
 

 

 

 

 

「２００９年度中国地方経営品質賞」表彰組織決定 

～チャレンジ部門に３社～ 

         
 
｢中国地方経営品質賞委員会｣を開催し、｢２００９

年度中国地方経営品質賞｣の表彰組織を決定いたし

ました。 
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中国地方経営品質賞は、２００４年に創設され今

年で６年目を迎えております。日本経営品質賞への

ステップとして経営品質の向上を期待するチャレン

ジ部門と卓越した経営と認めるエクセレンス部門で

構成しております。 
２００９年度の中国地方経営品質賞については、

本年４月８日(木)に「中国地方経営品質賞委員会」を
開催し、厳正な審議の結果、３社の受賞組織を決定

しました。 
受賞組織は、チャレンジ部門では、「チャレンジ賞」

をフェライト系磁石コンパウンド製造などの株式会

社メイト（岡山県和気郡和気町）、「敢闘賞」を新車・

中古車販売・修理・点検等のネッツトヨタ山陽株式

会社（岡山県岡山市）とした他、総合建築業の平和

建設株式会社（広島県福山市）も今回特別に受賞と

なりました。なお、エクセレンス部門の受賞につい

ては、今回該当はありませんでした。 
各申請組織の受賞理由は、「チャレンジ賞」受賞の

株式会社メイトについては、フェライト系及び希土

類系コンパウンド製品を品質ならびに量ともに安定

して提供する生産体制が構築できていること。顧客

に対するトップを始め技術者による階層別の密着対

応による固有ニーズの把握。緑化推

文庫等の地域に密着した活動へ取組

「敢闘賞」受賞のネッツトヨタ山陽

ては、幹部・従業員間の頻繁な社内

ア、店舗スタッフ等とお客様との対

力と情報収集・分析によるショール

客階層ごとのきめ細かなソリューシ

し、その成果が系列店の顧客満足度

となっていること。戦略策定への店

幹部の店舗訪問などによる店舗力向

な取り組みをしていること。特別に

設株式会社は、経営革新への取り組

島経営品質実践研究会」（備後地区・

に中心的に携られていること等が評

平成２

 
■中国地方経営品質賞の表彰式につ

○日 時：平成22年6月7日（月

○場 所：ホテルセンチュリー21広

（広島市南区的場町

表彰式では、受賞組織によるスピ

（坂本 崇氏 日本経営品質賞審査

品質協議会認定経営品質アドバイザ

おります。ご出席くださいますよう

す。（表彰式は、参加会費無料。た

ィー出席者は、会費2,000円の有料

ただきます。） 
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ＨＯＴ情報 

平成２２年度新入社員研修会 
～共感とチャレンジ！学生から社会人へのパラダイム転換～ 

 

４月５日(月)～７日(水)の２泊３日、広島県江田

島市において、平成２２年度新入社員研修会を開催

しました。要旨をご紹介します。 

 
１．学生から社会人への第一歩 
１１企業から参集した７５名の新入社員により、

平成２２年度新入社員研修会の開講式を４月５日に

開催しました。最初は、見知らぬ人達との共同生活

を伴うなど、通常の新入社員研修会とは趣が異なる

ため、会場全体が緊張感で包まれていました。 
オリエンテーションでは、「この研修中は全力を尽

くしてチャレンジしたことがたとえ失敗に終わって

も良い。大切なことは、失敗をして気づいたことを

職場で活かすことである。」と説明し、研修の目的や

集団生活でのルールについて解説をしました。 

２．新社会人に望むこと 
研修会の最初の講師である㈱ウーブル・ロールモ

デル研究所 十倉純子代表取締役社長より、「職場に

抱かれて、自分の未来を自分で作る為には」と題し

て社会人としての心構えについてご講演いただきま

した。特に、〝ビジネスマンに必要な能力〟と〝職

場における人間関係の重要性〟に視点を置き、信頼

される社員となるためのポイントを実例をもとにわ

かりやすく解説していただきました。 
続いて、ビジネスマナーの必要性について、判り

やすく講義していただいた後、挨拶、電話の受け方、

名刺の扱い方の基本について実習を交えながら解説

をしていただき、その後、グループに分かれて、イ

ンストラクターの指導に従いロールプレイングを行

いました。受講生は徐々に大きな声で挨拶をし、電

話応対や名刺交換を一人一人が真剣にチャレンジし

ました。 

 
３．力を集結させ新たな知恵を生む 
「社会性を育成する実際体験」では、コミュニケ

ーション・協調性・リーダーシップ等の重要性を体

得するために実習を行いました。 

 

２日目は、海に出てカッター研修を行いました。

最初は、なかなか思うように前に進まず、中には、

漕ぐタイミングをはずしてしまいオールに体がもっ

ていかれる受講者もいました。しかし、コツをつか

んだ受講者は、困っている人を助けながら、皆で悪

戦苦闘を繰り返し、皆のオールと心が一つに揃った

時、艇は風を切り信じられない勢いで前進していき

ました。その後のグループ討議では、「一人一人の力

では出来ないことが、皆の力を合わせれば、成し遂

げられる。」「違う会社の人同士でも力を合わせるこ

とができたのだから、自分の会社に帰っても協力で

きそうだ」などの感想が多数発表されました。 

 
４．志を高く持ち無限の可能性へチャレンジ 
研修終盤には、(有)香取感動マネジメント 香取

貴信代表取締役が、価値観を持ち主体的に仕事に取

り組むことの重要性、夢に向って自分を貫き通す大

切さについて、ご自分の今までに人生を振りかえり

ながら熱く語られ、参加者に感動をあたえました。 
研修最後には、チャレンジ目標を作成し、７５名

の仲間の前で高らかに決意表明をし、研修室は互い

にエールを送り合う研修生の歓声が湧き上がり、無

事研修会を終えることが出来ました。 
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役員リレー寄稿 

中国生産性本部常任理事  

                 足 立 壮 平 氏 
                （全国マツダ労働組合連合会 会長） 
 
 
今年もＧＷ突入を前後して、各地でメーデーが開

催されました。ご存知のように、1886 年 5 月 1 日、

アメリカの労働者が労働時間の短縮を求めて立ち上

がったことが、メーデーの起源です。当時の 12～14

時間労働に対して、「一日の 8時間は仕事のために、

8 時間は休息のために、残りの 8 時間は自分たちの

好きなことのために」が目標に掲げられました。 

 時は現代の日本、この目標には、私たちがワーク

ライフバランスを論じる本質が、端的に言い表され

ている思いがします。一方、2007 年に策定された「ワ

ークライフバランス憲章」は、政府や有識者、経済

界、労働界など幅広い参画の下で論議され作られま

した。メーデー起源当時と異なり、労働者だけが求

め訴えるものではなく、社会全体で考えねばならな

い大きな課題、といえる位置付けになっています。

この点は、時代と共に移り変わってきた、労働者か

らすれば歓迎すべき部分です。 

 しかし、残念ながら「ワークライフバランス憲章」

を契機とした実現への社会的な広がりは、まだまだ

実感として感じられない状況ではないかと思います。

一昨年秋の世界的な経済危機の影響もあるでしょう

が、一例では労働力の再生産といわれる有給休暇の

取得をみても、ここ数年の厚生労働省の「労働条件

総合調査」は、取得 8日台から改善の兆しなく推移

しています。職種や企業規模によっては、未だ極め

て少ない取得に留まるのが現実です。 

 こうした中で、労働基準法改正や労働時間等設定

改善指針が示されるなど、労働時間に関る法や行政

の動きが間断なく行なわれています。ジワジワと、

しかし確実に変化する状況に一歩先んじながら適正

に対処し続けなければ、“ゆでガエル”の例えの如く、

気が付けば、現場でそれを実行する私たち労使が、

最低限である法の遵守でアップアップ、といった状

況に至りはしないかとの危惧を抱きます。 

 労働としての仕事のやりがい、そして個人として

の生活の生きがい。両者の関係とその中身の充実が、

現社会の要請であり、今後の世代の生産性向上にも

必ず寄与するものです。社会と共に労働組合が力を

注ぎ進めるべき、古（いにしえ）から宿題が残され

ています。 

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

 
 
 
 今年も当本部では１１月に経営幹部養成講座を開

催します。その講師である株式会社経営エンジン研

究所 代表取締役 小笠原士郎氏が、このたび「は

じめての経営計画１００問１００答」を発刊されま

したのでご紹介します。 
 経営計画の書籍というと、経営計画の立て方だけ

が取り上げられていると思われがちですが、この著

書は違います。経営計画を作って実行管理する全て

のプロセスについて書かれています。それは、素晴

らしい計画があっても、「できていません」「時間が

ありません」「予算に達しません」という計画倒れに

終わっては意味が無いからです。計画を確実に進め

るためには、計画を進める人の思考を高めることや、

スキルの向上、そして、実行力が欠かせません。そ

の部分についても机上の空論で

はなく、長年にわたるコンサル

ティングの経験から要点を導き

出されています。 

講師の著書紹介!! 
「はじめての経営計画１００問１００答」 

また、小笠原氏の本業は税理

士です。財務をバックボーンと

した予算の作成から管理にいた

るまでの適切な指標の選定や、その数字が表してい

る意味までわかりやすく解説しています。また、日々、

多忙な経営者や幹部が経営を把握する上で常に抑え

ておくべき数字についても説明しています。 
 経営計画は、経営者の考えや想いを実現するため

のものです。その想いが、経営計画に表現され、実

行されるよう、小笠原氏の極意が惜しみなくこの著

書１冊に網羅されています。先行きが見えない時代

だからこそ、しっかりとした経営計画をたて、時代

に翻弄されない経営をする上で参考になる書籍です。
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 容： 

 

 
 

 

管理職のためのメンタルヘルス対策セミナー  

～組織が崩壊しないためのリスクマネジメント～ 

日 時：７月６日(火)１０：００～１７：００ 

場  所：広島市文化交流会館[旧 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Ｙ’ｓオーダー  

代表取締役 藤野 祐美氏 

内 容： 

１．不況下で、ますます深刻になっている、今、職場

で起こっていること 

２．知らないでは済まされない！ストレスの基礎知識 

３．メンタルヘルス対策は、「早期発見」が重要！ 

   ～心の不調に気づくためのチェックポイント～ 

４．心の不調を起こした部下への正しい対応 

５．職場復帰のための具体的な方法 

６．「予防」のために上司、職場がすべきこと！ 

 

係長・主任セミナー   

～はじめて部下を持つことに自信と勇気が湧く～ 

日 時：７月１３日(火)１０：００～１７：００ 

場  所：広島市文化交流会館[旧 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．自分の人生のために仕事をしていますか 

２．自分自身を知ればあなたは変わる 

３．会社の将来は係長・主任で決まる！ 

４．部下を「やる気」にさせる動機づけ 

５．職場の人間関係をよくする心理テクニック 

６．強い部下を育てる極意 

７．自己革新できるリーダーが組織を変える！ 

 

感動の三部作（平成２２年度第１回） 

人が輝き繁栄し続ける経営実現の鍵 
日 時：８月２０日(金)１３：３０～１７：００ 

場  所：八丁堀シャンテ（広島市中区上八丁堀8-28） 

会員参加料： 8,500円 

 

内

第１講演 

「人がイキイキと輝く瞬間」 

 ホスピタリティー～ 

 登 氏 

第２講演 

   ～社員のやる気を支える

  講師 人とホスピタリティー研究所 

 代表 高野 

 「社員が幸せ感に満たされて働ける職場づくり」 

司 氏 

    ～活き活きと働ける職場環境とは～ 

「経営革新」講演会・セミナーのご案内   講師 人と経営研究所 所長 大久保 寛

対  談 

 「人が輝き企業が健全な繁栄をするための条件」 

登 氏 

００９年度 中国地方経営品質賞 表彰式 

町1-1-25） 

会員参加料：無料 

 

 [受賞組織]・株式会社メイト 

株式会社 

 ○記念講

ンス エクセレンス アソシエイツ 

 

 

代の潮流とリーダーシップ 

と～ 
００ 

 

 

ナリスト シンクタンク藤原事務所 

内 容：  

している時代潮流 

現場の生きた情報を

・ め、近い将来にどういうことが

第 のリーダーシップ 

環境変化を乗

・ ダーシップの真髄 

   人と経営研究所 所長 大久保寛司 氏 

   人とホスピタリティー研究所 代表 高野 

   茨城県経営品質協議会 代表理事 鬼澤慎人 氏 

 

２
日 時：６月７日(月)１４：００～１７：１５ 

場  所：ホテルセンチュリー２１広島 

（広島市南区的場

内 容： 

○表彰式

○受賞報告

       ・ネッツトヨタ山陽

       ・平和建設株式会社 

演  

 パフォーマ

代表 坂 本  崇 氏

時

～激変する時代に 今 必要なこ
日 時：６月４日(金)１３：３０～１７：

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

所長 藤原 直哉氏 

第１部 激変

・日本や世界の経済・社会情勢を

もとに鋭く解説。 

今、何が変化をはじ

起こるかを予測 

２部 新しい時代

・今までのマネジメントだけでは、この

り越えられない 

新しい時代のリー

〈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/ 


