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～コロナ新時代に向けた
　　　価値創造と生産性運動～

「リブートJAPAN　　
　　　　　　労使の挑戦」

2021年12月2日（木）13:30～18:30
12月3日（金）9:30～15:55

ウエスティンホテル大阪 2階 「ローズルーム」

中部生産性本部、中国生産性本部、四国生産性本部
九州生産性本部、関西生産性本部

日本生産性本部、全国労働組合生産性会議

近畿経済産業局、大阪府、大阪市、連合近畿地方ブロック連絡会

2021年12月2日（木）13:30～19:00
12月3日（金）9:30～15:55

ウエスティンホテル大阪 2階 「ローズルーム」

中部生産性本部、中国生産性本部、四国生産性本部
九州生産性本部、関西生産性本部

日本生産性本部、全国労働組合生産性会議

近畿経済産業局、大阪府、大阪市、連合近畿地方ブロック連絡会

ウエスティンホテル大阪 2階 「ローズルーム」

中部生産性本部、中国生産性本部、四国生産性本部
九州生産性本部、関西生産性本部

大阪府大阪市北区大淀中1-1-20大阪府大阪市北区大淀中1-1-20

日本生産性本部、全国労働組合生産性会議

近畿経済産業局、大阪府、大阪市、連合近畿地方ブロック連絡会

※オンラインでのリアルタイム配信及びオンデマンド配信も予定しております。※オンラインでのリアルタイム配信及びオンデマンド配信も予定しております。

「リブートJAPAN　　
　　　　　　労使の挑戦」

2021年12月2日（木）13:30～19:00
12月3日（金）9:30～15:55



ご案内

　昨年から猛威を振るった新型コロナウイルスは、世界経済にも大きな影響を与えております。

わが国も例外ではなく、2020年度のGDP（国内総生産）は実質の伸び率が前年度と比べてマイナ

ス4.6％となり、2008年度のリーマンショック時を超えるものとなるなど、コロナ危機からの経

済の立て直しが急務となっています。一方で、コロナ禍による影響は、消費だけでなく、個人の

行動にも変化をもたらし、デジタルの導入や、テレワークといった個人に合わせたワークスタイ

ルの変化など、働き方の変化に伴う生産性向上の必須となっています。

　コロナ新時代を迎えるにあたり、DX、RPAといったITの活用や、ジョブ型雇用、在宅勤務と

いった労働者の雇用と働き方に柔軟性を持たせる仕組みなど、時代の流れや考え方の変化に応じ

た、生産性向上の術を図ることが重要であり、労使は、そのための労働環境の整備、人材の育

成、人事政策の改善に協力して取り組んで行く必要があります。

　西日本地域の５つの生産性本部（中部・中国・四国・九州・関西）は1973年以来「西日本生産

性会議」を開催し、労使の共通課題について具体的な行勤の方向性を探ってまいりました。

　第49回を迎える今回は、「日本の再起動と挑戦」に向けて労使が取り組むべき課題について議

論すべく「リブートJAPAN 労使の挑戦～コロナ新時代に向けた価値創造と生産性運動～」を統

一テーマとして、関西・大阪にて開催させていただきます。

　西日本地域の生産性運動に携わる方々が一堂に会し、それぞれの立場から日ごろ培った貴重な

経験を共有することにより、新世代を拓く新たな生産性運動の発展と実践に役立つ会議に致した

く存じます。

　ご多忙の折とは存じますが、ご関係者お誘いあわせの上、多数のご参加を賜りますようお願い

申し上げます。

2021年９月

中部生産性本部　会 長　小 倉 　 忠
中国生産性本部　会 長　清 水 希 茂
四国生産性本部　会 長　長 井 啓 介
九州生産性本部　会 長　酒 見 俊 夫
関西生産性本部　会 長　大 坪 　 清



１日目　2021年 12月２日（木）
13:30 ～ 13:40 開 会 挨 拶 関西生産性本部　会長 大　坪　　　清
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（レンゴー㈱ 代表取締役会長兼CEO）

13:45 ～ 14:00 来 賓 挨 拶  日本生産性本部　会長 茂　木　友三郎
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（キッコーマン㈱取締役名誉会長 取締役会議長）

14:10 ～ 15:10 基 調 講 演  　「日本再生への挑戦」～コロナ新時代の価値創造と生産性向上～
  政策研究大学院大学　特別教授
  日本生産性本部　副会長 大　田　弘　子 氏
15:10 ～ 15:25 休 　 　 憩  
15:30 ～ 17:30 基 調 討 議 　「リブートJAPAN　日本再生への労使の挑戦」
 　　パネリスト ㈱アシックス　代表取締役会長CEO 尾　山　　　基 氏
  全国労働組合生産性会議　議長 松　浦　昭　彦 氏
  （連合　副会長・UAゼンセン　会長）
 　　パネリスト兼コーディネータ
  東京大学社会科学研究所　教授 
  日本生産性本部　生産性常任委員会　委員 水　町　勇一郎 氏
 　　〈座長〉 九州生産性本部　会長 酒　見　俊　夫
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（西部ガスホールディングス㈱代表取締役会長）
17:40 ～ 19:00 参加者交流パーティ 

２日目　2021年 12月３日（金）
9:30 ～ 11:30 第 １ 討 議 　「労使の創意工夫でダイナミズムの再起動を」
 　　パネリスト ㈱日立製作所　人財統括本部 タレントアクイジション部長 進　藤　武　揚 氏
  ロート製薬㈱　執行役員 人事総務部 部長 河　崎　保　徳 氏
  味の素労働組合　中央執行委員長 前　田　修　平 氏
 　　コーディネータ 法政大学　キャリアデザイン学部 教授 坂　爪　洋　美 氏
 　　〈座長〉 四国生産性本部　会長 長　井　啓　介
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（四国電力㈱取締役社長 社長執行役員）
11:30 ～ 12:30 昼 　 　 食

12:30 ～ 14:30 第 ２ 討 議 　「新たな価値創造に挑戦する独自経営」
 　　パネリスト 西島㈱　代表取締役社長 西　島　　　豊 氏
  徳武産業㈱　代表取締役会長 十　河　孝　男 氏
  ㈱グルーヴノーツ　代表取締役社長 最　首　英　裕 氏
 　　コーディネータ 中京大学　国際学部　教授 永　石　　　信 氏
 　　〈座長〉 中国生産性本部　会長 清　水　希　茂
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中国電力㈱代表取締役社長執行役員）
14:30 ～ 14:50 休 　 　 憩

14:50 ～ 15:50 特 別 講 演 　「火の玉ストレート ～プロフェッショナルの覚悟～」
  阪神タイガースSA(スペシャルアシスタント) 藤　川　球　児 氏
15:50 ～ 15:55 閉 会 挨 拶  中部生産性本部(次年度開催本部)　会長 小　倉　　　忠
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　（㈱ノリタケカンパニーリミテド代表取締役会長）

第49回　西日本生産性会議2021　全体プログラム第49回　西日本生産性会議2021　全体プログラム



「日本再生への挑戦」
　～コロナ新時代の価値創造と生産性向上～

1976年一橋大学社会学部卒。埼玉大学助教授等を経て、97年政策研究大学院大学助教授，2001年同教授。
2002年に内閣府に出向し、経済財政分析担当の参事官，大臣官房審議官，政策統括官を務める。2005年に大学
復帰後、2006年より安倍・福田両内閣で経済財政政策担当大臣。2008年8月大学に復帰。2019年4月より特別
教授。専門分野は財政、経済政策。著書に『改革逆走』（日本経済新聞出版社）等。
前規制改革推進会議議長、税制調査会特別委員。
パナソニック、ENEOSホールディングス、日本共創プラットフォームの社外取締役。

１日目　2021年 12月２日（木）

15:10 ～ 15:25 休　　憩

昨年から、猛威を振るった新型コロナウイルスは、私たちの働き方や生産性の向上に対する考え方に大きな影響を及ぼし、様々な変革の促
しと実行を求められる出来事となった。一方でこの影響の中でも、新しい事業やサービスの誕生、コロナ後に求められる考えや要望を踏ま
えた取り組みを行うことで、新たな価値が生み出している。今回はこれから訪れるコロナ新時代に向けて、取り組むべき生産性運動のあり
方と考え方、そして新たな価値創造に必要なものについてお話しを頂く。

政策研究大学院大学　特別教授
日本生産性本部　副会長

こひろたおお

大　田　弘　子 氏

13:30 ～ 13:40 開会挨拶 関西生産性本部 会長 大　坪　　　清
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（レンゴー㈱ 代表取締役会長兼CEO）

13:45 ～ 14:00 来賓挨拶 日本生産性本部 会長 茂　木　友三郎
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（キッコーマン㈱取締役名誉会長 取締役会議長）

14:10 ～ 15:10 基調講演



17:40 ～ 19:00 参加者交流パーティ

「リブートJAPAN　日本再生への労使の挑戦」

1974年4月日商岩井株式会社入社 1977年4月ドイツ語研修生として渡独 ゲーテインスティテュート(ローテンブ
ルク校、グラーフィン校)国立ケルン大学経済学部（語学研修コース）1982年1月株式会社アシックス入社　1991
年2月ウォーキング事業部マーケティング部長　1997年1月第一事業本部ウォーキング事業部長 2001年7月ア
シックスヨーロッパＢ．Ｖ．代表取締役社長 2004年6月取締役マーケティング統括部長 兼）アシックスヨーロッパ
Ｂ．Ｖ．代表取締役社長 2005年4月取締役海外担当 兼）マーケティング統括部長 兼）マーケティング部長 兼）ア
シックスヨーロッパＢ．Ｖ．代表取締役会長兼ＣＥＯ 2007年8月常務取締役海外担当 兼）経営企画室担当 兼）マーケ
ティング統括部長 兼）アシックスヨーロッパＢ．Ｖ．代表取締役会長兼ＣＥＯ 2008年4月代表取締役社長 2011年4月
代表取締役社長ＣＥＯ 2017年3月代表取締役会長兼社長CEO 2018年3月代表取締役会長CEO（現任）【公職】世
界スポーツ用品工業連盟 会長 日本スポーツ産業学会 会長 一般社団法人日本経済団体連合会 幹事 一般社団法人日
本スポーツ用品工業協会 会長 公益社団法人 関西経済連合会 評議員 関西スポーツ用品工業協同組合 副理事長 公益
財団法人兵庫県体育協会 副会長 神戸商工会議所 副会頭 一般社団法人 神戸経済同友会 顧問（元代表幹事） 一般財
団法人 神戸観光局 会長　【賞罰】2014年10月 オランダ王国オラニエ・ナッソー勲章Officer章

新型コロナウイルスの影響により、我が国のGDP(国内総生産)はマイナス成長となり、我々はこの課題に、一丸となり取り組む必要があ
る。現下の状況を短期的に見れば、生産性は低下傾向にあるが、一方で、長期的に見ればコロナ禍から回復する過程で、各産業・業種内で
新陳代謝が進み、生産性の高い企業を中心に、経済全体として生産性の向上が期待できる。本討議では、生産性の向上とこれからの日本再
生に向けて労使がそれぞれの立場において取り組むべき課題について議論する。

もといやまお

㈱アシックス　代表取締役会長CEO 尾　山　　　基 氏

1984年3月大阪大学経済学部卒業 同年4月帝人㈱入社1992年10月帝人労働組合執行委員2000年9月ゼンセン同
盟総合化学・繊維部会副書記長 2002年9月ＵＩゼンセン同盟化学部会副事務局長 2008年9月ＵＩゼンセン同盟
常任中央執行委員、化学部会事務局長 2010年9月ＵＩゼンセン同盟書記長 2012年11月ＵＡゼンセン書記長 
2016年9月ＵＡゼンセン会長（現職）2016年10月日本労働組合総連合会(連合）副会長（現職）2017年2月ＵＮＩ
日本加盟組織連絡協議会議長（現職）2017年11月インダストリオール日本化学エネルギー労働組合協議会議長
（現職）2020年11月全国労組生産性会議（全労生）議長（現職）

ひこあきうらまつ

全国労働組合生産性会議　議長（連合 副会長・UAゼンセン 会長） 松　浦　昭　彦 氏

15:30 ～ 17:30 基調討議 座長　九州生産性本部 会長 酒　見　俊　夫
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（西部ガスホールディングス㈱代表取締役会長）

パネリスト

パネリスト兼コーディネータ

1967年佐賀県生まれ。1986年佐賀県立佐賀西高校卒業。1990年東京大学法学部卒業。東北大学法学部助教授、
パリ西大学客員教授、ニューヨーク大学ロースクール客員研究員等を経て、現在、東京大学社会科学研究所教
授。働き方改革実現会議議員、東京都労働委員会公益委員（会長代理）、規制改革推進会議委員などを歴任。主な
著書に、『詳解 労働法〔第2版〕』（2021年、東京大学出版会）、『労働法〔第8版〕』（2020年、有斐閣）、『「同一
労働同一賃金」のすべて〔新版〕』（2019年、有斐閣）、『労働法入門〔新版〕』（2019年、岩波書店）、『労働法改
革』（編著、2010年、日本経済新聞出版社）、『集団の再生―アメリカ労働法制の歴史と理論』（2005年、有斐
閣）、『労働社会の変容と再生－フランス労働法制の歴史と理論』（2001年、有斐閣）、『パートタイム労働の法律
政策』（1997年、有斐閣）など。

ろうゆう いちまちみず東京大学社会科学研究所 教授
日本生産性本部　生産性常任委員会　委員 水　町　勇一郎 氏

※新型コロナウイルス感染拡大の状況によりましては変更または中止する場合がございます。



「労使の創意工夫でダイナミズムの再起動を」

２日目　2021年 12月３日（金）

11:30 ～ 12:30 昼　　食・休　　憩

コロナ新時代において、生産性の向上を図るためには、テレワークや時短勤務といった、柔軟な働き方を認め、それを可能とする職場環境
の整備と内部制度の構築といった、多様な働き方を活かした働き方改革への取り組みが重要となる。本討議では、コロナ禍においても、
創意工夫を行う労使の事例を参考にしながら、生産性向上に向けてこれから取り組むべき労使の働きかけについて考える。

 9:30 ～ 11:30 第１討議 座長　四国生産性本部　会長 長　井　啓　介
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（四国電力㈱取締役社長 社長執行役員）

1994年、株式会社日立製作所入社。日立ヨーロッパ社への出向（2007年～）を経て、2009年、日立研究所総務
部勤労ユニット部長代理。2017年、人財統括本部働き方改革プロジェクトリーダーに就任。2020年4月より現職
（人財統括本部タレントアクイジション部長）

あきどう たけしん

㈱日立製作所　人財統括本部 タレントアクイジション部長 進　藤　武　揚 氏

大阪生まれ、日本生命保険相互会社を経て1986年ロート製薬入社。商品企画部長、営業企画部長、広報CSV推進
部長を歴任。2011年東日本大震災後、3年間を復興支援室長として震災復興に尽力。震災遺児たちの夢を支える
進学奨学金「公益法人みちのく未来基金」を創設。25年に及ぶ民間企業協業型の基金の仕組みを作り、既に
1009名の震災遺児たちの夢を応援。2016年～働き方改革推進に尽力。2017年厚生労働省「柔軟な働き方改革・
モデル就業規則検討委員」、2018年4月～神戸大学大学院非常勤講師。2020年7月より現職。

のりさき やすかわ

ロート製薬㈱　執行役員 人事総務部 部長 河　崎　保　徳 氏

1983年香川県生まれ。2006年同志社大学経済学部卒業。同年味の素㈱入社、東海事業所 総務部 総務・人事グ
ループにて事業所内の人事・労務に従事。2009年人事部労務グループに異動、中央および本社支部労政、就労、
賃金、諸制度改定等を担当。2011年より味の素労働組合本社支部事務局長に専従役員として着任し、以降2013
年中央執行委員 兼 本社支部長、2016年事務局長、2019年中央執行委員長を経て現在に至る。著書に「労働組合
現場執行委員のためのQ&A50」（日本生産性本部）。

へいだ しゅうまえ

味の素労働組合　中央執行委員長 前　田　修　平 氏

1989年慶応義塾大学卒業、民間の人材紹介業勤務。その後慶應義塾大学大学院を経て、慶應義塾大学大学院経営
管理研究科博士課程単位取得退学。博士（経営学）。専門は、人的資源管理・組織行動。主な研究テーマに、多様
な人材をマネジメントする管理職の役割など。日本労務学会元会長、日本労働研究雑誌編集委員長、東京地方労
働審議会委員、キャリアコンサルタント登録制度等に関する検討会委員。近著に『シリーズダイバーシティ経営
　管理職の役割』（中央経済社，2020年，共著）、「管理職の役割の変化とその課題 ──文献レビューによる検討」
（日本労働研究雑誌，2020年，単著）など。

みづめ ひろさか

法政大学　キャリアデザイン学部 教授 坂　爪　洋　美 氏

パネリスト

コーディネータ



「新たな価値創造に挑戦する独自経営」

14:30 ～ 14:50 休　　憩

コロナ新時代に向けた価値創造が求められる中で、地域に活動基盤を置き、商品の開発や、人材の活性化、アフターコロナを見据えた取り
組みなどの多方面において独自戦略を行い、成長を続ける企業が多く見られる。今後わが国がコロナ後の社会をより良いものにするうえ
で、これらの企業の果たす役割は大きなものになると考えられる。本討議では、このような企業のトップを招き、それぞれの経営に対する
思いと独自戦略についてお話いただき、コロナ新時代における企業活性化の方策について考える。

12:30 ～ 14:30 第２討議 座長　中国生産性本部　会長 清　水　希　茂
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中国電力㈱代表取締役社長執行役員）

2005年西島株式会社入社 2007年総務課課長 取締役　管理部担当 2011年尼施島機械設備（上海）有限公司監事 
2013年取締役 改革推進本部 本部長 2014年西島株式会社 代表取締役社長（現職）西島メディカル株式会社　
代表取締役社長（現職）尼施島機械設備（上海）有限公司董事長（現職）
2015年豊橋商工会議所 常議員（現職）豊橋相撲協会副会長（現職） 公益財団法人科学技術交流財団中小企画委
員会　評議員（現職）2017年公益社団法人豊橋青年会議所 第66代理事長 2018年豊橋日独協会 副会長（現職） 
2019年一般社団法人東京21世紀管弦楽団 理事（現職）2020年一般社団法人東海産業技術振興財団評議員（現
職）豊橋市教育委員会 委員 第1期目（現職）他
■企業概要■【事業内容】専用工作機械の設計、製造。

【沿革】1924年三重県鳥羽に発動機製造工場西島鐵工所創立 1934年豊橋市に新工場建設、鳥羽工
場合併 1937年全国発動機性能審査会で１位 1945年豊橋工倶西島鐡工所と改称 1957年油圧・空圧
を用いた専用機、強力専用旋盤開発 1965年数値制御（NC）装置を自社開発 1986年CAD/CAMシ
ステム導入 現在地に新本社工場完成 1994年韓国へ豊橋港初の工作機械輸出 1995年ドイツ・
Profiroll Technologies社と技術提携 1998年新社名西島株式会社と改称 2000年超硬丸鋸切断機シ
リーズ化 2004年愛知ブランド企業59社に認定 モノづくりブランドNAGOYA顕彰企業に認定 
2006年3次元CADシステムI-CAD導入 2007年「勤続50年表彰制度」創設 2010年「勤続60年表
彰制度」創設 2017年経産省 はばたく中小企業・小規模事業者300社認定 2018年経産省 地域未来
牽引企業認定 2021年「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞　審査委員会特別賞受賞

ゆたかじまにし

西島㈱　代表取締役社長 西　島　　　豊 氏

1947年生まれ。高校卒業後、1966年に香川相互銀行（現香川銀行）に入行。
同銀行で6年間働いた後、手袋会社で勤務。1984年に義父が経営する徳武産業に入社し、急逝した義父の後を継
いで社長に就任。1995年に主力商品である高齢者用ケアシューズ「あゆみ」を完成させた。
■企業概要■【事業内容】高齢者用ケアシューズ、ルームシューズ等の企画・製造・販売

【沿革】1995年「あゆみシューズ」を発売。高齢者向けのケアシューズの製造販売をメインに成長
を続ける。（2021年7月、販売累計1,800万足を達成） 2011年藍綬褒章受章 2012年四国でいちば
ん大切にしたい会社大賞「四国経済産業局長賞」受賞 日本でいちばん大切にしたい会社大賞「審査
委員会特別賞」受賞 2013年グッドカンパニー大賞「特別賞」受賞 2019年旭日単光章受章 2020年
第3回日本サービス大賞「経済産業大臣賞」受賞

おごう たかそ

徳武産業㈱　代表取締役会長 十　河　孝　男 氏

早稲田大学第一文学部卒業後、地域再開発コンサルタントを経て、ネットワークエンジニアとして活動。米
Apple社の製品開発に従事し、以降も数々の製品開発を手がける。その後、米国組み込み系企業に転職。日本の
代表として日本市場開拓を行ったのち、1998年にベンチャー企業を創業。設立3年後にJASDAQ上場。13年間の
ベンチャー経営を経て、マネジメント・バイアウト。2012年、株式会社グルーヴノーツ 代表取締役に就任。
■企業概要■福岡県福岡市：量子コンピュータやAIを活用できるクラウドプラットフォーム「MAGELLAN 

BLOCKS（マゼランブロックス）」を開発・提供するテクノロジーカンパニー。これまで4,000社超
のAIモデルを構築し、さらには世界で初めて量子コンピュータの商用サービス化に成功するなど、
国内有数の実績を持つ。量子コンピュータを活用した生産計画の最適化、物流の最適化、在庫や人
員の最適配置など、様々な企業課題を解決に導き成果をあげている。

ひろしゅ えいさい

㈱グルーヴノーツ　代表取締役社長 最　首　英　裕 氏

1970年生まれ。広告代理店勤務（営業、マーケティングコンサルタント）、インド留学（修士課程）、アメリカ
留学（博士課程）などを経て、2005年に経営コンサルタントとして独立し、その後もコンサルタントとしての活
動を北米・アジア地域を中心に継続中。2010年からは中京大学で教鞭を執り、組織開発、ビジネス戦略、リー
ダーシップ関連の科目を担当しグローバルな視点から実践的教育を行っている。経営学の世界最大学会Academy 
of Managementなどに発表した複数の新論文において、イノベーション志向型グローバルマネジメント実践の新
モデルを継続的に発表し、世界的に注目を集めている

まこといしなが

中京大学　国際学部　教授 永　石　　　信 氏

パネリスト

コーディネータ



個人情報の取扱いについて

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://www.kpcnet.or.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、『西日本生産性会議2021』の事業実施に関わる参加者名簿等の資料等の作成、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.『西日本生産性会議2021』の事業実施に関して必要な範囲で参加者名簿等の資料を作成し、講師等の関係者に限り配付させていただきま
す。但し、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.個人情報の開示、訂正、削除については、西日本生産性会議2021　担当：芝原・堀越・中山（℡06-6444-6464）または組織部個人情報保護担
当窓口（℡06-6444-6461）までお問合せください。
　
5.本案内記載事項の無断転載をお断りします。

14:50 ～ 15:50 特別講演

「火の玉ストレート ～プロフェッショナルの覚悟～」
2021年7月から開催された東京オリンピックならびにパラリンピックは、新型コロナウイルス感染拡大の中の開催にもかかわらず、世界中の
アスリートの方々の勝負に対する、執念と相互のリスペクトの姿勢にすべての人々に感動を与えた。今回のオリンピックで活躍された選手
もそうであるが、様々な分野で、プロフェッショナルとして活躍をされた方々には、輝かしい栄光の記録と共に、幾多の壁を乗り越え、選手
として、人として進化、成長してきた経験やその経験に基づいた自身の思いが存在する。「火の玉ストレート」を代名詞として、野球界に
大きな影響を及ぼした、藤川球児 氏も、プロ野球選手として自身の想いや考えをしっかりと持ち、その上で、日々実践すべきこと、勝負の
哲学、上達論を生み出してきた。本講演では、藤川氏が考えるプロフェッショナルとしての覚悟や、勝負の思考と哲学、野球界への思いを
ご自身の経験を踏まえて語っていただくとともに、今の時代にどのような思いを持って、私たちが生きていくべきなのかをお話しいただく。

1980年7月21日、高知市生まれ。40歳。高知商業高校２年夏に甲子園に出場し、98年ドラフト1位で阪神タイ
ガースに入団した。2005年に勝利の方程式「JFK」の一角を担ってブレイクし、80試合に登板（シーズン最多登
坂日本記録）、リーグ優勝に貢献。同年、最優秀バッテリー賞を受賞。浮き上がると言われる直球は「火の玉ス
トレート」と称された。07年には当時のプロ野球記録（現セ・リーグ記録）の46セーブをマーク。12年オフに
米大リーグ・カブスに移籍した。13年6月に右肘の通称トミー・ジョン手術（内側側副じん帯再建術）を受け、
翌14年8月にメジャー復帰。レンジャースを経て、15年6月に四国アイランドリーグplusの高知に入団。同年オ
フに阪神タイガースに復帰した。昨季限りで現役を引退し、今年1月に阪神の球団新ポスト「スペシャルアシスタ
ント」に就任。NPB通算782試合に登板し、60勝38敗243セーブ163ホールド、防御率2.08。MLBでは同29試
合で1勝1敗2セーブ1ホールド。
05年・06年に最優秀中継ぎ投手、07年・11年に最多セーブ投手のタイトルを受賞

じかわ きゅうふじ

阪神タイガースSA（スペシャルアシスタント） 藤　川　球　児 氏

15:50 ～ 15:55 閉会挨拶 中部生産性本部　会長 小　倉　　　忠
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（㈱ノリタケカンパニーリミテド代表取締役会長）



申込案内
※本会議はオンラインでのリアルタイム配信も予定しております。

と き
2 0 2 1年12月 2 日（木）・ 3日（金）

と こ ろ

参加対象者

ウエスティンホテル大阪　２階　「ローズルーム」
〒531-0076　大阪府大阪市北区大淀中1-1-20　 TEL：06-6440-1111

経営トップ、経営幹部、労働組合幹部、学識経験者、関係官公庁幹部　約４００名

参加申込方法

参 加 費

お 問 合 先

•ご参加のお申込は、関西生産性本部のホームページ
（https://www.kpcnet.or.jp）よりＷｅｂにてお申し込みください。
Ｗｅｂ申し込み方法は次ページを参照願います。
【申込期限：１１月１７日（水）】
お申込み受付後、参加費請求書をご送付いたします。
※お申込みの後の変更・取り消しは上記ホームページからお願い致します。
※１１月２４日(水)以降の取消につきましては参加費の払戻しは致しかねますので、代理の方のご参加を
　お願い致します。

•経営側単独でのご参加 １人につき ５１,７００円(税込)
•労働側単独でのご参加 １人につき ３０,８００円(税込)
•労使ペアでのご参加 １組につき ７９,２００円(税込)
※いずれも資料代、参加者交流パーティ代、２日目昼食代を含みます。
※労使ペアの場合、参加申込書でご指示が無い場合、以下のとおりに振り分けて請求させ
　て頂きます。
・経営側　４９,５００円　労働側　２９,７００円

関西生産性本部　西日本生産性会議　担当：芝原・堀越・中山
〒530-6691 大阪市北区中之島6-2-27 中之島センタービル28階
ＴＥＬ０６－６４４４－６４６４　ＦＡＸ０６－６４４４－６４５０

［中部地区］中部生産性本部　担当：鬼頭・高橋
TEL（052）221-1261 　FAX（052）221-1265

［中国地区］中国生産性本部　担当：末永・丸本・下山
TEL（082）242-7972 　FAX（082）242-7973

［四国地区］四国生産性本部　担当：篠原・富田
TEL（087）887-0512 　FAX（087）851-4270

［九州地区］九州生産性本部　担当：和田・松田
TEL（092）771-6481 　FAX（092）771-6490



WEB 申込方法

西日本生産性会議のお申し込みは、WEBにより受付させていただきます。



会場案内

ウエスティンホテル大阪
〒531-0076　大阪府大阪市北区大淀中1-1-20　 TEL：06-6440-1111



生産性運動に関する三原則
●雇用の維持・拡大
生産性の向上は、究極において雇用を増大するものであるが、過
渡的な過剰人員に対しては、国民経済的観点に立って能う限り配
置転換その他により、失業を防止するよう官民協力して適切な措
置を講ずるものとする。

●労使の協力と協議
生産性向上のための具体的な方法については、各企業の実情に
即し、労使が協力してこれを研究し、協議するものとする。

●成果の公正配分
生産性向上の諸成果は、経営者、労働者および消費者に、国民経
済の実情に応じて公正に分配されるものとする。




