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サービス産業生産性向上セミナーを開催 
～「従業員・顧客満足をベースとした最強組織のつくり方」～

 

 

当本部は、中国地域のサービス産業の生産性向上

支援について、中国経済産業局、独立行政法人中小

企業基盤整備機構中国支部、社団法人中国地域ニュ

ービジネス協議会の機関・団体と共同で「運営合議

体」を構成し、セミナーの開催やモデル企業に対す

る個別支援等を展開しています。 
今回、「運営合議体」の取り組みの一環として、当

本部が主体となって、２月２日(水)に，広島国際会
議場においてサービス産業生産性向上セミナーを開

催（参加者約 250名）しました。 
開会にあたり中国生産性本部 山下会長より、「人

口減少社会が到来し、地域経済や社会への影響が懸

念される。今後とも地域の経済活力を維持させてい

くためには、我が国経済の約７割を占め、製造業に

比べ生産性向上の余地が大きいサービス産業の生産

性の向上を図ることが不可欠である。本日のセミナ

ーにより、サービス産業の生産性向上のためのヒン

トをできるだけ多くお持ち帰りいただければ幸いで

ある。」との挨拶がありました。 
第一講演では、サービス産業生産性協議会主席コ

ンサルタント 向山聡 氏から「顧客満足度の測定と
活用について」と題し、サービス産業の品質評価に

ついての総合指標として開発・実用化された「日本

版顧客満足度指数（JCSI）」等について概要・活用
方法をわかりやすく解説していただきました。 
 第二講演では、ネッツトヨタ南国株式会社 取締

役相談役 横田英毅 氏から「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～」と題して、

ご講演を賜りま

した。 
横田氏の講演概

要は次のとおり

です。 
○当社では、「人間性尊重の組

に掲げ、社員のやりがい、内

を尊重しているため、短期的

なことがあっても、自分たち

ことを見守っており、こうし

顧客のためを考えた社員の行

いる。 
○当社の社員は、ほんの少しだ

親身な笑顔があるだけだが、

満足ではなく、感動というも

ではないかと考えている。 
○値引きなどで満足を感じた顧

れば値引きのことは忘れるが

忘れない。これからのサービ

けでなく、感動を与えること

世界が拡がるかもしれない。

 
今後とも、当本部では「運営

に、サービス産業生産性協議会

め、サービス産業の発展に向け

まいります。 
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ＨＯＴ情報 
感動の三部作 第３回 

～潜在能力が顕在化すると仕事が変わる～ 
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１月２７日(木)広島市において、感動の三部作  

第３回を開催しました。講師をしていただきました

ハッピーライフ研究所 所長 大久保正剛氏に寄稿い

ただきましたのでご紹介させていただきます。 

 

松下幸之助さんは「強い個人の集合体が、強い会

社をつくる」と言いました。強い個人の集合体だか

らこそ、助け合い、認め合い、協力し合うことが出

来るのです。私のセミナーの目的は、強い個人にな

ってもらう（気づいてもらう）ことです。それを踏

まえて、セミナーの概要をご紹介します。 

１．言葉やイメージの大切さを参加者全員で体感 

椅子と椅子との間に１メートルの間隔を空け、背

中から太ももにかけての支えをなくした状態で仰向

けに横たわり、自分の腰に大人を乗せることができ

るとは誰も想像できません。 

しかし、「私は鉄だ！」と言葉に出し、自分の体が

鉄になったイメージをしてもらい自分の腰の上に人

間を乗せてみると、予想を大きく覆し、簡単に乗せ、

笑う余裕すら出てきます。それを体験した参加者は、

自分すら知らなかった能力が自分自身には秘められ

ていることを実感します。その他のゲームでも言葉

とイメージの大切さを体感してもらいます。そして、

自分が出来ないと思い込んでいたために出来なかっ

た（もしくは、挑戦さえしなかった）ことが、過去

にたくさんあったのではないかということに気づい

ていきます。 

２．潜在意識（無意識）の重要性と特徴の説明 

潜在意識には、特徴があります。 

①言葉にしたこととイメージしたことをそのまま

命令と受け取る。 

②顕在意識より実現力が大きい。（①②により前述

の自分の腰に人間を乗せることが可能となる） 

③善悪の判断がつかない。 

④時間の概念がない。 

⑤イメージした事（思考）と体験した事（現実）

の区別がつかない。 

中でも、特に重要なのが、③の「善悪の判断がつ

かない」ことであります。多くの人がこのことを知

らないために、平気でマイナスの言葉を口にしたり、

マイナスイメージをしているのです。そのことを理

解してもらうことが私のセミナーの重要な目的であ

ります。 

３.普段使っている言葉･イメージ･捉え方の重要性 

●良かれと思って言った言葉が、相手の能力を低下

させてしまう 

「 失 敗 す る

な！」と言うと、

相手は失敗を

イメージして

緊張してしま

います。「受験

に落ちたらど

うするの！」と

子供に言うと、

落ちた後のことを子供は考えるので落ちることを実

現させてしまいます。同様の言葉で「もし出来なか

ったら、どう責任を取るのだ！」もあります。 

●「出来ないかも」と「出来るかも」の違い

仕事で、絶対出来ない目標を命令されることはな

いはずですが、「出来ないかも」と口にすると、出来

ない理由ばかり考え、行動することもありません。

よって、目標達成は難しくなってしまいます。しか

し、「出来るかも」と口にすれば、出来る方法を考え

行動するようになりますので、目標達成の可能性が

大きくなります。 

また、自分に降りかかってきた出来事や境遇を「運

が悪い」と捉えると、潜在意識は「運が悪い」こと

を実現させるように努力し、引き寄せてしまうこと

になります。 

「運が良い」と捉えることがベストですが、「運が良

いかも」と捉えれば、ストレスも感じませんし、「運

が良い」ことが起こるようになるのです。 

４．ストレス発散法の体験 

毎晩寝る前に、顔を洗い、歯を磨くのに、一番大

切な心の手入れをしない人が多いようです。やり方

としては、腹式呼吸をしながら全身の力を抜いてか

ら、過去の嬉しかった場面を思い出し、そのときの

嬉しい感情にしばらく浸るようにします。すると、

ストレスは発散されていきます。 

５．イメージトレーニング法の体験 

やり方としては、ストレス発散法と同様の状態で、

目標を達成したところをイメージするのですが、大

切なことは達成時の喜びの感情を味わうことにあり

ます。だれでも喜びの感情を味わいたいので、その

イメージに沿うように行動し、多少の障害があって

も諦めなくなるのです。 

今後も、多くの方に、セミナーを通して、人間だ

けが持っている能力（言葉・イメージ・捉え方）を

プラスに使って幸せな人生を送っていただくお手伝

いが出来ればと思っています。 
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役員リレー寄稿 

中国生産性本部理事  

                    野津 一成 氏 
               (美保テクノス㈱ 代表取締役社長) 
 
 
昨年末から今年にかけて各地で大雪に見舞われま

した。特に山陰地方では珍しく全国のトップニュー

スで伝えられるなど、観測史上初めての大雪で多く

の雪害が発生しました。防風林などの樹木の倒木は

もちろん、一部地域では停電により何時間も孤立し

たところもありました。今でも各地で復旧作業が行

われていますが、「災い転じて福となす」一年になれ

ばと思っています。 
 さて先日、日本経営品質賞の表彰式が開催され、

株式会社武蔵野様が２度目の受賞をされました。

2000年に初めて日本経営品質賞を受賞され、その後
も本業であるダスキン事業を着実に伸ばしながら、

自社が持つ経営ノウハウや仕組みを生かした経営サ

ポート事業を新たに立ち上げ、ダスキン事業と並ぶ

2 つ目の大きな柱として成長し続けていることが主
な受賞理由だったようです。２度の受賞は初めての

事だそうで、この 10 年間もたゆまない進歩を遂げ
てこられたことが評価されています。会社が成長し

ていく要素はいくつかあると思いますが、やはり

個々の社員の成長が大切だと思います。最近では「人

間力」が重要視されてきていますが、「人間力」を言

い換えれば「理想を描き実現する力」とも言えます。

武蔵野様では、“『形』から入って『心』に至る。『形』

ができるようになれば、あとは『心』がついてくる。”

という考え方のもと、環境整備を人材育成の柱に据

えておられます。環境整備とは、物的環境整備、人

的環境整備、情報環境整備からなり、一般に言われ

ている３S の領域を越え、企業文化や社風ひとづく
り、人間力を中心とした人材育成に繋がるといいま

す。この３つを実直にやり続けることが社員の成長、

会社の成長に繋がっていくことを証明していただき

ました。 
 一方、社員のやる気には「テンション：緊張」と

「モチベーション：動機」があります。どちらも会

社の生産性向上に繋がります。テンションは外発的

な動機から発生し、瞬発的で目標達成には有効とさ

れています。モチベーションは内発的な動機から発

生するもので、会社の目的を追求するために欠くこ

とのできないものです。社員のモチベーションを高

めるためには、感動させ、感謝させ、内側からやる

気を出してもらう取り組みが必要です。この過程を

通じて人間力も養われていきます。人間力は人間関

係の摩擦、挫折、修羅場体験で磨かれていくものだ

と思います。会社はそれを裏側から支えていく存在

になりつつあると感じています。 
 株式会社武蔵野様は、中小企業ならではのある意

味乱暴さがあり、大手企業ではやりたくても出来な

い面もありますが、常に厳しい環境にある中小企業

には示唆に富んだ受賞と思いました。早速当社でも

採用し、「真似る」ところからスタートします。 
◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆

 
 
 
 
 
 
 
1月 26 日、島根県松江市「ホテル白鳥」において、

島根県経営者協会、連合島根、中国労組生産性会議、

中国生産性本部労使委員会が共催で、「島根県労使講

演会(参加約 100 名)」を開催しました。 

この講演会は島根県内の労使団体が協働して雇用

安定へ向けた呼びかけを行うと同時に、雇用維持の

源泉である安定経営や今後の地域政策や戦略検討の

一助とすることを目的に開催されたものです。 

講師には、㈱さんびる 代表取締役社長 田中正彦

氏をお招きし、「明るく楽しく元気よく 経営改革の

道程＝環境整備による組織作り」と題し、ご講演を

いただきました。 

 
島根県労使講演会の開催 
～｢お客様の満足＋働く仲間の満足＝ 
  会社の発展＋地域の幸せ｣を考える～

昭和 52 年設立、総合ビルメンテナンスを中心に事

業展開してきた。2001 年頃、取引価格の下落等の経

営環境の大きな変化に巻き込まれ、我々の存在価値

が問われた時、「日本経営品質賞」との出会いがあり、

その考え方を学び、「強い企業文化と社風を作るこ

と」を目標に、職場環境等の整備やコミュニケーシ

ョンの促進に取組んできた。そして今、「自分と未来

は変えられる」「組織の成長は人の成長で決まる」こ

とを共通の認識として、毎日「明るく楽しく元気よ

く」社員が仕事が出来る背景にある経営哲学を熱く

語っていただきました。 

 今後も、今回のようなセミナーをはじめとして、

労使共同の取組みを推し進めていきたいと思いま

す。 



 

 

 

 4

 

 

経営品質実践セミナー（第４回）   

～理想の組織を考え実践し続けた経営品質活動を解説～ 

「2009年度日本経営品質賞」を受賞された万協製薬

株式会社の松浦社長をお招きし、「工場そのものが商

品」と位置づけられ、1996年再創業時から約４０倍の

売上と受注拡大をはかってきたプロセス、独自の顧客

対応・提案ならびに現場でのプロセス革新など継続的

な成長が自発的に絶え間なく行われている同社の取組

みを講演いただきます。 

日 時：３月８日(火)１３：３０～１６：３０ 

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：万協製薬株式会社  

代表取締役社長 松浦 信男氏 

内 容： 

１．経営品質向上プログラムの導入目的 

２．業界に先駆けるビジネスモデルの追及 

３．受注拡大による飛躍的な展開をささえた開発・生

産現場でのプロセス革新 

４．人材が自立的に育つ環境と職場間の連携による組

織の健全で継続的な成長 

５．優しさと気づきあうことを大切にし、常に明朗快

活な組織風土の形成 

 

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 

平成２３年度通常総会 
日 時：５月１６日(月)１４：３０～１８：００ 
場  所：ホテルセンチュリー２１ 

内 容： 

◇通常総会 

１．平成２２年度事業報告及び決算報告について 

２．平成２３年度事業計画及び予算について 

３．その他 
「経営革新」講演会・セミナーのご案内 

◇特別講演会 

「どくとるマンボウ家の素顔」 

～「マカ」前年比６０００％のヒミツ～ 

       講師 エッセイスト 斎藤 由香氏 

 ◇懇親パーティー 

 

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/ 

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今年

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。 

本年度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) 


