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広島地区経営品質研究会 記念講演会を開催 

～ＣＳとＥＳの向上で成果を変える～ 

 

 

経営品質の自主的勉強会として「広島地区経営品

質研究会」が発足しました。研究会の最初の行事と

して～ＣＳとＥＳの向上で成果を変える～と題した

記念講演会を、11 月 12 日（木）に広島市において

約 70 名の参加により、経営品質協議会 コミュニケ

ーションセンター センター長 田村均氏に講演いた

だきました。 
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１．講演概要 

日本経営品質賞の審査基準である「アセスメント

基準」の枠組みを活用して自らを振り返り、課題を

発見し、革新活動に結びつけるための「セルフアセ

スメント」を、事例紹介も含めながら、以下の項目

について具体的で分かり易い解説をされました。 
①経営品質の基本理念と重視する考え方、②部分

最適と全体最適、③組織プロフィールの基本構造、

④経営における次元と分類、⑤組織の理想を理解し

現状を分析する、⑥革新テーマの背景を読み解く、

⑦話し合いの枠組みをつくる。 

参考：田村氏の著書『健全な組織は価値観の経営を

目指す』（生産性出版） 

若干の相違はありますが、次のホームページで田村

氏の DVD(58 分)をご覧いただくこともできます。

http://www.ricoh.co.jp/mpmeister/sample/ 

 

２．広島地区経営品質研究会の発足について 

５名の世話人が中心に今年の6月25日以降、7回

に亘る設立準備連絡会議を重ねて、このたび活動を

スタートさせる運びとなりました。今後の活動予定

は以下のとおりです。 

○12 月 2 日（水）に広島市において、「富士ゼロッ

クス岡山における経営品質向上活動について」と題

し、富士ゼロックス岡山株式会社 代表取締役社長 

大段和廣氏を講師に迎え講演会を開

○来年以降は世話人を中心に、月 1

開催予定です。 

 

３．その他の地域自主勉強会の紹介

①島根経営品質研究会 

2003～2006年度までの「島根県経

の活動を深化させ、2007年 11月

経営品質研究会」として活動を継

キングや企業トップのロングラン

ど、多様な取り組みをしている。

②岡山地区経営品質研究会 

 2007年 9月14日のキックオフ講

員・組織づくり」のツボをおさえ

活動をスタート。組織プロフール

タディの活用などで、地道な取り

いる。 

③備後経営品質研究会 

 2009 年 4月 4日の第1回セミナー

1 回のペースで関西地区の専門家

ズセミナーを開催している。興味

者には、中国経営品質協議会への

ただいている。 
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ＨＯＴ情報 

経営幹部の使命と実務 

～幹部に必要な「経営力」「仕事力」「人間力」について考える～ 
              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 
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 １１月１１日(水)に、広島市において、経営幹部

養成講座を開催しました。講師をしていただきまし

た小笠原士郎氏に寄稿いただきました。 

 

みなさんこんにちは、去る１１月１１日にセミナ

ーをさせていただいた経営コンサルタントの小笠原

です。私は、元々会計事務所をしております。お客

様のお会社が成長・発展していただかなければ、会

計事務所も存続できません。ですからお客様の経営

の問題はとりもなおさず、私たちの問題であるわけ

です。そういう観点から私はかねてお客様の経営計

画をいっしょに作ってまいりました。しかしせっか

く経営計画を作っても、ほとんど実行されません。 
そこで次にお客様の会社に入りこんでいっしょに

実行管理をしていくようになりました。会議に出た

り、個別の改善に参画したりしてです。しかし会議

でチェックすると、ほとんど「できていません」と

いう答えが返ってきます。これはダメだと思い、い

かにして幹部の方々が大事な経営の課題に取り組め

るようになるのかということを突き詰めていきまし

た。そして、マネジメントスキルを磨いていかなけ

ればならないという結論に達したのです。そしてこ

れが経営幹部の人材育成の重要な中身になることに

気がつきました。従って現在は、幹部の人材育成と

いうことを強く意識して、経営のサポートをさせて

いただいております。 
 経営の成果は、もちろん何に取り組むかというこ

とが大きな課題ですが、負けず劣らず大事なことは、

その進め方です。わたしはコンテンツとプロセスと

申しておりますす。コンテンツはどなたもよく考え

ておられるわけですが、プロセスつまり推進方法、

マネジメント、コミュニケーションといったことは、

ほとんど顧みられておりません。しかし、私が経験

的に実感することは、コンテンツのふり返りと共に

プロセスのふり返りによる深化発展により、経営は

長期的に大きな成長をなしとげるということです。 
アメリカの経営思想家、クリス・アージリスは、

そうした集団学習を「ダブル

ループ学習」と名付けていま

す。 
 大企業にせよ中小企業に

せよ、こうしたプロセス管理

の教育訓練はほとんどされ

ていないという感じがします。そこで私は自分なり

にマネジメントスキルを特定し、これを実践してい

ける力を経営者・後継者・管理者に身につけてもら

うためのプログラムを体系だてて、実践しておりま

す。私が特定しているマネジメントスキルとは 
・仕事力・・・専門知識、論理思考、創造思考 
・人間力・・・コーチング、ファシリテーション、

部下指導リーダーシップ 
・経営力・・・数字力、経営計画、時間管理 
・ものの見方・考え方 
です。どれも大事なスキルですので、体系的には１

年程度の時間をかけて、管理者が自部門で目標管理

を確実に実践に落とし込んでもらうことを宿題とし

て、月１回の集合教育を行なっています。それも狭

い自社内での取り組みではなく、他社の人たちと交

流して学んでいくことにより、研修の効果を何倍に

もあげていくようにしているのです。 
 辛口の経営思想家、ヘンリー・ミンツバーグはそ

の著書「ＭＢＡが会社を潰す」の中で喝破したよう

に、マネジメント教育がその効果を発揮するのは、

実務を知らない学生にではなく、現場の管理体験の

中で、本当に悩んでいる現役のマネジャーを対象と

した場合なのです。 
放っておくと日常業務に忙殺される経営幹部に求

められるのは、「成果のあがる課題に専心すること」

です。そのためには、何が重要な問題かを思考する

論理思考力、そして重要なことにしっかり時間を割

ける時間管理力です。みなさんもぜひこうしたマネ

ジメントスキルの重要性を理解いただき、組織的・

体系的にマネジメント教育を推進されることをお奨

めします。 
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役員リレー寄稿 

中国生産性本部副会長  

                 越 宗 孝 昌 氏 
                （株式会社山陽新聞社 代表取締役社長） 
 
 
「民主党のマニフェストにないものは次のどれ

でしょう」先日、テレビのクイズ番組を何気なくな

がめていたら、こんな質問が出されていました。 
10 個くらいの中から選ぶ設問でしたが、社会問題
には自信がありそうに見えた回答者もあえなく不

正解。答えは「道州制」でした。 
その道州制は、政府の地方制度調査会が 2006年

2月、地方分権の確立のために導入が必要だと首相
に答申してから、一気に議論が本格化。全国を 9、
11、13 のブロックに分ける枠組み案も発表されて
います。07 年には、導入に向けた意義付けや工程
を煮詰める政府の「道州制ビジョン懇談会」も発足

し、おおむね十年後の導入を目指すはずでした。 
私が代表幹事を務める岡山経済同友会でも、ここ

数年、「なぜ道州制が必要なのか」「道州制で何が変

わるのか」を真剣に議論してきました。地方の経済

界にとっても大きな影響を与える問題だからです。 
中四国州、中国州といった枠組み議論が先行した

うえに、平成の大合併の後始末に追われる市町村長

さんの中には、「できるわけがない」と冷めた見方

の人も多く、簡単に実現すると信じていた会員は少

なかったでしょう。 
ただ、市町村合併が進み、岡山県では、平成の大

合併以前の 78市町村から、現在は 27市町村に。広
島県は 86市町村から 23市町になっています。規模

を拡大し、財政や人材の面で力をつけてきた市町村

に対し、県の役割が不明確になったという指摘があ

ります。中央支配から自立し、外交、防衛などを除

くほとんどの行政施策を地方が担うためには、道州

制が必要だという声が根強いのも、また事実です。 
今夏の総選挙で政権を握った民主党は、クイズで

もあったように「道州制」をマニフェストに盛り込

んではいません。新政権は、道州制議論には踏み込

まず、中央省庁の出先機関の廃止などを通じた「地

域主権の確立」に向けた議論を急ぐ構えで、首相直

属の地域主権戦略会議の創設も打ち出しています。 
分権が進まず、中央政府の巨大な出先機関のよう

な道州ができたのでは意味がありませんが、民主党

が掲げる「地域主権」が意味するものがまだ見えて

こないのも確かです。民主党政権には、目指してい

る地方分権の姿、道州制に対する考え方を一日も早

く示していただきたいものです。中央集権、東京一

極集中の進展に反比例するように疲弊し続けてき

た地方をよみがえらせることこそ、われわれ地方に

住むものが政権交代の意義を実感できる最大のテ

ーマだと思うからです。 
地域主権の確立。「民主党のマニフェストで実現

したことはどれでしょう」との質問に、こんな答え

が用意されているクイズ番組が見たいものです。 
 

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

 

 

 

 

 

 この不況を乗り越えるヒントが満載の講演会を、お

客様のご要望にお応えしてＤＶＤにいたしました。こ

のＤＶＤは、顧客満足・社員満足を追求している企業

から、大変ご好評をいただいております。時代の転換

期に、今、経営の軸をどこに置き、何を大切にしなけ

ればいけないのかをわかりやすく説き迷いを払拭し前

に進む勇気を与えてくれます。 
【ＤＶＤの内容】 
・３８％売上が伸びた理由 ・１００年先の出来事 
・「売上－経費＝利益」は常識？ 
・「お客様」の定義 ・内面から輝く人になる方法 

・「利益」の定義 
・情緒価値  
・４００年にわたる話 
・幸せな職場づくり 
・利益を上げるビジネ 
 スモデル  他 
 
価 格：１０，５００円             

（消費税・送料込） 

感動の三部作（平成２１年度第２回） 
ついにＤＶＤ化！！！！  

１００年続いた経営や管理や利益の常識が、今、変わる

～「売上－経営＝利益」の重大な落とし穴～ 

お問合せ・申込先：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 4Ｆ 
       TEL082-242-7972 FAX082-242-7973 
http://www.gr.energia.co.jp/cpcenter/
ＤＶＤをご購入の方はお電話、ファックス、ＨＰのい

ずれかの方法で、送付先をご連絡ください。商品と請

求書をお送りさせていただきます。 

http://www.gr.energia.co.jp/cpcenter/
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経営品質実践セミナー第3回 

～サービス産業生産性向上特別セミナー～ 

顧客及び従業員双方の満足度アップで生産性向上の実現を！ 

「効率化といった生産性向上と顧客満足度は背反す

るのではないか・・・」「高い顧客価値を実現するため

には、新しいサービスを創造し続ける必要があるが、

どうすれば・・・」このような問題点を克服するうえ

で、今、製造業の「カイゼン」ノウハウや工学的・科

学的手法をサービス業の現場に採り入れる試みのほか、

「経営品質向上活動」の展開といった取り組み等が行

われています。本セミナーでは、創意工夫に満ちた優

れたサービスを提供している企業・組織の実例などを

通じて、顧客満足度・従業員満足度の向上に向けたポ

イントを紹介いたします。 

日 時：１月１４日(木)１５：００～１７：００ 

場  所：ひろしまハイビル２１(広島市中区銀山町3-1) 

会員参加料：無料 

講 師：福井県民生活協同組合  

理事長 藤川 武夫氏 

内 容： 

 「組織のダイナミズムをどう高めたか」 

福井県民生活協同組合の「経営品質向上活動」へ

の取り組みを通じて、職員・組合員とのコミュニ

ケーションを大切にする組織風土づくりや組合員

(顧客)満足度を高めるための活動のポイント等に

ついて、わかりやすく解説していただきます。 

 

 

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５日(金)１３：３０～１７：００ 

場  所： ＲＣＣ文化センター 

（広島市中区橋本町5－11） 

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 
 

 

適性能力総合診断テスト   

～適材適所を実現する人事のために～ 

適性な配置というものが人材を生かしていくうえで

重要であり、この適性配置を実現することによって仕

事が楽しくなります。 
当本部が行うこの診断テストは、適性能力を客観的

に把握することができます。新入社員の採用や、社内

の異動の参考資料として２億４千万通りのデータが人

事担当者の期待に大いにお応えできることと思います。 
 
●診断内容 
【基礎的能力テスト】 
  ・言語的能力 ・論理的判断 ・推理的判断 
  ・計数的能力 ・図形的認識 
【性格適性診断】 
  ・性格特性分析 ・適性職務分析 
●テスト標準制限時間 ５０分 
●診断料金（お一人様の会員価格・税込） 
   １～ ３０名のお申込み  3,360円 

  ３１～１００名のお申込み  2,940円 

 １０１～２００名のお申込み  2,520円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
〈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/ 


