生産現場の改善セミナー

教
教

育
育

6月22日
（金）
6月22日
（金）

富山県市町村会館
富山県市町村会館

31名
31名

監督者基礎コース（A日程）
監督者基礎コース（A日程）

教
教

育
育

7月10日
（火）
・
（水）
7月10日
（火）
・11日
11日
（水）

インテック111ビル
インテック111ビル

64名
64名

監督者基礎コース（B日程）
監督者基礎コース（B日程）

教
教

育
育

7月12日
（木）
・
（金）
7月12日
（木）
・13日
13日
（金）

インテック111ビル
インテック111ビル

45名
45名

部課長実践講座
部課長実践講座

品質管理
品質管理

7月19日
（木）
〜21日
（土）
インテック大山研修センター
7月19日
（木）
〜21日
（土） インテック大山研修センター

人事・労務管理セミナー（第2回）
人事・労務管理セミナー（第2回）

人事･労務政策
人事･労務政策

8月
（水）
8月 1日
1日
（水）

インテック111ビル
インテック111ビル

25名
25名

すぐに始められる健康経営導入セミナー
すぐに始められる健康経営導入セミナー

経営企画･ＩＴ
経営企画･ＩＴ

8月
（金）
8月 3日
3日
（金）

インテック111ビル
インテック111ビル

51名
51名

なぜなぜ分析活用セミナー
なぜなぜ分析活用セミナー

品質管理
品質管理

8月
（火）
8月 7日
7日
（火）

インテック111ビル
インテック111ビル

65名
65名

北陸三県・長野県経営者協会役員協議会
７月13日
（金）
（土）
７月13日
（金）〜14日
〜14日
（土）、福井経協から８名、石
、福井経協から８名、石
川経協から７名、長野経協から４名、当経協からは
川経協から７名、長野経協から４名、当経協からは
金岡会長はじめ４名の合計23名の各県経営者協会の
金岡会長はじめ４名の合計23名の各県経営者協会の
役員が出席し、北陸三県・長野県経営者協会役員協
役員が出席し、北陸三県・長野県経営者協会役員協
議会を福井県で開催した。
議会を福井県で開催した。
福井市にある日華化学㈱のＮＩＣＣＡイノベーシ
福井市にある日華化学㈱のＮＩＣＣＡイノベーシ
ョンセンター（2017年10月竣工）と、福井市立郷土
ョンセンター（2017年10月竣工）と、福井市立郷土
歴史博物館と養浩館（ようこうかん）を見学した。
歴史博物館と養浩館（ようこうかん）を見学した。
その後、あわら温泉
その後、あわら温泉 灰屋で懇親会を行った。福井
灰屋で懇親会を行った。福井
経協の前田会長の挨拶の後、長野経協の山浦会長の
経協の前田会長の挨拶の後、長野経協の山浦会長の
音頭で乾杯し、情報交換をしながら親交を深めた。
音頭で乾杯し、情報交換をしながら親交を深めた。
石川経協の高松会長の中締めで盛会のうちに散会し
石川経協の高松会長の中締めで盛会のうちに散会し
た。
た。
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富山経協・研修室
富山経協・研修室

30名
30名

委員会活動

教育委員会
■教育制度見学会・定例委員会
６月26日
（火）
、教育制度見学会
を赤井副委員長はじめ21名が参加
してトナミホールディングス㈱教
育研修所で開催した。
卯尾部長より会社概要や年金会
館の説明後、同社の教育制度の取
り組みについて説明を頂き、質疑
応答を活発に行った。その後、小

杉流通センターを見学した。
引き続き、定例委員会を行い、
赤井副委員長の挨拶の後、新委員
や交代委員の紹介をした。2018年
度委員会活動については、次回の
定例委員会は８月28日（火）に「研
修講師（社内講師）養成講座」と合
わせて開催することを確認し、ま
た、耐震補強工事に伴う事務所一

時移転について報告した。

品質管理委員会
■定例委員会
７月３日
（火）
、谷川委員長はじ
め委員26名が出席して、日本カー
ボン㈱富山工場で開催した。
企業見学会では、事業内容や歴
史について説明頂いた後、人造黒
鉛電極の製造工程を見学。人造黒
鉛電極は、製鋼用電気炉を使って
鉄を溶解し、鉄を再生する際の電
極として使用されている。
続いて、
炭化ケイ素連続繊維ニカロンの製
造工程を見学。ニカロンは優れた
強度と弾性率を持ち、化学的安定

性にも優れた先端材料であり、航
空機のエンジン部材に採用するこ
とで、機体の軽量化と耐久性・燃
費性能の大幅な向上が実現でき
る。
定例委員会では2018年度委員会
活動について報告があり、定例委
員 会 は ９ 月、12月、 ２ 月 に 開 催
し、９月と12月はグループディス
カッションと懇親会を、２月には
委員企業見学会を合わせて行うこ
とが確認された。また、県外企業
見学研修会は10月23日（火）～ 24

日
（水）
に１泊２日で群馬県のサン
デンホールディングス㈱赤城事業
所と埼玉県のグローリー㈱埼玉工
場を見学することを報告した。

経営企画・ＩＴ委員会
■定例委員会
８月３日
（金）
、牧野委員長はじ
め委員11名が出席して富山経協・
研修室で開催し、2018年度委員会
事業の状況報告と今後の進め方等
について審議を行った。
牧野委員長の挨拶後、委員の交
代、事務局より2018年度の①研究
テーマ「働き方改革」
、
「富山に若
者を呼び込む施策」の状況報告、
次に②協会テーマ「人口減少時代
における現場力向上と人づくり」

を受け、有限責任監査法人トーマ
ツとの共催による「次世代経営者
育成セミナー」について審議し、
委員会主催で実施することとなっ
た。
③富山県との連携した施策
「ス
マートものづくり人材育成」
、当
日開催の「すぐに始められる健康
経営導入セミナー」の実績を報告
した。
次回は11月２日（金）に開催し、
2019年度事業の審議と、次年度の
協会テーマ案の審議及び経営課題

調査のテーマについて審議し、審
議内容を総務交流委員会と連携す
ることとした。

委員会活動

環境委員会
■県外企業見学研修会
７月24日（火）～ 25日（水）
、滋
賀県野洲市と愛知県豊田市に赴
き、12名が参加して開催した。
初日の京セラ㈱滋賀野洲工場で
は、省エネに特化した動力棟の設
備
（小型還流ボイラー）
や排水処理
場、廃棄物置き場
（150種類以上に
分別し再資源化）
を見学した。
２日目のトヨタ自動車㈱元町工
場では、トヨタ生産方式（ジャス
トインタイム・自働化）や生産工

程
（プレス⇒溶接⇒塗装⇒組立）
の
取組み状況等の説明を受け、配線
やエンジン・ヘッドランプ等の組
立工程を上部から眺め、高品質・
短納期・高付加価値を意識した生
産現場を見学することができた。
同市のトヨタ会館ではトヨタの
歩み、環境を配慮した水素エネル
ギーを動力とする自動車や、自動
運転技術等を搭載した未来の自動
車のあり方など、環境意識の高い
取り組みを伺うことができた。

「県外企業見学研修会」に参加して
ＣＳポート株式会社
エンジニア

ものづくりに携わる技術者とし
て、「資源のムダ使いをなくし、
環境への配慮ができること」は良
い製品を作り上げるために必要で
あると考え、環境改善への取り組
みに対し理解を深めることを目的
に、今回の県外企業見学研修会へ
参加させていただきました。
１日目は京セラ㈱滋賀野洲工場
を訪問し、環境関連施設を見学し
ました。動力棟では、水管ボイラー
３台の代わりに都市ガス燃料の小
型貫流ボイラー９台を導入し、燃
料費、保守費用の削減を行ってい
るとのことでした。同時に脱酸素
装置を導入することで、燃料の都
市ガス使用量も削減し、一層効果

稲場

航太

が期待できるようになったそうで
す。排水処理施設では、水質に応
じて薬品注入量を適正管理し、薬
品のムダ使いをなくしていまし
た。また、排水処理ブロワーの余
剰を汚泥乾燥へ利用し、脱水汚泥
の減容化を実施、廃棄コストの削
減が行われていました。廃棄物置
場では、廃棄物を150種類以上に
分別、再資源化したりと、全体を
通して環境改善への取り組み意識
の高さを感じました。
２日目はトヨタ自動車㈱元町工
場、トヨタ会館を訪問しました。
元町工場では、トヨタ生産方式で
有名な「Just-In-Time」
「自働化」の
考え方のもと、高品質なクルマ作

日頃から環境経営に携わってい
る参加者にとって、環境先端企業
の取り組みを間近に見ることがで
き、有意義な２日間であった。
りの現場を拝見することができ、
感銘を受けました。途中、従業員
の方々が行っている訓練を体験さ
せていただきましたが、簡単なよ
うでミスなく迅速に終わらせるこ
とは難しく、このような訓練の反
復練習により、「品質は各工程で
作りこむ」ことができるのだと実
感しました。
トヨタ会館では、MIRAI やプ
リウス PHV 等、トヨタの自動車
に組み込まれている最新鋭の技術
を間近で見たり、自動車の動作原
理を手で動かして体験できたり
と、興味を惹かれる内容がたくさ
んありました。
今回の研修会に参加し、各社の
環境への取り組みを直接肌で感じ
とる機会が得られたことは本当に
良かったと感じます。まずは身の
回りの小さな仕組みの改善から始
め、日進月歩、環境への取り組み
に励んでいこうと思います。

新委員長
の紹介

人事・労務政策委員会

環境委員会

株式会社タカギセイコー

北陸電力株式会社

代表取締役社長

代表取締役副社長

八十島

清吉

尾島

志朗

講座・セミナー

階層別研修
■監督者
（係長 ･ 主任 ･ 班長）
けていく」ために必要なマネジメ
基礎コ－ス
ントの４つの側面（問題解決、日
７月10日
（火）
・11日
（水）
のＡ日
常業務管理、部下育成、信頼関係
程に64名、
７月12日
（木）
・13日
（金） 形成）について、講義に加え、グ
のＢ日程に45名が参加して、タ
ループによる事例研究や意見交換
ワー 111ビルで開催した。
などを行いながら学んだ。
（一社）日本産業訓練協会 主幹
また、Ａ日程ではコーセル㈱ユ
講師 府川亮一ＭＴＰインストラ
ニット生産部生産二課課長 日下
クターの指導により、企業目標を
善雄氏から企業実例として「監督
達成するための
「職場の活性化」
と
者に求められる人財育成とは？」
「態度能力向上」
に力点を置いた研
と題して講演頂き、Ｂ日程では、
修プログラムに沿って、監督者の
㈱不二越人づくり推進部人づくり
重要な役割である「目標達成に向
推進企画室室長 加藤武志氏から
け、部門のマネジメントを日々行 「管理職としての伝えることの重
うとともに、部下の能力を最大限
要性について」と題して講演を頂
に引き出し育成し、業績に結びつ
き、管理監督者としての取り組み

「監督者基礎コース」を受講して
昭和電工セラミックス株式会社
富山工場 製造課
電材チーム班長

本研修を受講して、現場のリー
ダーである「管理監督者」
に必要と
されるマネジメントの基本と、良
いマネージャーになるための能力
について教わりました。
研修の概要としてマネジメント
の４つの側面である、問題解決、
日常業務管理、人材育成、信頼関
係形成について教わりました。そ
して管理監督者としての仕事の取
り組み方や人への接し方である態
度能力向上について、講師の方の
講演だけではなく事例を用いたグ
ループディスカッションを行いま
した。
グループディスカッションは
様々な業種や年齢の方々と事例を

渡辺

純記

通して実施しましたが、管理監督
者に必要となるスキルはどの業種
でも共通する部分があり、意見交
換もできて刺激的な場となりまし
た。
また、研修中には地元企業でマ
ネジメント業務に携わる方の講演
もあり、管理監督者の課題をどの
ように解決していったか体験談を
話され、身近な事例でマネジメン
トに必要なことを教わりました。
今回の研修を通して学んだこと
は、自分だけで仕事をするのでは
なく、チームの監督者として問題
を解決し、チームのメンバーに仕
事を任せて育てるということで
す。自分自身に当てはめますと、

方や、部下との関わり方について
学んだ。 （講演要旨は12頁掲載）

今の班長職になってから約半年と
日が浅いこともあり、試行錯誤で
仕事をしている面がありますが、
結果としてプレーヤーとしての仕
事が中心になり、監督者の仕事が
おろそかになっています。
人に仕事を任せることが出来る
ようになるためには、まず目的目
標を明示して共有する、その際に
どのようなことを注意するか等、
様々なことを学びました。すぐに
成果を出すことは難しいですが、
粘り強く学んだことを実践し、実
際の仕事で成果を出すようにした
いです。
研修は２日間という短い期間で
すが、これから現場のリーダーに
なる方だけではなく、すでに現場
の監督者としてご活躍されている
方にも年齢を問わず参加し、管理
監督者に必要とされるスキルを身
につけていただければと考えま
す。

講座・セミナー
監督者基礎コース「企業の実例に学ぶ」（講演要旨）

「管理職としての伝えることの
重要性について
～その想い伝わっていますか～」
株式会社不二越 人づくり推進部
人づくり企画室室長

加藤 武志 氏

管理職として求められる姿
理想の管理職の姿として、部下
が行動できるように育成すること
が挙げられます。そのためには、
意識
（態度）
、知識、能力、そして
行動という４つのプロセスが大切
です。ただやみくもに行動しろと
言っても、能力を上げないことに
は行動に移せず、能力を上げるに
は知識習得が必要です。その前段
階として、部下の
「意識
（態度）
」
を
高めるということが非常に重要と
なってきます。
当社における人材教育
当社では、
ＯＪＴ
（職場内教育）
・
Ｏｆｆ－ＪＴ
（職場外教育）
・ＳＤ
（自己啓発）の一連のサイクルを
回して、入社後３年で一人前にす
るという教育体系を組んでおりま
す。一方で、現場からは、後輩に
指導する時間が確保できない、業
務が忙しいから社内研修に出られ
ない、
自己啓発にやる気がでない、
等の声が聞こえてきます。このサ
イクルをいかにうまく回すかが当
社の課題でもあります。
そのためには、先述した４つの
プロセスの
「意識
（態度）
」
の構築に
力を入れるべきと我々は考えまし
た。人材の成長なくして、企業の
成長はありません。
企業は人なり、
企業は人材次第だからです。現状
を理解したうえで、いかに人材教
育を進めていくかを主管部署であ
る我々人づくり推進部は試行錯誤
しています。

部下を指導するときの
ポイントとは
部下に対して自覚をさせ、その
気にさせるということです。その
ためには、具体的な行動イメージ
を伝えることが大切です。ただ単
に
「マニュアルどおりやれ」
という
指導ではなくて、
「何々ができる
ようになる」と表現するなど、部
下が具体的にイメージしやすいよ
うに管理職自身が伝え方を工夫し
なければいけません。
当社の管理職には、部下と接す
る際に社名やプランド名「ＮＡＣ
ＨＩ」の由来、経営方針をきちん
と話すことはできていますか、と
問うようにしています。会社の始
まりや、技術の系譜を理解し、そ
れが現代までＤＮＡとして受け継
がれているということを部下に理
解してもらうことが
「意識
（態度）
」
の構築に繋がるからです。
例えば、給料のことです。我々
が今給料をもらっているのは、自
分の力でもらった給料ではなく先
人の先輩方の苦労があってこその
ものです。当社の企業理念の一つ
である
「感謝」
という言葉に繋がり
ます。それを今忘れないように伝
えなくてはならない、と感じてい
ます。忘れているからダメという
わけではなくて、気付きを与える
のも管理職の一つの業務ではない
でしょうか。
部下とのコミュニケーションに
ついて
部下や上司の立場になって振り

返ってみてください。
「理論は結
構だが、実行はこの会社では難し
いのではないか」
、
「うちの会社に
は合わないね」
、
「それは考えすぎ
だろうね」などを言い、または言
われたことはありませんか。コ
ミュニケーションとは、上司から
部下への一方通行でなく、双方向
のやりとりで成立するものと当社
の研修では扱っています。
当社名の由来となっている「善
悪不二、邪正一如」という言葉が
あります。仏典では、２つの対立
する考え方であっても、その本体
を深く見極めればもともと一つの
ものであるということを意味して
います。つまり、私も正しいし、
あなたも正しい、
「 I'm OK. You
are OK, too ! 」の精神です。時と
場合によりますが、この考え方は
どうですか？ということを折に触
れ社内研修で投げかけています。
最後に
研修や文献を通して、様々な知
識を得ることは誰でもできます。
むしろ、ここからが管理職の腕の
見せどころで、
学んだ知識を自社・
自分の立場でどう活かすか、それ
をきちんと考えて部下に伝えてい
くことが管理職の役割です。
教えるのは基本的には管理職の
責任です。教えたことが部下に伝
わりきらないということがあれ
ば、もしかしたら教え方がよくな
かったのかもしれません。教え方
次第で部下の将来が変わると考え
れば、管理職は非常に重要な役割
を担っているのではないでしょう
か。繰り返しとなりますが、企業
は人なり、人材の成長は企業の発
展となるのです。
今回の話を機に、
部下とのコミュニケーションを考
えなおすきっかけとなれば、私と
してもとてもうれしいです。

■部課長実践講座
７月19日（木）～ 21日（土）２泊
３日で、30名が参加してインテッ
ク大山研修センターで開催した。
本講座は部課長を対象に、企業
のおかれた状況を正しく把握し、
経営目標を達成するため自らの役
割認識に立ち、必要な問題点の発
見・改善方法について実践的に学
ぶことを目的としている。
ＣＳポート㈱代表取締役社長
町野利道氏から「問題の発見・解
決と方針管理」と題して、問題の
発見のためには
「あるべき姿」
を自
ら作り追求すること、問題の解決
は解決できるサイズに分解し連続
で行うこと、方針・方策を示す場
合は、変わるための時間・期間を
用意することなどを学んだ。

Ｍ＆Ｐ研究所代表 棚邊一雄氏
からは「激動の時代に部課長は何
をなすべきか」と題して、資質・
能力を最大限に発揮するポイント
として、①意識を変える（他責か
らの脱却）
、②感性を磨く
（思い込
みからの脱却）
、③自律性を引き
出す環境づくり（自律を引き出す
魔法の言葉・行動）について学ん
だ。また、
「この講座はイモ洗い
の場、互いに一皮むけてほしい」
と、
本講座へ臨む心構えを頂いた。
特別講演として、ロバスト経営
研究所所長 飴 久晴氏から「部課
長に望むこと」と題し、部下育成
に際し、
「まかせる勇気」
、
「失敗
を奨励する場造り」
「耳は大きく、
、
口は小さく、眼はやさしく」
など、
先人の知恵と自らの経営者として

「第 39 回部課長実践講座」を受講して
オーアイ工業株式会社
製造部二課

この方針管理実践講座の案内を
見た時に、ＣＳポート㈱の町野社
長、Ｍ＆Ｐ研究所の棚邉代表が講
師とあり、将来自分の根底となる
ものを学べると思い、自ら受講希
望しました。また、管理職になっ
て２年目ということで、部門目標
達成のための課長に求められるも
のは何なのかを学びたいと思って
おり、良いタイミングで受講する
ことが出来ました。
ＣＳポート㈱の町野社長から
は、問題解決と方針管理について、
Ｍ＆Ｐ研究所の棚邉代表からは、
自部門が最大限のパフォーマンス
を発揮するための部課長の役割に
ついて講義を受けました。いずれ

村椿

正倫

も考え方のみならず、深い実践経
験に裏付けされた具体的な行動に
まで落とし込んだ内容であり、す
ぐにでも実践できるものでした。
また、ロバスト経営研究所の飴
じんしつ
所長からは「人質管理」について講
演いただき、部下の教育とそのた
めに自分の人間力を磨かなければ
ならないことを学びました。
グループディスカッションで
は、各班６名で１グループとなり、
メインテーマ「自部門の目標を達
成するための部課長の役割」をＱ
Ｃ的なものの見方や考え方、ＱＣ
手法を活用して問題解決するため
に議論しました。それぞれ異なる
業種や職制の６名に共通したサブ

の経験談を聴いて学んだ。
グループディスカッションで
は、
「自部門の目標を達成するた
めの部課長の役割」をメインテー
マとし、
異業種、
異職種のメンバー
で部課長としての問題点を共有化
し、その問題解決までのストー
リー展開を苦労しながらも、
講師・
世話人の指導を受けてまとめ上げ
た。受講者はチームワークの大切
さも含め、充実感と達成感をつか
んで講座を修了した。

テーマを見出すのに非常に内容の
濃い議論をしました。ＱＣストー
リーに沿って問題解決する過程
で、自分がＱＣストーリー、ＱＣ
手法、ＱＣ的なものの見方・考え
方をいかに理解していないか痛感
させられました。また、途中で何
度も行き詰まりましたが、その際
のリーダーのリーダーシップの大
切さも学びました。これは現場で
も同じことが言え、リーダーの他
への影響力の大きさを実感しまし
た。また、他社の部課長も自分と
同じような悩みを持ち、日々改善
していることを共有できたことも
良い経験になったと感じます。
部課長の「あるべき姿」と自分の
管理職としての未熟さを痛感した
この研修ですが、それが分かった
事は大きな収穫と思います。その
あるべき姿に向かってＰＤＣＡを
回していきたいと強く感じまし
た。

講座・セミナー
共

通

■チ－ム力向上セミナー
６月19日
（火）
・20日
（水）
、45名
が参加して、インテック大山研修
センターで開催した。
講師に
（公財）
日本生産性本部風
土改革コンサルタントの石川歩氏
を招き、１日目の講義では、①コ
ミュニケーションの質の向上によ
る職場の組織力を上げる手法、②
職場のチーム力を上げるためのリ

ーダーの秘訣を学び、組織内のコ
ミュニケーションの重要性やチー
ムの力を発揮する際のポイントを
体感するため、グループ対抗の演
習を行い、様々な気付きを得た。
２日目は、①組織力向上のため
のチームづくりとその継続、②相
手のタイプに応じたコミュニケー
ション・スキルの習得に向け、
ゲー
ムやグループワークを通じて自ら

が学んだことを明確化し、各自の
職場で実践できるよう指導を受け
た。最後に自職場に戻って実践す
べきことをまとめた。

■～働き方改革と両軸となる～
すぐに始められる健康経営導入セミナー
８月３日
（金）
、経営企画・ＩＴ
委員会と県少子化対策・県民活躍
課との共催により、会員企業の人
事総務の実務担当者51名が参加し
て、タワー 111ビルで開催した。
当協会テーマ「人口減少時代に
おける現場力向上と人づくり」を
受け、健康管理を経営的視点で捉
えて戦略的に実践することで、社

員の健康の維持・増進と生産性の
向上を図り、それによって会社の
業績・企業価値の向上をねらいと
する
「健康経営」
について学ぶもの
であり、働き方改革のひとつとし
て今年度新たに企画した。
講師は稲田社労士事務所・東京
管理協会代表で、東京商工会議所
健康経営アドバイザーの稲田耕平
氏が、健康経営の知識やメリット
を解説し、取組み事例や健康経営

優良法人認定の取得ノウハウをア
ドバイスした。ワークショップで
健康経営の実践事例を検討し、共
有を図った。

■なぜなぜ分析活用セミナー
８月７日
（火）
、
「なぜなぜ分析力
の高め方」をテーマに65名が参加
してタワー 111ビルで開催した。
（一社）
中部産業連盟主任コンサ
ルタントの左右木公嗣氏は、なぜ
を５回繰り返すことで真因追究と
再発防止が徹底される“なぜなぜ
分析”について、ＱＣ的ものの見
方・考え方に基づく問題解決方法

から、陥りがちな落とし穴にも触
れ、具体的な進め方や考え方を説
明した。また、品質問題への取り
組みとして製造部門での管理方法
や考え方について事例を用いて解
説した。グループ演習では、受講
者から事前に自職場でなぜなぜ分
析を実施したがうまくいかなかっ
たテーマを提出してもらい、それ
を演習課題として、異業種、異職

種のメンバーでコミュニケーショ
ンをとりながら、なぜなぜ分析
シートの作成と発表を行った。

労 務 管 理
■労働法実務講座
（第１回）
６月13日
（水）
、
「近時の裁判例・
相談事例から考える労働関係諸問
題（トラブル）への使用者の留意
点」をテーマに、37名が参加して
富山商工会議所ビルで開催した。
第一共同法律事務所の伊藤昌毅
弁護士が、近時の労働関係の裁判
例では、従来は問題ないと考えて

きた人事制度や取扱いを違法とす
る判決が散見されると指摘し、①
定年後再雇用制度の運用の留意
点、②メンタル疾患が疑われる勤
怠不良者への（警戒）処分の留意
点、③労働条件の引下げについて
従業員からの同意を取りつける際
の留意点について話し、これまで
の制度や取扱いに修正が必要とな

るのか、運用の際の注意点、使用
者の留意点について解説した。

■人事･労務管理セミナー(第２回)
８月１日（水）
、
「人事・労務担
当者のための伝え方セミナー」と
題して、25名が参加しタワー 111
ビルで開催した。
（公財）
日本生産性本部 主席経営
コンサルタント 寺沢俊哉氏の指
導により、人事・労務担当者のみ
ならずビジネスのさまざまな場面

において必要となる
「伝える技術」
として、
伝え方の構造、
自己中モー
ドと集中モード、あついかみの対
話、ワンシート企画書の作成等、
聞き手の心を動かし行動をうなが
すために必要となる心構えと技術
について学んだ。参加者は、ペア
ワークやグループワークを通じて
お互いに意見交換し、熱心な質疑

応答も行われた。

生 産 管 理
■ものづくりと現場改善実践セミナー
６月12日（火）～ 13日（水）
、24
名が参加して、インテック大山研
修センターで開催した。
この講座は、ものづくりの現場
での工程改善、作業改善などの考
え方や実践スキルの着眼点を学ぶ
中で、自らの役割を再認識し、果
敢に挑戦するリーダーを養成する
ことを目的としている。
講師の棚邊一雄Ｍ＆Ｐ研究所代

表は、①リーダーとしての役割の
再認識、②現場の問題の見つけ方
を学ぶ、③リーダーの資質につい
て考える、④発表・講評・決意表
明の４ステップで講義・指導した。
また、萩野利夫となみの工業㈱
代表取締役社長は、トヨタ生産方
式と標準作業の概要、設備総合効
率について講義し、演習でシャー
プペンシルの分解などを通して、
改善活動に必要な作業時間・設備

「ものづくりと現場改善実践セミナー」
を受講して

ジャパンメディック株式会社
生産本部

管理技術部

現 場 で の 問 題 解 決 を 通 じ て、
リーダーとしての役割や資質につ
いて学ぶことができました。
第１ステップでは、次世代を担
うリーダーの役割として、自ら問
題を発見し、解決する風土づくり
のため、問題の発見力や解決力
が大切であることを教えて頂き、
リーダーの役割を原点に戻って振
り返ることができました。
第２ステップでは、ＩＥやＰＭ
分析の考え方を通して現場の問題
点を明らかにする方法や、なぜな
ぜ分析から人為ミスの攻略につい
て学びました。製造現場で問題が
起こった際、早急に問題を解決し

川崎

真紀

て製造を再開することが優先とな
り、真因を見つけられないまま対
策を取ることが多く、問題が再発
することがあります。講義を通じ
て、問題を点で捉えるのではなく、
工程として広く捉えた上で作業を
細分化し、真因を追究して再発防
止に努めることが重要であること
を再認識しました。また、ヒュー
マンエラーに関しては、
「人を責
めるな、仕組みを攻めろ」と、な
ぜミスが起こったのか作業者に注
意深く詳細を聞き、仕組みを再構
築することで再発防止策を講じる
ことが改善の近道であることを学
びました。

効率の観測・分析の手法を学んだ。
参加者は異業種交流を活発に行
い、自職場で抱える悩み等につい
て意見交換した。
第３ステップでは、リーダーに
必要な資質と人がどのような時に
やる気になるかを講義して頂きま
した。「他責」と「思い込み」がある
と能力を発揮できません。意識を
変えることで「他責」から脱却し、
感性を磨くことで「思い込み」から
脱して、リーダーとしての資質を
磨き、問題解決ができる職場風土
づくりに努めたいと思います。
今回の参加者24名中、女性は私
を含め２名のみであり、当初不安
もありましたが、同じ悩みを抱え
る方々と問題解決のためにグルー
プディスカッションや懇親会を通
じて意見交換をすることができ、
有意義な時間となりました。
また、棚邊講師、萩野講師はテ
キストに沿った内容だけではな
く、実体験を交えて分かりやすく
教えて頂きました。本当にありが
とうございました。

講座・セミナー
■「ＩＥ手法」による生産現場の
改善セミナー
６月22日
（金）、31名が参加して
富山県市町村会館で開催した。
講師の㈱日本能率協会コンサル
ティング ＴＰＭコンサルタント
場家孝氏は、ＩＥ手法を用いた改

善の進め方の基礎として、
「稼動
分析」、
「作業分析」、
「連合作業分
析」、
「段取り替え改善」について講
義し 、演 習 で 作 業 分 析 の 進 め 方
を体験した。また、実際の現場で
の作業動作の改善事例から、無駄
の分析と対策方法などを学んだ。

会員の動き
■ 代表者の変更
ウッドリンク株式会社
代表取締役社長
原野 剛行（前：原野哲雄）
関西電力株式会社 北陸支社
理事 支社長
藤井 俊成（前：多田隆司）
ショウワノート株式会社
高岡工場長
遠藤 良元（前：安部隆之）
田中精密工業株式会社
代表取締役 社長執行役員 金森 俊幸（前：長岡 隆）
中越パルプ工業株式会社
常務取締役
大島 忠司（前：楠原勝市）
堤商事株式会社
代表取締役社長
奥川
裕（前：谷内正立）
東ソー・ゼオラム株式会社
常務取締役工場長 原田 敦（前：徳永節生）
富山化学工業株式会社 富山事業所
執行役員 事業所長兼工場長 山田 亮介（前：早川弘）
富山共同自家発電株式会社
代表取締役社長
尾島 志朗（前：矢野 茂）
富山県綜合警備保障株式会社
代表取締役社長
木下
勲（前：髙木哲弘）
一般社団法人 富山県労働基準協会
会長
尾島 志朗（前：矢野 茂）
日本海発電株式会社
取締役社長
大西 賢治（前：園 博昭）
日本生命保険相互会社 富山支社
支社長
小川
忍（前：川島良章）
株式会社パワー・アンド・ＩＴ
代表取締役社長
米屋 敏樹（前：藤井文祥）
北銀リース株式会社
代表取締役社長
宮村
樹（前：三ツ塚哲二）
株式会社ホクタテ
代表取締役社長
滝野 弘二（前：西田隆文）
北電テクノサービス株式会社
代表取締役社長
園
博昭（前：水野弘一）
北陸コンピュータ・サービス株式会社
代表取締役社長
多賀
満（前：平瀬 隆）
北陸電気工業株式会社
代表取締役社長
多田 守男（前：津田信治）
北陸電力株式会社
代表取締役副社長 尾島 志朗（前：矢野 茂）
矢崎エナジーシステム株式会社 富山支店
支店長
髙島伸太郎（前：山本昭雄）
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株式会社ヤマシタ
代表取締役
株式会社リッチェル
代表取締役社長
菱越電機株式会社
代表取締役社長

（50音順）
（敬称略）

福山

邦夫（前：福山龍市）

渡邊

信樹（前：蓮池浩二）

鷲塚

尚志（前：中嶋

徹）

■ 役職位の変更

立山科学工業株式会社
代表取締役会長
水口昭一郎（前：代表取締役社長）
日本高周波鋼業株式会社 富山製造所
常務取締役製造所長 堀川 健一（前：取締役製造所長）
北陸電気工事株式会社
顧問
三鍋 光昭（前：代表取締役社長）

■ 社名の変更

株式会社ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ 富山事業所
（前：株式会社日立国際電気 富山事業所）
医療法人社団 藤聖会
（前：医療法人社団 藤聖会 八尾総合病院）
日産化学株式会社 富山工場
（前：日産化学工業株式会社 富山工場）

■ 所在地変更

株式会社Ａｕｌａｉｔ
富山市大町７番地（前：富山市南新町４番３号）
クレハ運送株式会社
富山市野町170−１（前：富山市大泉町２丁目12番14号）
株式会社高志インテック
富山市下新町５番23号 インテック富山第三ビル
（前：富山市奥田町９−32）
医療法人社団 藤聖会
富山市婦中町下轡田1019（前：富山市八尾町福島７丁目42番地）

新会員の紹介
■ 生活協同組合ＣＯ・ＯＰとやま
所 在 地
代 表 者
設
立
出 資 金
従 業 員
事業内容

富山市堀川町206−５
理事長 稲垣よし子
1947年（昭和49年）10月
31億2,300万円
263名（県内）
生鮮食品、
一般食品、
家庭用品、
衣料品、
灯油等の供給事業。医
療保障、
住宅・家財保障等の共済事業。住宅リフォー
ム、
引っ越しあっせん等のサービス事業。

表紙の花
夜開花するバオバブの花
（富山県中央植物園 中田政司）

『星の王子様』に登場する恐ろしい木
バオバブという名前を耳にしたことはありま
せんか。大人の童話として知られているサン＝
テグジュペリの『星の王子様』に登場し、巨大
になると星を破壊してしまう恐ろしい木とされ
ているのがバオバブです。
実際にはアフリカのサバンナに生育し、高さ
30ｍ、幹の直径10ｍ以上になりますが、幹はト
ックリ状で、太いものでは内部が空洞になり、
中に人が住めるといいます。乾季に葉を落とし
た樹形は、かつて植物学者が「巨人が木を引き
抜いて上下逆さまにして地面に突き刺したよう
な形」と形容したように異様なことから、童話
に使われたようです。
花は夜に咲く
樹形と同様に変わっているのが花の形で、上
に反り返っているのが５枚の花弁、その下にブ

ラシ状の多数の雄しべが着き、中心から横に棒
状に突き出ているのが雌しべです。花は夜に咲
き、直径10㎝ほどで、夜開性の花に共通して白
色で香りがありますが、残念ながらあまり良い
香りではありません。ゲッカビジンのように夜
のうちに萎む事はないので、早朝、咲き残った
花を頭上で見ることができます。
自生地ではコウモリが花粉を運ぶそうですが、
自分の花粉では実が着きません。そこで富山県
中央植物園では、京都府立植物園と花粉を交換
し、人工授粉を行いました。残念ながら富山の
バオバブには実が着きませんでしたが、京都で
は結実に至り、そのうちの
１個を寄贈してもらって、
果樹温室のバオバブの木の
前に展示しています。
バオバブの果実

企業間の人材マッチングを支援しています。
人材が不足しており、
補充を検討
されるとき

人員に余剰感があり、
雇用調整を検討
されるとき

まっ先にご相談ください。
企業間の出向・移籍の専門機関

公益財団法人

1987年（昭和62年）設立

産業雇用安定センター

富 山 〒930-0857 富山市奥田新町8-1 ボルファートとやま10F TEL
事務所 ご利用時間／9：00 〜17：00 （土・日・祝日は休み） FAX
全国ネットの人材情報
最新情報をお届けしています。

076−442−6900
076−439−2860

http://www.sangyokoyo.or.jp/
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おしらせ

富山地区会員懇談会

9 月14 日（金）

16時〜19時30分

16:00〜17:20

講 演 会 ３階「白鳳」

17:30〜18:10

取組事例発表

18:20〜19:30

事

場 所 ： 富山第一ホテル

業

予

442-4411 ）
（ 富山市桜木町10番10号 / 電話（076）

テーマ：「Ｃｈａｎｇｅ, ｏｒ Ｄｉｅ！ − カルビー流働き方改革 −」
講 師 ： カルビー株式会社 シニアチェアマン
ＲＩＺＡＰグループ株式会社 代表取締役ＣＯＯ
松本 晃
事例①「
『会議の活性化』
によるスマートワークの推進」(20分)
協和ファーマケミカル株式会社 取締役執行役員 井上
事例②「北陸電力の働き方改革の取組みついて」
（20分）
北陸電力株式会社 人事労務部長 村田

懇 親 会 ３階「天平」

催

日

国見 氏
良昭 氏

定
詳しくはホームページ
（http://www.toyama-keikyo.jp/）
「講座・セミナー案内」
をご覧ください。

2018年8月16日〜10月15日
開

氏

時

間

事

業

名

委員会名

場

所

会
議
講演会

8月21日
（火）

15:30〜17:30

人事・労務政策委員会「定例委員会」

人事･労務政策 富山経協・研修室

8月28日
（火）

13:30〜17:20

教育委員会「定例委員会」

教

育 富山第一ホテル

8月28日
（火）

15:00〜17:10

環境委員会「定例委員会」

環

境 富山経協・研修室

8月30日
（木）

16:30〜17:30

総務交流委員会「定例委員会」

総務交流 富山電気ビルデイング

9月 7日
（金）

15:30〜18:00

品質管理委員会「定例委員会」

品質管理 コーセル㈱

9月14日
（金）

16:00〜19:30

富山地区会員懇談会

8月28日
（火）

15:00〜16:30

欧州に見る地域エネルギー利用と街づくり

環

富山第一ホテル

上記おしらせ参照

境 富山経協・研修室

会員交流

講
座
・ セ ミ ナ ー

9月29日
（土）

8:06〜

富山経協ゴルフコンペ

総務交流 呉羽カントリークラブ

8月22日
（水）

9:30〜16:30

女性社員活躍セミナー

教

実践しながら学ぶ統計的手法活用講座

品質管理 富山経協・研修室

経理基礎・管理会計基礎講座

教

育 富山経協・研修室

9月 4日
（火）
・ 5日
（水） 9:30〜18:00

ISO14001内部監査員養成講座

環

境 富山経協・研修室

9月10日
（月）
〜11日
（火） 13:30〜17:00

管理職マネジメント研修

教

育 インテック大山研修センター

9月12日
（水）
・13日
（木） 9:00〜17:00

ISO9001内部監査員養成講座

品質管理 富山経協・研修室

8月23日
（木）
9月 6日
（木）
・20日
（木） 9:00〜17:00
10月11日
（木）
8月24日
（金）

9:30〜16:30

育 富山経協・研修室

9月26日
（水）

9:30〜16:30

新入社員フォローアップ研修

教

9月27日
（木）

13:30〜16:00

労働法実務講座
（第２回）

人事･労務政策 富山経協・研修室

第1回職場リ−ダー実践コース

教

ヒューマンエラー未然防止セミナー

品質管理 富山経協・研修室

第１回職場リーダー実践コース
（追加）

教

10月 2日
（火）
・ 3日
（水） 9:30〜16:30
10月 5日
（金）

9:00〜17:00

10月 9日
（火）
・10日
（水） 9:30〜16:30

育 富山県市町村会館
育 富山経協・研修室
育 富山経協・研修室

10月11日
（木）

13:30〜16:00

労務管理実務講座

人事･労務政策 富山経協・研修室

10月12日
（金）

13:30〜16:30

改善力養成セミナー＜業務改善・基礎編＞

教

「富山経協」vol.841
2018年
（平成30年）
8月号
2018年8月15日発行
（隔月発行）

育 富山経協・研修室

一般社団法人 富山県経営者協会
〒930-0856 富山市牛島新町５番５号（タワー１１１ビル １階）
TEL（076）441-9588 FAX（076）441-9952
ホームページ http://www.toyama-keikyo.jp/
Ｅメール
info@toyama-keikyo.jp

