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Ⅱ．生産性改革事業
１．経営コンサルティング
（１）経営コンサルティング事業
生産性向上、働き方改革、地方創生、経営革新支援を行うべく、各金融機関の
開拓・深耕を図るとともに、経営品質協議会、サービス産業生産性協議会、日本
インダストリアル・エンジニアリング協会、生産性総合研究センター等の各組織
との連携を一層強化した事業展開を図る。
①総合コンサルティング領域
中堅中小企業の全社的課題解決や企業価値向上に向けた支援を、これまでど
おり積極的に展開し、連携する金融機関、再生支援機関、中小企業関係組織を増
やすとともに、関係強化を図る。経営改善計画策定、計画の実行支援、事業戦略
の再構築に加え、事業承継・経営承継、Ｍ＆Ａ等のテーマにも取り組み、中堅中
小企業の生産性向上支援を行う。
②人事領域
女性や高齢層の活躍推進に対応しつつ、多様性ある人材の活性化及び育成に
寄与する人事管理制度の構築支援や運用支援を中心とした活動を行う。人材育
成戦略の再構築、従業員のワークライフバランスの促進、同一労働同一賃金等の
課題対応を支援するコンサルティング活動に力を入れる。
③生産革新・業務改善領域
引き続き、製造業の生産革新と人材育成を支援するとともに、製造業への改善
指導実績を活かし、サービス産業（宿泊、小売、運送等）への業務改善支援も行
う。こうした支援を通じ、企業・組織における労働生産性を向上させるとともに、
働き方改革の実現を図る。
（２）グローバルコンサルティング事業
日本企業のグローバル化を推進するために、国内でグローバル人材育成プロ
グラムを提供するとともに、ベトナムを中心にアジア地域へ進出した日系企業
のコンサルティング及び人材育成事業等を展開する。また、中小企業診断士コー
スＯＢのネットワークをグローバル診断士倶楽部として強化し、事業推進を図
る。

5
5

㸦㸱㸧⤒Ⴀࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺ㣴ᡂᴗ
ᅜෆ࡛၏୍ࡢ⤒Ⴀࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺ㣴ᡂཬࡧࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢᐇᶵ㛵ࡋ࡚ࠊ
⤒Ⴀࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺ࣭୰ᑠᴗデ᩿ኈࢆ㣴ᡂࡍࡿࡇࡼࡾࠊ୰ሀ୰ᑠᴗࡢ⤒
Ⴀ㠉᪂࣭ᴗ౯್ྥୖᨭࢆᢸ࠺ேᮦࢆ⫱ᡂࡋࠊࢃࡀᅜ⏘ᴗࡢ⏕⏘ᛶྥୖࡢᇶ┙
࡙ࡃࡾ㈉⊩ࡍࡿࠋ⤒Ⴀࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺ㣴ᡂㅮᗙ㸦㸱ࣨ᭶ࢥ࣮ࢫ㸧ࠊ୰ᑠᴗデ
᩿ኈ㣴ᡂㄢ⛬ࡢ㸰ࢥ࣮ࢫࡢ㐠Ⴀྥࡅࠊ࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛㅮᖌࢆᖖぢ┤ࡋࠊࢥ࣮
ࢫෆᐜࡢ㉁ⓗྥୖࢆᅗࡿࠋࣉ࣮ࣟࣔࢩࣙࣥᙉࢆᅗࡾࠊཷㅮ⏕ቑဨ⧅ࡆ࡚࠸ࡃࠋ
ඃ⚽࡞デ᩿ኈࢥ࣮ࢫ㹍㹀ᑐࡋ࡚ࡣࠊ㒊㛛ᶓ᩿࡛ά㌍ࡢᶵࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡃ
ࡇࢆᚰࡀࡅࠊࡢ㣴ᡂᶵ㛵ࡢᕪูࠊࣈࣛࣥࢹࣥࢢࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃࠋ
ࡲࡓࠊㅮᗙ࣭デ᩿ኈ㹍㹀ࡢὶᴗ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ࣓࣮࣐ࣝ࢞ࢪࣥ㓄ಙࡸ㹍㹀
ὶࢆ⥅⥆ⓗᐇࡋࠊ㹍㹀ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ⥔ᣢ࣭ᣑࢆᅗࡿࠋ
㸦㸲㸧ᴗෆ◊ಟᴗ
ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢᴗάືࡸ⤒Ⴀࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺ㣴ᡂㅮᗙ࡛ᇵࢃࢀࡓࢸ࣮࣐
ࢆ◊ಟ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛάࡋࠊᴗࡢㄢ㢟ᑐᛂ┤⤖ࡋࡓࢯ࣮ࣜࣗࢩࣙࣥᆺࡢ
◊ಟࠕ࢚ࢹࣗࢣ࣮ࢩࣙࢼࣝࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢࠖࢆಶูᴗ࣭⤌⧊ᒎ㛤ࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊᴗࡢ㠉᪂ࡸ⏕⏘ᛶྥୖ㈨ࡍࡿ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᩍ⫱ࡸ⤒Ⴀᖿ㒊ࡢ⫱ᡂ
ᨭࢆ୰ᚰࠊಶูᴗ࣭⤌⧊᭱㐺࡞◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᥦ౪ࡍࡿࠋ

㸰㸬ࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗ⏕⏘ᛶྥୖ
㸦㸯㸧ࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗ⏕⏘ᛶ༠㆟͆㹑㹎㹐㹇㹌㹅͇
௦⾲ᖿ  ⱱᮌ ୕㑻
         බ┈㈈ᅋἲே᪥ᮏ⏕⏘ᛶᮏ㒊㛗
 ࢟ࢵࢥ࣮࣐ࣥᰴᘧ♫ྲྀ⥾ᙺྡ㛗 ྲྀ⥾ᙺ㆟㛗
௦⾲ᖿ ᶫᮏ ோ  ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே≀㉁࣭ᮦᩱ◊✲ᶵᵓ⌮㛗
ᮾிᏛᏛ㝔ᩍᤵ
        ᯇ ᛅ୕  ᰴᘧ♫ᯇ࢜ࣇࢫ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗
ᰴᘧ♫Ⰻရィ⏬ྡ㢳ၥ

㧗࠸ᡂ㛗వຊࢆᣢࡘ᪥ᮏࡢࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗࡢ⏕⏘ᛶྥୖྥࡅ࡚ࠊ㸰㸮㸯㸶ᖺ
㸯㸯᭶Ⓨ⾲ࡋࡓᥦゝࠗࢫ࣐࣮ࢺ࢚ࢥࣀ࣑࣮ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠘ࡢෆᐜࢆලయࡍࡿά
ືࢆᒎ㛤ࡍࡿࠋ
᪥ᮏࢧ࣮ࣅࢫ㈹ཷ㈹ᴗࢆ୰ᚰࠊ࣋ࢫࢺࣉࣛࢡࢸࢫࡢᬑཬࢆ┠ⓗ
ࡋࡓࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆᅜ࡛㛤ദࡍࡿࠋ࠶ࢃࡏ࡚ࠊ㹑㹎㹐㹇㹌㹅ဨࢆᑐ㇟ࡋ
ࡓࢭ࣑ࢼ࣮ࡸぢᏛࢆ㝶㛤ദࡋࠊࣁࢧ࣮ࣅࢫᴗࡢ⤂➼ࡢᬑཬ࣭ᗈሗάື
ࢆ⾜࠺ࠋ
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㸦㸰㸧ࠕ᪥ᮏࢧ࣮ࣅࢫ㈹ࠖࡢᐇ
㸰㸮㸯㸶ᖺ㸴᭶➨㸰ᅇ⾲ᙲᘧࢆ㛤ദࡋࡓࠕ᪥ᮏࢧ࣮ࣅࢫ㈹ࠖࡢ➨㸱ᅇເ㞟
ࢆ㛤ጞࡍࡿࠋ➨㸰ᅇࡲ࡛ྠᵝࠊෆ㛶⥲⌮⮧㈹ࡢࠊྛ㛵ಀ⮧㈹ࢆ⾲ᙲࡋࠊ
᪥ᮏࢆ௦⾲ࡍࡿ࣋ࢫࢺࣉࣛࢡࢸࢫࡢඹ᭷ࢆᅗࡾࠊࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗࡢⓎᒎ࣭ᣑ
ࡘ࡞ࡆࡿࠋ⾲ᙲᘧࡣ㸰㸮㸰㸮ᖺ⛅ࡢ㛤ദࢆணᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸦㸱㸧ࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗ⏕⏘ᛶྥୖᨭάື
ᴗ㛤ጞ㸯㸮ᖺ┠ࢆ㏄࠼ࡿ㹈㹁㹑㹇㸦᪥ᮏ∧㢳ᐈ‶㊊ᗘᣦᩘ㸧ᴗ࡛ࡣࠊ⣙㸱
㸳ᴗ✀㸲㸮㸮ࡢᴗ㺃ࣈࣛࣥࢻࢆᑐ㇟㢳ᐈ‶㊊ᗘࢆᐈほⓗㄪᰝ࣭ศᯒࡋࠊබ
⾲ࡍࡿࡇࢆ㏻ࡌࠊࢃࡀᅜࡢࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁ⓗྥୖཬࡧࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗࡢ➇தຊᙉ
ࢆᅗࡿࠋㄪᰝࢹ࣮ࢱࡢ㈍ࡸศᯒ࣏࣮ࣞࢺࡢᥦ౪ࢆ㏻ࡌࠊಶࠎࡢᴗࡢ⤒Ⴀ㠉
᪂ࢆᨭࡍࡿࠋ
㸰㸮㸯㸲ᖺᗘ㛤Ⓨࡋࡓࠕᴗົ⤌ࢶ࣮ࣝࠖࡣࠊࢭ࣑ࢼ࣮ࡸࢥࣥࢧࣝࢸࣥ
ࢢ➼ࢆ㏻ࡌࠊࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪⌧ሙࡢᴗົᇶ‽᭩ࡢసᡂ࣭㐠⏝ࢆᨭ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᬑ
ཬࢆᅗࡾࠊᴗࡢ⏕⏘ᛶྥୖࢆᨭࡍࡿࠋ
㸰㸮㸯㸲ᖺᗘࡽ㸳࢝ᖺྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡓ୰ᑠᴗࡢḟୡ௦⤒Ⴀᖿ㒊⫱ᡂᴗ
࡛࠶ࡿࠕேࡢṊ⪅ಟ⾜ࠖࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆάࡋࠊᑐ㇟ࢆᴗ
ࡶᗈࡆࠊᘬࡁ⥆ࡁྲྀࡾ⤌ࡴࠋ
ࡲࡓࠊ㸰㸮㸯㸶ᖺ㸯㸯᭶Ⓨ⾲ࡋࡓᥦゝࠗࢫ࣐࣮ࢺ࢚ࢥࣀ࣑࣮ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠘ࢆ
ᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡃ୍⎔ࡋ࡚ࠊ୍ேᙜࡓࡾࡢຍ౯್ቑࢆ㍈ࡍࡿࠕ⏕⏘ᛶ⤒Ⴀࠖ
ࡢᬑཬດࡵࡿࡶࠊຍ౯್ቑࡢ※Ἠ࡞ࡿேᮦࡢ⫱ᡂࢆᨭࡍࡿ
ࡃࠊࢧ࣮ࣅࢫ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢᩍ⫱య⣔ࡢᵓ⠏╔ᡭࡍࡿࠋ

㸦㸲㸧ࣞࢪ࣮ࣕⓑ᭩
㸯㸷㸵㸵ᖺᅜẸ⏕άࡢ㉁ࡢྥୖཬࡧࣞࢪ࣮࣭ࣕࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗࡢ⏕⏘ᛶྥୖ
㛵ࡍࡿᇶ♏㈨ᩱࡋ࡚หࡉࢀࡓࠕࣞࢪ࣮ࣕⓑ᭩ࠖࢆࠊᖺᗘࡶห⾜ࡍࡿࠋ

㸱㸬⤒Ⴀရ㉁
㸦㸯㸧᪥ᮏ⤒Ⴀရ㉁㈹ጤဨ
ጤဨ㛗 ⚟ᕝ ఙḟ ୍⯡㈈ᅋἲேᆅ⌫⏘ᴗᩥ◊✲ᡤ㢳ၥ

᪥ᮏ⤒Ⴀရ㉁㈹ࡣࠊࢃࡀᅜᴗࡀᅜ㝿ⓗ➇தຊࡢ࠶ࡿ⤒Ⴀᵓ㐀㉁ⓗ㌿
ࢆᅗࡿࡓࡵࠊ㢳ᐈどⅬࡽ⤒Ⴀయࢆ㐠Ⴀࡋࠊ⮬ᕫ㠉᪂ࢆ㏻ࡌ࡚᪂ࡋ࠸౯್ࢆ
ฟࡋ⥆ࡅࡿࡇࡢ࡛ࡁࡿࠕ༟㉺ࡋࡓ⤒Ⴀࡢ⤌ࡳࠖࢆ᭷ࡍࡿᴗࡢ⾲ᙲࢆ┠ⓗ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸯㸷㸷㸳ᖺࡢࠕ᪥ᮏ⤒Ⴀရ㉁㈹ࠖタࢆ⓶ษࡾࠊᮏᖺᗘ㸰㸲ᖺ┠ࢆ
㏄࠼ࡿࠋ㐣ཤ㸰㸱ᖺ㛫㸰㸵㸳⤌⧊ࡀ⏦ㄳࡋࠊ㸲㸳⤌⧊ࡀཷ㈹ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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㸰㸮㸯㸶ᖺᗘࡼࡾᴗ㢳ᐈࡢ㛵ಀ↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚ᑂᰝࡋࠊ⊂⮬ᛶࡢ㧗࠸
ᴗࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿㄆࡵࡽࢀࡓ⤌⧊ࢆ⾲ᙲࡍࡿࠕ㢳ᐈ౯್㠉᪂㈹ࠖࢆタࡋࠊ
ᡭᴗࡢࡉࡽ࡞ࡿാࡁࡅࢆ⾜࠺ࡶࠊ㹌㹎㹍ࢆྵࡴ୰ᑠつᶍ⤌⧊
ᑐࡍࡿ⤒Ⴀయ㉁ࡢᨵၿ࣭ᨵ㠉ࢆ㏻ࡌ࡚⏕⏘ᛶࡢศᏊᨵၿ࣭ᨵ㠉㈨ࡍࡿάືࢆᒎ
㛤ࡍࡿࠋ
㸦㸰㸧⤒Ⴀရ㉁༠㆟
௦ ⾲ ᳃⏣ ᐩ㑻 ➨୍⏕ಖ㝤ᰴᘧ♫≉ู㢳ၥ
௦⾲ Ἠ㇂ ┤ᮌ  㺏㺙㺩㺖㺼㺷㺎㺪㺽㺬㺎㺷㺡㺼㺆㺻㺖㺼㺛ᰴᘧ♫௦⾲ྲྀ⥾ᙺ㛗
௦⾲ ∦㔝ᆏ ┿ဢ 㸿㹌㸿㺬㺎㺷㺡㺼㺆㺻㺖㺼㺛ᰴᘧ♫௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗
㢳ᐈ౯್ࢆ㐀࣭ᥦ౪࡛ࡁࡿ⤒Ⴀࡢᐇ⌧ࢆ┠ⓗᥖࡆࠊ⤒Ⴀရ㉁ࡢᬑཬࢆᅗࡿࠋ
ලయⓗࡣࠊ㸰㸮㸯㸶ᖺᗘࡼࡾࠕ࠶ࡾࡓ࠸ጼࠖ
ࠕ⌧ᅾࡢ⎔ቃㄆ㆑ࠖ
ࠕኚ㠉ㄢ㢟ࠖࢆ
⤌⧊ࡋ࡚ぢ࠼ࡿ࡛ࡁ࡚࠸ࡿㄆࡵࡽࢀࡓ⤌⧊ࢆㄆドࡍࡿࠕ⤒Ⴀࢹࢨࣥㄆ
ドࠖࢆタࡋࠊ㸷⤌⧊ࢆㄆドࡋࡓࠋᴗᢎ⥅ྥࡅ࡚ࠊ⤒Ⴀㄢ㢟ࡸ⮬♫ࡢᚓពᢏ࣭
ᙉࡳࢆ᫂☜ࡍࡿ୰ᑠᴗ➼ࡢࢽ࣮ࢬᛂ࠼ࠊ◊ಟࠊࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢ➼ࡢྲྀࡾ
⤌ࡳ⤖ࡧࡘࡅࡿࡶࠊ࣓ࣥࣂ࣮ࢩࢵࣉࡢᣑࢆᅗࡿࠋ㸰㸮㸰㸮ᖺ㸰᭶㛤
ദࡍࡿ⤒Ⴀရ㉁ᖺḟࡣࠊ⤒Ⴀရ㉁㸰㸳࿘ᖺࡢ⠇┠ࠊᾏእࡽㅮᖌࢆᣍ⪸ࡋࠊ
ࠕ⤒Ⴀရ㉁ୡ⏺ࠖࡋ࡚㛤ദࡍࡿࠋ

㸲㸬⮬య⤒Ⴀᨭ
㸦㸯㸧⾜ᨻ⤒Ⴀရ㉁ྥୖᴗ
ᆅ᪉⮬యࢆࡣࡌࡵබⓗࢭࢡࢱ࣮ࡢ⏕⏘ᛶྥୖࢆ┠ᣦࡋࠊ⾜ᨻ⤒Ⴀࢩࢫࢸ࣒
ࡢࢡ࢜ࣜࢸྥୖࢆᨭࡍࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊྛ✀⮬యィ⏬ࡢᇶᮏ࡞ࡿ⥲ྜィ⏬
ࡢ⟇ᐃᨭࡸࠊࢺ࣮ࢱࣝࢩࢫࢸ࣒ࡢ⪃࠼᪉ࢆᑟධࡋࡓ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺデ᩿ࠊࡉࡽ
ࡣ⾜ᨻࢧ࣮ࣅࢫྥୖࡢ⤌ࡳྥࡅࡓࢺࢵࣉࡢၨⓎࡸ⫋ဨࡢ⫱ᡂࠊᨵၿάື
ࡢᣦᑟ➼ࢆᒎ㛤ࡍࡿࠋࡲࡓࠊᆅᇦ♫ࡢᣢ⥆ྍ⬟ᛶࡀ༴ࡪࡲࢀࡿ࡞ࠊ⾜ᨻ⤒Ⴀ
ᨵ㠉ࡢ᪉ྥᛶࢆᥦ㉳ࡋࡘࡘࠊ㛵ಀࡍࡿ⮬యࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᣑྲྀࡾ⤌ࡴࠋ
㸦㸰㸧㈈ᨻศᯒᴗ
ຠᯝⓗ࣭ຠ⋡ⓗ࡞⾜ᨻ⤒Ⴀࢩࢫࢸ࣒ྥࡅࠊᆅ᪉⮬యࡢ㈈ᨻศᯒ㸦ࣂࣛࣥࢫ
ࢩ࣮ࢺࠊ⾜ᨻࢥࢫࢺィ⟬᭩ࠊ㈈ᨻࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ➼㸧ࡸ⾜ᨻホ౯ࢩࢫࢸ࣒ࡢᑟ
ධ㛵ࢃࡿ┦ㄯᣦᑟࢆ⾜࠺ࠋࡲࡓࠊᨻᗓࡢᑟࡼࡾࠊ⤫୍ⓗ࡞ᇶ‽࡛࠶ࡿᆅ᪉
බィࡢᑟධࡀ㐍ࡴ࡞ࠊᅛᐃ㈨⏘ྎᖒᩚഛࡸබඹタ➼⥲ྜ⟶⌮ィ⏬⟇ᐃࡢ
ᨭ➼ࢆ⾜࠺ࠋ
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（３）地方議会評価事業
地方分権の進展に伴い、二元代表制の一翼を担う議会の役割が問われつつあ
ることをうけ、政策評価等議会機能を高める等議会改革の今日的意義を提起し
つつ、議会評価モデルの構築等に取り組む。
５．地方創生人材の育成
国との連携のもと、地方創生の深化や地域企業・地方自治体の経営強化に資
する１６０程のｅラーニング講座を核とした「地方創生カレッジ」を運用し、
地方創生を担う地域・専門人材の育成を図る。地方自治体や地域の経済団体、
大学、地方創生の実践者等とのネットワークの形成・強化を行いながら、マネ
ジメントやマーケティングの強化、生産性向上、地域ブランディングの向上等
にむけ「地方創生カレッジ」を拡充・普及に取り組む。ｅラーニングと連動す
る形で対面型講座を行うほか、ＷＥＢによる先進事例の紹介や情報交流等を通
じて、地方創生に取り組む人材の活躍支援を進める。
６．海外技術協力
（１）海外コンサルティング等二国間協力事業
国際機関や各国・各地域の政府機関、個別企業からの要請に基づき、コンサル
ティングサービスや人材育成プログラムを提供する。アジア生産性機構(ＡＰ
Ｏ)に加盟する生産性機関との二国間ベースでの事業協力の推進、ＡＰＯ未加盟
のミャンマーにおける生産性本部の設立支援に引き続き注力する。
（２）海外技術協力事業
「開発協力大綱」を踏まえ、技術協力事業対象国のニーズと日本企業の裨益を
考慮しながら以下の事業を実施する。
①アジア地域における技術協力支援
ＡＰＯや東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）等の国内外関係機関と連携し、Ａ
ＰＯ加盟２０カ国・地域に加えて、日本企業の進出が進むミャンマー等の経済発
展を目的に専門家派遣等を実施する。
②アフリカ・南米地域における技術協力支援
本年８月、横浜で開催される第７回アフリカ開発会議（ＴＩＣＡＤⅦ）に向け、
政府関係省庁、国際協力機構（ＪＩＣＡ）、アフリカ連合開発機構（ＡＵ－ＮＥ
ＰＡＤ）、汎アフリカ生産性協会（ＰＡＰＡ）等の内外関係機関と連携し、アフ
リカにおけるカイゼンを通じた中小企業育成・産業振興に資するよう、南アフリ
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࢝ࠊࢣࢽࠊࢱࣥࢨࢽࠊ࢚ࢳ࢜ࣆࠊࢳࣗࢽࢪࠊ࢘࢞ࣥࢲࠊࣝ࣡ࣥࢲ➼ࣇ
ࣜ࢝ྛᅜࡢᨭࢆᐇࡍࡿࠋࢳࣗࢽࢪ࡛ࡣࠊ࢝ࢮࣥྲྀࡾ⤌ࡴࣇࣜ࢝ㅖᅜ
ࢆࡣࡌࡵࠊୡ⏺ྛᅜࡽࡢཧຍ⪅ࢆ㞟ࡵࠊࣇ࣭ࣜ࢝࢝ࢮࣥᖺḟྜࢆ㸴᭶
㛤ദࡍࡿࠋࣝࢮࣥࢳࣥᑐࡋ࡚⏕⏘ᛶྥୖ㛵ࢃࡿᢏ⾡༠ຊࢆ㸰㸮㸯㸵ᖺ
ࡽ㛤ጞࠊྠᅜࡢ㐃ᦠᇶ࡙ࡃ୰༡⡿࣭ࣇ࡛ࣜ࢝ࡢ࢝ࢮࣥᨭࡢᗈᇦᒎ㛤ࢆ
ᘬࡁ⥆ࡁᐇࡋ࡚࠸ࡃࠋࡲࡓࠊ㛤Ⓨ㏵ୖᅜࡢࡳ࡞ࡽࡎ᪥ᮏࡶ⿻┈ࡍࡿᢏ⾡༠ຊ
ᨭ㈨ࡍࡿࡓࡵࠊ᪥⣔ᴗࡢㄢ㢟ゎỴ࣭⌧ᆅᚑᴗဨ⫱ᡂᨭࠊ᪥ᮏࡢ୰ሀ࣭୰
ᑠᴗࡢ㏵ୖᅜ㐍ฟᨭࠊ㏵ୖᅜ᪥ᮏே㉳ᴗᐙࡢᴗᒎ㛤ᨭ➼ࢆ✚ᴟⓗ㐍
ࡵ࡚࠸ࡃࠋ

ճࣟࢩ࠾ࡅࡿ⤒῭༠ຊ
㸰㸮㸯㸴ᖺࡼࡾࠊ᪥ᮏᨻᗓࡀ✚ᴟⓗ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࣟࢩࡢ㸶㡯┠ࡢ⤒῭༠
ຊࣉࣛࣥᇶ࡙ࡁࠊᖺᗘᘬࡁ⥆ࡁࠊ
ࠕ⏘ᴗࡢከᵝ⏕⏘ᛶྥୖࠖ㛵ࡋ࡚ࠊ
ࣟࢩ㹌㹇㹑㈠᫆➼༠ຊࡋࠊࣟࢩᴗᑐࡍࡿ⏕⏘ᛶデ᩿࣭ᨵၿᣦᑟࢆィ
⏬ࡍࡿࠋ

㸵㸬⏕⏘ᛶ㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲
࣐ࢡ࣭࣑ࣟࢡࣟࡑࢀࡒࢀࡢ㡿ᇦ࠾࠸࡚ࠊ⏕⏘ᛶᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ♫⤒῭ࡢኚ
ࡸ⏕⏘ᛶྥୖྥࡅࡓㅖㄢ㢟㛵ࡍࡿᐇែࢆᢕᥱࡋࠊᚋࡢ࠶ࡾ᪉ࡘ࠸࡚
◊✲ࢆ⾜࠺ࠋ⏕⏘ᛶᨵ㠉ࢆ᥎㐍ࡋࠊຍ౯್ࡢቑࢆ㍈ࡋࡓ⏕⏘ᛶྥୖࡼࡿ
ᡂ㛗ศ㓄ࡢዲᚠ⎔ࡢᐇ⌧ྥࡅࠊ⤒῭ࠊ⤌⧊ࠊேᮦࠊᢏ⾡➼ከᵝ࡞ほⅬ࡛ྲྀࡾ
⤌ࡴࠋࡲࡓࠊ⏕⏘ᛶ㛵ࡍࡿ⤫ィࡢᩚഛཬࡧ῝ࢆ㏻ࡌࠊࢃࡀᅜࡢ⏕⏘ᛶࡢ⌧≧
ཬࡧㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࢹ࣮ࢱᇶ࡙࠸ࡓศᯒࢆ⾜࠺ࠋ

㸦㸯㸧⏕⏘ᛶ㛵ࡍࡿ◊✲
ຍ౯್ࡢቑᐤࡍࡿせᅉ⏕⏘ᛶࡢ㛵ಀࢆ᫂ࡽࡍࡿࡓࡵࠊᴗ
࠾ࡅࡿຍ౯್ࡢ㐺ษ࡞ ᐃࠊከᅜ⡠ᴗࡢ⏕⏘ᛶࡘ࠸࡚ࡢศᯒࠊேᮦ⫱ᡂᢞ
㈨ࡀ⏕⏘ᛶ࠼ࡿᙳ㡪➼ࡢㄪᰝ࣭◊✲ࢆ⾜࠺ࠋࡲࡓࠊ⏘ᴗูࡢປാ⏕⏘ᛶỈ‽
ࡘ࠸࡚せᅜࡢẚ㍑ࢆࠊᑐ㇟ᅜࢆᣑࡋ࡚᭦᪂ࡍࡿࠋࡑࡢࠊ⏕⏘ᛶ㛵
ࡍࡿᏛࡧࡢሙࡢᥦ౪ࡶ⾜࠺ࠋ
ձ᪂ࡓ࡞ຍ౯್ศᯒ㛵ࡍࡿ◊✲
➨୕⪅ࡀࠊ㈈ົㅖ⾲ࡽຍ౯್ࢆィ⟬࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ≧ἣࢆࡩࡲ࠼ࠊ⌧
≧ࡢබ㛤ሗࢆ࣮࣋ࢫࡋࡓຍ౯್ィ⟬ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ᳨ウࡋࠊᴗᶓ᩿ⓗປ
ാ⏕⏘ᛶࢆ ᐃ࣭ẚ㍑ࢆ⾜࠺ࡇࡢ࡛ࡁࡿࠕ⏘ᴗู࣭ᴗู⏕⏘ᛶࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࠖ
㸦௬⛠ࠊ௨ୗྠ㸧ࢆᵓ⠏ࡍࡿࠋࡑࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆά⏝ࡋࠊᴗ࠾ࡅࡿຍ౯
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値分析について、従来の付加価値分析のフレームワークに加え、無形資産やリー
ス等の活用といった今日的な視点を取り入れることを目的とした検討を行う。
②多国籍企業の生産性に関する研究
従来把握が困難とされた多国籍企業の生産性について、
「産業別・企業別生産
性データベース」を活用し、企業形態に応じて実情を分析する。それとともに、
国内での事業を中心とする企業群との比較を行い、海外への進出が生産性に及
ぼす影響について分析する。
③人材育成投資の経済的価値推計の日米比較
従来ＧＤＰ計算に含まれていない企業における OJT・Off-JT の実態を把握す
ることで、人材育成投資がもたらす経済的な価値について検討する。米国で調査
を行うことで、内閣府が２０１８年に日本で行った調査データと合わせて分析
し、OJT・Off-JT が生産性に及ぼす影響や日米の特色等を把握する。
④日本及び主要国における産業別労働生産性水準比較
２０１８年に発表した「産業別労働生産性水準比較」について、最新年にアッ
プデートするとともに、日米独英仏との比較だった分析フレームを拡張し、新興
国との比較を試みる。
⑤企業の生産性に関するアジア比較研究
日本及びアジア諸国の企業の生産性について、アジア諸国の研究機関・研究者
等と連携しながら測定・比較を行い、日本企業の競争力等の現状や課題等につい
て生産性の観点から検討する。
（２）生産性統計・分析
鉱工業、非製造業の業種別労働生産性統計（月次・四半期の労働生産性上昇率、
労働生産性指数）を発表する。また、生産性の水準や推移を把握するため、国及
び産業別労働生産性の動向、日本及び世界各国の生産性比較（ＯＥＣＤ３６カ国
及び世界各国比較）等をとりまとめる。
生産性分析を簡便に行うためのコンテンツとして、
「産業別・企業別生産性デ
ータベース」及び、都道府県の生産性情報を網羅した「地域別生産性データベー
ス」の開発、提供を開始する。
労働生産性及び全要素生産性に関する各種データを掲載する生産性データベ
ース（ＪＡＭＰ）の更新を行う。
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㸶㸬᪥ᮏࣥࢲࢫࢺ࣭࢚ࣜࣝࣥࢪࢽࣜࣥࢢ༠
㛗 ᆏᮏ ⚽⾜ ᪥⏘⮬ື㌴ᰴᘧ♫ྲྀ⥾ᙺ♫㛗

㸦㸯㸧ᖺḟ
㸰㸮㸯㸷᪥ᮏ㹇㹃༠ᖺḟࡣࠊ㸷᭶ࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗ⏕⏘ᛶ༠㆟㛵ಀ
ᅋయࡢ༠㈶ࢆᚓ࡚ࠊ᪥ᮏ⤒ႠᕤᏛࡢඹྠ㛤ദࡼࡾᐇࡍࡿࠋᴗࢺࢵࣉࡢ
ㅮ₇ࠊࣔࣀ࡙ࡃࡾᴗࠊࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗࠊ⏘Ꮫ㐃ᦠࡢⓎ⾲࡞ࡽࡧ⌧ሙぢᏛ
ࢆᐇࡋࠊ᭱᪂ࡢࣔࣀ࡙ࡃࡾࠊே࡙ࡃࡾ㛵ࡍࡿሗࢆᥦ౪ࡍࡿࠋ

㸦㸰㸧༠ㄅࠕ㹇㹃ࣞࣅ࣮ࣗࠖⓎ⾜
ᖺ㛫㸳ᅇⓎ⾜ࠋẖᅇࠊᐅ࠶ࡗࡓ≉㞟ࢸ࣮࣐ࢆタᐃࡋ࡚ᐇົ┤᥋ᙺ❧ࡘ
ሗㄅࡋ࡚ဨⓎ㏦ࡍࡿࠋࡲࡓᮏㄅᥖ㍕ࡉࢀࡓㄽᩥ࣭⤂ࡢ୰ࡽࠊẖ
ᖺࠊඃ⚽࡞ᩥ⊩ࢆᅜ㹇㹃ᖺḟ࡚ࠕ᪥ᮏ㹇㹃ᩥ⊩㈹ࠖࡋ࡚⾲ᙲࡍࡿࠋ

㸦㸱㸧ᐇ㊶࣭◊✲ὶ
ࢸ࣮࣐ࡈὶࢆタࡅࠊᏛ㆑⤒㦂⪅ࡸ㹇㹃ᑓ㛛ᐙࢆ୰ᚰࠊཧຍ⪅ࡢពぢ
ࡸᢏ⾡ὶ➼ࡶ࠼࡞ࡀࡽࠊ࠼ࡽࢀࡓࢸ࣮࣐ࡢ◊✲ࢆ⾜࠺ࠋ

㸦㸲㸧ᩍ⫱࣭ேᮦ⫱ᡂ
ࣞ࣋ࣝᛂࡌࡓ㹇㹃㛵ಀ▱㆑࣭ᢏ⬟ࡢྥୖࡸேᮦ⫱ᡂࡢࡓࡵࡢሙࢆᥦ౪ࡍࡿࠋ

ձ㹇㹃ㅮᗙ
㹇㹃ࡢධ㛛ࡽᐇຊ㣴ᡂࠊ㹇㹃ᢏἲࡢᛂ⏝࣭ᐇ㊶ࢆ┠ᣦࡍேᮦࢆ㣴ᡂࡍࡿࠋ

ղὶ
⤒Ⴀ࣭タィ㛤Ⓨ࣭〇㐀࡛ࡢ⤒Ⴀㄢ㢟ࢆྲྀࡾୖࡆࠊㅮ⩏ࡸ◊✲ࠊࢹࢫ࢝ࢵ
ࢩࣙࣥ➼ࢆ㏻ࡋ࡚᥈ồࡍࡿࠋ▷ᮇࢥ࣮ࢫࡽ㏻ᖺࢥ࣮ࢫࡲ࡛ྛ✀ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ
タᐃࡍࡿࠋ

ճࢭ࣑ࢼ࣮
᪥ࠎኚࡍࡿ⤒Ⴀࡽ〇㐀⌧ሙࡢၥ㢟⮳ࡿࢸ࣮࣐ࢆྲྀࡾୖࡆࠊᏛ㆑⤒㦂⪅࣭
ᑓ㛛ᐙࡢㅮ₇ࠊⓎ⾲ࠊ₇⩦➼ࡼࡾ᭱᪂ሗၥ㢟ゎỴࡢ⣒ཱྀࢆᥦ౪ࡍࡿࠋ

մ⌧ሙ◊ಟ㸦ぢᏛ㸧
ヰ㢟ࡢᴗࢆゼၥࡋࠊゼၥඛཧຍ⪅ࡢពぢࠊ⌧ሙぢᏛࡼࡾࠊ⏕⏘᪉ᘧ
ࡢືྥࡸᨵၿάື➼ࡘ࠸࡚▱ぢࢆᗈࡆࡿࠋ༙᪥ࠊ㸯᪥ࠊ㸯Ἡ㸰᪥ࡢࢥ࣮ࢫࢆタ
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ᐃࡍࡿࠋ

㸦㸳㸧ᅜ㝿ὶ
ᾏእどᐹᅋ➼ࠊᅜ㝿ὶࡢάືࢆ㏻ࡌࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞⏕⏘యไࡢ࠶ࡾ᪉➼ࡢ
ሗᥦ౪ࢆ⾜࠺ࠋ

㸦㸴㸧ฟᙇᩍ⫱ࠊࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢ
ㅮᖌࡸࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺࢆྛᴗὴ㐵ࡋࠊᴗෆ࠾࠸࡚࢝ࢫࢱ࣐ࢬࡋࡓ
ᩍ⫱ࡸࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢࢆ⾜࠺ࠋ
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Ϫ㸬ேᮦ⫱ᡂᴗ
㸯㸬⤌⧊ࡢ୰᰾ேᮦࡢ⫱ᡂ
㸦㸯㸧⤒Ⴀࣅࢪࣙࣥᴗ
⤒Ⴀ⪅ࡀࣅࢪࣙࣥࡸᡓ␎ࢆᵓ⠏ࡍࡿୖ࡛㔜せ࡞ࡿࠊෆእࡢᨻ࣭⤒῭࣭⤒Ⴀ
㛵㐃ࡍࡿሗᥦ౪ὶࡢሙ࡛࠶ࡿࢭ࣑ࢼ࣮ࠊ᭶ᴗࢆᒎ㛤ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ
ḟୡ௦ࡢࢺࢵࣉ⤒Ⴀ⪅ೃ⿵ࡀὶࡍࡿሙ㸦㍍ἑࢺࢵࣉ࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࣭ࢭ࣑ࢼ
࣮➼㸧ࢆ⥅⥆ⓗタࡅࡿࠋ
ࡉࡽࠊ⤒Ⴀࡢྜ⌮ࢆ㉸࠼ࡓ┿⌮ࡸᐇ㊶▱ࢆぢฟࡍࡓࡵࡢ⤒Ⴀࢺࢵࣉࡢ⬟ຊ
⦎☻ࡸࠊୡ⏺㏻⏝ࡍࡿ࣮ࣜࢲ࣮ࠊḟୡ௦⤒Ⴀ⪅ࢆయ⣔ⓗ㣴ᡂࡍࡿᴗ㸦࣮
ࢺ࣭࢜ࣈ࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࣭ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠊࢳࣕࣞࣥࢪ࣭࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ࣭ࣉࣟࢢࣛ
࣒➼㸧ࢆᐇࡍࡿࠋ

㸦㸰㸧ேᮦ㛤Ⓨᴗ
♫ᛶ⤒῭ᛶࡢㄪࢆᅗࡾ࡞ࡀࡽࠊయᛶࢆࡶࡗ࡚⤒Ⴀㄢ㢟ࡢゎỴ࠶ࡓ
ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠕே࡙ࡃࡾࠖࠊࡑࡢࡓࡵࡢࠕ⤌ࡳ࡙ࡃࡾࠖࢆᴗࢭࢡࢱ࣮୰ᚰ
ᒎ㛤ࡍࡿࠋ

ձᴗෆᩍ⫱
⤒Ⴀࣅࢪࣙࣥᴗࡸබ㛤◊ಟࣉࣟࢢ࣒࣭ࣛࢸู࣮࣐ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆಶูᴗ⊂
⮬ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࣞࣥࢪࡋࡓ࢜ࣜࢪࢼࣝᩍ⫱ࢆᐇࡍࡿ㸦ḟୡ௦࣮ࣜࢲ࣮࣭⤒
Ⴀᖿ㒊ᩍ⫱ࠊ⟶⌮⪅ᩍ⫱ࠊ୰ሀ♫ဨᩍ⫱ࠊ᪂ධ♫ဨᩍ⫱ࠊᴗ⌮ᩍ⫱ࠊࣟࢪ࢝
ࣝࢫ࢟ࣝᩍ⫱ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢫ࢟ࣝᩍ⫱➼㸧ࠋ

ղබ㛤◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛ
୰ሀᴗࡢேᮦࢆ୰ᚰࡋࡓ㝵ᒙูࡢබ㛤ᆺࢭ࣑ࢼ࣮ࢆᐇࡍࡿ㸦ྲྀ⥾
ᙺ࣭ᇳ⾜ᙺဨࢥ࣮ࢫࠊ⤒Ⴀᡓ␎ㅮᗙࠊୖ⣭⟶⌮⪅ࢥ࣮ࢫࠊ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࣭ࢹࢫ
࢝ࣂ࣮ࣜࠊ⟶⌮⪅ᇶ♏ࢥ࣮ࢫࠊ⫋ሙ࣮ࣜࢲ࣮ᇶ♏ࢥ࣮ࢫࠊ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ㛤Ⓨࢥ
࣮ࢫࠊ୰ሀ♫ဨࢥ࣮ࢫࠊⱝᡭ♫ဨࢥ࣮ࢫࠊ᪂ධ♫ဨࢥ࣮ࢫ➼㸧ࠋ

ճࢸู࣮࣐ࢭ࣑ࢼ࣮
ேᮦ⫱ᡂࠊࣅࢪࢿࢫࢫ࢟ࣝࢆ୰ᚰ᭱᪂ࡢሗᥦ౪ࡸࢫ࢟ࣝ⩦ᚓࢆ┠ⓗࡋ
ࡓᴗࢆᒎ㛤ࡍࡿ㸦ே㒊㛗ࢡࣛࣈࠊㄽ⌮ⓗᛮ⪃⣔ࢭ࣑ࢼ࣮ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥࢫ࢟ࣝ⣔ࢭ࣑ࢼ࣮➼㸧ࠋ
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㸰㸬⤒Ⴀ࢝ࢹ࣑࣮
ྡᏛ㛗 㔝୰ 㑳ḟ㑻 ୍ᶫᏛྡᩍᤵ 
Ꮫ  㛗 ᴬཎ Ύ๎  ୰ኸᏛᏛ㝔ᩍᤵ

㸯㸷㸴㸳ᖺタࡉࢀࡓࢃࡀᅜึࡢᮏ᱁ⓗ࡞ࣅࢪࢿࢫࢫࢡ࣮࡛ࣝ࠶ࡿࠕ⤒Ⴀ
࢝ࢹ࣑࣮ࠖࡣࠊᏛ⏺ࡢ᭱ඛ➃⌮ㄽᴗࡢᐇ㊶ຊࡀࡪࡘࡾྜ࠺Ⓨࡢሙࢆ㏻
ࡋ࡚ࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ௦㏻⏝ࡍࡿࠕ⤌⧊ࡢ୰᰾ⓗேᮦࠖࢆ⫱ᡂࡍࡿࡶࠊ⤌
⧊ࡢᯟࢆ㉸࠼ࡓேⓗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᙧᡂࢆᅗࡿࠋ


㸦㸯㸧⤒Ⴀ࢝ࢹ࣑࣮࣭࣐ࢫࢱ࣮ࢥ࣮ࢫ
ࢺࢵࣉ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࣭ࢥ࣮ࢫ      ᴗኚ㠉ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢥ࣮ࢫ
⤒Ⴀᡓ␎ࢥ࣮ࢫ            ᢏ⾡⤒Ⴀࢥ࣮ࢫ
⤌⧊ኚ㠉࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢥ࣮ࢫ    ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢᡓ␎ࢥ࣮ࢫ
⏕⏘㠉᪂࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢥ࣮ࢫ      ே㠉᪂ࢥ࣮ࢫ
⤒Ⴀ㈈ົࢥ࣮ࢫ
௨ୖࠊィ㸷ࢥ࣮ࢫࢆ㛤ദࡍࡿࠋ

㸦㸰㸧▷ᮇࢥ࣮ࢫ
ձ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࣭ࢣࣃࣅࣜࢸࢥ࣮ࢫ
࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࣭ࢣࣃࣅࣜࢸ㣴ᡂࢥ࣮ࢫ㸦௵࣭ㄢ㛗ࢡࣛࢫᑐ㇟㸧
࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࣭ࢣࣃࣅࣜࢸ㒊㛗ࢥ࣮ࢫ㸦㒊㛗ࢡࣛࢫᑐ㇟㸧
࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࣭ࢣࣃࣅࣜࢸᙺဨࢥ࣮ࢫ㸦ྲྀ⥾ᙺ࣭ᇳ⾜ᙺဨࢡࣛࢫᑐ㇟㸧
㣴ᡂࢥ࣮ࢫࡘ࠸࡚ࡣࠊ㛵す࡛ࡶ㛤ദணᐃࠋ

 ղࣀ࣮࣋ࢩ࣭ࣙࣥࢹࢨࣥࢥ࣮ࢫ
 ࠕၿ࠸౯್ࢥࣥࢭࣉࢺࡢฟࡑࡢᴗࢹᵓࠖࡢࡓࡵࡢ◊✲ࢆ㛤ദ
ࡍࡿࠋே㛫άືࡀࡶࡓࡽࡍᵝࠎ࡞ㄢ㢟ࢆ㛗ᮇⓗࡘࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞どⅬ࡛㆟ㄽࡋࠊ
ࠕၿ࠸┠ⓗࠖࢆᴗࡋ࡚ᐇ㊶ࡍࡿࣀ࣮࣋ࢱ࣮ࢆ㣴ᡂࡍࡿࠋ

 ճᡓ␎ࢱࢫࢡࣇ࢛࣮ࢫ࣮ࣜࢲ࣮㣴ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛ
 ᮾிᏛඹദ࡛ࠊࣅࢵࢢࢹ࣮ࢱ࣭㹇㹭㹒࣭ேᕤ▱⬟ࡢά⏝ࠊཬࡧ᪂ᴗ㛤Ⓨ
ࡸࣅࢪࢿࢫࣔࢹࣝኚ㠉➼ࡢ⤒Ⴀᡓ␎ࢆᢸ࠺⤌⧊ᶓ᩿ᆺᡓ␎ࢱࢫࢡࣇ࢛࣮ࢫࡢᐇ
㊶࣮ࣜࢲ࣮㣴ᡂࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᐇࡍࡿࠋ
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④技術経営研究事業
日本の技術を活かし、グローバル競争の中で優位性を維持し、経営成果に結び
つけていくための議論、交流を行う。本年度は「戦略的Ｒ＆Ｄマネジメント研究
会」「研究開発マネジャー研修」を開催する。
（３）企業内アカデミー
各コースで実施している内容をベースに個別企業の教育ニーズに合わせたオ
ーダーメイドのプログラムを作成し実施する。
（４）生産性研究助成
本制度は、学界の発展と生産性に関する研究を支援するため、経営アカデミー
創設２５周年である１９９０年に設置し、毎年、若手研究者の研究活動を助成し
ており、これまでに８５件を助成した。広く経営、労働、生産性等に関する領域
を研究する個人またはグループを対象にした研究助成を行う。
３．グローバル人材育成
（１）グローバル経営支援
企業・組織のグローバル人材育成のニーズに対応した研修事業を実施する。ま
た、海外技術協力事業において、本部の階層別教育等独自コンテンツを改編・現
地適用する過程で得られた知見、リソースをもとに、全局事業のグローバル展開
の支援も行う。
（２）調査団・研修団の派遣
欧・米・アジアの先進的な経営手法やベストプラクティスを学び経営革新へと
結びつけることを目的に、また異文化コミュニケーションやグローバルリーダ
ーシップを体験的に修得し、グローバルな視点を備えた人材の育成、今後も成長
が期待される東南アジアで活躍できるグローバル人材の育成に資することを目
的に海外研修・視察を実施する。
（３）グローバル人材育成等
グローバル人材育成を、わが国の産業の成長のために欠かすことが出来ない
喫緊の課題として認識し、グローバル・トップセミナー（新興国市場視察研修）、
グローバルリーダーシッププログラム（現地企業でのインターンシップ研修）
を実施するとともに、多様なニーズにこたえられるプログラム開発を推進する。
ま た 、 Ａ Ｐ Ｉ Ｃ Ｓ （ Advancing Productivity, Innovation, and Competitive
Success）と提携しているサプライチェーンマネジメントの国際資格ＣＰＩＭ
（Certified in Production and Inventory Management）の認定事業を展開す
る。
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ϫ㸬ປ㛵ಀࠊࢲࣂ࣮ࢩࢸ᥎㐍

㸯㸬ປ㛵ಀ
㸦㸯㸧ᅜປാ⤌ྜ⏕⏘ᛶ㆟㸦ປ⏕㸧ࡢ㐃ᦠ
㆟㛗 㔝୰ ᏕὈ 
᪥ᮏ㟁ᶵ࣭㟁Ꮚ࣭ሗ㛵㐃⏘ᴗປാ⤌ྜ㐃ྜ୰ኸᇳ⾜ጤဨ㛗

 ᮏ㆟ࡣ⏕⏘ᛶ㐠ືྲྀࡾ⤌ࡴປാ⤌ྜ⤌⧊ 㸰㸵⏘ูࠊ⣙㸳㸰㸮ே ࡛ᵓ
ᡂࡉࢀࡿࠋேཱྀῶᑡୗ࠾ࡅࡿ⏕⏘ᛶ㐠ືࡢᒎ㛤ࢆປ⤌ࡢ❧ሙࡽ㐍ࡵࡿࡃࠊ
ാࡁ᪉ࠊᡂᯝ㓄ศࠊປ㛵ಀࠊປാ⤌ྜࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ୰ᚰㄪᰝ◊✲άືཬࡧᬑཬ
ၨⓎάືࢆ⾜࠺ࠋ≉ࠊ⤖ᡂ㸴㸮࿘ᖺࢆ㏄࠼ࡿᖺᗘࡣࠊグᛕࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㛤
ദࡋࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢάືᡂᯝࢆࡾ㏉ࡿࡶࠊປാ⤌ྜࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴ⏕⏘ᛶ
㐠ືࡢᚋࡢ࠶ࡾ᪉ࡘ࠸࡚ᥦ㉳ࡍࡿࠋ

㸦㸰㸧㛵ᮾᆅ᪉ປാ⤌ྜ⏕⏘ᛶ㆟㸦㛵ᮾປ⏕㸧ࡢ㐃ᦠ
㆟㛗 ႐ከ ᏹ⾜ ᪥⏘⮬ື㌴ປാ⤌ྜ୰ኸᇳ⾜ጤဨ㛗

ᮏ㆟ࡣ㛵ᮾᆅ᪉ࡢ⏕⏘ᛶ㐠ືྲྀࡾ⤌ࡴᴗูປ⤌ 㸷㸲⤌⧊ ࡛ᵓᡂࡉࢀ
ࡿࠋဨປ⤌ࡢ㐍ࡵࡿ⏕⏘ᛶྥୖࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡘ࠸࡚ሗࡸ⏕⏘ᛶྥୖㄢ
㢟ࡢᢳฟࢆ┠ⓗࡍࡿㄪᰝ◊✲ࠊࡉࡽࡣࡑࡢᡂᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ◊✲ࠊࢩ࣏ࣥࢪ
࣒࢘ࡢ㛤ദ➼ࢆ⾜࠺ࠋ⤖ᡂ㸴㸮࿘ᖺࢆ㏄࠼ࡿᖺᗘࡣࠊグᛕࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㛤ദ
ࡋࠊࡇࢀࡽࡢ⫋ሙ࠾ࡅࡿ⏕⏘ᛶྥୖㄢ㢟ࡸປ⤌ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ୰ᚰ㆟ㄽࡍ
ࡿࠋ

㸦㸱㸧ᩍ⫱◊ಟ࣭ࢭ࣑ࢼ࣮
 ປᖿ㒊ཬࡧᐇົ⪅ࢆᑐ㇟ࠊ┤㠃ࡍࡿၥ㢟ゎỴ㈨ࡍࡿሗᥦ౪ࡸࢫ࢟ࣝ
⩦ᚓࢆ┠ⓗࡋࡓࢭ࣑ࢼ࣮ࢆᐇࡍࡿ㸦㜚ࢭ࣑ࢼ࣮ࠊேᢸᙜᙺဨᐃ᠓ヰࠊ
ປ⤌ᖿ㒊ᨻ⟇᠓ヰࠊࣘࢽ࣮࢜ࣥࣜࢲ࣮㣴ᡂㅮᗙ➼㸧ࠋ
 ാࡁ᪉ࡢᨵ㠉ࡸປࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ㉁ⓗྥୖࠊປാ⤌ྜάືࡢάᛶ
➼ࠊᴗ࣭ປാ⤌ྜࡀᢪ࠼ࡿㄢ㢟ࡢゎỴᨭྥࡅࡓࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢཬࡧᩍ⫱
◊ಟᴗࢆᒎ㛤ࡍࡿࠋ

㸦㸲㸧ㄪᰝ◊✲
άຊ࠶ࡿ⤌⧊࡙ࡃࡾ♫ဨࠊ⤌ྜဨࡢάᛶྥࡅࠊᴗࡸປാ⤌ྜࢆᑐ㇟
ࠕ♫ဨ‶㊊ᗘㄪᰝࠖࠕ⤌ྜဨព㆑ㄪᰝࠖ➼ࡢཷクㄪᰝᴗࢆᒎ㛤ࡍࡿࠋ
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㸰㸬ࢲࣂ࣮ࢩࢸ᥎㐍
㸦㸯㸧ࢲࣂ࣮ࢩࢸ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࣭ዪᛶά㌍ᨭ
ᛶูࡸᖺ㱋ࠊᅜ⡠➼㛵ࢃࡽࡎࠊከᵝ࡞ேᮦࡀά㌍࡛ࡁࡿ♫ࡢᵓ⠏ྥࡅ࡚ࠊ
㹇㹁㹒ࡢά⏝ࡸࢸ࣮ࣞ࣡ࢡࡢ᥎㐍ࠊࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺࡢ㜵Ṇࠊ⫱ඣ࣭ㆤࡢ
୧❧➼ࠊ⫋ሙ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢᙉ㈨ࡍࡿබ㛤◊ಟࡸᣦᑟ┦ㄯ➼ࡢάືࢆ⾜࠺ࠋ
ࡲࡓࠊዪᛶࡀά㌍࡛ࡁࡿ⎔ቃᩚഛࢆ㔜どࡋࠊዪᛶᙺဨࠊ⟶⌮⫋ẚ⋡ࡢྥୖྥࡅ
ࡓᩍ⫱ᴗ➼ࢆᒎ㛤ࡍࡿࠋ
㸦㸰㸧ാࡁ᪉ᨵ㠉࣭࣮࣡ࢡࣛࣇࣂࣛࣥࢫ
ാࡁ᪉ᨵ㠉࣭࣮࣡ࢡࣛࣇࣂࣛࣥࢫࡢᬑཬྥࡅࠊ⫋ሙ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ᥎㐍ࡸ
ಶࠎேࡢ࢟ࣕࣜᙧᡂᨭ㛵ࡍࡿබ㛤◊ಟࡸཷクᩍ⫱ࢆ⾜࠺ࠋࡲࡓࠊᆅ᪉⮬
య➼༠ാࡢࡶࠊᆅᇦࡢ୰ᑠ࣭୰ሀᴗ࠾ࡅࡿ࣮࣡ࢡࣛࣇࣂࣛࣥࢫࡢ᥎㐍
ࢆᨭࡍࡿࠋ

㸱㸬࢟ࣕࣜ㛤Ⓨ
㸦㸯㸧ᩍ⫱◊ಟ࣭ᣦᑟ┦ㄯ࣭ேᮦ⫱ᡂ
ձ࢟ࣕࣜ㛤Ⓨᨭ
ᴗࡸປാ⤌ྜ࠾ࡅࡿ࢟ࣕࣜ㛤Ⓨ᥎㐍యไࡢᵓ⠏ᨭࡸⱝᖺ⪅ࠊ୰㧗ᖺ
➼ᖜᗈ࠸ᖺ㱋ᒙᑐࡍࡿ࢟ࣕࣜᙧᡂྥࡅࡓᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨࠊ┦ㄯᣦ
ᑟࠊᩍ⫱◊ಟࢆᐇࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊᅜᐙ㈨᱁ࡉࢀࡓ࢟ࣕࣜࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺࡢ㣴ᡂᴗࡸࠊ࢟ࣕࣜࢥࣥ
ࢧࣝࢱࣥࢺ᭷㈨᱁⪅ࡢ⬟ຊྥୖᴗ➼ࢆᣑࡋᒎ㛤ࡍࡿࠋ

ղᏛ⏕࣭ⱝ⪅ࡢ࢟ࣕࣜᨭᴗ
Ꮫ➼ࡢᩍ⫱ᶵ㛵ࡸᴗᑐࡋ࡚⫋ᴗほࡢ㔊ᡂࡸᇶ♏ⓗ࡞ᐇົ⬟ຊࡢ⩦ᚓࠊ
࢟ࣕࣜ㛤Ⓨ㛵ࢃࡿᩍ⫱◊ಟཬࡧࣉࣟࢢ࣒࣭ࣛࢶ࣮ࣝࡢ⏬࣭ᐇ➼ࢆ㏻ࡌ࡚
࢟ࣕࣜᨭᴗࢆᒎ㛤ࡍࡿࠋ

ճḟୡ௦ࢆᢸ࠺⫋ᴗேࡢ⫱ᡂ
ḟ௦ࢆᢸ࠺ேᮦࡢ⫱ᡂࢆ┠ᣦࡋࠊ᪂ධ♫ဨᩍ⫱ࡢᐇ➼ⱝᖺ⫋ᴗேࡢᩍ⫱ά
ື➼ྲྀࡾ⤌ࡴࠋࡲࡓࠊ࣍࣡ࢺ࣮࢝ࣛࢆ୰ᚰࡋࡓ⫋ᴗேࡢࡓࡵࡢᑓ㛛⬟ຊ㛤
Ⓨࡸ⮬ᕫၨⓎࢆᨭࡍࡿ㏻ಙᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ࠶ࡿࣅࢪࢿࢫ࣭࢟ࣕࣜᴗࡢ
ᬑཬ࣭ᣑࢆᅗࡿ㸦ࣅࢪࢿࢫ᳨࣭࢟ࣕࣜᐃㄆᐃㅮᗙ➼㸧ࠋ

մㄪᰝ◊✲࣭ሗⓎಙ
᪂ධ♫ဨࠕാࡃࡇࡢព㆑ࠖㄪᰝࢆᐇࡋࠊⱝᖺ⪅ࡢປほ㛵ࡍࡿ⣔ิẚ

18
- 21 -18
18 -

㍑➼ࡢศᯒࡸ᪥ࡢⱝ⪅ീࡢ᥈ồࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆⓎ⾲ࡍࡿࠋ

㸲㸬㞠⏝࣭ே࣭㈤㔠
㸦㸯㸧㞠⏝ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮
ᡤ㛗 㔝 ᾈ୍㑻 Ꮫ⩦㝔Ꮫྡᩍᤵ

ձㄪᰝ◊✲࣭ሗⓎಙ
㞠⏝࣭ே࣭㈤㔠㛵ࡍࡿㅖㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࠊ⌮ㄽ࣭ᨻ⟇࣭ᐇົࡢྛഃ㠃ࡽㄪ
ᰝ◊✲ᥦゝ࣭ሗⓎಙࢆ⾜࠺ࠋࡲࡓࠊேᮦᢞ㈨ࢆᨭ࠼ࡿ᪂ࡓ࡞ே㈤㔠ไᗘࢆ
ᥦࡋࠊᬑཬ࣭ᒎ㛤ࡍࡿࠋ

ղே࣭㈤㔠ࢭ࣑ࢼ࣮
ே࣭㈤㔠࣭ホ౯➼㛵㐃ㅖไᗘࡢᩚഛ࣭ᨵၿཧ⪃࡞ࡿዲ࣭᭱᪂ሗࢆ
ᥦ౪ࡍࡿࡶࠊ
ࠕ㈤㔠⟶⌮ኈࠖ➼ࡢᑓ㛛ᐙࡢ㣴ᡂ࣭ὶάືࢆ⾜࠺㸦㈤㔠⟶
⌮ኈ㣴ᡂㅮᗙࠊ㈤㔠ᩍᐊࢭ࣑ࢼ࣮ࠊேホ౯ᦠࢃࡿ⟶⌮⫋ྥࡅㅮᗙࠊேປົ
ᇶ♏ㅮᗙ➼㸧ࠋ

ճே࣭㈤㔠ᣦᑟ┦ㄯ
ேࠊ㈤㔠ࠊホ౯➼㞠⏝ฎ㐝ಀࢃࡿㅖࢩࢫࢸ࣒㛵ࡍࡿデ᩿࣭ᣦᑟཬࡧᩍ⫱
άືࢆᒎ㛤ࡋࠊᩚഛ࣭ᨵၿࡢࡓࡵࡢᐇ㊶ⓗ࡞ᥦ࣭ၥ㢟ゎỴࢆ⾜࠺ࠋ
ࠕබඹ㒊㛛
ேᨭࢭࣥࢱ࣮ࠖ
ࠕᏛேᡓ␎ࢡࣛࢫࢱ࣮ࠖ➼࡛ࡣࠊ⮬య➼බඹ㒊㛛ࠊ
Ꮫ➼ࡢேไᗘᨵ㠉ࢆᨭࡍࡿㅖάືࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ

㸦㸰㸧᪥ᮏேᮦ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ༠㸦㹈㹑㹆㹐㹋㸧ࡢ㐃ᦠ
ࢃࡀᅜࢆ௦⾲ࡍࡿேᮦ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ㛵ࡍࡿᑓ㛛ࡢဨ⤌⧊࡛࠶ࡿᮏ༠
㸦Japan Society for Human Resource Management㸸␎⛠㹈㹑㹆㹐㹋㸧ࠊ
ሗࢆࡣࡌࡵࡋࡓ㐃ᦠࢆᅗࡿࠋ
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Ϭ㸬࣊ࣝࢫࢣ࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᴗ

㸯㸬࣊ࣝࢫࢣ࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ᥎㐍
㸦㸯㸧࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫ࣭⫋ሙ⎔ቃᨵၿࡢ᥎㐍
ձே⤌⧊ࡢᗣ࡙ࡃࡾᨭᴗ
ປാᏳ⾨⏕ἲࡼࡾ⩏ົࡉࢀ࡚࠸ࡿࢫࢺࣞࢫࢳ࢙ࢵࢡࡢᐇᨭࠊ⤌
⧊࣭⫋ሙデ᩿ࢧ࣮ࣅࢫࠊデ᩿⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ⫋ሙ⎔ቃᨵၿࡢࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢ
ࢧ࣮ࣅࢫࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋࢧ࣮࣋ࡣᐇ⦼㇏࡞㹈㹋㹇ᗣㄪᰝ㸦ᚰࡢᐃᮇᗣㄪᰝ㸧
ᅜࡢᶆ‽㡯┠ࡽ࡞ࡿ⫋ᴗᛶࢫࢺࣞࢫ⡆᫆ㄪᰝ⚊ຍ࠼ࠊ᪂つ㛤Ⓨࡋࡓ୧⪅
ࡢせ⣲ࢆྲྀࡾ㎸ࢇࡔ᪂つࢧ࣮࣋ࠕ㹆㹎㹑ࠖࢆά⏝ࡍࡿࠋ

ղ◊ಟᩍ⫱ᴗ
ࢫࢺࣞࢫࢳ࢙ࢵࢡࢆ㉳Ⅼࡋ࡚ࠊ⫋ሙࡸಶࠎேࡢࢫࢺࣞࢫ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ◊ಟ
ࡸ࣮࣡ࢡ࢚ࣥࢤࢪ࣓ࣥࢺྥୖ◊ಟࠊ⫋ሙ࡛ࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉᐇ➼ᐇ㊶ⓗᨵ
ၿ⟇ࢆᥦ౪ࡍࡿࠋ

㸦㸰㸧࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢ࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢭࣥࢱ࣮
 ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࡢ⪃࠼᪉࣭ᢏἲࢆά⏝ࡋࠊ⫋ሙࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢάᛶ
ࡸࠊ࣓ࣥࢱࣝࢣ➼⫋ሙࢆඖẼࡍࡿࡓࡵࡢከᵝ࡞ᩍ⫱◊ಟࢆࢯ࣮ࣜࣗࢩࣙࣥ
ࡋ࡚ᥦ౪ࡍࡿࠋᵝࠎ࡞⤌⧊ㄢ㢟ࡸྛ㝵ᒙᑐᛂࡋࡓྛ✀ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆබ㛤ࢭ
࣑ࢼ࣮ࠊᴗෆᩍ⫱ࡋ࡚ᒎ㛤ࡍࡿࠋᴗෆ◊ಟ࠾࠸࡚ࡣࠊᐃ㔞࣭ᐃᛶㄪᰝࡢ
⤖ᯝ➼ࢆάࡋࠊᐇ㊶ⓗ࡞ㄢ㢟ゎỴ㈨ࡍࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᥦ౪ࡍࡿࠋ

࠙◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛࠚ
 ⫱ᡂᆺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ◊ಟࠊே⪃ㄢ⫱ᡂ㠃᥋◊ಟࠊࢥ࣮ࢳࣥࢢ࣭㹍㹈㹒◊ಟࠊ
࣓ࣥࢱࣝࢣ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ◊ಟࠊࣅࢪࢿࢫࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ◊ಟࠊࣇࢩࣜࢸ
࣮ࢩࣙࣥ◊ಟࠊࢧ࣮ࢸࣈ⾜ື◊ಟ➼ከᩘࠋ

㸦㸱㸧ᗣ࠸ࡁ࠸ࡁ⫋ሙ࡙ࡃࡾࣇ࢛࣮࣒ࣛ
ᮾிᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔◊✲⛉⢭⚄ಖᏛศ㔝༠ྠ࡛ࠊ⫋ሙࡢ࣓ࣥࢱࣝ࣊
ࣝࢫࡢ᪂ࡋ࠸ᯟ⤌ࡳࡢ☜❧ྥࡅ࡚ᴗάືࢆ᥎㐍ࡋࠊᬑཬ࣭ၨⓎࢆᅗࡿࠋࡲࡓࠊ
㹇㹁㹒ࢶ࣮ࣝࢆά⏝ࡋࡓ࠸ࡁ࠸ࡁࡋࡓ⫋ሙ࣭ಶேࡢᐇ⌧ࢆᨭࡍࡿࠋ
ࠕᗣ࠸ࡁ࠸ࡁ⫋ሙ࡙ࡃࡾࠖࡣࠊ⫋ሙࡢ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫࡢ୍ḟண㜵㸦ㄪ⪅
ࢆฟࡉ࡞࠸㸧ࡢ᪂ࡋ࠸ᯟ⤌ࡳࡋ࡚ࠊ࠸ࡁ࠸ࡁࡋࡓປാ⪅ࠊ୍యឤࡢ࠶ࡿ⫋ሙ
࡙ࡃࡾࡼࡗ࡚ࠊ⤌⧊ࡢ⏕⏘ᛶྥୖࢆ┠ᣦࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
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ձဨไᗘᐃࢭ࣑ࢼ࣮
ᗣ࠸ࡁ࠸ࡁ⫋ሙ࡙ࡃࡾࡢᬑཬၨⓎྥࡅࡓဨไᗘဨࢆᑐ㇟ࡋࡓ◊
✲ᡂᯝࡸ᪂ࡋ࠸▱ぢࢆᐃᮇⓗⓎ⾲ࡍࡿࡓࡵࡢᐃࢭ࣑ࢼ࣮ࢆᐇࡍࡿࠋࡲࡓࠊ
ဨ㝈ᐃࡢሗࡢሙ࡛࠶ࡿဨὶࢆ㛤ദࡍࡿࠋ㸵᭶ࡣᴗ㛵ಀ⪅ྥ
ࡅࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆࠊ㸯㸰᭶ࡣᡂᯝⓎ⾲ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㛤ദࡍࡿࠋ

ղ◊✲ࡢᐇ
ဨࢆᑐ㇟ࡋࡓ◊✲άືࢆᐇࡍࡿࠋࣇ࢛࣮࣒ࣛࡢ⌮ᛕࢆᴗෆ࡛
ᐇ㊶ࡍࡿࡓࡵࡢሙࡋ࡚ࠊ㸿㹡㹲㹧㹴㹣㹕㹭㹰㹩㹎㹪㹟㹡㹣◊✲㸦ᐇ㊶ᆺࡢ
ࢢ࣮ࣝࣉࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢᙧᘧࡢ◊✲㸧ࢆᐇࡍࡿࠋࡲࡓࠊᗣ࠸ࡁ࠸ࡁ⫋ሙ
࡙ࡃࡾྲྀࡾ⤌ࡴ⤌⧊ᑐࡋ࡚ࠊ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢧࢡࣝ㸦㹎㹂㹁㸿㸧ࡢほⅬࡽࠊ
ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢࠊ◊ಟࠊㄪᰝ➼ከ㠃ⓗ࡞ᨭࢆ⾜࠺ࠋ

ճ◊✲άືࠊᴗ㛤Ⓨ
㝸ᖺ࡛ᐇࢆࡋ࡚࠸ࡿᴗྥࡅࡢ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫᑐ⟇ࡢࣥࢣ࣮ࢺࢆᐇࡋࠊ
බ⾲ࡍࡿࠋ
ᅜෆእࡢ᭱᪂ືྥࡢࣜࢧ࣮ࢳࠊዲ㞟ࠊ⌮ㄽ◊✲ࠊᐇ㊶◊✲➼ࡢάືࢆ⾜
࠸ࠊဨᴗࡢάືᐇ㊶ࢆᨭࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫࢆ㛤Ⓨࡍࡿࠋ≉㹇㹁㹒ࢆά⏝ࡋ࡚ࠊ
⫋ሙ࡛ാࡃಶࠎேാࡁࡅࡿࢶ࣮ࣝ㛤Ⓨ㔜Ⅼⓗྲྀࡾ⤌ࡳࠊᥦ౪ࢆ㛤ጞࡍ
ࡿࠋ

㸰㸬ᗣಁ㐍ᴗࡢ᥎㐍
㸦㸯㸧ᗣಖ㝤⤌ྜࡢᴗົᨭᴗ
ಖᴗົࢩࢫࢸ࣒ࡢᥦ౪ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࢃࡀᅜࡢ་⒪ಖ㝤ไᗘࡢᨭ࠼ᡭ࡛࠶ࡿ
ᗣಖ㝤⤌ྜࢆᨭࡋࠊᴗ㐠Ⴀࡢ୍ᒙࡢ⏕⏘ᛶྥୖࢆᅗࡿࠋ
㸰㸮㸰㸮ᖺᗘࡲ࡛ᐇࡉࢀࡿ࣐ࢼࣥࣂ࣮ไᗘࡢ᪂ࡓ࡞⤌ࡳᑐࡍࡿ
ಖࢩࢫࢸ࣒ࡢᨵಟࢆ⾜࠸ࠊ⏝⤌ྜࡢᐇົᨭࢆ⾜࠺ࠋ

㸦㸰㸧㹇㹁㹒᥎㐍ᴗ
ᗣಖ㝤⤌ྜࡀಖ᭷ࡍࡿデࢹ࣮ࢱࡸࣞࢭࣉࢺ➼ࡢࣅࢵࢢࢹ࣮ࢱࢆ༏ྡࡋ
ศᯒࡋ࡚ᚓࡽࢀࡓ▱ぢࢆάࡋࠊ࣊ࣝࢫࢣศ㔝࡛ࡢᴗ㛤Ⓨࢆ✚ᴟⓗ᥎㐍
ࡍࡿࠋ≉ᗣಖ㝤⤌ྜࡢẕయᴗ࠾ࡅࡿᚑᴗဨࡢᗣ⥔ᣢ࣭ቑ㐍ࡀࠊᴗ
ࡢ⏕⏘ᛶྥୖᡂᯝࡋ࡚⤖ࡧࡃࠕᗣ⤒Ⴀࠖࢆ᥎㐍ࡍࡿ⤌ࡳࢆಖ࣭ே
ࡢ୧㠃ࡽᨭࡍࡿࠋ
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ϭ㸬ᬑཬ࣭ಁ㐍ᴗ

㸯㸬⏘ᴗ⏺ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
㸦㸯㸧⤌⧊ᗈሗάື
ྛ✀ᨻ⟇ᥦゝࢆࡣࡌࡵ⏕⏘ᛶᨵ㠉㈨ࡍࡿሗࢆⓎಙࡍࡿࡶࠊᮏ㒊ㅖ
άື㛵ࡍࡿᗈሗάືࢆ✚ᴟⓗᒎ㛤ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ⏕⏘ᛶ㐠ືࡢᣑࡀࡾࢆ┠ᣦࡋࠊ
⏘ᴗ⏺ࢆࡣࡌࡵྛ⏺ࡽࡢᮏ㒊ㅖάືᑐࡍࡿᨭࡸ༠ຊࠊཧ⏬ࢆồࡵࡓ⤌⧊
άືࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ
≉ࠊ⏕⏘ᛶ㐠ືᑐࡍࡿຊᙉ࠸ᨭ⪅࡛ࡶ࠶ࡿ㈶ຓဨᑐࡋ࡚ࡣࠊࡑࡢࢽ
࣮ࢬࡢᢕᥱᴗࡢᫎດࡵࠊ㢳ᐈ౯್ࡢ㧗࠸ဨࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿࠋ

ձᬑཬάື
࣭᭶◊✲➼ࢆ㏻ࡌࡓࠊ⏕⏘ᛶ㐠ືࡢ᪥ⓗ࡞ព⩏᥎㐍ㄢ㢟ࡢᥦ㉳
࣭⏕⏘ᛶ㐠ືᑐࡍࡿ㈶ྠ⪅࣭ᨭ⪅ࡢᣑᮏ㒊ㅖάືᑐࡍࡿཧຍಁ㐍

ղሗᥦ౪
࣭⏕⏘ᛶ᪂⪺ࡸ᭩⡠࣭ሗㄅࢆά⏝ࡋࡓࠊ⏕⏘ᛶྥୖྥࡅࡓከᵝ࡞ሗࡢᥦ
౪
࣭ᮏ㒊ㅖάືࡢᴫἣሗ࿌ࡶࠊ࣓࣮࣐ࣝ࢞ࢪࣥ㸦᭶㸱㹼㸲ᅇⓎ⾜㸧ࢆ㏻ࡌ
ࡓᴗሗࡢⓎಙ

ճ⏕⏘ᛶྥୖࡢᨭ
࣭↓ᩱ⤒Ⴀ┦ㄯ➼ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊඛ㐍ⓗ࡞⏕⏘ᛶྥୖ⟇ࡢ⤂ࡸㄢ㢟ゎỴྥࡅࡓ
┦ㄯᣦᑟࢆᐇ

㸰㸬ᅜ⏕⏘ᛶᶵ㛵ࡢ㐃ᦠ
⏕⏘ᛶᶵ㛵ࡀ┦㐃ᦠࡢࡶࠊປࢆࡣࡌࡵ㸯వࡾࡢᅜဨࡢ༠ຊཧ
ຍࢆồࡵ࡞ࡀࡽࠊᅜつᶍ࡛ࡢ⏕⏘ᛶ㐠ືࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ

㸦㸯㸧⏕⏘ᛶྥୖࡢࡓࡵࡢᴗᒎ㛤
ࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗࡢ⏕⏘ᛶྥୖࠊ࣮࣡ࢡࣛࣇࣂࣛࣥࢫ᥎㐍ࠊ⤒Ⴀရ㉁ྥୖ➼ࠊ
ᴗ࣭⤌⧊ࡢ⏕⏘ᛶྥୖࡸேᮦ⫱ᡂྥࡅࡓᴗࢆࠊᅜ⏕⏘ᛶᶵ㛵ࡢ㐃ᦠࢆ῝
ࡵࡘࡘᅜᒎ㛤ࡍࡿࠋ
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㸱㸬࣓ࢹ㛤Ⓨ
㸦㸯㸧ᵝࠎ࡞࣓ࢹࢆ㏻ࡌࡓ⏕⏘ᛶ㐠ືࡢሗⓎಙ
ձ᪂⪺ᴗ
⏕⏘ᛶ᪂⪺࡛ࡣࠊྛ⏺ࡢ⏕⏘ᛶྥୖࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡸ㛵㐃ሗࢆࢱ࣒࣮ࣜ
ሗ㐨ࡍࡿࠋ᪥ᮏࢧ࣮ࣅࢫ㈹ࠊ⏕⏘ᛶ㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ࠊ᪥ᮏ࢝ࢹ࣓➼ࡢ
≉ᚩⓗ࡞άືࡢሗⓎಙࡢࠊࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗࡢ⏕⏘ᛶྥୖࡸാࡁ᪉ᨵ㠉ࡢ᥎
㐍➼㛵ࡍࡿືྥࡘ࠸࡚ࡶሗⓎಙࡍࡿࠋࡲࡓࠊ⏕⏘ᛶ◊✲ࡸ㹑㹂㹅㹱㛵ࡍ
ࡿᑓ㛛ᐙࡢᐤ✏ࡸ㐃㍕ࢆ㝶ᥖ㍕ࡋࠊ⣬㠃ࡢᐇࢆᅗࡿࠋ

ղ᭩⡠ᴗ
ேᮦࡢ⫱ᡂ࣭ά⏝ࡸࢺࢵࣉ࣮ࣜࢲ࣮ࡢ⫱ᡂࠊேປົࠊ⤒Ⴀ㠉᪂ࠊ⫋ሙࡢάᛶ
ࡸࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗࡢ⏕⏘ᛶྥୖ➼ࡢᑓ㛛᭩࣭ᐇົ᭩ࢆࠊᮏ㒊ㅖάືࡢᡂᯝࡸࢥࣥ
ࢸࣥࢶࢆά⏝ࡋ࡞ࡀࡽࠊ⏬࣭ห⾜ࡍࡿࠋ᭩⡠ᴗࢆ㏻ࡌ࡚ᑓ㛛ᐙࡸࣅࢪࢿࢫࣃ
࣮ࢯࣥࡢࢼࣞࢵࢪ⩦ᚓ㈉⊩ࡍࡿࠋ

ճᡭᖒᴗ
㸳㸮ᖺࢆ㉸࠼ࡿᐇ⦼ࢆᣢࡘ⏕⏘ᛶᡭᖒࡣࠊᐃ␒ࡢࢽ࣮࢚ࣗࢢࢮࢡࢸࣈᡭᖒ
ࡸࣃ࣮ࢯࢼࣝᡭᖒࡀࣅࢪࢿࢫࣃ࣮ࢯࣥ㛗ᖺᗈࡃឡ⏝ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ⏕⏘ᛶྥୖ
ࡢ㌟㏆࡞ࢶ࣮ࣝࡋ࡚⏘ᴗ⏺ᬑཬࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕ㛫ࢆ㐀ࡍࡿࠖࢆࢸ࣮࣐ࠊ
ࣅࢪࢿࢫ࣮ࣘࢫࢆ୰ᚰᡭᖒ࣭ࢲ࣮ࣜࢆไస࣭㈍ࡍࡿࠋ

մᫎീᴗ
ᫎീᩍᮦࡣேᮦ⫱ᡂࡢ㡿ᇦ࡛ࠊ᪂ධ♫ဨ࣭⟶⌮⪅ᩍ⫱࣭ே⪃ㄢࡽປാᏳ
ࡲ࡛ࠊ㸲㸮㸮ࢆ㉸࠼ࡿࢸ࣒ࢆ⏘ᴗ⏺ᥦ౪ࡍࡿࠋ᪥ࡢேᮦ⫱ᡂㄢ㢟ࡸἲᨵ
ṇࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ㛵㐃ၟရࡢࣜࢽ࣮ࣗࣝ➼ᩍᮦࡢᐇࢆᅗࡾࠊᗈࡃ㈍ࡍࡿࠋ
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Ϯ㸬᪂ࡓ࡞බ┈άືࡢྲྀࡾ⤌ࡳ

㸯㸬⏕⏘ᛶᖖ௵ጤဨ
ጤဨ㛗  ⚟ᕝ ఙḟ ୍⯡㈈ᅋἲேᆅ⌫⏘ᴗᩥ◊✲ᡤ㢳ၥ
ጤ ဨ  ᐑᕝ  ດ Ꮫ⩦㝔Ꮫᩍᤵ㸦⏕⏘ᛶⓑ᭩ᑠጤဨጤဨ㛗㸧
⏕⏘ᛶᖖ௵ጤဨࡣࠊ᪥ᮏ⏕⏘ᛶᮏ㒊ࡢᖖタࡢጤဨࡋ࡚タ⨨ࡋࠊ⌧ୗࡢ⏕
⏘ᛶ㛵ࡍࡿၥ㢟࣭ㄢ㢟ࡘ࠸࡚ウ✲ࡍࡿࡶࠊᨻᗓ࠾ࡼࡧྛ⏺ࡢྲྀ⤌ࡳࡢ
ࣞࣅ࣮ࣗࢆ⾜࠸ࠊ࣐ࢡ࣭࣑ࣟࢡࣟࡢ୧㠃ࡽ⏕⏘ᛶ㛵ࡍࡿⓎಙࢆᢸ࠺ࠋ
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＜資

料＞
公益財団法人

日本生産性本部

評議員
2019 年 3 月 18 日現在

榊原 清則

中央大学大学院 教授

福川 伸次

（一財）地球産業文化研究所 顧問 （元通商産業事務次官）

南雲 弘行

(公財）国際労働財団 理事長

八野 正一

ＵＡゼンセン 副会長

人見 一夫

（公財）日中技能者交流センター 顧問

曽根 泰教

慶應義塾大学 名誉教授

樋口 美雄

（独）労働政策研究・研修機構 理事長

石塚 邦雄

（株）三越伊勢丹ホールディングス 特別顧問

今野 浩一郎

学習院大学 名誉教授
学習院さくらアカデミー アカデミー長

加賀見 俊夫

（株）オリエンタルランド 代表取締役会長兼ＣＥＯ

西原 浩一郎

全日本金属産業労働組合協議会 顧問

松井 忠三

（株）松井オフィス 代表取締役社長

宮川 努

学習院大学 教授

山口 範雄

味の素（株） 特別顧問

野田 三七生

情報労連 中央執行委員長

松谷 和重

フード連合 会長

野中 尚人

学習院大学 教授

河野 真理子

（株）キャリアン 代表取締役

川本 淳

自治労 中央執行委員長

泉谷 直木

アサヒグループホールディングス（株）代表取締役会長

大北 隆典

生保労連 中央執行委員長

関根 愛子

日本公認会計士協会 会長

平川 純二

ＪＥＣ連合 会長

谷口 将紀

東京大学 教授

相原 康伸

連合 事務局長

増田 光儀

ＪＰ労組 中央執行委員長

神田 健一

基幹労連 中央執行委員長

安河内 賢弘

ＪＡＭ 会長
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公益財団法人

日本生産性本部

理事及び監事
2019 年 3 月 18 日現在

会長（代表理事）

茂木 友三郎

キッコーマン（株） 取締役名誉会長 取締役会議長

名誉会長

牛尾 治朗

ウシオ電機(株) 代表取締役会長

副会長

佐々木 毅

(公財)明るい選挙推進協会 会長

副会長

大田 弘子

政策研究大学院大学 教授

副会長

小島 順彦

三菱商事（株） 相談役

副会長

神津 里季生

連合 会長

副会長

有富 慶二

ヤマトホールディングス(株) 特別顧問

副会長

遠山 敦子

(公財)トヨタ財団 理事長

副会長

野中 孝泰

全国労働組合生産性会議 議長
電機連合 中央執行委員長

副会長

増田 寛也

東京大学大学院 客員教授

理事長(代表理事)

前田 和敬

(公財)日本生産性本部

常務理事(業務執行理事）

大川 幸弘

(公財)日本生産性本部

理事(業務執行理事）

尾崎 陽二

(公財)日本生産性本部

理事(業務執行理事）

澤田 潤一

(公財)日本生産性本部

理事(業務執行理事）

原 賢一

(公財)日本生産性本部

理事

大橋 洋治

ＡＮＡホールディングス(株) 相談役

理事

小島 明

(公社)日本経済研究センター 参与

理事

小野寺 正

ＫＤＤＩ(株) 相談役

理事

金丸 恭文

フューチャー(株)
代表取締役会長兼社長グループ CEO

理事

新浪 剛史

サントリーホールディングス(株) 代表取締役社長

理事

岸本 薫

電力総連 会長

理事

難波 淳介

運輸労連 中央執行委員長

理事

松浦 昭彦

ＵＡゼンセン 会長

理事

大八木 成男

帝人(株) 相談役

理事

田川 博己

(株)ＪＴＢ 代表取締役会長

理事

髙倉 明

自動車総連 会長

監事

本田 勝彦

日本たばこ産業(株) 社友

監事

橋本 俊幸

紙パ連合 中央執行委員長
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公益財団法人

日本生産性本部

幹事会幹事
2019 年 3 月 18 日現在

青井 浩

(株)丸井グループ 代表取締役社長 代表執行役員

青木 健

全国ガス労働組合連合会 中央執行委員長

青柳 俊一

千葉県生産性本部 会長
(株)千葉興業銀行 取締役会長(代表取締役)

新井 賢太郎

(一社）栃木県生産性本部 会長
栃木県経営品質協議会 会長

安藤 忠雄

建築家

飯田 昌弥

オイレス工業（株） 代表取締役社長 社長執行役員

飯沼 寿也

三越伊勢丹グループ労働組合 本部執行委員長

飯村 幸生

(一社)日本工作機械工業会 会長

石合 弘二

セブン＆アイグルーフﾟ労働組合連合会 会長

石井 直生

トヨタ自動車（株） 常務役員

石毛 博行

(独)日本貿易振興機構 理事長

石塚 宏幸

日本ゴム産業労働組合連合 中央執行委員長

石田 昭浩

電力総連 事務局長

石嶺 傳一郎

(一社）沖縄県生産性本部 会長
沖縄電力(株） 代表取締役会長

磯田 裕治

（一社）日本船主協会 副会長

井上 淳

日本チェーンストア協会 専務理事

井上 治

住友電気工業（株） 取締役社長

今村 隆郎

日清オイリオグループ（株） 代表取締役会長

岩井 奉信

日本大学 教授

岩本 潮

全日本電線関連産業労働組合連合会 中央執行委員長

岩本 敏男

(株)ＮＴＴデータ 相談役

上野 孝

横浜商工会議所 会頭

宇治 敏彦

中日新聞東京本社 相談役・特任論説担当

内山 俊一

（一社）日本鉄鋼連盟 専務理事

宇部 文雄

東北生産性本部 会長
東北電力(株) 特別参与

梅森 徹

（一社）全国地方銀行協会 常務理事

瓜生 道明

九州電力(株) 代表取締役会長

江崎 玲於奈

横浜薬科大学 学長

大久保 博司

ＮＴＮ（株） 代表取締役社長

大坪 清

(公財)関西生産性本部 会長
レンゴー(株) 代表取締役会長兼社長
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大西 健造

全国社会保険労務士会連合会 会長

大平 康彦

東京ガス労働組合 執行委員長

大森 唯行

日本製鉄労働組合連合会 会長

大宅 映子

評論家
(公財)大宅壮一文庫 理事長

岡澤 憲芙

早稲田大学 名誉教授

岡島 真砂樹

日本教職員組合 中央執行委員長

岡本 哲

中外製薬労働組合 中央執行委員長

奥村 栄二

全東レ労働組合連合会 会長

奥村 洋彦

学習院大学 名誉教授

小倉 忠

(一財)中部生産性本部 会長
（株）ノリタケカンパニーリミテド 代表取締役会長

押尾 信明

石油連盟 常務理事

小田 尚

読売新聞東京本社 客員研究員

海輪 誠

東北電力（株） 取締役会長

風間 利彦

神奈川県生産性本部 会長
(株) 横浜スカイビル 代表取締役社長

片多 英樹

静岡県東部生産性本部 会長
ジヤトコ(株) ＶＰ

勝野 哲

電気事業連合会 会長

香藤 繁常

昭和シェル石油（株） 顧問

加藤 泰彦

（一社）日本造船工業会 会長

加藤 芳基

セラミックス産業労働組合連合会 書記長

金子 晃浩

自動車総連 事務局長

鎌田 長明

(公社) 日本青年会議所 会頭

茅

東京大学 名誉教授

陽一

河端 照孝

（一財）次世代芸術文化都市研究機構 理事長

木下 康司

（株）日本政策投資銀行 代表取締役会長

木村 昌平

日産車体（株） 代表取締役兼社長執行役員

木元 教子

評論家・ジャーナリスト

久和 進

北陸電力(株) 代表取締役会長

楠

(株）トクヤマ 代表取締役会長執行役員

正夫

久保 直幸

全国労働組合生産性会議 事務局長

久保田 俊平

日本建設産業職員労働組合協議会 議長

熊谷 克夫

東芝労働組合 中央執行委員長

久米 正一

（一社）日本自動車連盟 専務理事

公文 俊平

多摩大学情報社会学研究所 所長
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黒川 清

政策研究大学院大学 名誉教授

桑原 敬行

全国本田労働組合連合会 会長

郡司 典好

全日産・一般業種労働組合連合会 会長

神津 カンナ

作家・エッセイスト

小飼 雅道

マツダ(株） 代表取締役会長

小林 栄三

伊藤忠商事(株) 特別理事

小林 敬一

（一社）日本電線工業会 会長

小林 研一

（一社）生命保険協会 副会長

菰田 正信

三井不動産(株） 代表取締役社長

斎藤 保

（株）ＩＨＩ 代表取締役会長

佐伯 勇人

四国生産性本部 会長
四国電力(株) 取締役社長

堺井 晴彦

協和発酵キリングループ労働組合連合会 会長

坂田 幸治

東京電力労働組合 中央執行委員長

坂本 達哉

日立製作所労働組合 中央執行委員長

笹島 芳雄

明治学院大学 名誉教授

佐和 隆光

京都大学 名誉教授

澤田 秀雄

Ｈ．Ｉ．Ｓ．グループ 代表

澤田 浩

日本製粉(株） 代表取締役会長

塩澤 正徳

(公社)東京青年会議所 理事長

志賀 俊之

日産自動車(株) 取締役

島

航空連合 会長

大貴

島田 晴雄

公立大学法人首都大学東京 理事長

清水 春樹

(公財)国際労働財団 顧問

清水 希茂

中国生産性本部 会長
中国電力(株) 代表取締役社長執行役員

新藤 宗幸

千葉大学 名誉教授

杉山 武彦

(公財)高速道路調査会 理事長

菅野 和夫

東京大学 名誉教授

鈴木 弘治

(株）髙島屋 取締役会長

鈴木 洋平

富士フイルム労働組合 中央執行委員長

諏訪 康雄

法政大学 名誉教授

清家 篤

日本私立学校振興・共済事業団 理事長
慶應義塾学事顧問

髙島 英也

ビール酒造組合 会長代表理事

髙橋 進

（一財）住宅生産振興財団 前会長

髙本 学

（一社）日本電機工業会 専務理事
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田河 慶太

健康保険組合連合会 理事

田口 晶子

ＩＬＯ駐日事務所 駐日代表

田倉 正司

印刷情報メディア産業労働組合連合会 中央執行委員長

武田 建

味の素労働組合 中央執行委員長

竹中 平蔵

東洋大学 教授
慶應義塾大学 名誉教授

田﨑 史郎

時事通信社 前特別解説委員

田中 一穂

（株）日本政策金融公庫 代表取締役総裁

田中 優次

（公財）九州生産性本部 会長
西部ガス(株) 取締役相談役

玉木 洋

（一社）福井県経営品質協議会 会長

千葉 昭

四国電力(株) 取締役会長

筒井 義信

日本生命保険（相） 代表取締役会長

綱島 和彦

ＪＦＥスチール労働組合連合会 中央執行委員長

鶴岡 光行

全トヨタ労働組合連合会 会長

手代木 功

日本製薬団体連合会 会長

寺本 義也

ハリウッド大学院大学 副学長・教授
メイウシヤマ総合研究所 所長

徳能 大介

全国銀行員組合連合会議 議長

巴

東京急行電鉄（株） 代表取締役 副社長執行役員

政雄

冨山 和彦

(株)経営共創基盤 代表取締役 ＣＥＯ

豊田 正和

（一財）日本エネルギー経済研究所 理事長

鳥越 茂

小田急商業労働組合連合会 会長

中江 公人

(一社）全国労働金庫協会 理事長

長澤 豊

全国農業協同組合連合会 経営管理委員会会長

中西 輝政

京都大学大学院 名誉教授

中村 邦晴

（一社）日本貿易会 会長

中村 𠮷伸

住友重機械工業(株) 代表取締役会長

中家 徹

全国農業協同組合中央会 会長

永山 治

中外製薬（株） 代表取締役会長

西尾 勝

地方公共団体情報システム機構 前理事長

日覺 昭廣

東レ（株） 代表取締役社長 CEO 兼 COO

野寺 康幸

(一社）全国中小企業勤労者福祉サービスセンター 会長

野中 郁次郎

一橋大学 名誉教授
日本学士院 会員

羽山 正孝

日本製紙連合会 理事長

檜垣 次郎

関西電力労働組合 本部執行委員長
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東原 敏昭

（一社）情報通信ネットワーク産業協会 会長

久重 道正

全国マツダ労働組合連合会 会長

広瀬 道明

（一社）日本ガス協会 会長

振角 秀行

（一社）信託協会 専務理事

部谷 俊雄

（一社）全国地方銀行協会 副会長

本田 英一

日本生活協同組合連合会 代表理事会長

正木 良剛

東急百貨店グループ労働組合 中央執行委員長

増田 尚宏

日本原燃(株） 代表取締役社長 社長執行役員

町田 久

群馬県生産性本部 会長
(株)渋川製作所 代表取締役社長

松井 鉄也

プリマハム（株） 代表取締役会長

松岡 萬里野

全国消費者協会連合会 会長

松岡 裕次

日本鉄道労働組合連合会（ＪＲ連合） 会長

松下 功夫

ＪＸTG ホールディングス（株） 相談役

松本 正義

（公社）関西経済連合会 会長
住友電気工業(株) 取締役会長

的埜 明世

日本水産（株) 代表取締役 社長執行役員 最高経営責任者（CEO）

水野 明久

中部電力（株) 代表取締役会長

宮井 淳

損害保険労働組合連合会 中央執行委員長

宮内 義彦

オリックス(株) シニア・チェアマン

宮城 まり子

キャリア心理学研究所 代表

室町 正志

（株）東芝 特別顧問

森

邦雄

新潟県生産性本部 会長
（学）新潟平成学院 副理事長

森

昌弘

北海道生産性本部 会長
北海道電力（株） 代表取締役副社長 副社長執行役員

森谷 浩一

パイオニア(株) 代表取締役 兼 社長執行役員

安井 義博

ブラザー工業(株) 相談役

矢野 義博

（一社）日本自動車工業会 理事・事務局長

山内 隆司

（一社）日本建設業連合会 会長

山木 利満

（一社）日本民営鉄道協会 会長

山口 浩一

全国交通運輸労働組合総連合 中央執行委員長

山田 俊和

キリンビール労働組合 中央執行委員長

山田 吉隆

埼玉県生産性本部 会長
川口化学工業(株) 取締役社長

山名 昌衛

コニカミノルタ（株） 取締役 代表執行役社長

𠮷井 眞之

全日本金属産業労働組合協議会 顧問

和田 孝雄

パーソルテンプスタッフ(株) 代表取締役社長
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渡邉 健二

日本通運（株） 代表取締役会長

渡辺 利夫

拓殖大学 学事顧問

渡部 肇史

電源開発（株） 代表取締役社長

渡辺 宏

（一社）日本化学工業協会 専務理事
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ண  ⟬

公益財団法人

正 味 財 産 増 減 計 算 書 （予算）

２０１９年４月１日 から ２０２０年３月３１日まで

公1
科

目

公2

社会労働
事業

合 計

日本生産性本部

公３
公４
国際交流･
経営支援
組織広報
海外技術
事業
事業
協力事業

（単位：千円）
収２
収３
収４
社会情報
経営革新
メディア開 経営診断・ 収益事業
システム事
法人会計
事業
発事業
指導事業
計
業
収１

公益共通

公益事業
計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1．経常増減の部

（１）経常収益
①基本財産運用益
②特定資産等運用益

5,000

0

0

5,000

45,000

0

0

45,000

174,000

0

200,000

0

③受取会費

174,000

④受取寄附金

200,000

200,000

7,471,000

1,143,000

⑥政府委託事業収益

170,000

80,000

⑦受取補助金

300,000

⑤事業収益

⑧雑収益
経常収益計

26,000

1,331,000

148,000

630,000

55,000

3,159,000

90,000
300,000

1,423,000

1,657,000

720,000

55,000

2,465,000

657,000

689,000

349,000

退職給付費用

176,000

49,000

51,000

減価償却費

115,000

26,000

事業費

6,289,000

事業費計

9,045,000

148,000

2,512,000

210,000

830,000

4,312,000

170,000

0

300,000

0

0

0

3,000
53,000

3,000
8,368,000

760,000

4,003,000

760,000

2,512,000

210,000

830,000

4,312,000

170,000

1,865,000

202,000

195,000

61,000

142,000

600,000

20,000

11,000

131,000

14,000

13,000

6,000

12,000

45,000

23,000

7,000

1,000

57,000

4,000

49,000

1,000

4,000

58,000

1,679,000

1,227,000

584,000

85,000

335,000

3,910,000

290,000

1,358,000

137,000

594,000

2,379,000

2,411,000

1,990,000

960,000

267,000

335,000

5,963,000

510,000

1,615,000

205,000

752,000

3,082,000

（２）経常費用
①事業費
給料手当等

②管理費
給料手当等

53,000

0

0

53,000

退職給付費用

6,000

0

0

6,000

減価償却費

1,000

0

0

1,000

管理費

29,000

0

0

29,000

管理費計

89,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89,000

9,134,000

2,411,000

1,990,000

960,000

267,000

335,000

5,963,000

510,000

1,615,000

205,000

752,000

3,082,000

89,000

当期経常増減額

△ 766,000

△ 988,000

△ 333,000

△ 240,000

△ 212,000

△ 187,000 △ 1,960,000

250,000

897,000

5,000

78,000

1,230,000

△ 36,000

当期一般正味財産増減額

△ 766,000

△ 988,000

△ 333,000

△ 240,000

△ 212,000

△ 187,000 △ 1,960,000

250,000

897,000

5,000

78,000

1,230,000

△ 36,000

経常費用計

他会計振替額

0

615,000

615,000

△ 615,000

△ 615,000

一般正味財産期首残高

12,530,254

281,318

△ 294,611

△ 26,543 △ 1,242,722

4,375,667

3,093,109

1,701,623

2,852,783

26,219

582,373

5,162,998

4,274,147

一般正味財産期末残高

11,764,254

△ 706,682

△ 627,611

△ 266,543 △ 1,454,722

4,803,667

1,748,109

1,951,623

3,134,783

31,219

660,373

5,777,998

4,238,147

11,764,254

△ 706,682

△ 627,611

△ 266,543 △ 1,454,722

4,803,667

1,748,109

1,951,623

3,134,783

31,219

660,373

5,777,998

4,238,147

100.00%

26.40%

21.79%

10.51%

3.67%

65.28%

5.58%

17.68%

33.74%

0.97%

Ⅱ 正味財産期末残高

（経常費用比率）

2.92%

2.24%

8.23%
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