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平成２４年度経営品質実践セミナー 全５例会終了 

 

平成２４年度の経営品質実践セミナーは、全 5例

会を開催し、全てを終了しました。 

 

平成２４年度の実践セミナー 

 第１例会では、経営品質の「重視する考え方」や

経営品質の本質を解説しました。第２例会では、企

業のあるべき姿から現状のギャップを認識して戦略

を描く「組織プロフィール」にスポットをあてまし

た。第３例会では、日本経営品質賞を受賞された医

療法人財団献心会川越胃腸病院 須藤秀一常務理事

をお迎えして、「理念を実現する組織風土づくり」に

ついてご講演をいただきました。第４回は、日本経

営品質賞を受賞された株式会社ねぎしフードサービ

ス 根岸榮治代表取締役に「１００年企業への人材

育成と風土づくり」と題して、経営者の思いと顧客

価値創造を実現するための社内の仕組みについて解

説していただきました。第５回は、成果に繋がる経

営品質の道筋をテーマにいたしました。内容は次の

通りです。 

 

第５回 成果に繋がる経営品質の道筋 

経営品質向上プログラムとは、顧客価値を生むエ

クセレンス（卓越）な経営を追求することです。そ

のための大前提となるのが、経営品質の基本理念で

す。基本理念は、「顧客本位」「独自能力」「社員重視」

「社会との調和」の４つの要素で構成されます。自

社でどれだけ、この４つの要素が実現されているか

を振り返った後、顧客価値について考えてもらいま

した。 

顧客価値の創造では、「戦略（目的実現の方策）」

と「組織運営（いかに実行するか）」が必要となりま

す。「戦略」とはまさに「組織プロフィール」であり、

「組織運営」とは経営品質向上プログラムの１～８

のカテゴリーとなります。 

さらに、１～７のカテゴリーは３つの段階があり

ます。 

 第 1 段階：経営規範…カテゴリー１（経営幹部の

リーダーシップ）・カテゴリー２（経営における社会

的責任） 

 第 2 段階：経営戦略…カテゴリー４（戦略の策定

と展開） 

 第 3 段階：執行管理…カテゴリー３（顧客・市場

の理解と対応）・カテゴリー５（個人と組織の能力向

上）・カテゴリー６（顧客価値創造のプロセス）・カ

テゴリー７（情報マネジメント） 

 経営品質向上プログラムでは、「経営規範」→「経

営戦略」→「執行管理」が、経営構造として繋がっ

ていき、顧客価値の実現度合いとして売上や利益が

結果として出てくると考えています。 

 しかし、もし、成果が思うように実現されないよ

うであれば、７つのカテゴリー全てを均等にやるの

ではなく、顧客価値を生む中核となるカテゴリー３

（顧客・市場の理解と対応）・カテゴリー５（個人と

組織の能力向上）・カテゴリー６（顧客価値創造のプ

ロセス）に着目し、優先的に実践すると効果が出や

すくなります。 

 

 平成２５年度実践セミナーも、全 5 例会で開催を

予定しておりますので、詳細が決まり次第ご案内さ

せていただきます。 

引き続き皆様のご参加をお待ちしております。 
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ＨＯＴ情報 
 

第４６回トップセミナー 

「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～ 

三井金属鉱業株式会社 常勤相談役 宮村 眞平 氏 

 

2 月 27 日(水)開催の平成 24 年度トップセミナー

（『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～：全体概要は先月号に既報）における三井金

属鉱業㈱ 常勤相談役 宮村眞平氏のご講演要旨を紹

介します。 

 

【変化の読み取り】 

経営におけるポイントの第一は、世界経済、日本

経済、そして自社の環境などに関する変化の読み取

りである。事業を取り巻く環境は時々刻々と変わっ

ている。変化を読み取らなければ独りよがりの経営

になってしまう。自社のことを視野に入れているだ

けでは経営は成り立たない。 

2012年の世界の政治・経済の特徴を一言でいえば、

選挙に明け、選挙に暮れた、と言える。アメリカ、

ロシアしかり、日本しかり。こうした選挙を通じて

どの国も政策課題が山積みになっていることがはっ

きりした。アメリカでは歳出削減などの財政課題が

大きく問題化し、日本では、デフレ脱却と円高是正

に加え、成長戦略の具体化が安倍内閣成功のポイン

トとなっている。また、ＥＵ諸国の財政不安も為替

相場などを通じ、たちどころに日本に影響する。さ

らに中国についても「膨大な人口を支えるにはＧＤ

Ｐの二桁成長が必要」との見方もあり、最近の成長

率の減速には注意が必要である。グローバル経済の

下、こうした変化への目配りがないと自社の経営に

ついて判断を間違える。変化を見極め、経営の焦点

をどこに当てるべきかを考えなければならない。 

 

【タイムリーな経営資源の投入】 

変化の読み取りが終れば、『人・物・金・情報』等

の経営資源を、タイムリーに、そしてリスクの分散

に配慮しつつ最善の分野に投入していくことになる。 

この時、一番危険なことは、過去の成功体験にし

がみつくこと。トップが「かつてこのやり方で解決

した」と部下に成功事例を押し付けてもその時代と

環境は変わっており成功は覚束ない。市場の求めて

いるものを探究しなくなれば、顧客ニーズの変化へ

の対応が遅れ、業績の悪化を招く。結局、革新を怠

ることで経営力が低下していく。これは、「自分の会

社だけは潰れない」と思っている危機感のない企業

と同様に、業績が悪くなる企業の共通項である。 

行き着く所、経営とは、変化の読み取りであり、

時間軸に応じたタイムリーな経営資源の投入をベス

ト分野に行うことで利益の極大化を図ること、そし

て、全てのステークホルダー（株主、社員、顧客、

地域社会）を満足させること、である。これは重要

な定義であり、どのような業種・業態にも共通して

いるものと考える。 

 

【今後、生き残る企業に求められる人材像】 

これからの企業は、企業環境が激変していくこと

を前提にしないと強い企業として生き残っていくこ

とは難しい。強い企業を作るには、強い経営者が必

要であり、人材育成は、変化の読み取りなどと同じ

く経営の大きなポイントとなる。企業にとって必要

な人材とはどういう能力を備えた人物か。それは、

発想が豊かで問題を発見する力＝「発想力・発見力」

を身につけ、かつ、新しい価値を創造する能力＝「創

造力」や、良いことを考えたら上司や部下に伝える、

お客様に自分の意思を正確に伝える、といった、情

報や知識を横に展開する能力＝「コミュニケーショ

ン能力」を持つ人材である。しかし、周囲の経営者

に「今の人材に欠けている能力」を聞くと、異口同

音に、この「コミュニケーション能力」の欠如とい

う答えが返ってくる。○×式の受験教育だけではこ

うした能力を持つ人材は育たない。学校教育はもち

ろんのこと、家庭教育も含め改めていく必要がある。 

企業の人材育成においては、単にペーパー試験の

出来不出来、つまり頭の良さ＝「理解力がある」と

いう点だけを評価するのではなく、「相手の立場に立

ってものを考える」というハート力＝「胸力」の豊

かさや、問題に直面して右往左往することなく、右

に行け、左に行けと決断する力＝「胆力」に着目す

ることが重要である。激変する環境の中で生き残っ

ていくには、こういう要素を大事にした人材教育が

必要であり、これがなされてはじめて、強い企業と

しての戦略立案が可能となる。 
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ＨＯＴ情報 
 

感動の三部作 第 3回 

信念と知恵と行動で経営は輝く～社員中心主義が仕事を創出する～ 
 

3月 12日（火）、人と経営研究所所長 大久保寛司

氏と株式会社アイエスエフネット 代表取締役 渡邉

幸義氏を講師にお招きし、感動の三部作（第 3回）

を開催しましたので、その概要をご紹介します。 

 

◆『企業が繁栄し続ける分岐点』～社員が企業の犠

牲になるのではなく、幸せに近づくための経営～ 

人は幸せになるために、働いています。東日本大

震災からの本当の復興は、雇用が戻ることです。 

経営者の役割は、社員を幸せにし続けることあり、

社員が企業の主役で、自らが主体的にやりがい、生

きがいを感じながら能力を発揮し、企業をも成長さ

せていきます。そのためには、企業は存続しなけれ

ばならず、利益を上げて、人件費という対価でもっ

て社員を幸せにしなければなりません。 

人件費は経費ではなく、経営者が経費削減を人件

費削減に繋げる考え方は誤っています。 

 

◆『雇用は、すべてを救う』～価値観を正確に反映

した社員中心主義を貫く～ 

株式会社アイエスエフネットは 2000年に設立、従

業員 1,713名、グループ全体では 2,457名。主な事

業内容は情報通信システムの設計、施工、保守及び

コンサルタント業務のほか、コンピューターシステ

ムの運用、管理などですが、障がい者を積極的に雇

用するとともに、障がい者の雇用を創出する新規事

業も展開しています。現在、障害者手帳を持ってい

る人が 70人、メンタル不全やニート・フリーター、

引きこもりなどのいわゆる就労困難者を合わせると、

800名以上の人が働いています。 

日本の障がい者雇用の現実につきましては、国民

の約 5.9％の 744万人が障害者手帳を持っており、

そのうち就労者は約 35万人で、障がい者の 95％以

上は働けていません。「障害者雇用促進法」による法

定雇用率は一定規模以上の企業で 1.8％、公共団体

等で 2.1％ですが、当グループでは 5％を目標として

います。 

さらに、障害者手帳を持っていない障がい者やニ

ート・フリーター、引きこもり、ワーキングプア、

シニアなどを加えると、働けるのに働いていない人

の数は 2千万人を超えると言われています。 

生まれつきの疾病に加え、さまざまな環境におか

れたことが原因で、引きこもりや対人関係を苦とし、

職に就けない人は若年層や働き盛りの 40代にも多

く存在し、生活保護受給者となっています。 

当グループでは、障がい者や、ニート・フリータ

ー、引きこもり、ワーキングプアなど 22の事項によ

り、一般の企業では採用されていない人たちに対し、

これらを理由に合否を決定していません。その方の

履歴書や過去は重視せず、未来への意識を持った方、

当グループの倫理や顧客満足へ向けて努力していた

だける方を採用しています。そして、入社後は社会

性を持ち自立した企業人となるため、会社と親が二

人三脚で、挨拶の徹底から一歩一歩進めていきます。 

障がい者にとっては、「働くことがあたり前」では

ありません。家に閉じこもらず、社会に出て、働い

て人の役に立ちたい、そして納税したいと思ってい

ます。しかし、この世の中は大多数の健常者のため

のしくみや環境によって作られています。 

「障がい」は「個性」です。障がい者は素晴らし

い可能性を秘め、才能を持っています。障がい者と

ともに働き、生きることは多くの喜びを与えてくれ

ます。その人の得意なことを伸ばしてあげることは、

障がいのあるなしにかかわらず、今の世の中でとて

も大切なことだと思います。 

障がい者は各職場に配属されており、1つの組織

に集めていません。そうすることにより、健常者も

自分と違う境遇にある人と接し、相手目線で考える

ことができるようになりました。そして、社員の皆

がやさしくなり、組織力も高まっています。 

また、身体、知的、精神障がいの方が同じ業務に

従事すると、一人ひとりの特性を活かしながら、し

かもお互いの障がいを補完しあいながら業務が遂行

されています。 

日頃からリストラはしないと公言しており、それ

を実現するために、「会社は家族、社長は親」という

考え方を提唱しています。企業の収益が下がり、リ

ストラすれば、後は何も残りません。しかし、減俸

しても雇用を継続すれば、後からその補てんは可能

です。何よりも社員に絶望感を与えず、メンタル面

で落ち着きを持ってくれます。会社の収益が下がっ

た時、全社員から減俸の賛同書をもらった経験があ

ります。 

当グループの大義は雇用の創造です。「選択と集中」

ではなく「さまざまなところに広げ」、人によっては、

障がいに応じて仕事を作っていくのが使命と思って

います。ある親から「こんな子でも採用していただ

いて、本当にありがとうございます。」と言われまし

たが、この言葉を日本からなくしたいと思っていま

す。 
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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 

           （広島市中区基町 6-78） 

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 

「まいど 1号から学んだ人づくり 

      ～育てる 育つ 育てられる～」 

 宇宙開発協同組合ＳＯＨＬＡ  

理事長 杦本 日出夫氏 

 ◇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/ 


