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中国経営品質協議会 第 13期（2012年度）の活動について 

 

 

本年度（第 13 期）の中国経営品質協議会の活動

計画（案）についてその概要をお知らせします。 

 

変化の激しい時代に経営を続けていくためには、

顧客のニーズを的確に捉え、常に価値を提供するこ

とのできる組織の状態をつくることが重要です。中

国経営品質協議会では、こうした「卓越した経営」

づくりを目指す経営品質向上活動の導入・実践を支

援するため、第 13 期活動をスタートします。 

本年度も、例会事業として、顧客の視点に立った

競争力あふれる強靭な経営の仕組みづくりを支援し、

企業・組織変革への動機づけ、経営品質の本質に対

する“気づき”を増進させる「経営品質実践セミナ

ー」を実施します。また、経営革新に対する考え方

や知識、実践に結びつくアセスメントスキルを身に

付け、経営革新を実現できる人材（セルフアセッサ

ー）の養成を目的とした「人材育成プログラム」等

を開催して参ります。 

「経営品質実践セミナー」では「自社の未来を自

らが創り出し成果を導く」をテーマに、８月から来

年３月にかけて、５例会を開催します。直近の日本

経営品質賞受賞組織による講演、研修・演習など実

践面での視点を織り込み、経営品質に関心を持つす

べての組織が、各講座を一連の流れとして受講して

いただくことにより、経営品質の初歩から実践知識

まで習得できる内容に充実させています。具体的に

は、経営品質を初めて聞く方や経営品質を実践中で

考え方を整理したい方を対象に、経営品質協議会コ

ミュニケーションセンター長 田村 均氏からご講演

（「経営品質の４つの理念と７つの重視する考え方」

～経営品質の本質をわかりやすく解説～）いただく

ほか、2011 年度日本経営品質賞受賞組織である川越

胃腸病院常務理事須藤秀一氏により「『理念を実現す

る組織風土づくり』～ＥＳ（社員満足）を起点とし

た好循環スパイラル～」として、最新のベストプラ

クティスの紹介等を行う予定です。 

  （昨年度の「経営品質実践セミナー」の模様） 

また、人材育成プログラムでは、組織変革を担う

人材となるための基礎を学ぶ「経営革新の基礎コー

ス」（８月：１日間）、「経営評価の基礎コース」（９

月～１０月：計３日間）、さらに、経営革新を進める

セルフアセスメントの考え方を身につける「セルフ

アセスメントコース」（１月：連続３日間）を実施し

ます。 

これらのほかにも、各種経済団体等との共催でのセ

ミナー等を行う予定です。 

「経営品質実践セミナー」をはじめ、企業・組織の

経営の向上をお考えのすべての皆様にお役立ちいた

だける内容としております。皆様のご参加をお待ち

申し上げます。 
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ＨＯＴ情報 
平成２４年度新入社員研修会 

～共感とチャレンジ！学生から社会人へのパラダイム転換～ 
   

 ４月３日(火)～５日(木)の２泊３日にわたり、広

島県江田島市において、平成２４年度新入社員研修

会を開催しました。 

１．社会人としての自覚を持つ 

平成２４年度の新入社員研修会は、春にしては珍

しい台風並みの暴風雨の日から始まった。１４企業

から参集した７６名の参加者は、乱れる交通機関の

中、集合時間に全員が到着し、予定通りに開講式も

スタートした。初対面にもかかわらず、慣れない共

同生活をしながら、2 泊 3 日の研修カリキュラムに

挑まなければならないため、会場全体が緊張感で包

まれていた。 

オリエンテーションでは、「この研修中は全力を

尽くして挑戦したことが、たとえ、失敗に終わって

も良い。大切なことは、失敗をして気づいたことを

職場で活かすことである。」と理解してもらい、研修

の目的や集団生活におけるルールを説明した。 

 

２．新入社員への期待と役割 

研修会の最初の講師である㈱ウーブル・ロールモ

デル研究所 十倉純子代表取締役社長より、「職場に

抱かれて、自分の未来を自分で作る為には」と題し

て社会人としての心構えについてご講演いただいた。

特に、〝企業を取り巻く経営環境の厳しさ〟〝ビジ

ネスマンに必要な能力〟〝職場における人間関係の

重要性〟など、仕事ができ信頼される社員となるた

めのポイントを実例をもとに、わかりやすく解説さ

れた。 

続いて、ビジネスマナーの必要性について講義し

ていただいた。特に、挨拶、電話の受け方、名刺の

扱い方の基本については、実習を中心に進められた。

その後、グループに分かれて、インストラクターの

指導に従いロールプレイングも全員おこなった。受

講生は徐々に大きな声で挨拶をし、電話応対や名刺

交換を一人一人が真剣に練習した。 

３．協力して知恵を生み出し、課題を乗り越える 

「社会性を育成する実際体験」では、コミュニケ

ーション・協調性・リーダーシップ等の重要性を体

得するために実習をした。 

２日目は、海でカッター研修の予定だったが、前

日からの波浪注意報により中止となった。そのため、

室内で、３つの課題を班でディスカッションした。

１回目は、なかなか要領をつかめず苦戦していた。

話し合い方の反省や改善を考えた後に、さらに難し

い課題に挑戦してもらった。難問にも関わらず、話

し合い方のプロセスが１回目よりも改善されていた。

自分の考えを明確にして、人にわかりやすく話すこ

と。そして、人の話からも学ぶこと。誰の意見が正

しいかではなく、知恵を出し合い、新しい質の高い

考えを協力して導きだすことの大切さを体感しても

らった。 

 

４．自分の可能性を信じて挑戦する 

研修終盤には、(有)加賀屋感動ストアーマネージ

メント 代表取締役 加賀屋克美氏が、「働くことの

尊さ、あきらめないことの大切さ」についてご自分

の今までの経験を振りかえりながら想いをこめて参

加者に語っていただいた。 

研修最後には、一人ずつが自分自身と向かい合い、

チャレンジする目標を作成した。そして、７６名の

参加者全員が仲間の前で高らかに決意表明をおこな

った。 
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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４回） 

～時代を乗り越えるリーダーシップ～ 

   

 ３月９日(金)、平成 23 年度４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。 

 

 

リストラの代償 

日本の企業は過去に大リストラを行い、仕事がで

きる人や個性のある社員は退職することになってし

まった。そして、その優秀な人材は外国の企業で実

力を発揮している。 

社内で今頃になって、「商売がうまくいかないから、

新しいことをやれ」と言われても、誰かが考えたも

のに批判や意見を言うことはできても、自分で考え

るという難しいことができる優秀な人材はいない。

リストラ経営では、新しいことをやるよりも、効率

を重視し経費削減をすることばかりをやってきた。

だから、生き残ってこれたともいえる。しかし、リ

ストラ経営は完全に行き詰まっている。大変な時代

にこそ、実力のある人がいないと、経営は回ってい

かない。 

 

デフレ経営は人の発想を狭くする 

一番経営が楽にできる状況というのは、生産量が

伸びながら、値段も緩やかに上昇していくときだと

思う。しかし、なんらかの事情で量の拡大が止まっ

た時、大抵の企業は、生産量や売上を下げないよう

にするために、値段を下げていく。これをデフレ戦

略という。日本は、１５～２０年間、デフレ戦略を

やり続けている。社会人になって１５年しかたって

いない人は、デフレ経営しかしらない。それは、値

段を下げていく競争だから、他社の作ったマーケッ

トに安値で参入するという誘惑がはたらく。要する

にリスクを負わないようにしたいのだ。過剰設備で

苦しんでいる時だから、新しい設備で新しいことを

することに恐怖を感じ、確実に当てていこうとする

ため、必ずヒットすることが見込める市場に安値で

参入する。例えば、格安航空。新しい路線を開拓す

るのではなく、他社の路線に安値で入っていく。だ

から、どうしても発想が小さくなる。世界や、世の

中のことや、人の幸せを考えるところまでいかない。

何が今売れているかばかりを見て安値で参入するか

ら、経営はコスト削減から始まる。入社して、コス

ト削減しか言われたことないという若い人もいるか

もしれないが、経営とはそんなものではない。確か

に、１５年もコスト削減を経験し続けたら、社会は

そういうものだと思い込んでしまうかもしれないが、

それは違う。デフレ経営が怖いのは、狭い発想でず

っと行き続けてしまい、その思考が当たり前になっ

てしまうことである。 

 

自力で経営できないことの恐ろしさ 

デフレ経営で一番強いのは、政府。デフレでは、

どこまで値下げに耐えれるかとなり、資本金の一番

多いところが強くなる。資本金が一番多いのが政府。

原価というものがないのも政府。デフレ経営をやっ

ていくと、国の補助金や公共事業頼みとなる。 

補助金をもらう場合、申請をした通りにお金を使

わなければならない。途中でどんなに状況が変わっ

ても変更することはできない。しかし、普通の経営

なら、お金は上手に残さなければならないし、状況

の変化には的確に対応しなければならない。補助金

をもらうようになると、普通の経営ができなくなる。

新しい発想をすることもできなくなる。言われた通

りにお金を使い切り、報告書を書いておけば丸く収

まる。これに慣らされると、普通の経営に戻れなく

なる。 

政府が行き詰った時、補助金頼みの経営も行き詰

まる。政府が行き詰るのは、金利が上がる時である。

その前に、自力の経営をしなければいけない。 

 

金利上昇時の経営 

金利が上がり、物価が上がってくると、物価上昇

率以上に利益が出てなければいけない。 

それは、その商品がお客様から無くてはならない

と思われるほどユニークで、意味のある商品でなく

てはならない。一時的な便利さだけで売れているも

のでは無理なのである。要するに、利益が出るぐら

いの値段でお客様にこの厳しい時代に買ってもらえ

る、すごい商品ということである。そういうものを

作る人達が、これからの平成の松下幸之助、本田宗

一郎となる。 

これから、ダイナミックなすごい時代になる。だ

から、どんどん勉強して、どんどん良いものを作っ

て、どんどん世の中に出していったらいい。何も躊

躇もすることはない。 
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平成２４年度通常総会 
日 時：５月２１日(月)１４：３０～１８：００ 
場  所：ホテルグランヴィア広島 

           （広島市南区松原町 1-5） 

内 容： 

◇通常総会 

１．平成２３年度事業報告及び決算報告について 

２．平成２４年度事業計画及び予算について 

３．役員改選について 

４．その他 

◇特別講演会 

「勝負脳とこころの仕組みをビジネスに活かす」 

    講師 日本大学大学院総合科学研究科 

  教 授  林  成之 氏  

 ◇懇親パーティー 

 

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～ 
日 時：６月１５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 

 

中堅社員セミナー   

～結果を出せるたくましいリーダーとなるための自己改革～ 

日 時：６月２１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： 

マインドセットジャパン株式会社 代表取締役社長 

神戸女学院大学非常勤講師 服部 英彦氏 

 

 

内 容： 

１．競争をし、結果を出すリーダーの役割と責任 

  ・他者から見た自分の第一印象を知る 

  ・中堅社員の仕事とは？ 

  ・目的を共有して、目標を明確化にする 

２．後輩はリーダーの背中を見て育つ！ 

  ・「ＧＯＯＤ ＯＪＴ」「ＢＡＤ ＯＪＴ」 

３．現場力を強化するリーダーの仕事力 

  ・次世代リーダーとして必要な能力 

  ・メンバーをイキイキさせるために 

  ・メンバーの協力を結集する 

４．あなたは期待されている！リーダーとして活躍す

るために 

  ・成果をあげるリーダーの思考法 

  ・使命感を持ったリーダーが求められる 

 

係長・主任セミナー 

～自分の長所を活かし、部下を育て、 

上司を補佐し、チームをリードする～ 

日 時：７月１０日(火)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：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．自分の人生のために仕事をしていますか？ 

２．自分自身を知ればあなたは変わる 

３．係長・主任の本当の役割とは？ 

４．部下の「やる気」をひきだす動機づけの秘訣 

５．職場の人間関係をよくする心理テクニック 

６．仕事のできる部下を育てる極意 

７．自己革新できるリーダーが組織を変える！ 

 

メンタルヘルスマネジメントセミナー 

～管理者のためのメンタルヘルス対策～ 
日 時：７月１９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：Y'sオーダー 代表取締役 藤野 祐美氏 

内 容： 

１．社会不安や不況下で、ますます深刻になっている

今、職場で起こっていること 

２．知らないでは済まされない！ｽﾄﾚｽと病の基礎知識 

３．メンタルヘルス対策は「早期発見」が重要！ 

  ～心の不調に気づくためのチェックポイント～ 

４．心の不調を起こした部下への正しい対応 

５．「職場復帰」のための具体的な方法 

６．「予防」のために上司、職場がすべきこと 

 
〈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/ 


