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第４６回トップセミナー開催 

「試される日本の真価とその活路」 ～経営における使命と挑戦～ 

 

平成 25 年２月 27 日（水）、ホテルグランヴィア広島

において、約 210 名のご参加をいただき、平成 24

年度のトップセミナーを開催しました。 

 

本年度は、第１講演に三井金属鉱業株式会社 常勤

相談役 宮村 眞平氏、第２講演に株式会社イー・ウ

ーマン 代表取締役社長 佐々木 かをり氏を講師と

してお迎えし、お二人から熱のこもったご講演をい

ただきました。 

講演に先立ち、苅田知英中国生産性本部会長から、

「現在、脱デフレに向けた明るい動きはあるものの、

国民生活の底上げにつながる雇用・所得環境の改善

には至っていない。わが国は、ものづくりの力を基

盤に、戦後復興から世界トップの経済大国へとその

歩みを進めてきたが、その間、高度な技術力、優秀

な人材など掛け替えのない財産も培ってきた。もの

づくりの精神と人を育てる経営は、日本の伝統的な

強みであり、数々の難題に直面する今こそ、我々が

自らの力で活路を見いだしつつ、その真価を発揮し

ていかなくてはならない」との開会挨拶がありまし

た。 

第１講演では、『「今後の事業環境と経営者の役割」

～激動の環境変化にどう対応し、いかに生きるべき

か～』を演題に、経営トップとして、収益基盤の強

化や、いかなる環境変化にも対応できる業容の確立

に尽力してこられた宮村氏から、国内外の変化を受

けてなすべきこと、難局を乗り切る経営者の条件や

人材のあり方などについて、経営者としてのご自身

の豊富なご経験にもとづいた、迫力と説得力に溢れ

るご講演をいただきました。 

続く第２講演では、オリジナル手帳「アクション

プランナー」により日本に手帳ブームを作られた

佐々木氏が、『自分をより幸せにするための時間管理

術』と題して、一人ひとりが生き生きと働ける多様

な社会を実現するために必要なことや、「なんとなく

忙しい」から抜け出し自分を変化させていく時間管

理術、そして人や組織が成長していくための考え方

について、具体的な手帳の使い方を交えながら、明

るくテンポよく語られました。 

閉会にあたり、石井一清中国労組生産性会議議長

から、「経済状況改善の兆しを本格的な景気回復につ

なげるためにも、雇用の安定と賃金改善を行い、所

得格差を是正していくことが重要である。賃金の低

下に歯止めをかけ、処遇の改善・労働条件の底上げ

を実現する中で、社会全体の労働分配を減少から増

加に転じさせることが肝要であり、この意味からも、

雇用の維持・拡大、労使の協力・協議、成果の公正

配分という生産性３原則はその今日的意義を深めて

いる。中国生産性本部ならびに中国労組生産性会議

は、豊かで活力ある中国地域創出の牽引役となれる

よう、引き続き生産性運動に精励していく」との挨

拶がありました。 

ご参加いただいた方々の熱心なご聴講により、本

年度も本セミナーを盛会裏に終了することができま

した。ご来場くださいました数多くの会員各位に改

めて御礼申しあげますとともに、次年度も多数のご

参加を賜りますようお願い申し上げます。 
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ＨＯＴ情報 
 

経営品質実践セミナー第４回 

～１００年企業への人財共育と風土づくり～ 

 
１月２５日(金)、株式会社ねぎしフードサービス

代表取締役 根岸 榮治氏を講師にお招きし、経営

品質実践セミナー(第４回)を開催しましたので、そ

の概要をご紹介します。 

 

企業の永続が社会貢献や働く人の幸せにつながる 

飲食店は、５年で約４割の店が入れ替わり、１０

年で約６割の店が無くなるようなスピードの激しい

業界である。確かに、企業にとって社会貢献や働く

人の幸せは大切であるが、最終的には永続すること

で全てに貢献できるのではないかと思い、「１００年

企業」をねぎしフードサービスでは目標にしている。 

PDCA の P から参画することを徹底する 

働く全員が、PDCA の P（Plan：計画）から参画

することを徹底している。P から参加すると、失敗

しても成功しても我が事に思えるようになるので、

自分の成長につながる。D（Do：実施）から参加し

たら、他人事となり自分の成長につながらないと思

う。因みに、ねぎしフードサービスでは、C は

(check：評価)ではなく、（communication：コミュ

ニケーション）としている。 

経営の変遷と戦略の転換 

1970 年に福島県からスタートして、宮城から水戸

までの広範囲に２０店舗を経営していた。当時は、

東京で流行しているものを出店すると、爆発的に当

たった。だから、絶えず東京に行き、その街にない

新しいものを見つけては、いち早く次々に商売をし

ていた。カレー、札幌ラーメン、高級な焼き鳥、郊

外レストラン…多種多様な飲食店を出店し、それが

経営だと勘違いしていた。人材や商品の磨き上げを

一切しないために、オープンした時は繁盛しても、

その後はライバル店が多く出てきて、行き詰っては、

また新しいものを探しに行っていた。当時は、企業

の永続性に繋がらず、ブランド化ができないため、

経営は常に不安定だった。 

 仙台に拠点があった時に、牛たんの存在に注目し

た。その理由は①経営者自身が牛たんを好き ②牛

たんはヘルシーな食品 ③個人に頼らない仕組みと

組織で経営ができると思ったからである。当時の牛

たんの店は、居酒屋で男性客が中心だったので、牛

たんを女性にも食べやすい定食スタイルのコンセプ

トにして、牛たんがまだ普及していない一番市場性

の厚い東京に 1981 年に１号店を出店した。今まで

とは真逆の同一地域・同一業態での経営をはじめた。 

事実前提から価値前提の経営へ 

2005 年に経営品質を学び始め、ねぎしフードサー

ビスの２０年以上続いた経営の流れが、さらに変わ

った。それまでは、売上と利益が全てという「事実

前提」だった。だから、売り上げと利益を上げるた

めにどうするかを一番に考え、それに沿った評価基

準をつくり、給与・賞与の査定をしていた。しかし、

経営品質を学ぶことによって、利益が何のためにあ

るかという「価値前提」の考え方を理解し、経営ト

ップ自身の考えが変わり、経営幹部、各店の店長も

考えが変わり、評価基準も変わっていった。 

良い目的・良い手法があったとしても、利益がな

いと全ては崩れてしまうので、利益は大切であるが、

利益が一番の目的となった場合は、全てが他人事に

なってしまい、仕事は作業になり、お客様の信頼を

失う。 

【例１】１０グラムの商品をお客様に提供すること

を決めていても、利益を第一としていたら、８グラ

ムにしてしまう。２グラムぐらいなら客は気づかな

いが、１ヵ月で１店で１万人のお客様がお越しにな

るので、たった２グラムでも店の粗利益としては大

きい。結局、お客様が損をして、店は得をする。 

【例２】通常は、６人体制が標準のところを、無理

をして５人体制で仕事をやらせる。生産性は上がる

が、結果的にはお客様に迷惑がかかる。 

しかし、この２つの例は、利益の数字は良くなる

ので、事実前提の評価をしていくと、そんな店長の

評価が上がっていく。 

 現在、当社は、〝何のためにそれはあるの？〟と

いう「価値前提」の考えからスタートさせるので、

例に挙げたようなことは無くなっていった。 

ねぎしの価値前提の基本的な考え方 

経営の目的：ねぎしの思い（①働く仲間の幸せ（１

００年企業）②日本のとろろ文化に貢献する ③お

いしい味作りで楽しい街づくり）⇒経営理念の共有

（お客さまの喜びを自分の喜びとして親切と奉仕に

努める）⇒人財共育⇒ねぎしの５大商品（味、笑顔・

元気、清潔、親切、楽しさ）⇒親切という企業文化

⇒参画と情報共有⇒利益（活動の源泉、成長の中に

安定がある） 
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中国経営品質協議会では、１月 16日から１月 18日

までの３日間、茨城県経営品質協議会理事の鬼澤

慎人氏を講師にお招きし、「人材育成プログラム『セ

ルフアセスメントコース』」を開催しました。 

 

当協議会では、毎年度、組織変革を推進する人材

を育成するため、３コースにわたり「人材育成のプ

ログラム」を実施しています（平成 24年８月２日に

は、組織変革プロセスの基本を知る「経営革新の基

礎」、９月５・19 日、10 月３日＜計３日間＞には、

経営知識を体系的に習得し、経営課題を自ら発見す

る力を身につける「経営評価の基礎」の各コースを

実施）。 

「セルフアセスメントコース」は、それまでの２

コースで得た知識をさらに発展させ、組織活動を振

り返るとともに将来の戦略策定やマネジメントを変

革に導くための気づきを得るセルフアセスメントに

ついて、その効果的実行に向けた考え方、プロセス、

やり方を、ケーススタディを通じ習得するものです。 

研修初日は、鬼澤講師から、セルフアセスメント

の目的と考え方についてわかりやすく講義をいただ

いた後、演習として、組織の歩みや現状から組織の

将来像・理想とする姿を設定し経営課題を確認する

「組織プロフィール」について活発なグループ討議

を行いました。 

２日目は、「経営幹部のリーダーシップ」「顧客・

市場の理解と対応」「個人と組織の能力向上」「顧客

価値創造のプロセス」などの経営品質の各観点につ

いて理解を深めつつ、組織の強みと課題を構造的に

捉えることの重要性や、戦略策定・マネジメントレ

ベルでの課題発見のポイントなどについて学びまし

た。 

最終日の演習では、ケーススタディに基づき、研

修参加者自らが「革新の推進者」となり、具体的な

革新行動計画を作成して３日間の本コースは終了し

ました。 

鬼澤講師のご指導のもと、各グループ内はもとよ

り、グループ間でも自由闊達に意見を交換し合う中

で、「組織を変える」ということの悩みや喜びについ

ても語り合うなど、参加者相互の交流を深めました。

また、参加者全員が、チーム思考と対話による合意

形成の大切さを認識し、今後、組織の変革者として

成長していくことを確認し合うことができました。 

 

◆◆◇◇◆◇◆◇◆◆◇◇◆◇◆◇◆◆◇◇◆◇◆◇◆◆◇◇◆◇◆◇◆◆◇◇◆◇◆◇◆◆◇◇◆◇◆◇ 

  

 

 

 
２月 28 日(木)、メンタルヘルスの現場を知り尽

くした藤野祐美講師をお招きして、「自分の心が元気

になるヒント～ストレスを上手に解消しイキイキと

働くために～」と題して開催しました。 

 

景気が低迷していても業績を上げなければならな

かったり、簡単に正解のわからない時代に決断を迫

られたりと私達を取り巻く環境はストレスを抱える

ことばかりです。 

 セミナーの冒頭は、ストレスの基礎知識について

わかりやすく説明があった後に、セルフチェック、

セルフケアの具体的な方法についても解説されまし

た。 

 特に今回は、ストレスをためないアサーティブ・

コミュニーケーションを指導していただきました。

アサーティブ（assertive）を訳すと、「積極的に自

己主張する。自分の意見をはっきり言う」など強い

表現となりがちですが、アサーティブ・コミュニケ

ーションは、相手の気分を害したり権利を侵すこと

なく、誠実に、率直に、対等に自分の意見や考えを

表現することです。 

 アサーティブ・コミュニケーションを阻むものは、

①思い込み（人は～であるべきだという考え方）②

自分の感情を意識していない（感情を相手にぶつけ

たり、逆に押し殺して、自分で冷静に意識していな

い）という２点があります。その結果、ストレスを

抱えこむことになります。ストレスを解消するため

には 

・自分の感じている気持ちを否定しない。 

・身体の声に耳を傾け、自分の感情を理解する 

・自分の感情とその原因になっている客観的な状況

を切り離して考える 

ということが必要となります。 

 さらに、健全なアサーティブ・コミュニケーショ

ンをするための要点と具体的な方法や実例について

もわかりやすく解説していただきました。 

 

 

経営品質協議会 人材育成プログラム 

「セルフアセスメントコース」開催 

感動の三部作（第２回）開催 

～自分の心が元気になるヒント～ 
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平成２５年度通常総会 
日 時：６月３日(月)１４：３０～１８：００ 
場  所：リーガロイヤルホテル広島 

内 容： 

◇通常総会 

１．平成２４年度事業報告及び決算報告について 

２．平成２５年度事業計画及び予算について 

３．その他 

◇特別講演会 

  現在、講師折衝中。 

 ◇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６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 

 

 

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１９日(水)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 

  ・あなたの中の私 

  ・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 

 

 

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１０日(水)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．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 

 

 

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/ 


