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第２回 経営品質実践セミナー開催 

～企業の現在・将来と戦略を描く組織プロフィール～ 

 

 

10月 19日(金)、経営品質向上ヘルプデスク 代

表 白井信行氏を講師にお招きし、第２回経営品

質実践セミナーを「企業の現在・将来と戦略を描

く組織プロフィール」と題し開催しました。 

 

経営品質向上プログラムを実践するための第１

ステップとして、経営品質向上プログラムの概要

についてお話いただきました。 

企業にとって大切なことは業績＝成果をあげる

ことです。業績を上げるには上がる理由があり、

戦略と実行があって業績は上がります。戦略に必

要なのは分析とロジック、実行するために必要な

のはマネジメントです。経営する上で大事なこと

は自社にあっている戦略をとるということです。

業績とどう関係があるのか、戦略との関係がある

のかを考えることができないとただ流行りものを

いれただけで終わってしまいます。 

経営品質向上プログラムは自社の目的にあった

経営ができているかどうか見るためのツールであ

り、単なる手段にすぎません。自分の会社がうま

く戦略をたてられているか、うまくマネジメント

が出来ているか、業績が出ているかどうかを見る

ためのものさしが経営品質向上プログラムであり、

アセスメント基準です。 

経営品質向上プログラムが求めているものは、

製品やサービスの質だけではなく、企業が長期に

わたって、顧客の求める価値を創出し、市場での

競争力を維持するための仕組みや、お客様に支持

されるようなことを長期にわたって創出をするこ

とにより、永続的に発展していことです。永続的

に発展するためにはどうしたらいいかと考えてい

るのが経営品質向上プログラムです。 

経営品質向上プログラムは４つの要素からなる

「基本理念」と戦略的な思考である「重視する考

え方」、「組織プロフィール」と「８つのカテゴリ

ー」で出来ているフレームワークから構成されて

います。経営の品質を明らかにすること、つまり

自組織の成熟度を明らかにするためのツールが経

営品質向上プログラムであり、基準を使って組織

が目指している「理想の姿」の実現向けた経営活

動の、目的適合性と一貫性、マネジメントにおけ

る体系化の程度、組織内外との連携の状態を明ら

かにする構造になっているのがアセスメント基準

であると講演していただきました。 

組織プロフィールについては次頁に詳しく記載

しています。 

 

第３回は２０１１年度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、第４

回は同じく受賞企業の株式会社ねぎしフードサー

ビス代表取締役根岸榮治氏、第５回はアセスメン

ト基準のフレームワークの主要カテゴリーについ

て株式会社マネジメントイノベーション代表取締

役坂本崇氏に講演していただきます。 
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ＨＯＴ情報 
 

～組織プロフィールとは～ 

 
 

経営品質向上プログラムを進めるうえでの、第

一段階が組織プロフィールです。 

企業の経営革新を進めるにあたって経営トップ

が中心となって、企業全体の理想的な姿に対して

経営を取り巻く環境を認識し、経営課題を発見す

ることを目的としています。 

 

第１ステップ 企業が目指す〝理想的な姿〟を明

らかにすることです。 

自社が大切にしている価値観を重視し、経営品

質向上プログラムの基本理念である「顧客本位」

「独自能力」「社員重視」「社会との調和」の４つ

の要素に照らして、経営の思いや意図を明らかに

します。 

理想とする姿が明示できなければ、いつも今の

ままを繰り返してしまうからです。経営品質向上

プログラムは、この〝理想の姿〟を明らかにする

ことから始めていきます。 

 

第 2 ステップ 〝理想の姿〟を実現する視点から

経営環境を振り返ります。 

 外部環境である「顧客・市場」「競争環境」、内

部環境である「経営資源」の現状を整理するとと

もに、将来の動きを洞察し、それぞれの課題を発

見します。 

「顧客認識」 

①お客様が誰であるかを明らかにする 

「あなたは誰をお客様に選んでいますか？」この

一見やさしそうに見える質問は、事業のあり方を

決定する重要な問いかけです。自社のもてる力、

競争上の位置づけから誰をお客様にするのかがい

いのかを考えます。 

②お客様・市場の変化を捉え、特徴を確認する 

 お客様や市場は、色々な影響を受けて「価値あ

るもの」が変化します。だから、お客様や市場に

影響を与える要因を常に考えておく必要がありま

す。企業を取り巻く様々な情報から自社で意味を

見いだし仮説を構築しながら、お客様はどのよう

な影響を受け、それによって何が変わるかを考え

ることが大切なのです。それをふまえ、どのよう

な価値・特徴のある製品・サービスを提供するか、

明らかにすることも重要です。 

「競争認識」 

①業界の特徴を知る 

 業界の特徴を知ると、自社の〝理想的な姿〟を

どのように実現すれば良いかの道筋が明らかにな

ります。業界の中で競合相手と同じことをすれば、

提供する価値が同じですから最後には価格競争に

陥り利益を低下させます。競合他社にはできない

自社の独自能力として、何を伸ばすかを見出すこ

とが大切です。 

②業界を変えた競争相手を考える 

 お客様は、業界を越えて広い範囲を見ています。

他業界でお客様の問題を解決できるところがある

のではいかと考えることも必要です。 

③競合の中で、なぜ自社を選んでくれたのかを考

える 

 数ある競合の中で、お客様が、わざわざあなた

の会社の商品やサービスを選ぶ理由は、どこにあ

るのでしょうか。お客様が取引を継続してくれる

ということは、自社の何かに価値を見出している

からです。競合相手と同じことをする前に、自社

ならではのやり方を振り返ってみることも大切で

す。 

「経営資源認識」 

①自社の経営資源をよく知る 

お客様に、他社では真似のできない独自の価値

を創造し提供していくためには、自社の持ってい

る経営資源（ヒト、モノ、カネ、ノウハウ）を良

く理解し、有効活用していく必要があります。 

②ノウハウやスキルは人につく 

 他社に真似のできないものを生みだしている技

術、潜在的な可能性を秘めたノウハウなどは、全

て人にしかつきません。そして、この価値の源泉

を伝えるのも、受け継ぎ新たなノウハウを生み出

すのも人です。設備や機械は時間が経てば減価償

却され目減りしていきますが、人という経営資源

は、組織がその能力を高めることで時間とともに

価値を高めていきます。設備や機械は、重要な道

具であり、人の持つノウハウやスキルと密接にか

かわっています。 

③財務活動の特徴をよく考える 

 事業の特徴をよく考え、長期にわたってお客様

の価値を高めていくための財務活動を検討してい

かなければいけません。 

 

第 3 ステップ ステップ 2 の課題を整理統合し、

理想的な姿にむけて「今ここで」何を変えなけれ

ばならないかを明らかにすることです。組織の経

営課題および戦略課題を明らかにします。 

（参照：アセスメント基準書、アセスメントガイドブック）  
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ＨＯＴ情報 
 

「『おもてなし経営』推進フォーラム in ちゅうごく」開催 

 

10月 23日（火）、メルパルク広島（広島市中区）に

おいて、「『おもてなし経営』推進フォーラム in ち

ゅうごく」が開催され、当本部も共催団体として参

画しましたので、その概要を紹介します。 

 

「『おもてなし経営』推進フォーラム」は、地域・

顧客密着型の企業経営を地域のサービス事業者に広

めていくことを目的に、経済産業省、中国経済産業

局の主催により開催されたものです。サービス産業

の生産性向上を支援する当本部も、（独）中小企業基

盤整備機構中国本部、（社）中国地域ニュービジネス

協議会とともに共催者として参画しました（参加者

約 180 名。なお、本フォーラムは、広島市を含め、

全国 10カ所で開催されています）。 フォーラムでは

以下の講師がご登壇され、各氏の講演の後、ファシ

リテーターの進行によりパネルディスカッションが

行われました。 

【講師／講演名】 

◆島根電工㈱ 代表取締役社長 荒木 恭司 氏 

（島根県松江市） 

“建設業はサービス業 ～期待を超える感動を提供す

るために｢住まいのおたすけ隊｣が今日も走ります～” 

◆㈱向瀧 代表取締役 平田 裕一 氏 

（福島県会津若松市 東山温泉） 

“小さな老舗温泉旅館のおもてなし ～チームワ

ークで日々磨き続けるサービスとは～” 

◆㈱加賀屋 常務取締役総支配人 手島 孝雄 氏 

（石川県七尾市 和倉温泉） 

“加賀屋の流儀 ～笑顔で気働き～” 

【ファシリテーター】 

◆（独）産業技術総合研究所 サービス工学研究 

センター副センター長 内藤 耕 氏 

 講演① 島根電工㈱  中国地方の有力電気工事事業

者であり特徴的なＣＭでも有名な島根電工の荒木氏

により、公共工事の削減で建設業界の先行きが不透

明になる中、大口顧客だけでなく小口工事・提案営

業も重視し、『住まいのおたすけ隊』として家庭での

様々な困り事にも対応している現況や、組織編制や

仕組みも大事だが、まず企業文化・組織風土を変え

ることが重要であること、などが語られました。 

 講演② ㈱向瀧  かつて会津藩の指定保養所であり、

旅館として全国第１号の登録有形文化財に指定され

る向瀧の平田氏からは、顧客満足に向けた経営改革

についての紹介がありました。野菜などの食材を、

大量仕入れから、信頼できる生産者からの小ロット

の仕入れに変更し、また、食器配置の改善等により

調理場の効率化を図るなど、無駄なく新鮮な料理を

お客様に提供するための料理改革や、毎日の従業員

ミーティングでの会話の主語を「お客様が」「お客様

は」とし、常にお客様について話すことを習慣化す

る取り組みなど、老舗旅館を時代の変化に対応でき

る旅館へと変革した経緯を説明いただきました。さ

らに、お客様の視点を忘れず顧客満足度を上げ、そ

の結果として高収益が実現する経営の考え方など、

組織全体として持続的に高いレベルのサービスを達

成していく思いを披歴されました。 

 講演③ ㈱加賀屋  能登半島の大型老舗温泉旅館で、

「プロが選ぶ日本のホテル・旅館 100 選」の総合部

門第 1 位に表彰され続けるなど、高い評価を受ける

加賀屋の手島氏からは、客室係が接客に専念できる

よう、厨房から各フロアへの料理搬送を機械化した

り、従業員向けの託児所を設置するなど、高品質な

おもてなし実現の基盤となる働きやすい職場環境の

構築に向けた取り組みなどが語られました。 

 パネルディスカッション   

・「業種の定義にとらわれず、『今やっている仕事は何

のための仕事か』を考えれば様々なことが見えてく

る。ただ物を売るのではなく、それが生む楽しさ、

快適さを売っている、という認識をまず押さえるこ

と」(荒木氏) 

・「最近のお客様はインターネットで細かく情報を見

ている。よりきめ細かいサービスを提供すると同

時に、当たり前のことを確実に実行できる、ムラ

のないサービスへの取り組みが課題」（平田氏） 

・「われわれ事業者はお客様を自ら創造しなければな

らない。お客様を飽きさせず、２泊、３泊と滞在

いただける仕掛けが必要」（手島氏） 

・「顧客本位が最大の生産性向上であり、社員がいか

に顧客本位のために働けるかが大切」(内藤氏) 
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経営品質実践セミナー（第３回） 

～理念を実現する組織風土づくり～ 

ESを起点とした好循環経営／川越胃腸病院 

日 時：１１月１９日(月)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：医療法人財団献心会 川越胃腸病院 

            常務理事 須藤 秀一氏  

内 容：  

・理念を実現する組織風土づくりを目指した経営品質

向上への歩み 

・医療が提供すべき価値と経営理念 

・経営トップの想いを職員に浸透させる 

  ～想いと目標を職員と共有する～ 

・「思いの経営」と「仕組みの経営」 

・職員満足(ES)からはじめる患者満足(CS) 

・自律・自立の促進によるＥＳの実現  ほか 

 

 

感動の三部作（第１回） 

パラダイムの転換 
～心の習慣を変え、人生も仕事も豊かに導く～ 

日 時：１２月７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：株式会社ザ・アカデミージャパン 

         代表取締役社長 川西  茂氏 

内 容： 

１．「原因」と「結果」のサイクルからパラダイムシ

フトを学ぶ 

２．豊かな人生を送るために本当に大切なものを発見

する～人生に本当に大切な７つの価値～ 

３．働きがいのある組織とは 
  ①働きがいのある組織をつくる５つの要素を発見する 

  ②組織内でシナジー(相乗効果)を発揮するために必要

不可欠なものは？ 

４．良好な人間関係を築くために私たちが知るべきこと 
  ①コミュニケーションの基本的な問題点を知る 

  ②「脳と思考」の３つの問題点を知る 

５．効き脳がコミュニケーションに与える影響を知る 
  ①ハーマンモデル理論／効き脳４つのタイプ分析を学

習する 

  ②自分の効き脳と特徴を知る 

  ③効き脳のタイプにより異なるOK ｱｸｼｮﾝとNG ｱｸｼｮﾝとは 

６．良好な人間関係と働きがいのある組織の関係性 

 

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/ 


