
 

 

 

 
生産技術（ＩＥ）講座開講 

～現状に満足しない改善への科学的アプローチ～ 
 

 

先般の東日本大震災では、東北・関東地区を中心に

生産設備面でも甚大な被害を及ぼし、その影響は、国

内にとどまらず世界の産業活動にまで及びました。反

面、このことは、これまで培った我が国製造業の高度

な素材・部品・機械技術等が世界の中で圧倒的な優位

性や高い競争力を持っていることが再認識されたとも

いえます。 
資源・エネルギー自給率の脆弱な日本が、震災の影

響を最小化しつつ高齢社会が求めるニーズや課題の克

服とグローバル競争で優位性を維持するためには、我

が国の全産業が「価値向上」と「効率向上」の相反す

る目標に向けて、更なる生産性向上に向けた知識と技

術の修得に期待が寄せられています。 
このような認識から中国生産性本部は生産技術(Ｉ
Ｅ)に関する研修機会の提供を充実することとし「生産
技術講座」を開講することとしました。 

 
○ＩＥ基礎コース（３講座） 
第１回目は、９月２７日(火)に「ＩＥと改善手法」を
テーマに仕事の要素と現状分析等の理論・技法を習得

し、問題解決スキルを高め改善活動に活かす内容の研

修として、問題の大筋を捉えるのに使える改善手法の

演習を行いました。 
第２回目は、１０月１２日(水)に「改善マインドとム
ダを見つける習慣化」をテーマに効率的な改善の進め

方等を体系的に身に付け、職場のあるべき姿を描き改

善推進力を強化する研修として、ムダの発見と改善演

習を行いました。 
第３回目は、１０月２８日(金)に「５Ｓ・見える化の
ポイントと業務プロセス改善」をテーマに業務基盤の

強化が必要な要因を考察し、５Ｓ活動の展開とともに

改善を効率的に推進する研修として

による５Ｓ問題発見と改善方法の５

た。 
３講座を通じて、顧客価値の高い

ざす出発点として、価値とムダを理

化する手法と活用について、事例と

ました。 
 
○改善基礎コース（３講座） 
本コースでは、生産の３要素であ

営資源に着目し、コスト・作業と時

いての重要なポイントについて事例

びます。 
改善基礎コースは、ＲＣＣ文化セ

のとおり開催いたします。 
①１１月１１日(金) 
品質・コスト・納期の理解と改善

②１１月２２日(火) 
標準作業と標準時間の考え方、標

③１２月１３日(火) 
 自工程で守る品質のつくり込み
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ＨＯＴ情報 
平成２３年度 時代の潮流とリーダーシップ（第２回） 

～時局を的確に読み、未来を自ら切り拓く～ 

 
 ９月 22 日(木)、平成 23 年度２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。 
 
時代は決して終わらない 
宇宙はビックバン以降、勢いが弱まっていくよう

なイメージを持つ。しかし、実際は違う。今も星は

生まれ消えるし、星雲も相互作用しダイナミックに

生きている。私達の人生や経済も、このままで終わ

ることはない。 
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システムの外側に行く 
今、ルールの中で生きている人が多いが、時代が

変わるということは、私達の生きていく常識が根底

から変わることを意味する。例えば、江戸時代には

不動産の売買は禁止だったが、明治時代には重要な

経済取引の一つとなった。また、戦前の一番大きな

組織は軍隊だったが、戦後、それはなくなった。我々

が一番やってはいけないことは、今が人類の最終形

だと思ってしまい、目の前の秩序を守ることが生き

る道だと思い込むことである。私達は、今のシステ

ムの外側に行かなければならない。時代の変化に背

を向けていることは本当に怖いことなのである。 
 
リーダーシップは誰にでもわかる原則 
リーダーの言葉が小賢しく聞こえることのほとん

どは、そのリーダーが言い訳している時である。本

来、リーダーシップの原則は決して難しいことでは

ない。誰が聞いても、その通りだと認められること

がリーダーシップの一番の正解である。リーダーシ

ップの難しさは、誰にでもわかる原理原則通りにリ

ーダーが実行できているかで器量が試されることに

ある。 
 
自分の本心でなければ効果はでない 
明治維新のリーダーであった西郷隆盛は、「〝忠〟

と言う字を、〝殿に仕える〟と解釈をするから間違

える。これは、自分の心に忠実という意味である。」

と言っている。 
 リーダーシップは、自分の心に忠実になり本心で

やらなければ何の効果もない。取って付けたことを

言っても人は絶対に動かない。だから、焦ってはい

けないのである。自分の気持ちが、まだまだ、そこ

まで到達していないのに他人の言葉を借りて喋って

も時間の無駄になるだけである。自分が思った通り

やってみて、結果を見て、反省して、自分を変えて

いくことが、一番の近道である。今、多くの人が自

分自身に忠実ではない。自分の心がどっかに行って

いて、心が空っぽなまま、形に合わせているだけで

ある。これでは良い結果がでることはない。 
 
自分で未来のイメージをもつ 
ものごとが前に進まない理由は、発想の欠如にあ

る。今日の生活を守るために不便なところを、ちょ

っとだけ変えようと少し改善することに何の意味が

あるのか。今の延長線ではなく、ビジョンをイメー

ジすることが大切なのだと思う。例えば、今の政府

は、世界が発言していることを平均的にしようとし

ているから間違う。企業も同じで、売れているもの

に参入しようと思うから良い仕事にならない。昔の

ソニーみたいに、「これが良いのだ！」と思って商品

を出していったらいい。そして、ゆっくり売れてい

っていったらいい。いきなり売れるのはニセモノな

のである。良いものを作って、時間をかけて着実に

ファンを増やしていけばいい。 
宇宙と同じで世の中が終わりになることは無いの

だから、まず、今のシステムの外側に自分のイメー

ジをもって、そこに綱をかけて、手繰り寄せること

が大切である。それをやらないと逃げ回るだけにな

る。そして、見境なく何でもやってしまうようにな

る。未来の姿をきちんとイメージしておかないとお

金と時間の使い方もわからなくなる。何より、何か

が起こった時に、どうして良いかがわからなくなる。 
 
日本の未来 
日本の歴史から見てみると、日本のリーダーシッ

プの最大のポイントは時代を超越し、目の前の損得

を越えた目線を持っていることだと思う。リーダー

は、長期の繁栄をいつも考えていた。松下にしても

ソニーにしても、人類のフロンティアをめざしてい

た。それは、欧米の企業にはなかなかないことであ

る。今の日本政府は問題だが、日本の文化や技術は、

世界に誇れる。 
私達が成功しようと思ったら、時代、世界、そし

て人類の幸せを考えて、大胆に変化していく目線と

行動をもつということが必要だと思う。 
 目の前にあるものをリストラで守ろうとするから、

ますます守れなくなる。むしろ日本は、世界が日本

のやり方でやっていけば上手くいくようになると自

覚することが大切である。 



ＨＯＴ情報 
経営品質入門セミナー開催 ～ 経営品質とは何か 気づき・思考・対話の基礎を解説 ～ 

福井県民生活協同組合 竹生理事長が講演 
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 10 月 14 日（金）、岡山市の中国電力岡山支社３階

エネルギアホールにて「経営品質入門セミナー」を

岡山地区経営品質研究会と合同で開催しました（共

催：岡山県経営者協会 参加者約 120 名）。 

 

講師に、2007 年度の日本経営品質賞を受賞した福

井県民生活協同組合理事長の竹生（たこう）正人氏

をお招きし、「福井県民生協の経営品質活動と事業ネ

ットワーク戦略について」と題してご講演をいただ

きました。竹生氏の講演概要は以下のとおりです。 

■経営品質活動の中から生まれた事業ネットワー

ク戦略 

当生協では、組合員満足度の最大化を目指し、「事

業ネットワーク戦略」を展開している。その考え方

は、無店舗事業（宅配）を土台に、店舗、福祉（介

護・子育て支援）、共済の事業が連携して組合員家族

の暮らしに深くお役立ちすることで、コア組合員づ

くり、生涯組合員づくりを進めつつ、組合員全体に

「食の安全」と「くらしの安心」の価値を提供する、

というものである。宅配事業に基盤をおいたのは、

お客様（組合員）と週に一度は顔を合わせており、

信頼関係の基盤となるとの考えからである。そして、

現在、組織や地域のネットワークも活かした新たな

生活支援事業として、移動店舗や高齢組合員支援と

しての夕食宅配といった事業を展開している。この

考え方を生み出すきっかけとなったのが経営品質向

上プログラムである。 

＜事業ネットワーク戦略の展開イメージ＞ 
 
 
 
 
 
 
■経営品質活動を通じて得た気づき 

経営品質向上活動を取り組み、特に、そのプログ

ラムの基本的な視点である「『顧客』は誰か？」とい

う問いかけを考える中で、当生協のことを良く理解

していただけるコア組合員を増やすことが大事との

認識に至った。当生協では、2000年頃から事業の幅
を広げていったが、生協本部では、事業拡大の戦略

の策定にあたり、「宅配利用者が存在する地域に店舗

を出すと内部競合が起こる」と考えていた。よって、

そうした地域での出店に際しては、全くの新規顧客

の拡大に目を向けていた。ところが実際は、新規組

合員の来店者は伸びず、従来の宅配利用の組合員が

多かった。これに気づいたのはお客様と常に接点の

ある現場職員。事業部の垣根を越え、宅配事業の職

員が現場の意志で店舗への来店を働きかけたことで

客数が伸びた。こうした経緯により、現場の判断、

裁量を大事にして、お客様の座標軸から事業の最適

なあり方を考えなければならないと気づいた。また、

職員は顧客価値を生み出す重要な経営資源との認識

にも至った。職員は財務諸表では人件費としか現れ

ないが、実際はそれに載らない貴重な財産である。 
■卓越した経営を実現する組織づくり 

顧客アンケートで出るニーズは顕在ニーズであり、

それに対応していても結局は他社の後追いになるだ

け。大事なのは潜在ニーズをどう掘り起こすかであ

り、それが出来るのは唯一お客様と接している現場

社員である。顧客とのコミュニケーションの中で、

これから何が必要となって来るのかを、社員がアン

テナの高くし、感度を良くして漏らさず受け止め情

報を取捨選択していくことが大事である。 
 

全ての事業インフラとしての無店舗事業 

店舗事業 共済事業 

食の安全 くらしの安心 

福祉事業 
（介護・子育て） 

事業ネットワーク戦略やさまざまな組合員の暮ら

しに役立つ事業は、職員が組合員との接点から潜在

ニーズを掘り起こし顕在化させたことで生まれた。

業態を越えて協力し新たな価値を創造し続けるプロ

セスは、組織風土という土壌を良くすることでしか

生まれない。そのためには、組織にとって何が大事

なのか、どういう組織でありたいのかを明確にし、

そこを目指して社員が能動的に考え、行動し、改善

していくこと、組織の縦横のコミュニケーションを

良くし情報を共有化すること、トップが社員・ビジ

ネスパートナー（お客様、取引先）の声を傾聴する

ことが重要となる。トップが話を聴く姿勢がないの

に社員がお客様の声を聴くことはない。コミュニケ

ーションとは情報の伝達だけではない。感情・価値・

知識・意思を分かち合い、相手に共感してもらい、

理解してもらうことなのである。 
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経営幹部養成講座 

～リーダーのミッションと実現力～ 
日 時：１１月１７日(木)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：人とホスピタリティ研究所 

代表 高野  登氏 

内 容：  

１．ホスピタリティから生まれる豊かな人間関係 

 ①サービスとホスピタリティの違い 

  ～感動が生まれるのは、ホスピタリティの 

物語が生まれた時～ 

 ②ビジョンとミッションを共有する目的 

  ～ビジョンは北極星、ミッションは組織の重心～ 

 ③リーダーとスタッフの成長を支える仕組み 

２．理念の共有と浸透のための２０の条件 

３．｢すべてはお客様のために｣という企業文化を目指す 

 ①絆が生まれる瞬間 

  ～お客様から投げられる絆の糸に気づく感性～ 

 ②迷いのない信頼関係が生み出すもの 

 ③仕事のプロとして心のスイッチを入れる 

  ・人を使う組織と活かす組織の違い 

  ・幸せな仕事のプロを目指すために 

４．組織を活かすリーダーのあり方と思考の軸 

 

カイゼン基礎コース（第１回） 

～経営資源の最適化でＱＣＤを磨く～ 

日 時：１１月１１日(金)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：㈱日立製作所 モノづくり戦略本部 

           主管技師長  関根 次雄氏 

内 容： 

１．モノづくりのミッションと課題  
２．「人」のコスト低減方法 
３．コスト低減に有効なＩＥ手法とＱＣ７つ道具 
４．「モノ」のコスト低減 
５．「人」のコスト低減 
６．「設備」のコスト低減 
 
◆カイゼン基礎コース（第２回） 
日時：１１月２２日(火）１０：００～１７：００ 

◆カイゼン基礎コース（第３回） 

日時：１２月１３日(火) １０：００～１７：００ 

 

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：１２月１６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

起こり得るのかを予測 

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 

 

 

感動の三部作（第３回） 

天 に 棄 物 な し 

～東日本大震災が教えてくれた教訓～ 

日 時：２月１７日(金)１４：００～１７：００ 

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： 8,500円 

講 師：作家   神渡 良平 氏 

内 容： 

 ２０１１年３月１１日、あの日に起こったことを私

たちは、一生忘れることはないでしょう。社会も経済

も疲弊していく中で、ただ、希望と自信を失っていく

だけでは次の世代に悲しみだけを残すことになります。 

 あの震災から得た教訓をいかして未来を拓くきっか

けにしていただければと願います。 

・国の難局を乗り越えた先哲達の信念と教え 

・経営の苦難時、それは、まさに、つらく悲しい行 

・全てを失ってもやり直し続けたダスキン創業者鈴木

清一の不屈の精神 

・東日本大震災を内省し、原点に立ち返る 

・生き残り、再建を託されている私たちの使命とは 

 

 

 

〈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/ 


