
  第７０期     ＜２０１７年 ７月～１２月＞         生産性トップマネジメント・クラブ プログラム      

                                                                                              ●日程・内容は変更になる場合がございます 

 

                                     

●第１回 ＜７月例会＞ 

 ７月 ２０日 （木）  12：00～14：00 

            

『日本の生産性は本当に低いのか  

～最新の生産性研究調査から～ 』 

木内 康裕  氏 

                   

日本生産性本部  

生産性研究センター 上席研究員 

 
先進国の中で時間当たりの労働生産性 
が最も低いとされる日本。対アメリカ 
との比較でも製造業で約 7 割、サービ 
ス業では約 5 割の水準にとどまると 
指摘されています。 
一方で、これら調査結果に違和感を 
覚える経営者やリーダーも少なくあり 
ません。なぜ日本の生産性は低いと 
されるのか、調査分析はどのように 
行われるのかについて解説いたします。 
 
 

 

【プロフィール】 

 

1973 年 茨城県生まれ。 
立教大学大学院経済学研究科修了。 
政府系金融機関勤務を経て、 
2001 年 日本生産性本部に入職。 
2003 年から生産性研究センターで 
生産性分析、及び各種調査研究に従事。 
 
専門は生産性に関する統計及び経済 
分析。国際的にみた日本の労働生産性 
の実態など主要国との比較にも詳しい。 
 
「労働生産性の国際比較」、「産業別に 
みた生産性の動向」、「農業の生産性」 
など執筆多数。  

●第２回 ＜８月例会＞ 

 ８月 ２４日 （木）  12：00～14：00 

 

『“超速鮮魚”で水産日本復活に挑む』 
 

野本 良平 氏 

                   

ＣＳＮ地方創生ネットワーク 

代表取締役 

 
地方における漁業の急速な衰退が現在、 
懸念されています。三方を海に囲まれる 
千葉県においても漁獲量の減少や担い手 
不足に加え、価格決定権が漁師側にない 
など多くの問題を抱えています。 
 
この状況を打開するため、生産者と消費地 
を直接つなぐネットワークを構築し、 
6 次産業化のビジネスモデルの開発を 
手掛ける氏より地方創生に向けた取り 
組みについて伺います。 

 

【プロフィール】 

 

大学卒業後、実家の業務用食材卸会社 
に入社。 
原料産地開拓～卸売～物流～食品工場 
の設立＆立ち上げ～製造～商品開発～ 
品質管理～営業～海外合弁企業の 
設立（現地法人代表）～輸出入業務等 
を経て、製造・流通業界（川上・川中）
から外食・小売業界（川下）へ。 
 
グルメ回転寿司チェーン、居酒屋チェ 
ーン、飲食小売企業にて役員を歴任。 
食品業界一筋 30 年のキャリア。 
 
2014 年にＣＳＮ地方創生ネットワーク 
㈱を設立。 

 

●第３回 ＜９月例会＞ 

 ９月 ２１日 （木）  12：00～14：00 

 
『“ポイ探”サービス ～買い物ポイントの 

世界から見えるもの～』 
 
 

菊地 崇仁 氏 
 

株式会社ポイ探 代表取締役  

 
 
航空会社によるマイルポイントをはじめ、 
様々な買い物の際に付与され、今や通貨 
的な価値を持つポイントサービス。 
企業や業界をまたがって各種ポイントの 
統合や交換が可能となる一方で仕組みは 
一層、複雑化しています。 
利用者にとって「最適な交通案内」情報 
を提供し、現在、12 万人の会員を擁する 
サイト「ポイ探」を運営する氏より、 
買い物ポイントをめぐる企業の具体的な 
戦略やサイト運営の取組みを伺います。 

 

【プロフィール】 

 

1998 年に法政大学工学部を卒業後、 
同年日本電信電話株式会社（現 NTT 
東日本）に入社。 
社内システムの開発、L モードの料金 
システム開発、フレッツ網の機器検証 
等に携わり 2002 年に退社。 
同年、友人と共に起業し、システムの 
設計・開発・運用を行う。 
2006 年、ポイント交換案内サービス・ 
ポイ探の開発に携わり、2011 年 3 月 
代表取締役に就任。 
 
57 枚のクレジットカードを保有し、 
約 120 万円の年会費を支払っている。 
著書に『新かんたんポイント&カード 
生活 (自由国民社)』等。 

●第４回 ＜１０月例会＞ 

 １０月 ２３日 （月）  12：00～14：00 

 

『ここまで進んだ“自動運転”  
～自動運転の開発最前線～』 

 

桃田 健史 氏 

                   
モータージャーナリスト  

 
 
ドライバーの高齢化や物流業界における 
人手不足解消など多様な面から、現在、 
自動車メーカーだけでなくグーグルを 
はじめとしたＩＴ企業が参入し、熾烈な 
開発競争を続けるクルマの「自動運転」。 
一体、いつまでに何がどの程度、実現 
されるのか。そして「自動運転」が社会 
へもたらすものは何か。 
私たちが大きな関心を寄せるクルマの 
「自動運転」開発の今について現場で 
追い続ける氏から、わかりやすく解説 
いただきます。 
 

 

【プロフィール】 

 

世界自動車産業および周辺分野のエネ 
ルギー、IT、高齢化問題等が専門。 
日米を拠点に各国で取材活動を続け、 
一般誌、技術専門誌、各種自動車関連 
媒体等への執筆。 
 
レーシングドライバーとしての経歴を 
活かし、テレビのレース番組の解説も 
担当。 
 
近書：「自動運転で GO！〜車の新時代が 
やってくる〜」（マイナビ新書） 
「100 歳まで運転する」（洋泉社） 
等。 
 

 

●第５回 ＜１１月例会＞ 

 １１月 ２７日 （月）  12：00～14：00 

                    

『住宅過剰社会における街づくり  
～老いる住宅・街とコンパクトシティ～』 

 
野澤 千絵 氏 

                   

東洋大学 理工学部 教授 
 
 
2030 年には 3 戸に 1 戸が空き家になる 
「大・空き家時代」が到来すると予測 
されています。その一方で人口減少が 
明白な今でも、郊外では新築住宅や賃貸 
アパート、都心臨海部においては超高層 
マンションが建築され続けています。 
 
自治体による都市計画の「無計画性」が 
この状況を生んでしまった一因と指摘 
する氏より「住宅過剰社会」から脱却 
するための具体的な方策を伺います。 
 

 

【プロフィール】 

 

平成８年 3 月大阪大学大学院 
工学研究科環境工学専攻修士課程 
（都市環境デザイン学講座）修了後、 
ゼネコンにて開発計画業務等に従事。 
その後、東京大学大学院工学系研究科 
都市工学専攻博士課程都市計画研究室 
に入学、 
平成 14 年 3 月博士（工学）取得。 
東京大学先端科学技術研究センター 
先端まちづくり研究特任助手、 
東京大学大学院工学部都市工学科 
非常勤講師を経て、 
平成 19 年 4 月より東洋大学理工学部 
建築学科准教授。 
平成 27 年 4 月より教授。 

 

●第６回 ＜１２月例会＞ 

 １２月 １８日 （月）  12：00～14：00 

 

『顧客にとっての価値を考える  
～価値の提案による競争優位～』 

 
網倉 久永 氏 

                   

上智大学 経済学部 教授  
 
 
自社が提供するモノやサービスは、 
お客様にとって一体どのような価値が 
あるのか。このビジネスの本質とも 
言える問いは、付加価値を高め、 
生産性を向上させる上で最も重要な 
ことがらです。 
 
顧客は何に価値を認め、満足している 
のかについて深く掘り下げ、事業の 
あり方を見直していく考え方を身近な 
事例をまじえて紹介いただきます。 
 

 

【プロフィール】 

 

1985 年 一橋大学商学部卒業 
1990 年 一橋大学大学院商学研究科 

博士後期課程 単位取得 
1990 年 千葉大学法経学部経済学科 

専任講師 
1992 年 千葉大学法経学部経済学科 
      助教授 
1997 年 上智大学経済学部経営学科  

助教授 
2000 年 上智大学経済学部経営学科 

 教授 
イタリア共和国カルロ・カッタネオ大学 
客員教授（2000-2001） 
 
「マネジメントテキスト経営戦略入門」 
2011 年、日本経済新聞出版社(共著者: 
新宅純二郎)他多数 

 

                        
  

千葉県生産性本部 

 


