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第１３期 経営品質協議会 

～経営品質実践セミナー第１回の開催と今後の内容～ 

 

 
８月９日(木)、第１回経営品質実践セミナーを

開催しました。引き続き今年度は、全５回の日程

で開催する予定です。  

  

企業を取り巻く環境は、深刻な状況が続いてい

ます。このような混沌とした景気の中にあっても、

経営品質が目指しているのは、一時的な業績回復

ではなく、社員のやる気を引き出し、お客様に信

頼され、価値をお届けし続けることができる体質

を企業に創ることです。 

今年度の中国経営品質協議会の経営品質実践セ

ミナーは、経営品質の考え方の概要だけではなく、

正しい進化へとつながるための手法の解説につい

ても盛り込んでいます。 

 第 1 回は、『経営品質の４つの理念と７つの重視

する考え方～経営品質の本質を分かりやすく解説

～』と題して、８月９日に経営品質協議会 コミ

ュニケーションセンター長の田村均氏を講師にお

招きし開催しました。田村氏は、リコージャパン

株式会社で経営品質を導入し改革を実現させた第

一人者としての実績があり、経営品質の講演に定

評のある講師です。（講演内容の要旨の一部は、次

ページに掲載をしています。） 

 第 2 回（１０月１９日）は、『企業の現在・将来

と戦略を描く組織プロフィール～事実前提から価

値前提へ～』と題して、経営品質向上ヘルプデス

ク 代表 白井信行氏に講師をお願いしています。

第 2 回のキーテーマである組織プロフィールは、

経営品質向上プログラムを実践するための第１ス

テップであり自社の現状とあるべき姿と戦略につ

いて明確にしていきます。白井氏は、日本経営品

質賞審査員を長年にわたり経験し、組織プロフィ

ールを作成するポイントを熟知しています。 

 第 3 回（１１月１９日）は、2011 年度の日本経

営品質賞受賞企業である川越胃腸病院の常務理事 

須藤秀一氏にご講演いただきます。川越胃腸病院

は、日本全国で卓越した CS（顧客満足）と ES（社

員満足）で注目されている病院です。須藤氏は、

院長の高邁な理念が、病院内に風土として根付く

よう、経営の視点から業界の常識を覆す組織・シ

ステムを創り出した方です。テーマは、『理念を実

現する組織風土づくり～ES（社員満足）を起点と

した好循環経営～』です。 

 第 4 回（平成２５年１月２５日）も、2011 年度

の日本経営品質賞受賞企業に最新の取り組みにつ

いてご紹介していただきます。講演は、株式会社

ねぎしフードサービス 代表取締役 根岸榮治氏

に『100 年企業への人財共育と風土づくり～理念

共有・PDCA・ダイバーシティ～』と題して、流

行を追いかける経営ではなく、アルバイトも含め

た社員全員で理念を共有し、人材を育て、顧客満

足を追求する企業風土について、取り組み事例と

ともに語っていただきます。 

 最終例会の第 5 回（平成２５年３月５日）では、

『成果に繋がる経営品質の道筋～業績、自社の持

ち味、主要カテゴリの関係』と題して、株式会社

マネジメントイノベーション 代表取締役 坂本 

崇氏に解説していただきます。 
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ＨＯＴ情報 
第１回 経営品質実践セミナー  

「経営品質の４つの理念と７つの重視する考え方」～経営品質の本質を分かりやすく解説～ 

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 
（元 リコージャパン㈱ 審議役） 

【経営品質向上が必要とされる背景】 

経営品質を理解するには、まず、商品・サービ

スに対する顧客の要望が、戦後から現在に至るま

でに「量から質」に変わってきたという、時代環

境の変化、その生まれた背景を知る必要がある。 

戦後のモノ不足の時代には、商品を売ることは

さほど難しいことではなく、マーケティングとい

っても、「役に立つモノ」「豊かなアメリカにあっ

て日本にないモノ」をライバルよりも早く安く作

っておけばよかった。また、高度経済成長期は増

える人口に対応してモノを作れば必ず売れた。や

るべきことをやれば成果が約束された時代であり、

効率化さえすれば当然のように利益が確保できた。 

しかし、必需品が行きわたり、人口が伸び悩み、

モノが余るようになると、モノを買う人々は、単

なる「消費者」から「生活者」へと変貌し、商品

を「ないから買う」から「気に入ったから買う」

に変化した。商品そのものの単純な価値（時計で

あれば正確さ）が重視された時代から、「好き、嫌

い」という価値観で「生活者」が商品を選択する

ようになった。マーケティングも変わり、かつて、

あるビール会社が「ビールにも鮮度が大切」とい

う概念を広告を通じて広めヒットさせたように、

ダイレクトに商品の特徴を消費者に伝え、その購

買基準を変える顧客啓発が必要になってきた。ま

た、ライバルとの違いを強調するため商品を差異

化してもすぐに真似られ、結果として業界自体が

同質化してきた。すると、「電話対応がよい。説明

がわかりやすい」といった、利用した際の評価（知

覚品質）が重視され、企業全体、社員自体が一つ

の商品と見做されるようになった。 

しかし、社員も商品と同じ価値を求められるよ

うになっても、社員は工業製品と同じ基準で品質

管理はできない。社員の職務遂行を世の中の方向

からずれないように管理し、リードしていかなけ

ればならない。その方向こそ、「会社が大事にして

いること」「会社の価値観」である。1980 年代以降

のアメリカでの研究から、景気が悪い中でも業績

を伸ばす企業に共通していることとして「利益に

優先して、企業の価値観が社員ならびに顧客から

共感を得られていること」だとわかってきた。東

日本大震災発生時のディズニーランドではアルバ

イト社員が、来場者の頭部を防護するぬいぐるみ

をとっさの判断で無料配布した。これは、「安全が

第一、次に礼儀、そして商品（ショー）、最後が効

率」という、ディズニーランドが大事にしている

こと、価値観を明確に全社員に伝え浸透させてい

た結果だった。商品（ショー）の前に大事なもの

があることを社員に教え、社員が納得していなけ

ればこのようには動けなかった。また、顧客にも、

企業の目指す理念が理解され共感された上で選ば

れていなければ、「安い店が近くにできた」といっ

た簡単な理由で他社へ移動されてしまう。 

会社の価値観を社員と顧客に共感してもらえる

ようになるには、その価値観を全社に浸透させる

ことのできる土壌、組織風土を築かなければなら

ない。組織風土とは会社の基盤であり、パソコン

に例えればＯＳにあたる。どんな優れたアプリケ

ーションソフトもＯＳのバージョン自体が低くけ

れば機能しない。よい土壌の上に立つ林檎の木は、

どんな台風が来ても倒れず、果実も腐りにくい。

経営品質では、組織風土という目に見えない土壌

を測る能力を養い、組織のバージョンを上げてい

く。 

 

【経営品質の構造～基本理念と重視する考え方】 

経営品質においては、会社が大事にしているこ

とが４つの『基本理念』（*1）と合致しているか、

そして、経営の重要課題への対応要件を７つに整

理した『重視する考え方』（*2）がどれだけ浸透し

ているか、を、20 の機能（アセスメント項目）で

測り、社員、顧客との対話を大事にしながら組織

風土の改善につなげていく。 

*1 顧客本位、独自能力、社員重視、社会との調和 

*2 顧客から見たクオリティ、リーダーシップ、

プロセス、対話による「知」の創造、スピ

ード、パートナーシップ、フェアネス 

『重視する考え方』は、これまでの企業行動の

優れた事例を帰納的に研究し法則化したものであ

る。したがって、「アルバイト社員を正社員化した

ことでより利益を出すようになった企業」などの

実例を、新聞、雑誌等からこまめにストックし、

自分なりに考えてみると、『考え方』の意味を、実

感をもってより深く理解できるようになる。 
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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「人材育成プログラム」を開催してい

ます。 

第一段階のプログラムとして、8月 2日（木）、 

ヒューマンウェア・コンサルティング株式会社 

取締役副社長 渡辺充彦氏を講師としてお招きし、

「経営革新の基礎コース」を開催しました。 

本コースでは、経営革新の担い手としての意識を

持ち、「組織を変えていくとはどういうことか」、「そ

のために必要なことは何か」について、渡辺講師か

ら分かり易く講義いただくとともに、グループ討議

や渡辺講師との双方向討議を行いました。 

受講者からは、「気づきを深めることで、今の自分

の考え方を知ることができた。」「自己変革の必要性

を強く感じた。」といった意見があるなど、変革にあ

たり、自らを変革の担い手として自己決断し、自ら

のありようを変えることで周囲に影響を与えていく

ことの重要性などを学んでいただきました。 

なお、今後の「経営品質 人材プログラム」の開催

予定は次のとおりです。 

   

 経営営評価の基礎コース  

【1日目】平成 24年 9 月 5 日（水） 

【2日目】平成 24年 9月 19 日（水） 

【3日目】平成 24年 10月 3 日（水） 

   

 セルフアセスメントコース  

    平成 25年 1 月 16日（水）～18日（金） 
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8 月 9 日（木）、山口市「ホテルかめ福」において、

山口県労使雇用対策協議会（構成団体：山口県経営

者協会、日本労働組合総連合会ほか）主催、中国生

産性本部・中国労組生産性会議共催による「2012労

使トップセミナー」が開催されました。 

杉本郁夫 連合山口会長（中国労組生産性会議 副

議長）の挨拶に続き、2名の講師により講演を頂き

ました。講演要旨は以下のとおりです。 

■「山口県の労働者の働き方とワーク・ライフ・バ

ランスについて」 

講師：山口大学経済学部教授 鍋山 祥子氏 

日本はこれまで、男性労働者の慢性的な長時間労

働等の中で、無業の妻が育児や介護といった「シャ

ドウ・ワーク」を果たしてきた。しかし、この 10

年間で生涯未婚率（50歳代の男性 20％、女性 11％）

は急上昇し、これに加え、世帯収入の減少に伴う「共

働きの世帯」の増加により、双方の「シャドウ・ワ

ーク」が変化してきたことから、「労働力の減少」、

「働き方の多様性（生涯にわたるワーク・ライフ・

バランス）」といった課題が生じてきている。 

ワーク・ライフ・バランスを有効に進めていくた

めには、その必要性を労働者に周知し、女性だけで

はなく全労働者の問題として取り組むことが必要で

あり、労働者の声を「わがまま」ではなく、「ニーズ

＝チャンス」として活かすことである。 

■「高齢者と若年者のベストミックスで強い社会の

実現を」 

講師：慶応義塾大学経済学部 教授 太田聰一氏 

日本は、総人口の減少幅が 1950年代以降で最大を

記録し、65歳以上の老年人口割合も過去最高の

23.3％となるなど、今後、更に超高齢化が進み、「働

き手」の減少による経済活動の停滞が起こり得る。 

「働き手」の視点では、高齢者は改正高年齢者雇

用安定法の施行もあり雇用が進んでいるが、若年者

は失業率が他世代に比べ高い水準となっており、両

世代で仕事を奪い合っている（バッティング）とも

言える。 

今後は、両世代間で「互譲（シェアリング）」、「補

完」しながら、お互いの持ち味を活かしたべストミ

ックスへの道に進み、強い社会を構築していくべき

である。 

経営品質 人材育成プログラム 

  「経営革新の基礎コース」を開催 

「２０１２ 労使トップセミナー」を開催 
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決算書セミナー 

決算書を読みこなし仕事に活かす講座 
～経営の実態を人任せにせず、自分で見抜き判断するために～ 

日 時：１０月１２日(金)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．損益分岐点分析入門 

７．生産性の高い会社であり続けるために  

 

 

経営品質実践セミナー（第２回） 

～企業の現在・将来と戦略を描く組織プロフィール～ 

景気が低迷しても、進化している企業が大切にしている考え方 

日 時：１０月１９日(金)１３：００～１７：００ 

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：経営品質向上ヘルプデスク  

代表 白井 信行氏 

内 容： 

 経営革新をするためには、企業の理想的な姿（将来）

と現状から、戦略課題を見い出すことが重要となりま

す。それを考え、表現するのが、組織プロフィールで

す。組織プロフィールは、経営品質向上プログラムの

第１ステップです。本セミナーでは、組織プロフィー

ルの本質について、解説いたします。 

１．経営を革新する始点となる「自社の理想の姿」

とは 

２．お客様・市場の理解が深まれば、製品・サービ

スのあり方も変わってくる 

３．製品・サービスのあり方がわかれば、社員に望

むことや仕事も変わってくる 

４．理想と現実のギャップで課題が見えてくれば執

るべき戦略が確信できる 

５．実業で改革を実行するための重要ポイント 

 

 

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：１２月１３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： 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 

第２部 経営を成功に導くリーダーシップ 

 

 

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/ 


