
 

 

 

2008年度中国地方経営品質賞表彰式開催 
受賞組織の報告スピーチ（概要） 

5月27日(水)広島市において中国地方経営品質賞

の表彰式を行いました。受賞企業の報告スピーチの

概要は以下のとおりです。 

Ⅰ．トヨタ部品岡山共販株式会社 
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（チャレンジ部門 敢闘賞） 

この会社の社長となって感じたことは、『ずっと以

前持っていた印象がそのまま残っている』『CSとい
う言葉すら会社の中になかった』『目の前の仕事を

淡々としてやっている』という３つの印象を持ちま

した。そこで、何とかしていかないとボディーブロ

ーがきいた内臓疾患のような形になってしまうと、

危機意識を感じました。 
この状況を変えていくという思いで 2005 年に岡山
へ来て、「E-DNAplan」を 7月にスタートさせまし
た。Eというのは Evolution=進化という意味で“進
化を岡山共販の遺伝子にしていこう”というスロー

ガンのもとに付けた名前です。この柱は、“お客様を

第一に考える”“一人一人が成長する”“チームワー

クで最大の力を発揮する”“公明正大な会社運営”の

４つの取組みです。この活動の中で、自主的な研修

プログラムの作成や目標設定などが行われるように

なり、社員満足にも繋がっています。 
Ⅱ．富士ゼロックス岡山株式会社 

       (チャレンジ部門 チャレンジ賞) 

2005 年 6 月に社長として就任しました。この年
の 10 月に販売会社と拠点が事業統合し、社名も変
更して再スタートする準備をした年です。経営品質

賞を優良企業の実現のためにチャレンジしてみよう

ということで、取組みを開始しました。 
最初の取組みは、ヒヤリングによる意見交換です。

４つのテーマによる意見聴取を、経営品質のカテゴ

リーに分けて整理しました。例えば「経営幹部のリ

ーダーシップ」では、『経営層はもっともっとお客様

に足を運んで欲しい、関わりを強くして欲しい』と

いうことが求められていました。これを素地として、

基本の勉強をスタートし、その後

ねてベクトルを一致させて、参画

ています。 
これらの活動を通じて、「顧客本

の声を集めて、個人の情報ではな

恵にしようという活動を展開して

経営品質を広めることで、地域の

ていきたいと考えています。 
Ⅲ．パナソニック株式会社 モータ

情報モータービジネスユニッ

(エクセレンス部門 エク

中国地方経営品質賞を受賞する

次の 3 点です。第一に、松下幸之
モータの需要は伸びる』と先見し

旅館のお手伝いさんから『若い人

てしまう。米子に工場を建ててほ

まれたことに対する“創業者の原

“お客様へのお役立ち”、第三に“

存在価値”。この 3 点を基本に整
客観的に評価を頂くということで

モーター社での経営品質の導入

アセッサーを育成し、アセスメン

そして、2005年に中国地方経営品
に申請し、チャレンジ賞を頂きま

回 2008 年に、エクセレンス賞に
いう経緯でございます。 
これまでの経営品質の取組みを

つの決意を表明します。①我々の

意義をこれからも徹底的に追求し

様から見て明らかに競争・競合他

提供していきます。③事業は人で

を最大限発揮する仕掛け・仕組み

したら従業員がやる気になっても

ことを真剣に考えていきます。 
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ＨＯＴ情報 

時代の潮流とリーダーシップ 
～新しい時代のリーダーシップ～ 

 

 6 月 12 日(金)広島市において、平成 21 年度 1 回

目となる時代の潮流とリーダーシップ講演会をシン

クタンク藤原事務所所長 藤原直哉氏をお招きして

開催しました。 

 
危機にこそ、発想が切り替えられる 
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昨日と同じことが続けられないとわかった時、人

は考えるようになる。だから、大きな混乱があると、

人はどうやって生きるかについて考えはじめる。 
人間は、やろうと思ったら農業でも、サービス業

でも何でもできる。しかし、それを自分の頭の中が

許さない。まず、こういう時代を乗り越えるために

は、自分を決めつけるのではなく、自分の能力を生

かす場所を探して育てるんだという発想に切り替え

ることが大事である。こういう危機を通して、発想

を切り替えさえすれば、物事はうまくいく。 
混乱期に重要なこと 
戦国時代、幕末、戦争末期を見てみると、体制転

換では信念をもって生きていかないと乗り切れない。

時代を乗り切ったことがわかるのは、後になってか

らである。とにかく、乱世の真っ最中は忙しくて駆

け抜けるしかない。そんな時は、守りのタイプの人

が前にいると何にもできないで崩れる。勢いがあり

攻めることができる人を前に立たせることが秘訣な

のである。 
誰と仕事をするかも大切である。信念の合わない

人とは仕事ができなくなる。だから、これからは、

企業も人も「私共は、こういう方針で仕事をしてい

ます」と自己主張できないと難しい。例えば、アル

バイトであっても、「私は、正社員をクビになり、ア

ルバイトを細々やっています」というのではなく、

「私は個人事業主なんです。本業があるのですが、

それだけでは生活できないので、アルバイトで補っ

ているんです。」といえば、自分にパワーが出てきて、

元気も湧いてくる。乱世では、泣き言を言っている

と仲間が去っていくのである。 
本物の情報とは 
乱世で、まず、必要なものは、本物の情報である。

本物というのは、又聞きの情報ではなく、現場の生

きた情報である。だから、自分の職場とか、仲間で

集える場をもっておくことが必要である。大企業の

トップは、綺麗に丸められた話がパソコンでさらに

整えられ、現場の話が抜け落ちた状態のものを聞い

ている。それは、本物の情報ではない。 
また、売り手の都合の良い商売用の話も必ず失敗

する。真実の話を喋れる人は勇気のある人であり、

素直な人である。こういう人と一緒にいるのが乱世

を一番元気に生きていけるのである。 
形とエネルギー 
『色即是空、空即是色』の「色」は形であり、「空」

は形の無いエネルギーの状態をいう。これは、形の

ある状態と無い状態が行ったりきたりすることを意

味する。形を重視して形だけを最後まで守ろうとす

ると全部のエネルギーが抜けていく。すると『色即

是〝空〟』ではなく『色即是〝無〟』になる。そし

て、これで全てがおしまいになる。例えば、企業で

は、あまりに会社（形）を守って、社員（中身）を

ないがしろにすると思いのある人や仕事のできる人

が辞めていき組織の魂がなくなる。その組織はもろ

く、すぐに崩れる。 
エネルギーのある組織とは 
この会社が生き残るかどうかを見るのは、その会

社にエネルギーがあるかどうかである。「こんなこと

をしていたら会社は潰れるぞ！どうするよ！」とい

う議論をしている会社はエネルギーがある会社であ

る。エネルギーの抜けた会社は、一切そんなことを

しない。問題があるのに、それを面（おもて）や口

に出さず、悶々としながら生きていく。そういう人

がリストラされるとどこにも再就職できず、恨みが

残る。だから、企業はエネルギーが抜けるようにし

たらダメなのである。新事業など新しいことをする

時には、『色即是空』で、まずは形より、エネルギー

を作ることが大切である。仲間がなんとなく集まる

感じをつくり、フリーディスカッションで結論が出

ない会議をしながら、話して聞く中で各々に化学反

応が起こり、メンバーがどこかでピンときはじめる。

そして、「やろう！」という話が出てくる。そのエネ

ルギーができた後に組織という形を作るのである。

決して順番を間違えてはいけない。 
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役員リレー寄稿 

中国生産性本部常任理事  

               杉 谷  雅 祥 氏 

                （山陰クボタ水道用材株式会社代表取締役社長） 

 
 

教育の再生について一言申し述べます。 

 最近の日本経済はご存知の通り、米国の金融危機には

じまり、今は大変な不況下にあります。米国のウォール

街発の金融資本主義と市場原理主義が生み出した経済

構造の破綻であると思います。 

 日本もこの数年、市場原理主義経済が導入され、小泉

体制によって推進された三位一体改革によって全国的

に大きな格差が生まれました。地方は、公共工事が半減

し、これに変わるべく新しい産業は生まれず、大変苦し

い経済状況が続いております。 

 これを解決するためには、市場原理主義を破棄し、資

本の論理だけで動かない新しいシステムを造り出すこ

とです。そして内需拡大と地方の再生を促進することで

あります。 

 今後の世界経済は、米国経済の低迷が続き、原油価格

も高騰してくると思います。さらに世界の人口増加によ

り食糧の不足が明らかになり、大きな変化が襲ってくる

ような予感がいたします。 

 ①脱石油によるエネルギー革命が起こる 

 ②低炭素革命によりＣＯ２の削減が求められ、あらゆ

る分野に変化が起こる 

 ③食糧の不足により各国の食料の争奪戦が始まる 

ｅｔｃ 

 日本に於いても、個別の問題を取り上げてみますと、

電気自動車が普及するのは想像よりも早いと思われま

す。又、電気自動車は従来の自動車と比較して、部品点

数も１／４になります。他産業からの参入が容易になり、

メーカーの数は相当に増えるだろうと云われておりま

す。 

 日本政府は食糧の自給率を４０％から５０％に引き

上げることを発表いたしております。しかし、老齢化し

た農村に於いて、旧来の生産方式では全く無理でありま

す。 

 今後に於いては、法人の参入を認め、植物工場を増や

すか、又、若い人が参入できるようなシステムを変える

必要があります。 

 政府の先導によるＣＯ２の削減と環境の破壊を阻止

する運動であります。例えば、これまで放置されていた

「山」の再生であり、休耕田の再生であります。 

 これらを勘案いたしますと、これから起こる大きな変

化は、第三次産業革命と言っても過言ではありません。 

 英国発の第一次産業革命。日本は明治・大正・昭和に

於いて重化学工業が発展いたしました。第二次産業革命

は、インターネットの発明による通信革命であります。 

そしてこれから第三次産業革命に突入するわけであり

ます。 

 この変化を乗り越えるためには、新しい発想が求めら

れます。「脱常識」「超常識」という考え方であります。 

これを実行できるのは「若い頭脳」だけです。 

 今、日本の教育現場の荒廃が指摘されております。日

本の将来を考えますと、教育を抜本的に改革して、子供

達が将来に希望の持てるようなシステム造りが求めら

れます。例えば、英才教育も出来る、敗者復活も出来る

システムです。子供には早く花開く人、相当年齢が経っ

てから才能を発揮する人、とさまざまであります。一律

に平等なシステムでは新しいものを生み出す人間は生

まれません。 

 教育の改革は、政治家の使命であります。今日、政治

は大変混乱しておりますが、「志」のある政治家の出現

を期待しております。

◇◇◇◆◆◇◇◇◆◆◇◇◇◆◆◇◇◇◆◆◇◇◇◆◆◇◇◇◆◆◇◇◇◆◆◇◇◇◆◆◇◇◇◆◆◇◇◇◆◆◇

 

 

 

 

 

6 月 3 日(水)、経営品質の自主的勉強会である「備

後経営品質研究会」が、2 回目の例会を開催されまし

た。同研究会では経営品質を基本から勉強することを

目的に、2 ヶ月に 1 回程度の開催を目安に“安倍泰生

氏”を講師に招いて取り組みを展開しています。 

第2回例会では、「組織価値観を共有する」と題して、

自社の“ありたい姿（理想的な姿）”についてのグルー

プ討議も含めて、経営品質向上プログラムが目指すも

のについて分かり易く解説されました。また、「自社が

何故お客様から選ばれているのか」ということを考え

ることを促し、自然な形で経営品質的に顧客認識をす

る試みも行われていました。 

「第2回 備後経営品質研究会」開催

～組織価値観を共有する～ 

 経営品質という言葉はあまり使わず、初めての参加

者にも分かり易く既に取り組まれている参加者にも有

益な研究会でした。 

 次回の第3回例会は、8月4日(火)に開催予定です。

備後地区でご関心のある方は、ひとまず中国経営品質

協議会事務局へお問い合わせください。 
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人事考課セミナー 

～管理者のための考課者養成セミナー～ 

 目標管理、人事考課の基本から面接に至まで、部下

との信頼を築き、成長へとつなげる具体的な実践ポイ

ントを公開します。 
日 時：８月２６日(水)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：エスコンサルティング 代表 山本 信夫 氏 

内 容： 

１．現場の管理職の最大の悩みは「人事考課の納得

性向上と「部下育成」にあり！ 

 ２．「日本型成果主義」時代の人事考課の特徴を理解

せよ！ 

 ３．考課者が守るべきルールと基本的知識の再確認 

 ４．ビデオケースを使って考課の練習 

 ５．人事考課の実践で発生する「悩み」への対処法 

 ６．考課者には「面接･コーチング能力」は必須！ 

 ７．部下から信頼される「考課者」となるために！ 

 

感動の三部作（第２回） 

～100年続いた経営、管理、利益の常識が今、変わる～ 

100 年に一度の大不況といわれている今、人が自分
らしく能力を発揮する組織は、不況に左右されず、今

もなお、過去最高の利益を上げています。マスコミで

は流れない、経営の真実を語ります。 

日 時：９月１日(火)１４：００～１７：００ 

場 所：広島国際会議場(広島市中区中島町1-5) 

会員参加料：8,500円 

講 師：株式会社能力開発センター 

代表取締役 田中 典生 氏 

内 容： 

 ・日本企業が常識すぎて気づかずに続けている誤り 

 ・常識①「売上－経費＝利益」の落とし穴 

 ・常識②「管理」の落とし穴 

 ・お客様が戻り、社員が心を開く組織づくり 

 ・新しい時代の人間力、組織力、経営力 

 ・この不況が何を教えてくれているのか？ 

 ・本物だけが生き残る時代。それでは、本物とは、

何をしているのか？ 

 

決算書セミナー 

～決算書を読みこなして仕事に生かす～ 
 決算書は、企業経営にとって、欠かすことのできな

いものです。ご自身の会社、関係会社、取引先の現状

を把握することができるように実習をしていただきな

がら、基本から解説いたします。 

「経営革新」講演会・セミナーのご案内 

日 時：９月３日(木)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：税理士・米国税理士・ＣＦＰ® 

    経営コンサルタント   高下 淳子 氏 

内 容：  

１．簡単！決算書の読み方のコツ 

２．貸借対照表をわかりやすく解説 

３．貸借対照表から企業の安全性を読み解く 

４．損益計算書をわかりやすく解説 

５．損益計算書から企業の儲ける力を読み解く 

６．損益分岐点分析を理解し採算を考える 

７．会社の生産性の高さを見極める方法 

８．資金ショートさせないためのキャッシュフロー

管理の仕方 

 

問題発見・問題解決セミナー 

～仕事を変革する問題発見・解決セミナー～ 
 職場の問題を主体的に発見し、解決していくために

必要となるロジカルシンキングの手法を理解し、改善

力・問題解決力の基礎を身につけていただきます。 

日 時：９月１５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：ビジネス ディベロップ サポート 代表 

    パンションクリエイター  大軽 俊史 氏 

内 容： 

 １．今、なぜ問題解決力が必要とされているのか？ 

 ２．若手・中堅社員に求められる問題解決力とは？ 

 ３．ロジカルな問題発見＆問題解決 

 ４．問題解決手法パート①ロジックツリー 

 ５．問題解決手法パート②ピラミッドストラクチャー 

 ６．問題解決手法パート③因果の構造化 

 ７．良い会社にするための本質的問題点と解決策 

 ８．私は明日からこう変わる！ 

 
〈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/ 


