
 

 

 

 

 

２００９年度経営品質協議会 人材育成のプログラム 

～経営革新の基礎コース～ 

 

 

 中国経営品質協議会では、経営改革の推進者を養

成するため人材育成のプログラム【「経営革新の基礎

コース」「経営評価の基礎コース」「セルフアセスメ

ントコース」】を計画しており、第1段階の「経営革

新の基礎コース」を９月８日（火）に開催しました。 
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 このプログラムでは、経営(組織)革新は、「自己変
革×認識変革」と考えています。 
「自己変革」は、業務常識や慣習から抜け出し、独

自の発想をしようとすることです。 
「認識変革」は、常に日々の業務をルーティンとし

て繰り返す常態をそのまま管理することから脱して、

変革と組織能力づくりを日々思考することで、「自分

を変えることを通じて、組織を変えていく」が重要

となります。 
まず、経営品質で健全な変革を実現するために、

経営改革推進者ご自身の意識から変革を始めること

を重視しています。外から人を変えようとする命令

や強制ではなく、個人の内なる意識から始まる変革

です。 
変革には５つの層があります。それは①意識を変

える ②思考を変える ③対話を変える ④行動を

変える ⑤成果を変える です。 
①意識と②思考は個人のレベルです。しかし、②

思考が変わると③対話の仕方が変わります。ここか

ら集団や組織の変革になります。そして④実際の経

営の行動が変わってきます。そして、⑤経営の成果

を変えていきます。 
特に、「経営革新の基礎コース」で

変えるための気づきに重点を置いて

とはただ単に頭の中で理解している

り、既存する情報・知識また、新た

識を納得感をもって理解することで

づき」を得た場合には、「なるほど」

という思いとなるため、その人の行

をもたらす起爆剤となります。  
自分自身の分析、人と一緒にやっ

協力的・建設的なタイプなのか、他

をいだき支配・従属の関係を持ちた

か、自分から物事をリードできずい

プなのか、他人の心を素直に受け入

プなのか？ 
そして、なぜ、そのようなタイプ

考え、他人と共生し、協力的で建設

るには、自分の長所、得意なところ

ろを意識し、自分自身で変容するよ

ことの重要性に気づきます。そのこ

場での人との係わり合い方に変化を

 受講者の皆さまには、研修にご参

経営革新についての理解と洞察を深

ともに、自らが変革者としての自覚

いただけるものと期待申しあげます
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ＨＯＴ情報 

感動の三部作第 2回 

～１００年続いた経営や管理や利益の常識が今、変わる～ 

 

  ９月１日(火)広島市において、平成２１年度「感

動の三部作」第２回講演会を 株式会社脳力開発セン

ター代表取締役 田中典生氏をお招きして開催しま

した。 
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お客様との絆づくりの必要性 

１世帯あたり所得は、１０年前と比べて約１００万円減

少している。また、今後１０年以内には、団塊の世代の３

割が無給となり、７割の所得が半減することにより、１０％

の消費減が見込まれている。そのため従来にも増して、

お客様との絆を作っていく必要がある。 

売上最大化、経費最小化により、短期的には利益は

上がるが、お客様の意向を無視していると、お客様が離

れていってしまうことにもなりかねない。会社の存続を可

能にするのはお客様だけ、という当たり前のことを忘れ

ている人が沢山いるのではないか。また、効率化とは、

最小の努力で最大の効果を上げるということであるが、

手抜きということにも繋がりかねない。お客様との絆を作

ることよりも、効率や規模や利益を優先した結果、お客

様から目が離れてしまう。お金を喜んで払い続けてくれ

るお客様の満足と働く仲間の満足があれば、利益は後

からついてくる。 

お客様との絆を深く結び、お客様を喜ばせることので

きるのは現場の社員である。役割はそれぞれ違うものの、

お客様を喜ばせることといった目的は一致しているので、

協力できるはず。良い会社の社員は、内面から輝いて

いる。それは自分で考えて人を喜ばせた経験を沢山積

んでいるからである。 

 

新しいマネジメント「マネジメント２．０」 

従来のマネジメントは、お金のために苦しくて辛くて

嫌なことをやるといった「マネジメント１．０」であり、人の

能力が１０％～２０％しか使われていない。人は、時間

や寝食、我を忘れるくらい無我夢中になったとき、非常

な力を発揮する。これからは、社員が最高の能力を発

揮できる「マネジメント２．０」がキーワードになる。今の１

０倍の能力を発揮できれば、会社が黒字になるのは簡

単である。「マネジメント２．０」では、目に見えないものが

大切になってくる。目に見えるもので勝負する限りは、

真似をされ追いつかれる。優しさ、思いやり、社風といっ

た、目に見えず真似のできないところで、いかにお客様

に選んでもらうかということである。 

自動車業界全体の販売が伸び悩む中、ネッツトヨタ

南国は販売を伸ばしている。同社には、売上のノルマは

ない。買うか買わないかは、お客様が決めることであり、

社員が決めることは出来ないからである。また、「多数決

をせず皆が納得するまで話し合う」「同業の真似をしな

い」「プロに頼らない」「失敗をとがめない」「できない理

由を考えない」「教えない」など、“自ら考え行動する”こ

とを徹底している。 

リッツ・カールトンは社員に経営理念を徹底して浸透

させており、社員が自ら考えるための道具としてクレドを

持たせている。真似をしている会社は沢山あるが、うまく

いっている会社はほとんどない。それは、理念に基づき

考えずに、上司の指示命令、マニュアル、ルールにより

動いているからである。マニュアル等は過去の体験によ

っているため、変化が激しい時代において、未来に対

応することはできない。また、お客様を驚かせ、喜ばせ、

特別な思い出を作ってもらう事が仕事、と定義している

ので、常に新しいことを考える必要があり、それにより社

員は成長する。もちろん、全部がうまくいくはずはないが、

失敗を恐れず、絶え間なく新しいことへの挑戦を続けて

いる。 

 

どうしたら幸せな職場になるのか 

「貢献する」「成長する」「仲間同士が協力する」といっ

たことがキーワードである。貢献するためには、お客様

の役にたっている、お客様から“ありがとう”といわれる職

場である必要がある。成長するためには、分からない事、

受け入れ難い事、不都合な事を受け入れ、自分の器を

広げる必要がある。また、協力するためには、仲間に関

心をもち、良いところを探し、仲間が喜ぶことをする必要

がある。そうすれば、相手も自分の喜ぶことをしてくれる。

身近にいる人を喜ばせることができないのに、お客様を

喜ばせることはできない。 

リーダーの仕事は社員の未来を明るくすることである。

今どんなに素晴らしくても、未来が暗ければ、人間は生

きていけない、私たちの未来は明るいということを分から

せてあげることである。 

 
感動三部作 第２回の内容を収録したＤＶＤを制作
しました!! 
ご希望の方は中国生産性本部まで、ご連絡ください。
価  格 10,500円(消費税込み) 
収録時間 2時間 48分
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役員リレー寄稿 

中国生産性本部常任理事  

             米 原 正 明 氏 

                   （株式会社鳥取大丸 取締役社長） 
 
 

地方は保守的であると言われます。必ずしも政治

的ということではなく、生活する上で大きな変革を

望まないという意味で。 
 典型的な地方である鳥取の実態はどうでしょう

か。 
 地元で小売業に携わっている者として感じるの

は、意外にも鳥取県人は「新しい物好き」というこ

とであります。次々に新しい企画を提案していかな

いとお客様にすぐに飽きられてしまいます。 
ただ、それは生活の根幹に関わるような問題では

なく、普段は保守的だからこそ、生活へのちょっと

した刺激を欲していて、そのちょっとした刺激で満

足しているということなのかもしれません。 
 鳥取県の特徴として「軽自動車の普及率が高い」

ことと「カレールーの消費量が多い」ことが挙げら

れます。そして、その主な理由は「共働きが多い」

からと言われます。 
 共働きが多いということは、人々は社会との接点

が多く、入手する情報も多いということです。 

但しこれまでは他地域との交流が必ずしも活発

ではなく、フェイス・ツー・フエイスの情報として

は狭い社会での情報が中心だったかもしれません。

今後は鳥取でも高速道路整備による国内他地域と

の交流に加え、海外との交流も更に活発になってい

き、生活行動も変化していくでしょう。 
 政権も交代し、財政も厳しい中、国の地方政策は

どうなるのか、不安です。それとともに、地方は自

分達でどのように変わっていくべきなのか、悩むと

ころです。 
 自然が豊かな八頭郡智頭町では「みどりの風ふく、

疎開のまち」を謳っています。都会での生活はもは

や「戦禍」に近く、人間らしい生活を送れる場所と

して、都会で疲れた人の受け皿になろうとしていま

す。 
 何かを守ることで何かを生み出すことができる

かもしれない。変革の時代に戸惑い、流されるだけ

でなく、時代を読み、どう生き抜いていくかが問わ

れているのでしょう。 
◇◇◇◆◆◇◇◇◆◆◇◇◇◆◆◇◇◇◆◆◇◇◇◆◆◇◇◇◆◆◇◇◇◆◆◇◇◇◆◆◇◇◇◆◆◇◇◇◆◆◇ 

 

 

 

 

 

 
 
 ９月１５日に、ビジネス ディベロップ サポート 

代表 大軽 俊史氏をお招きし、「問題発見・解決セミ

ナー」を開催しました。 

 

大軽講師は、事業戦略・戦略構築支援コンサルティ

ングで大きな成果を上げた実績を持つ、今、注目され

ている若手コンサルタントです。ご自身が、大掛りな

戦略を構築する際に活用してきたロジカルシンキング

の必須の手法を、実務に生かせるようわかりやすく解

説し、参加者の皆様に体験していただきました。ここ

では、特に印象に残った３点をご紹介します。 

１．話し合いのコツは、広げてから絞り込む 
 意見が出るたびに、いちいち「いい・悪い」と立ち

止まって話し合うのではなく、ブレーンストーミング

で自由に発言することを認め、とにかく意見の質より

も量を重視して、たくさんの考えを出し、後から、絞

り込むことをお薦めします。最初から効率よく進めよ

うとすれば、安易で表面的な発想ばかりになってしま

い、核心を突く考えが出てこないものです。 
２．論点を明確に定める 
 論点やテーマのことを「イシュー」と言います。そ

もそも、何について話すのかを明確にしないと、考え

や話し合いの視点がズレていきます。絶えず、論点を

意識し、そこを軸にしながら、理論を構築することは、

当たり前のことと思われがちですが、実際には、論点

があいまいなまま話し合いをしているケースもよくあ

ります。 

仕事を変革する問題発見・解決セミナー

～問題を生み出す「本質的な原因」を発見し、

解決しよう！～

３．モレなく、抜けなく 
 ロジカルシンキングの完成度を高める際に役立つの

は、「ＭＥＣＥ」という考え方が重要です。「ＭＥＣＥ」

とは、「ダブりなく、モレなく」という意味です。理論

に重要な見落とし（モレ）がないか、あるいは、同じ

ことを重複（ダブり）していないかをチェックするこ

とです。ここが完璧にできていると、他者から批判さ

れる要素が無くなります。 
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管理者セミナー 

～部下がメキメキ育つ誉め方・叱り方～ 
 ユーモアをたっぷり織り交ぜた楽しい雰囲気の中で、

管理者の役割の本質を明確に語ります。部下と接する

ときのノウハウの中で、「なるほど」と納得する方法を

厳選して紹介します。それは、決して難しいことでは

なく、その効果を知れば誰もが実践してみたくなる内

容ばかりです。 

日 時：１０月２１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：アクティブ経営研究所 所長 

    経営コンサルタント   鑄方 貞了 氏 

内 容：  

１．部下の本音は、こんなところにある 

２．上司の意識が変われば部下も変わる 

３．自分から積極的に動く部下を育てる秘訣！ 

４．ここを押さえれば大丈夫！上手な部下の叱り方 

５．正しく褒められた部下は大きく育つ 

６．問題社員の指導の仕方とポイント 

７．「あの人の部下になりたい」と言われる上司 

感動の三部作（視察会） 

～48期増収増益の企業が大切にしている価値～ 

素晴らしい企業のビデオをみたり、本を読むことは

大切です。しかし、もっと大切なのは、実際にその企

業の雰囲気を肌で感じることだと思います。ただ、目

に見えるところだけ視察するのではなく、目に見えな

い極意を経営者や現場の社員の姿から感じていただく

ために開催します。 

日 時：１０月２３日(金)１０：００～１５：３０ 

場 所：伊那食品工業株式会社(長野県伊那市) 

会員参加料：20,000円 

内 容： 

講演 

 「いい会社をつくりましょう」 

  ～遠きをはかり、堅実に成長する『年輪経営』～ 

       伊那食品工業株式会社  

代表取締役会長 塚越  寛氏 

社内見学 

 本社・研究室・工場・お客様に開放している施設 

 

 

 

 

 

経営幹部養成講座 

～幹部の使命と実務～ 
 企業を存続・成長させるためには、経営者を力強く

支える幹部の存在が不可欠です。そして、全社を導く

ためには、経営ビジョンをなし遂げる信念と、計画実

行力、苦境に動じない腹を作って冷静は判断をするこ

とが求められます。本セミナーでは、表面的なスキル

ではなく、「経営力」「仕事力」「人間力」という人

の重要な深い部分に迫ってまいります。 

日 時：１１月１１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：株式会社経営エンジン研究所 代表 

    小笠原／河原事務所 

代表税理士 小笠原 士郎 氏 

内 容： 

 １．不況に動じず、企業の中枢となる経営幹部の姿 

 ２．全社の判断軸となる経営理念を復興する 

 ３．経営の意思は、経営計画で表現し貫徹する 

 ４．幹部が経営ビジョンを成し遂げるための７つの技  

 ５．自分の人生から、経営幹部の役割を紐解く 

 

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：１２月４日(金)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 

 

 

「経営革新」講演会・セミナーのご案内 

感動三部作第２回（９月 1日）内容を収録したＤＶＤ
を制作しました。 
ご希望の方は中国生産性本部まで、ご連絡ください。
価  格 10,500円(消費税込み) 
収録時間 2時間 48分 

〈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/ 


