
 

 

経営品質実践セミナー（第１回） 
～経営品質〝解体新書〟～ 
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 今年度、中国経営品質協議会では、全４例会で経

営品質実践セミナーを開催します。８月９日（火）

にその第 1回を「経営品質〝解体新書〟～総論から

各論まで、経営品質をわかりやすく説く～」と題し

て、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 田村均氏にご講演いただきました。 

 
１．「経営品質〝解体新書〟」の概要 

 お客様に選ばれるための満足を提供するには、顧

客価値の経営をすることが重要です。赤字になると

いうことは、お客様から選ばれていないということ

なので、間違った方向に進んでいるということにな

ります。その方向で、いくら、一生懸命に頑張って

も経営が改善されることはありません。それを克服

するためには、経営本来の目的に合わせて、組織を

変えていくことが重要となります。それは、ただ、

環境の変化に対応するということではなく、自社の

なりたい姿に変化するということを意味しています。

その変化に対応するためには組織風土・文化の変革

が核となります。その変革に活用できるのが、経営

品質のアセスメント基準です。 
経営品質の基本理念 
・顧客本位 
・社員重視 
・社会との調和 
・独自能力 
アセスメント基準の構造 
●組織プロフィール 
ありたい姿と現状のギャップから変革テーマを導

き出す 
●カテゴリー（合計 1000点） 
 １．経営幹部のリーダーシップ(120点) 
 ２．経営における社会的責任(50点) 
 ３．顧客・市場の理解と対応(100点) 

 ４．戦略の策定と展開(60点) 
 ５．個人と組織の能力向上(100
 ６．顧客価値創造のプロセス(1
 ７．情報マネジメント(50点) 
 ８．活動結果(400点) 
 アセスメントは、経営の成熟度

評価し、８つのカテゴリーを切り

理由を明確にします。さらに次の

高めるための改善提言を経営改革

うに考えられています。 
 田村講師には、経営品質の考え

の必要性、目的、すすめ方をわか

いただきました。 
２．次回の経営品質実践セミナー

 経営の品質を高めるためには、

コミュニケーションが組織の中で

そのためには、話し合いをするメ

思考が求められます。 
 第 2 回の経営品質実践セミナー
コミュニケーションセミナー～論

対話し、的確・迅速・明解な問題

題して研修を実施します。 
 日時：９月１４日（水）１０：

 会場：広島国際会議場 
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ＨＯＴ情報 
西日本生産性会議２０１１ 展開討議  

『日本の新たな針路』～未来を拓く労使の挑戦～ 
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【震災が社会をどう変えたのか、復興の鍵は何か】 
古賀氏 東日本大震災以前から非正規雇用や若者の
失業率の増加など雇用の構造的課題は指摘されてき

た。大震災は日本全体の未来像をどう描くか、その

大きな契機となっており、これまでの社会・経済シ

ステムの考え方をパラダイムシフトしていかなくて

はならない。震災の中で、人々の絆、支え合い、連

帯の重要性を再認識した。働くことを通じて社会に

参画し、自立を基本にしながらもお互いが支え合う

ような安心社会の確立が必要。同時に、震災に伴う雇

用保険の支給延長は緊急対応であり、その後の雇用を

どうしていくのか至近の課題になっている。「雇用な

くして復興、再生なし」を根底の考え方に置くべき。 
藻谷氏 日本の輸出額はここ 20年で 1.5倍に増えて
おり、途上国が発展するほど日本製品を買うので輸

出が増える構造で、経常収支黒字も昨年は 17 兆円
に上っている。一方、国内消費は増えておらず、個

別商品の供給過剰による値崩れが経済を弱体化させ

ている。これは人口減少とも関連しており、高度成

長期の団塊世代が高齢化、退職し、その分だけ消費

が減っているためである。現在の新興国が、将来、

日本と同様に人口減少社会を迎えれば、日本はやが

て世界から黒字を稼ぐこともできなくなるのであり、

今、国内で儲かるやり方を考えなくてはならない。

高いブランド力のある商品を売り、高い人件費を払

い、きちんとした雇用を維持し一人あたり国民所得

を上げる。これは労使共通の利益でもある。震災前、

被災地は極めて生産性の高い輸出産業、企業が残って

いたが、人口減少地域でもあったのであり、量的拡大

が期待できない中、現状回復だけでは解決にならない。 
小林氏 単純な復旧ではなく、復興から創造へという
プロセスが必要である。雇用を作るために新しい産

業の創出は不可避で、環境、新エネルギーや人材な

どへの投資が重要である。新しいことを作るために

国民全体が知恵を絞るとともに、市や県単位だけで

なく道州に近い視点で取り組む必要がある。 

パネリスト 
伊藤忠商事㈱         取締役会長 小林  栄三 氏
日本労働組合総連合会 会長       古賀  伸明 氏
㈱日本政策投資銀行   参事役     藻谷  浩介 氏
コーディネーター 
慶應義塾大学         教授       樋口  美雄 氏 【地域づくりのあり方】 

藻谷氏 日本は今後、災害に備えながら常に被害僅少
で回復する免災構造の国にならなければならない。

津波は防げなかったが、建物の倒壊防止など、阪神

淡路大震災の教訓はある程度活かすことができてお

り、実現は可能である。そのためにも、災害が予測

される地域を避け、地盤の固い地域にコンパクトに

住むような地域づくりをすべきである。また、女性

が多く就労している県ほど出生率も高い。女性の就

労促進に向け子育ての環境を整えている県の方策を

他県でも導入するなど他地域のやり方を学ぶことも

必要である。さらに、スイス、イタリアなどは、ワ

インなど、州単位、村単位でのブランドがあり国際

的な競争力を持っているように、地産地消で特色あ

る産品を育てることが重要である。今回の震災で日

本海側の山形市は機能したように、日本海側と太平

洋側が両方あるのは日本の強みであり、こうした多

様性を保有する日本のメリットを認識し、良い点を

共有しつつ地域特性を活かすことに将来がある。 
小林氏 地方の各県では、その県の保有資産を活かし
ブランドを出したいという思いは強い。多様な発展

形態を志向しており、地方のアイデンティティーを

出しながら次の舵取り進める必要がある。 
古賀氏 被災地はこれからの日本の課題の縮図。日本
全体に結びつく地域作りを東北の町でやることが全

国の再生につながる。 
【震災が明らかにしたもの】 
樋口氏 わが国は何十年も構
造転換が必要といわれてきた

が、これまでこの問題を軽視

してきた。切羽詰った状況で

選択肢が狭くなっている。こ

れ以上先送りできない。それ

が震災でさらにはっきりした。変えることには勇気

が必要だが、皆様と力を合わせて日本人にとって魅

力ある日本を作りたい。それは将来ではなく、すぐ

にでも実現しなければならない。備えあれば憂いな

し。備えをしてこなかった日本社会の問題がはっき

りとした。備えと改革が必要になってきている。 



ＨＯＴ情報 
西日本生産性会議２０１１ 第１討議  

『厳しさを増す雇用問題において労使が果たす役割』 
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【非正規雇用のメリット、デメリット】 
西尾氏 メイテック労組は、常用雇用のエンジニアを
製造業各社の設計開発部門へ派遣する会社の企業内

労働組合。専門業務派遣という形態を通じ、希望す

る業務でのキャリア形成ができることが最大の喜び

であり働き方のメリット。人件費削減のための非正

規化の進展で、歪み、弊害が派遣切りとして社会問

題化したが、派遣制度は専門性のある労働力の調達、

転換・再配置等の円滑な実現を可能にする面もある。

経済・社会の知識化、サービス化、グローバル化が

加速する中、専門業務派遣で働く労働力や派遣制度

に対しての雇用行政上の積極的な位置づけ、評価が

必要である。 
佐古氏 非正規雇用で、企業は人件費が安価に済み企
業環境が改善されている。また、短時間や隔日で働

きたいと希望する労働者には適した働き方ともいえ

る。しかし、待遇面の違いは大きく、労働者の勤労

意欲の低下に繋がったり、企業にとって従業員の忠

誠心を低下させるおそれがあることなどはデメリッ

トといえる。 
加藤氏 この 10年で非正規が雇用者の 3分の１を超
えた状況は、経営側の行き過ぎの感があり、今、そ

の反省の時期に入っている。非正規雇用は賃金面よ

り雇用の調整弁として有効だった。雇用の弾力化は

考えた方がよいが、結果として労働条件面で正規・

非正規で格差がついたことは労使の努力で見直さな

くてはならない。 
【非正規社員の能力育成、処遇均衡化をどう考えるか】 
佐古氏 広島電鉄でバス運転手と電車の車掌の 2 つ
の職種に契約社員が導入されたのは2001年であり、
その後、労使で議論を交わしながら 2009 年からす
べての非正規社員を正社員化した。契約社員には、

契約が有期であることも不安があったが、待遇面で

の格差の不満が大きいと労組として感じ、賃金制度

を変えることで正規・非正規社員を統合することを

考えた。しかし、人件費コストを変えないでやろう

とすれば賃金の一定の引き下げが避けられない。組

織内議論の中では異論も出たが、「このまま非正規が

増え続けると最終的には正社員の条件を維持できな

くなる」と説得した。賃金が下がる部分は激変緩和

措置で 10 年間で逓減する措置をとった。最終的に
は会社側のコスト増にもなり、この正社員化には会

社の決断も大きかった。こうした取り組みにより、

最大の責務である輸送における事故件数も減り、非

正規社員が家を買ったり結婚をしたりするなど生活

の安定に繋がっている。正社員化は一定の効果があ

ったと認識している。 

パネリスト 
富士電機㈱     特別顧問   加藤  丈夫 氏 
私鉄中国地方労働組合広島電鉄支部 

執行委員長  佐古  正明 氏 
メイテック労働組合 中央執行委員長 西尾   清 氏 
コーディネーター 
㈱日本総合研究所    調査部長      山田    久 氏 

西尾氏 非正規社員の公正処遇には、適切な物差しが
必要である。また、その物差しが能力スキルであり、

これを仕事の中で発揮して積み重ねてきた経験がキ

ャリアである。能力育成には、労働者は能力スキル

を自分づくりの中で磨き、企業は選択肢やメニュー

を提供し支援していく姿が重要といえる。さらに、

こうした能力スキルやキャリアを産業横断的なパス

ポートの役割として活用していくことが、労働市場

を通じた雇用就労のマッチングや、企業の生産性向

上に寄与していくものと考えられる。 
【労働市場全体の再設計に向けて】 
加藤氏 日本では、同一価値労働同一条件のルールが
確立しておらず、多くの企業が従来の長く続いた賃

金システムをベースにしたまま高齢者雇用や非正規

雇用に取り組もうとするから問題が起きる。もう一

度日本の人事システムを根本から見直すべきで、今

年は、東日本大震災を機に日本の雇用を含めた産業

構造が大きく変わる転換の年になるであろう。企業

が海外シフトを志向する中、総体として雇用情勢が

厳しくなることを前提とした対策が必要となる。 
山田氏 働き方の多様化は避
けられない流れで、正規・非

正規の２分法の見直しが必

要と思われる。職業能力を社

会的に定義し、公平な労働市

場を作るには個別の労使の

議論が必要となるが、こうし

た議論を積み重ねていくことが、これからの新しい

社会を切り開いていくものと考えられる。 



 

 

ロジカルシンキングセミナー 

～事例で学ぶ！ﾛｼﾞｶﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｾﾐﾅｰ～ 

日 時：９月１４日(水)１０：００～１７：００ 

場  所：広島国際会議場（広島市中区中島町1－5） 

会員参加料： 15,000円 

講 師：ビジネス ディベロップ サポート  

              代表  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．論理的な説明力でなければ相手は納得しない！ 

３．論理的な思考を成功させるための重要ポイント 

４．論理的思考の完成度を高める極意！ 

５．問題の本質をつきとめ、解決策を考える！ 

６．相手が納得し、わかりやすく説明する！ 

７．さらに的確・迅速・明解な問題解決をするために！ 

 

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：９月２２日(木)１３：３０～１７：００ 
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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

起こりうるのかを予測 

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 

 

ＩＥ基礎コース（第１回） 

～ＩＥと改善手法～ 

日 時：９月２７日(火)１０：００～１７：００ 

場  所：ＲＣＣ文化センター(広島市中区橋本町5－11） 

会員参加料： 18,000円 

講 師：広島大学大学院工学研究院 教授 高橋勝彦氏

日本ＩＥ協会 専任講師 馬場 理氏 

 

内 容： 

１．ＩＥ概論  
２．モーションマインドと動作分析 
３．工程分析 
４．時間研究と標準時間 
５．総合演習 
 
決算書セミナー 

～決算書を読みこなして仕事に活かす講座～ 

日 時：１０月２４日(月)１０：００～１７：００ 

場  所：広島市文化交流会館（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 

 

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 

 

〈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/ 


