
平成２

 

 

 

 

経営幹部養成講座開催 
～幹部の使命と実務～ 
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１１月１８日（木）、広島市の広島市文化交流会館

において、経営幹部養成講座を開催いたしました。

講師は、株式会社経営エンジン研究所 代表 小笠原

士郎氏です。本講座の内容の一部をご紹介します。 

 
 当本部では、新入社員、中堅社員、係長・主任・

管理者と全てのステージを網羅した階層別研修を実

施してきました。昨年度からは、その上に、経営幹

部を対象とした経営幹部養成講座を開設いたしまし

た。本講座は、経営幹部の経営に対する信念、覚悟

ならびに判断力の強化が厳しい経営環境を乗り越え

るために今後より一層重要になるとの考えから設け

たものです。 

本講座では、表面的なスキルではなく、「経営力」

「仕事力」「人間力」という深い部分に迫った内容と

なっております。本講座の主なポイントは次のとお

りです。 
１．不況に動じず、企業の中枢となる経営幹部の姿 
 「企業の未来を作るのは偶然ではなく、経営の意

思である」とし、その根拠となる考え方について、

ドラッカーの思想をもとにわかりやすく語られまし

た。 
２．全社の判断軸となる経営理念を復興する 
 「経営理念」とは、人生哲学の理想と信念のエキ

スであることを説明され、正しい企業観についても

解説されました。 
３．経営の意思は、経営計画で表現し貫徹する 
 経営計画は単に数字を作るだけではなく、経営者

や幹部の経営に対する意思が反映されていなければ

意味がありません。経営計画とは、企業の未来につ

いての仮説の構築と検証のプロセ

計画とは経営のデザインであり、

ことが、経営の意思を実現させる

４．幹部がビジョンを成し遂げる
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ＨＯＴ情報 
感動の三部作（第２回） 
～心豊かに繁栄する法則～ 
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感動の三部作の第２回を 10 月 29 日(金)に開催い

たしました。有限会社バグジー 社長 久保華図八氏

に「魅力ある社員が育つ経営」についてご講演いた

だきました。その要旨の一部をご紹介します。 

 
１．商品とサービスの向上に情熱を向ける 
不況は外的要因ではなく、内的要因ではないかと

考えている。起業する時や情熱がある時は誰もが、

最高の商品やサービスを提供したいと思っているの

に、利益率が良く生産性も高ければ少しくらい品質

が落ちても構わないと考え、提供する製品やサービ

スの品質への情熱が落ち、その結果が、売上や業績

の悪化に繋がっているのではないか。 
次にサービスの品質について。最も品質の高いサ

ービスはホスピタリティ（おもてなしサービス）と

考えている。今、殆どの業界が、新規のお客さま獲

得を重視しているように見受けられるが、ホスピタ

リティにおいて重視しなければならない点は、常連

のお客さまを一番大事にするということである。 
人口が減少し、パイが少なくなる中で生き残って

いくためには、継続してサービスを選択してもらう

しかない。常連の人を大事にすることによって新規

のお客さまを紹介してもらえることもある。当社で

は、常連を大事にする社員が、新規のお客さまも獲

得している。 
売りっ放しで、お客さまを大事にしないのは結局

信用を失ってしまう。お客さまを大事にするための

手間を省こうとするとお客さまは逃げていく。種を

蒔き、花が咲き、実がなるように、自分の思いや言

葉、行為の全てはいつの日か必ず自分に返ってくる。

このような因果の法則どおり、掛けた手間はお客さ

まに伝わると考えている。 
 
２．働く人の幸せを徹底的に追求しているか 
お客さまに満足していただくためには、社員の満

足度や幸せの徹底的な追求が重要である。一番大事

なのはお客さまであるから、まずは CS という人が
いるが、一番大事なのは社員である。そこは勘違い

してはいけない。なぜなら、幸せで無い社員がお客

さまへ幸せをお届けできるはずがないからである。

まず社員、続いてお客さまの満足度向上を掲げる企

業の業績が伸びている。 

経営コンサルタントの浅野喜起さんは、著書の中

で「経営で大事なことは３つある。一つは業績。た

だし、業績は影のようなものだから、大事だけれど

も追いかけてはいけない。二つ目は人を育てること。

人を育てれば、業績は必ず向上する。三つ目は楽し

い職場をつくること。楽しい職場で働いた人は必ず

成長する。」と主張されている。 
職場に学習文化があるということも重要と考えて

いる。職場にたくさん本が並んでいる等、社員が学

ぶことのできる環境を作れている会社は、概ね業績

が良い。深く学ぶ人は、道を誤らないし、勉強量が

人生の選択を正確にすると考えている。 
 
３．組織はリーダーで決まる 
かつて、ナポレオンは、「一頭の羊に率いられる百

頭のライオンと、一頭のライオンに率いられる百頭

の羊たちは、何度戦っても羊たちの群れが勝つ。」と

言った。これは、組織の力は、リーダーの能力で決

まるということである。 
リーダーは、怒ってもその感情を長く引きずるこ

となく怒りや欲をコントロールする必要があり、そ

のためには、自分に厳しくならないといけない。 
また、良い友達や尊敬できる人を持つことも大切

である。友達は自分の成長を写す鏡である。尊敬す

る人は自分がなりたい人間像というものを持ってい

る。尊敬する人のようになりたいという気持ちが、

謙虚に生きていくということに繋がる。 
人生はいいことばかりではない、うまくいかない

時やどうしていいかわからないときに尊敬する人か

ら助言を貰い、危難を乗り切るということは、経営

者として、リーダーとして大切と考える。尊敬する

人を持っていない人は尊敬されない。師を捜し求め

るのが人生なのかもしれない。 
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役員リレー寄稿 

中国生産性本部理事  

                    土 井 正 明 氏 
                (一畑電鉄労働組合 執行委員長) 
 
 
皆さん、こんにちは。この度「あすへ」に文章を

投稿する事となった理事の土井です。 
 平成２２年を締めくくるときに、私でいいのかな

という疑問もありましたが、次号から投稿される方

が、新年に向け再度立て直して頂けるものと思いお

引き受けしました。 
 さて、現在の社会情勢に目を向けますと、あまり

にも多くの事がありすぎ、毎日の話題にも困らない

状況だと感じています。ただそれはほとんどが我々

のマイナスに作用する内容であり、明るく先々の希

望が見えるようなものとなっていません。その話題

の中でも私は交通運輸産業に従事しているものです

ので、その部分についてペンを取ってみたいと思い

ます。 
 交通関係で言えば、皆さんに最も近い話題は高速

道路の関係でしょう。私が生活している地域では自

家用車が必要不可欠であり、無料区間も設定されて

いる事からメリットが大きくこれまで以上に利用す

ることが多くなりました。しかし、一方で利用者が

拡大する事によるデメリットも多く発生しています。

朝夕は自然に渋滞が起こるようになりましたし、不

慣れな方が利用することによるマナー違反も多く見

受けられるようになりました。また週末になると特

にサービスエリアやパーキングエリアを多くの方が

利用されることにより、そのエリア内も危険なスペ

ースとなっています。ただ、個人とすれば生活する

うえで無料がいいと実感しています。 
 ところが、事業者の立場になりますとその実感が

変わってまいります。公共交通の立場からは、週末

の自家用車利用への転換による都市間高速バスの利

用者の減だけでなく、走行環境の悪化による定時性

が確保できないとか、休憩所での駐車スペースの確

保すらままならない状況など、何もメリットがあり

ません。物流においては、これまで経費削減のため

一般道を走行していたものが、高速道路を利用する

ことにより時間の短縮がはかれるというメリットは

あるものの、輸送コストの削減が荷主との関係で労

務コストの削減に繋がれば、良い方向には行かない

のではないかと感じています。 
 このように、全てが良くなる施策はなく、必ずど

こかにその歪が出るものです。しかしながら、都会

に住んでいる方と同様に、人口の多くない地域、田

舎、中山間地域、限界集落、と呼ばれる地域に住ん

でいる方にも、移動の権利は平等にあるべきだと思

います。したがって、人や物がきちんと移動できる

ための約束、ルールである「交通基本法」はこの国

に必要なものです。人間の体に血管があり血液が

隅々まで流れるように、この国の交通網が出来上が

るように期待してやみません。 
 

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

 
 
 
 
２０１０年度、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に「人材育成のプログラム」

として「経営革新の基礎コース１日【８月】」、自ら

を変革の担い手として、組織変革プロセスの基本を

知り、自ら気づき始める「経営評価の基礎コース３

日【９月～１０月】」、経営知識を体系的に身につけ、

その知識を活用して経営課題を発見する力を身につ

ける「セルフアセスメントコース連続３日【１１月】」

といった経営品質のクライテリアに基づき経営革新

を進めるためのセルフアセスメントの考え方を身に

つける一連のセミナーを開催しました。 
 

  
２０１０年度経営品質協議会  

人材育成プログラムが終了 
受講者には、一連のセミナー受講により「セルフ

アセッサー」の資格が与えられます。 
セルフアセッサーは、社内で経営革新を進めるプ

ロセスを推進・支援していく役割を担っていただく

とともに、今後、経営者とともに真のビジョンを考

え、そのビジョンから現状の経営課題を明らかにし、

課題を達成していくための企画、推進体制、コミュ

ニケーションなどを組織の人達と共に作り上げる支

援を展開されることを願っております。 
２０１１年度につきましても「人材育成のプログ

ラム」を実施いたします。みなさまのご参加をお待

ち申し上げております。 
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感動の三部作（平成２２年度第３回） 

～潜在能力が顕在化すると仕事が変わる～ 
日 時：１月２７日(木)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： 8,500円 

講 師：ハッピーライフ研究所  

所長 大久保 正剛氏 

内 容：  

１．言葉やイメージの大切さを体感 

   ～自分には、こんなすごい能力がある！！～ 

２．潜在意識の重要性をわかりやすく解説 

   ①潜在意識とは何か②潜在能力を引き出す秘訣 

３．普段、何気なく使っている言葉やイメージの重要性 

   ～今まで、知らないうちに 

自分が失敗するように取り組んでいた～ 

４．ストレス発散法 

   ～潜在能力を発揮する前に、 

まず、心のシコリを解消～ 

５．仕事をして得られる喜びとは 

６．明確な目標を持つことの大切さ 

７．今日から自分でできるイメージトレーニング法の体験 

 

 

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１１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 

会長 藤原 直哉氏 

内 容：  

第１部 激変する政治・経済のゆくえ 

・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 経営を成功に導く最新のリーダーシップ 

・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 

 

 

サービス産業生産性向上セミナー 

～従業員・顧客満足をベースとした最強組織のつくり方～ 
日 時：２月２日(水)１４：３０～１７：４５ 

場  所：広島国際会議場（広島市中区中島町1-5） 

会員参加料： 無料 

内 容： 

 講演１  

「顧客満足度」の測定と活用について 

        サービス産業生産性協議会 

 講演２ 

 「人が輝く人間性尊重の組織づくり」 

  ～やりがいのある職場・考える社員による高いお客様満足～ 

        ネッツトヨタ南国株式会社 

           取締役相談役 横田 英毅氏 

 

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～ 

適性についてこそ人材は生きるものであり、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） 
   １～ ３０名様までのお申込み  3,360円 

  ３１～１００名様   〃     2,940円 

 １０１～２００名様   〃     2,520円 

 

「経営革新」講演会・セミナーのご案内 

〈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/ 

西日本生産性会議２０11 
       ７月広島市にて開催 
 毎年開催しております、西日本生産性会議を来年

は広島市にて開催いたします。 

 詳細が決まり次第随時お知らせいたします。多く

の方々のご参加をお待ちしております。 

本年総会でお知らせしました日程が下記に変更と

なりましたのでご留意下さい。 
日程：平成２３年７月２８日(木)～２９日（金）

場所：リーガロイヤルホテル広島(広島市中区) 


