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６月７日（月）、広島市において「2009 年度中国

地方経営品質賞」表彰式を行いました。表彰式では

各受賞組織の代表者による報告スピーチが行われま

した。以下がスピーチ（要旨）です。 

 

○株式会社メイト 代表取締役社長 赤岩修次氏 
当社は機能性複合材料の製造および成型事業を

行っており、フェライト系及び希土類系コンパウ

ンド製品を品質・量ともに安定して提供する生産

体制を構築し、顧客に対してトップから技術者ま

での階層別の密着対応を行い、その固有ニーズの

把握に努めている。 
経営品質への取り組みについては、全社員に「日

本経営品質賞アセスメント基準書」を配布し朝会

でも解説の時間を設け、過去の受賞企業ＤＶＤ研

修も実施し、計 10 名がセルフアセッサーの資格
を取得している。社員は今回の受賞を望外の喜び

としていると共に、「まだまだメイトは未熟であ

り、今後の取り組みが大切」という強い意識を持

っている。評価レポートによる検討会を開催し、

改善・革新に向けた提言を年度方針に盛り込むな

ど、引き続き社員全員で取り組むこととしている。 
○ネッツトヨタ山陽株式会社 

代表取締役社長 上杉隆士氏 
お客さま満足度において「気軽に来店でき、ま

た来たいと思う店」づくりのためツインコム（双

方向の対話）を徹底し、店舗スタッフと共にエン

ジニアも接客し、手作りの実演販売イベント開催

で好評を得ている。   
対話力と情報収集・分析によるショールームづ

くりにより、自社全国系列 290店の顧客満足度調

査で２位となる成果をあげてい

【

また、充実感のある働きやす

社内ツインコムにより労働環境

評価制度の改善が進んでおり、

上している。 
さらに戦略策定への店長の参

店舗訪問などによる店舗力向上

とっていい会社、従業員にとっ

内容がいい会社」であり続ける

る。 
○平和建設株式会社 代表取締役

「備後地区の発展が当社の発

考えによりグループ会社を設立

では対応できない急激な社会

応すると共に、「住」「食」「農」

世紀経営では避けて通れない

きる体制を整えているところで

2001年に経営品質と出会い、
っては経営品質の考え方はハ

じたが、当社の経営方針と少し

いき、経営革新することが価値

信した。そして地域貢献の意も

後地区に経営品質に関する勉強

社が事務局を担っている。 
これからも傾聴力、対話力を磨

業を目指していきたい。 
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ＨＯＴ情報 
平成 22年度第１回 時代の潮流とリーダーシップ 
～時局を的確に読み、未来を自ら切り拓く～ 

 

６月４日(金)広島市において、平成２２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会長 藤原直哉氏をお招きして

開催しました。 
●今が、まさに乱世の時代
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世の中の秩序が変わる時を乱世と定義するなら、

今がまさに乱世の時代であろう。乱世になると、の

んびりと昨日と同じことを繰り返していては成功し

ない。経営で考えてみると、どんな要求をされても

親会社の言うことに従い続けてきた下請けは悲惨な

ことになる。それは、親会社の経営が追い詰められ

ると、生き残るために下請けの会社を切り捨てるよ

うになるからである。 
●依存から自立へ 
 親会社に依存するのではなく、自らが積極的に行

動し、親会社以外の何社かにも色々な提案をし続け

る会社が、今、生き残っている。 
乱世では、一見安全だと思える常識的な場所に動

かずこもるような生き方をしていては何も解決され

ない。外に飛び出して、自分で新しい世界を切り開

くことが重要なのである。 
瞬間に消滅するような事態が起こったとき、消滅

する場所に自分がいたら全てが終わってしまう。だ

から、「変だ！おかしいな」と思ったら早く行動すべ

きなのである。誰かの責任にするのではなく、何が

起こるかわからない乱世では、世の流れや時の動き

をよく見て、何が良いのかを自分で判断して行動す

ることが大切なのである。 
●乱世だからこそ、勉強をする 
小林秀雄が「本居宣長」という著書を書いている。

そこには、乱世だからこそ勉強しないと生き抜けら

れないことが記されている。論語なども、乱世に生

まれている。大変な時代だからこそ、誰もが勉強し

たのである。 
逆に平和の時は勉強しなくても生きていける。そ

れは、昨日と同じことや、人と同じことをやってい

たら生きていけるからである。しかし、乱世では、

勉強をしないと悲惨なことになり、依存症になる。 
さらに言うと、平和な時は、やたら勉強しない人

が出世する。それは、勉強していると、「違うじゃな

いですか！」と上に言ってしまい、煙たがられ外さ

れるからである。勉強せずに忠実に上に仕え、上が

「黒！」と言ったら、白でも「黒！」と思える人が

出世するのである。 
乱世にどのような勉強をしたら良いかというと、

生きる意味や、決断の仕方や、モノの見方・見極め

方などである。それは、乱世を泳ぐために必要な普

段の心の持ち方に影響を与える。そのような勉強を

していないと気が抜けて途方にくれてしまう。まさ

に、生きる力を養うということである。その力が無

く、地位や名誉やお金を頼りに浮ついて生きている

と悲惨な目にある。 
●下克上が民主主義を実現する 
豊臣秀吉は、生まれた時は貧しく、最後は関白に

まで上り詰めた。それが、「下克上」。 
昭和のはじめに出版された大言海という辞書では、

「下克上という言葉は、デモクラシーの意味か」と

書かれている。まさに、デモクラシーとは、下克上

のことなのである。なぜなら、デモクラシーの反対

は封建主義。封建主義では、実力のある人が上にき

ているとは限らない。祖先が成功したというケース

が多い。 
バブル経済が弾けると政治が変わるのは、上が実

力の無い人から、実力のある人に代わるからである。

バブルの時は仕事ができない人が上になり、バブル

が崩壊するとその人では保てなくなるから、仕事が

できる実力者に切り替わる。それが、「下克上」なの

である。 
そもそも民主主義の制度は、その時代を動かせる

実力のある人を上に押し上げるシステム。乱世の時

こそ、本当の民主主義が展開される。中身の無いも

のが消え去り、中身のあるものだけしか生き残らな

い。 
●長い乱世を生き抜くには 
乱世は、数年では終わらない。だから無理をして

いると続かない。がむしゃらに「非常事態だから頑

張れ」という言葉だけで生き残ることは、絶対に不

可能である。乱世を通常のごとく生きることが重要

である。そのためにも勉強と自分自身を訓練するこ

とが必須となる。 
乱世では、「今日、ここでおしまいになっても悔い

が無い」という生き方をしないと生き続けられない。

未練がある人は、決断もできないし、行動もできな

い。そして、流されていってしまう。だから、本物

の勉強をして、勇気を持って行動することが大切な

のである。 
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役員リレー寄稿 

中国生産性本部副会長  

                   安 藤   賢 氏 
                  （株式会社鳥取銀行 相談役） 
 
 
近年就業形態が多様化し、非正規労働者が約 1700

万人に達し、３人に１人が非正規労働者という実態

が生じています。その背景には国際競争の激化によ

り生産性の向上とコスト削減が求められ、非正規労

働者を雇用することによってコスト削減を図るとい

う企業側の経営管理があります。また、勤労者自身

が自分にあった就業時間を選択したいという就業ニ

ーズの多様化があることも事実です。 
しかし、このような不安定な就業形態は、将来的

に見れば人材育成、キャリア形成への影響などの懸

念材料を内包しています。 
 企業の将来の成長に向けた取り組みとして多くの

経営者が雇用の安定・人材の育成による従業員の早

期戦力強化をあげ、人的資源は企業発展の原動力で

あると考えています。すなわち人材は人財（財産）

であるという考えです。 
少子高齢化が急速に進行するわが国で生産性の向

上を図るためには、多様化、高度化する市場のニー

ズに対応するイノベーションの創出が不可欠です。 
また、その創出のためには人材育成・能力開発も

不可欠なのです。 
 企業が成長していくためには、人材育成が重要で

あることに異論はないでしょうが、断片的な教育を

行っても効果は期待できません。継続して人材育成

に取り組む環境を作ることが重要です。人材育成に

熱心な企業は働く従業員のモチベーションが高まり、

従業員の定着率もよくなり、優秀な人材が集まると

いう好循環が生まれるのではないでしょうか。        

 中小企業は人材育成について様々な問題を抱えて

いますが、人材育成の取り組みを助成するため人材

投資促進税制が創設されており、教育訓練費の一定

割合を法人税額から控除できるという税制措置がと

られています。 
人材育成が生産性の向上につながり『当社の自慢

は従業員です』そう誇れる企業が１社でも多くなる

ことを願ってやみません。 

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

 
 
 
 
 
５月２６日（水）広島市において中国労組生産性

会議役員会（議長：伊丹幸男連合広島会長）を開催

し、平成２１年度事業報告の確認、平成２２年度重

点活動と事業計画について論議しました。 

主 な 内 容 
◇平成２２年度 重点活動と事業計画 
１．生産性運動の理念共有と情報の発信 
①運動の連携活動 
全労生ならびに各地方労生、会員組織と緊密に

連携して運動を進める。 
②労使トップの情報共有 
トップセミナー、西日本生産性会議、２１世紀

全国生産生性フォーラム等の共催と参加を行う。 
③各地域での情報発信 
各県ごとに講演会またはセミナーを開催し、中

国地域への情報発信に努める。 
※各県の労使が協力した形で、ニーズに合うテ

ーマや講師を決定し、開催することを確認した。 

 
平成 22年度第１回 

中国労組生産性会議役員会を開催 
～ 労使関係維持と協力による事業実施について論議 ～

２．人材の育成 
①幹部・一般セミナー 
時代の潮流とリーダーシップ（会員定例セミナ

ー）の他、労務・人事、安全衛生などの労使の

共通テーマに関するセミナーを開催する。 
②労組リーダーの育成 
連合中国ブロック連絡会と連携し、政策制度立

案ならびに労働運動を時代の先見性や国際感覚

をもって推進・指導する次世代の労組リーダー

を養成するため、引き続き国内・海外での労組

リーダー研修を実施する。 
 ◇国内研修 

日 程：8月 30日（月）～31日（火） 
場 所：広島市内 
概 要：講義と経験交流を通じ労働運動推

進に必要な専門スキルとリーダー

シップを養う。 
◇海外研修（海外労働事情調査） 

    日 程：12月上旬目途 
    訪問国：欧州３カ国程度 
    概 要：欧州の社会・経済・労働事情視察

調査を通じ国際感覚を養う。 
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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 容： 

第１講演 

「人がイキイキと輝く瞬間」 

    ～社員のやる気を支えるホスピタリティー～ 

  講師 人とホスピタリティー研究所 

 代表 高野  登 氏 

第２講演 

 「社員が幸せ感に満たされて働ける職場づくり」 

    ～活き活きと働ける職場環境とは～ 

  講師 人と経営研究所 所長 大久保 寛司 氏 

対  談 

 「人が輝き企業が健全な繁栄をするための条件」 

   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 登 氏 

   茨城県経営品質協議会 代表理事 鬼澤慎人 氏 

 

人事セミナー  

～社員のやる気を復活させる目標管理と考課～ 
日 時：８月２４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：エスコンサルティング 代表 山本 信夫氏 
内 容： 

１．人事制度が上手く機能しない本当の理由 

２．制度を見直す前に、“ここだけは押えて！” 

３．目標管理と人事考課のための６つの条件 

４．社員のやる気を高める目標管理と人事考課の手順

とポイント 

５．社員の納得性とモチベーションを高め、成果を出

す仕掛けづくり！ 

６．今こそ、現場のやる気を生き返らせよう！ 

 

管理者セミナー   

～部下の仕事力を高める管理者の役割～ 
日 時：８月２６日(木)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．自分の人生を大切にしていますか？ 

２．部下と自分の長所を仕事に生かす 

３．管理者の真の役割と職責とは？ 

４．正しく誉めると部下は大きく育つ 

「経営革新」講演会・セミナーのご案内 ５．部下の失敗を成長に活かす「叱り方」 

６．部下のやる気と信頼が高まる指導とは？ 

７．自己革新できる管理者が組織を革新する 

 

決算書セミナー   

～決算書を読みこなし仕事に活かす講座～ 
日 時：９月９日(木)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：税理士・米国税理士・ＣＦＰ○R  
     経営コンサルタント      高下 淳子氏 

内 容： 

１．決算書を読みこなすためのコツ！ 

２．貸借対照表を読みこなすポイント 

３．損益計算書を読みこなすポイント 

４．株主資本等変動計算書と注記表の役割 

５．キャッシュフロー経営の基礎知識 

６．損益分岐点分析の入門 

７．生産性の高い会社であり続けるために 

 

ロジカルシンキングセミナー 

～事例で学ぶ！ロジカルシンキング実践セミナー～ 
日 時：９月１４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：ビジネス ディベロップ サポート 代表 

     パッションクリエイター 大軽 俊史氏 
内 容：  

１．場当たり的な対処では、問題は解決しない！ 

２．論理的思考を成功させるための重要ポイント 

３．因果関係を論理的につなげる～演繹法・帰納法～ 

４．論理的思考の完成度を高める！～ＭＥＣＥ～ 

５．問題の本質をつきとめる！ 

６．相手が納得する説明と文書作りのポイント 

７．さらに的確・迅速・明解な問題解決をするために！ 

８．明日からの仕事にロジカルシンキングを活かす！ 

 

〈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/ 


