
 

 

第４２回トップセミナー開催 
難局を乗り越える ～今、求められる独創性の発揮～ 

 

平成 21年 2月 26 日 ＡＮＡクラウンプラザホテ

ル広島に於いて約 160 名の参加をいただき「難局を

乗り越える ～今、求められる独創性の発揮～」を

テーマに開催しました。 

 

 1
られる。本筋の手しか指せない人は一流にはなれな

会議 

よ

第１講演と第２講演の講演内容

開会にあたり、中国生産性本部 会長 山下 隆

(中国電力㈱取締役社長)より、「世界同時不況が凄ま
じい勢いで日本経済に打撃をあたえている。サブプ

ライム、リーマンショクそしてビッグ３崩壊の危機

と嘆かわしい状況にある。中国地方の経済を見ても、

本日、弊社の電力販売量を記者発表したが、１月の

大口電力の販売量は、昨年同月比で２７．５％のマ

イナスである。昨年１０月から４ヶ月連続のマイナ

スである。地域との運命共同体である弊社において

もこの現状であり、ましてや、各皆さま方を取巻く

環境も大変厳しいものと考えている。このような中、

労使のトップは生き残りをかけて懸命に日夜努力さ

れている。１００年に１度の危機と言われているが、

このような時こそ、政治の出番ではないかと考える

が、アメリカの迅速な対応に比較し、日本はスピー

ドに欠けるのではないか、我々の惨状に対する緊急

対策と的確・迅速な実施を強く望みたい。本セミナ

ーが今回の経済不況の中での皆様の役立ちに繋がれ

ばと考えている。」と挨拶した。 
第１講演は、株式会社良品計画 代表取締役会長

(兼)執行役員 松井 忠三氏により「良品計画の経
営改革とグローバル展開」と題し、競合勢力の台頭

による最低迷期からV字回復を果たした経営改革に
ついてご講演していただいた。 
第２講演は、社団法人日本将棋連盟 谷川 浩司

氏により「勝負に向かう集中力」をテーマに、「勝つ」

ためには「集中力・思考力・判断力・気力」が求め

い。目標を持ったら、それに挑戦

ご講演していただいた。 
最後に、中国労組生産性

り、「我々がよく考えなければな

る生産性三原則をいかに堅持して

である。『雇用の安定』と『労使の

果の公正配分』の３つであるが、

不況下で如何に実現できるか我々

鋭い問題提起である。労使双方の

隔たりがあるものの、中長期の取

ワークライフバランスの考え方を

のイノベーションを起こすことが

多様な人材に対応した木目細やか

ることは、単に働く者のためだけ

活力を高め、生産性を向上させる

が増してきている。『安心と豊かさ

の実現』に向けた取り組みについ

使が協力して検討を進めてまいる

拶し盛会のうちに終了した。 
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ＨＯＴ情報 

経営品質実践セミナー（第 4回） 
～人 と 仕 事 が 進 化 し 続 け る 経 営～ 

 第９期中国経営品質協議会の経営品質実践セミナ

ーの第４回を、２月４日(水)にウェルシティ広島に

おいて「人と仕事が進化し続ける経営～顧客感動と

低価格を両立して実現」をテーマに株式会社スーパ

ーホテル 会長 山本梁介氏に講演いただきました。

その要旨の一部分をご紹介します。 
１．経営のスタート 

私共は、３８年前にシングル（ワンルーム）マン

シ

以上

ョンの賃貸業から始まりました。当時は、本社が

あって支店があって現場があってとストロークが長

くロスがあり、私達の経営方針の一番の基本である

「徹底的に管理する」ことができないと思っていた

時に、自然発生的に経営していた数棟のビジネスホ

テルの方が、本来の管理をしやすいことに気づき、

ホテルの業界を研究し始めました。宴会や飲食は伝

統あるホテルにかないませんが、宿泊に関しては、

まだまだ、改善の余地があると思いました。 
 そして、当社は、シングルマンションで１年

 

は住み続けていただくという宿泊に関するノウハウ

を持っていたので、ホテルを宿泊特化型に絞って、

今まで培ったものを活かしていけば、面白い展開が

できると思ったのです。 
２．経営のコンセプトづくり 

開業当初は、普通のホテルを少しＩＴ化した形式

で

て、ぐっす

り

ピーターにな

っ

、「低価格を実行するにあたり、イニシャ

ル

ストを合理化しながら、お客の満足を高める知恵が

やっていました。当時はバブル期でしたので経営

は、とても順調だった。しかし、バブルが崩壊して

から、お客様の入りも悪くなったので全国展開をす

るのもリスクが高いと思い、お客に聞いたり、現場

の従業員と話をしてどんなホテルがこれから上手く

行くだろうかと検討を進めました。 
それで、「出張旅費の範囲内で一杯飲め

休めるホテルで、一泊朝食付き４９８０円で泊ま

れる」システムを打ち出しました。 
しかし、安かろう悪かろうでは、リ

てもらえませんから、高品質というのが絶対条件

になります。しかし、これを実行するのは大変です。

全てのあらゆる人に高品質・低価格というのは難し

いので、顧客を絞り、コンセプトも「宿泊特化型」

「顧客はビジネスの常連客」に絞り深堀をしていき

ました。 
もう一つ

コスト（初期投資）を合理化して、しかも、顧客

満足を高めるという、相矛盾する三つを成り立たせ

る現場の知恵」というのもスーパーホテルのコンセ

プトです。小さなイニシャルコストとランニングコ

現場で集まるようにしてきました。 
３．経営に行き詰った時に経営品質と出会った 

３０店舗までは、ビジネスモデルとトップダウン

、

顧

て、感動しましたが、

全

であり、われわれの組織には必要だ

と

で上手くきました。しかし、３５店舗あたりから

客のクレームや乱れが出てきて稼働率も低迷し始

めました。新しいホテルもどんどん完成し始めてい

るし、どうにかしなければいけないと思った時に経

営品質と出会ったのです。 
経営品質の本や雑誌を読んで面白いと思いました。

７年前に、セミナーに参加し

社を巻き込む大変なことでもあるので、経営品質

グループを作って、各部からもリーダーを出して、

セルフアセッサーを養成しました。過去の受賞企業

も見学し、教えていただき感動しました。そして、

社内では経営品質グループが経営品質向上会を月一

回開催し各部門のリーダーも参加して取り組みを開

始しました。 
私（経営者）はリーダーというよりも、経営品質

は絶対的なもの

いう環境整備をするために参加しました。 
４．経営品質を取り組み始めて気づいたこと 

①売上至上主義でそれまで経営してきましたが、理

現場念浸透主義が大切だということを感じました。

には数字だけが伝わって、数字の意味とか背景や理

念は届いていなかったのです。経営理念の作成から

やらなければと思い、社員を集めて理念を作るとこ

ろから始めました。仕事に誇りを感じる経営理念作

り、朝礼やあらゆる機会で浸透を行ってきました。 
②お客様の要望を聞くことにより、新しいお客様の

価値観がわかってきました。当初は、低価格だから

来てくれるのですが、リピーターになればなるほど、

価格は４番目になり、一番の価値観は、「従業員の笑

顔」や「ぐっすり休める」とか「綺麗で気持ち良い」

とかになってきます。その中からコンセプトを絞っ

て、取り組んでいきました。 
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中国生産

中国労組生産性会議議長 

                 伊丹 幸男 氏 
                              会 会長） 
 

 

中国労組生産性会議の職に就いて、未だ半年も経ち

ませんが、昨年 10月以降の経済・雇用環境悪化は、
急激かつ底の見えない未曾有の事態と言えます。 

い

ま

した労使交渉と協議により、

マ

られています。 
この意味で、2009 春季生活闘争は労使関係の真価
が問われるものと考えます。労使の真摯な交渉を通じ、

りの雇用と生活に対する不安を払

拭

の「功」よりも「罪」が大きくなって

い

進したいと思っています。 
 

◇◇◆◆◇ 

1月 2 広島市に

組リーダー養成プログラムの『労組リーダー研修会』

を

） 副事務局長 團野久茂氏から、

組合役員は、自分の頭で考えること（自頭力）が大

労働組合の存

在

スへの取り組みと予防対策としてのメンタルヘルスマ

に実施しました。 

じる」「一人ひとり（相手）の多様

性本部副会長  

     
（日本労働組合総連合会広島県連合

 

この難局に際し、労使双方にとって、いま必要なこ

とは何か。あらためて生産性運動三原則の再確認と昨

今の環境変化に即した更なる進化に行き着くと思

す。まず、雇用の安定は働くもの全般にわたる失業

の防止であり、生活の安定と高い就業意欲維持の基盤

であります。また、労使の協議は相互の信頼関係と変

化への対応力を不断に高めるものであり、生産性向上

の原動力でもあります。さらに、成果の公正配分は経

営者・労働者・消費者・社会などに公正に成果を配分

するものであり、生産性追求への高いモチベーション

に加えて投資と消費の拡大による国内景気回復の重

要な要素でもあります。 
まさに、先が見えない状況だからこそ、効率性の追

求と人間性と労働の尊厳との調和を目指す生産性運

動の原点に立ち返り、徹底

クロ経済の回復と内需拡大につなげることが求め

働くもの一人ひと

 
◇◇◇◆◆◇◇◇◆◆◇◇◇◆◆◇◇◇◆◆◇◇◇◆◆◇◇

 

することが、将来にわたる日本経済復活の礎になる

と考えます。 
一方、労使の努力だけでは解決できない課題も山積

されています。国内の政治情勢は混迷の度合いを深め

る中、構造改革

ます。とくに、非正規雇用の増大などにより、平等

社会であったはずの日本が貧困国家となり、一体感や

温かさや絆といった日本社会の特徴を喪失しつつあ

ります。これを取り戻すには、労働を中心とした福祉

型社会にむけた基本政策と政治の大転換が必要であ

ります。 
2009 年が危機突破の年となるよう、中国生産性本
部に集う労使が持てる力を結集する、そのための役割

発揮にまい

◇◆◆◇◇◇◆◆◇◇◇◆◆◇◇◇◆◆◇

 

 ネジメント、の課題について、グループワークを中心

 

 

 

6日（月）～28日（水）の2泊3日、

おいて、次代を担う労組リーダーの育成を目的とした

労

開催しました。 

 

 最初に、「連合の取り組み」と題して、日本労働組合

総連合会（連合本部   
“

切であり、自分なりに問題の所在をつかみ、様々な角

度から断面を切ってみる。そして、自頭力を強化する

積み重ねが大切である。”など、組合役員としての心得

について、ご講演をいただきました。 
その後、富士社会教育センター 常務理事 中村勝雄
氏を講師に、３日間の研修を行いました。研修では、

労働組合で取り組む重要課題のうち、①

意義と目的、②ワーク・ライフ・バランスの実践、

③職場コミュニケーションの充実と人材育成（次世代

役員の育成）、④労使協議と経営分析、⑤メンタルヘル

 特に、③職場コミュニケーションの充実と人材育成

（次世代役員の育成）では、少年野球のコーチと選手

の会話事例をもとに、コーチングコミュニケーション

のトレーニングを行いました。職場や組合におけるコ

ーチングの基本的な姿勢・考え方には、「相手（部下）

の無限の可能性を信

平成２０年度 労組リーダー研修会を開催

           スキルアップのために～ 

な個性や特性を認める」「やりがいのある役割・目標を

任せる」「共に成長していくパートナー意識を持つ（上

下なし）」「人材育成でもっとも大切なコミュニケーシ

ョンスキルであることを理解する。」である。そして、

コーチングマインドとして、安易に答えを与えない、

答えは相手（部下）が持っているという基本姿勢に立

ち、相手（部下）が「自ら答えを導き出させるような」

支援・サポートしていく実践を行いました。 
 
 参加者からは、「前から気になっていることが研修で

きて良かった」「参加者との交流ができ、今後の活動に

プラスになった」「コーチングの時間をもう少し長くし

てほしい」などのご意見をいただきました。 

～労働組合役員としての心構えと 

役員リレー寄稿 
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 講演会  

時代の潮流とリーダーシップ 

～激変する時代に 今 必要なこと～ 
日 時：３月１９日(木)１３：３０～１７：００ 
場  所： 広島国際会議場(広島市中区中島町1-5) 

会員参加料： １名様まで無料(２名様以上8,500円) 

講 師： 

 経済アナリスト シンクタンク藤原事務所 

所長 藤原 直哉 氏 

内 容：  

第１部 激変している時代潮流 

・日本や世界の経済・社会情勢を現場の生きた情報を

もとに鋭く解説。 

・今、何が変化をはじめ、近い将来にどういうことが

起こるかを予測 

第２部 新しい時代のリーダーシップ 

・今までのマネジメントだけでは、この環境変化を乗

り越えられない 

・新しい時代のリーダーシップの真髄 

 

平成２１年度 通常総会・特別講演会 

 

平成 2１年度の通常総会の日程が決定しました。詳

細につきましては、改めてご案内いたします。何卒、

よろしくお願いいたします。 

日 時：５月１４日（木） 

     14：30～15：30 通常総会 

     15：40～17：00 特別講演会 

場 所：ホテルセンチュリー21広島 

（広島市南区的場町1－１－25） 
 

特別講演 

講 師：中京大学名誉教授 

東京福祉大学 大学院教授  水谷 研治氏 

 
※通常総会に先立ち、５月１４日(木)１３：３０から
理事会を開催いたします。 
 

 

 

管理者研修 

～企業を生き残り・発展に導く管理者の条件～ 

 管理者は、経営者の分身となり今までの成功体験・

既成概念を捨て去り、現場や部下を変革していく使命

感と管理能力、さらに、行動力がなくては経営改革は

ありえません。このセミナーでは、管理者の方々の意

識改革をせまるとともに、理論ではなく、実務、行動

を重視した実践的管理手法を習得していただきます。 
日 時：６月１６日（火）１０：００～１７：００ 

場 所：ウェルシティ広島（広島厚生年金会館） 

（広島市中区加古町３－３） 

会員参加料：15,000円 

講 師：経営労務問題研究所 代表  

     経営コンサルタント   原田 虔一郎氏 

内 容： 

１．厳しい時代を乗り切る覚悟を決めよ 

 ２．あなたが燃えれば部下も燃える 

 ３．これからの時代こんな管理者が会社を滅ぼす 

 ４．できる管理者はここが違う 

 ５．管理の５大機能を身につける 

 ６．管理の基本を学ぶ“あなたならどうする” 

 ７．部下を誉めよ、やらない部下も放置しない  

 ８．ここまで準備すれば大戦争時代に勝てる  

 

中堅社員セミナー 
～「やる気」と「自信」が湧いてくる中堅社員セミナー～ 

自分のキャリアをどうするか。後輩の指導をどうす

るか。中堅社員の抱える悩みは尽きません。本セミナ

ーは、ただ一方的に講師の話を聴くだけではなく、グ

ループワークを交えながら、自分が納得する指針を自

分で見つけ出し、行動につなげていくものです。 

日 時：６月２３日(火)１０：００～１７：００ 

場 所：ウェルシティ広島（広島厚生年金会館） 

（広島市中区加古町３－３） 

会員参加料：15,000円 

講 師：コンサルタント   浦上 俊司氏 

内 容： 

 １．競争し、成果を出すリーダーの役割と責任 

 ２．意識が変われば行動が変わる！ 

 ３．やる気のスイッチを押し、壁を乗り越える方法 

 ４．後輩にやる気を与え行動を起こさせる！ 

 ５．新人・若手社員の見本となり職場風土を変革！ 

 ６．感謝道を実践すれば道は拓ける！ 

 

「経営革新」講演会・セミナーのご案内 

〈発行〉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 
ＵＲＬ http://www.gr.energia.co.jp/cpcenter/ 


