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平成２５年度 中国経営品質協議会 運営委員会を開催 

 

６月２８日(金)、平成２５年度(第１４期)の中国

経営品質協議会運営委員会が開催され、平成２４

年度活動報告ならびに平成２５年度活動計画につい

て討議、了承されました。今後は、同案を以って７

月開催予定の幹事会に付議し、審議されることとな

ります。 

 

運営委員会では、冒頭、大段慎一運営委員長から、

「経営品質協議会は、全国的に参加会員が減少して

おり、当協議会の会員も減少傾向にあるが、当協議

会の活動が中国地域の活性化に資するよう、引き続

き経営品質向上活動に取り組んでいきたい」旨の挨

拶がありました。 

その後、今年度の活動方針等についての論議が行

われました。その討議結果の概要は以下のとおりで

す。 

 

【中国経営品質協議会 平成２４年度活動報告】 

◆経営品質向上活動の一層の普及啓発に向け、経

営品質の本質に対する“気づき”を増進させ、

実践に向けた歩みの第一歩を踏み出すきっかけ

づくりとなる講義とセミナー、「経営品質実践

セミナー」（計５回、延 234 人参加）を実施し

た。 

◆組織内で経営革新を進めるプロセスを推進・支

援する役割を担う人材（セルフアセッサー）の

養成を目的とする「人材育成プログラム」（計

３回、延３７人参加）を実施した。 

◆経営品質に係る、各組織の実情に則した支援策

を実施した。 

 

【中国経営品質協議会 平成２５年度活動計画（案）】 

  経営品質向上プログラムは、規模の大小、製造

業・サービス業・行政などの事業分野を超えて活

用できるものであり、本プログラムの普及促進な

らびに定着に向けて事業を展開する。 

◆社員のやる気を導きだし、お客様に信頼され、価

値をお届し続けることができる体質を企業に築く

「経営品質実践セミナー」を、昨年度に引き続き

定例開催する。 

（第１例会は８月８日からスタートし、全５回を

計画） 

◆セルフアセッサーの養成を目的としたプログラム

は、平成２５年度より新たな体系に移行し、「ア

セスメントコース」として開催する。 

（『①基礎編』『②知識編』『③評価編』の各コー

ス＜各２日間ずつ＞を計画） 

◆経営品質向上プログラムを実践する各組織の実情

やニーズに対応した組織内展開の支援を継続して

実施する。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

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、顧客本位に基づく卓越した

経営をめざして、今年度も引き続き経営品質向上活

動の導入・実践を支援するため、第１４期の活動を

スタートしますので、数多くの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２５年度通常総会特別講演会 

「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（株式会社大日電子 代表取締役） 杦本 日出夫 氏 

 

６月３日（月）開催の平成 25年度通常総会におけ

る特別講演会では、東大阪の中小企業の技術力を結

集して開発に成功した人工衛星「まいど１号」の技

術プロジェクトリーダーで、現在、宇宙開発協同組

合 ＳＯＨＬＡの理事長としてご活躍中の杦本日出

夫（すぎもと ひでお）氏にご講演をいただきまし

たので、その要旨をご紹介します。 

 

■なぜ「まいど１号」か、何が変わったか 

今から約 10年前、東大阪では、以前と比べ中小零

細企業の数が半減していた。「町が廃れ、明日は会

社もなくなる」という危機感と「自分たちで町を活

性化させたい、若者を呼び寄せたい」との思いから

人工衛星づくりに挑戦することになった。しかし、

中小企業は部品加工には匠の技を持つが、部品を装

置に組み立てる人工衛星とは技術が異なり、１社だ

けではできないので組合を作った。宇宙航空研究開

発機構（JAXA）から技術指導を受け、深夜まで衛星

の勉強をし、大学の協力も得て開発に取り組んだ。

そしてついに、2009年 1月、JAXAのＨ２Ａロケット

にメイン衛星と一緒に搭載され、打ち上げに成功し

た。 

周囲に「成功するはずがない」と言われながらも

達成したこのプロジェクトでは多くの成果を得るこ

とができた。「まいど１号」の名は国民の２人に１

人が知るところとなり、「東大阪の技術は素晴らし

い」と自分達のイメージを変えてくれた。海外にも

社名が知られるようになり、製品を大手企業に自社

ブランドで納入できるようにもなった。わが社も含

め、開発に参加したほとんどの会社が前向きに変わ

った。 

■チャンスを与えることによる社員の成長 

人工衛星の開発にあたり、町活性化のため若者が

中心になってほしい、という思いもあり、大日電子

入社６カ月の新人社員にハーネス（結束した電線）

の製作を任せた。彼は３年がかりで見事に仕事を成

し遂げた。さらにこの社員は、学生時代の同級生か

ら「まいど１号」のことを質問され担当分野以外の

ことに答えらなかった悔しさからプロジェクト全体

の振り返りを行った。そして、自分が支えているも

のは何か、仕事全体の中の自分の役割に気付いてく

れた。新人にチャンスを与えることは大事である。 

また、社長の能力を超える社員をつくるためにも、

社員をメディアなどの表舞台に積極的に出した。新

聞の取材の際、人工衛星に挑戦した技術者として社

員本人に直接対応させた。社長として彼らを信用し、

また、意志疎通は取れていると自負もあり、あえて

助言はしなかった。実際、彼らの発したメッセージ

は素晴らしく、社長が「こう答えてほしい」と思う

以上に、自分が人工衛星に取り組んだ姿勢や、これ

からこうしたい、ということをしっかりと答えてく

れた。社長にではなく、メディアの向こうの読者に

答えることでモチベーションを高め、「これからは

読者、社会の期待にも応えていかなければならない」

と感じてくれた。社長が出した指示に「仕事だから」

と従うだけでは、社員の能力は社長の能力の範囲内

に留まってしまう。社長の能力以上の会社にならな

い。自分のやりたいことをやり、その仕事に責任を

持つことで社員は成長する。社員の能力に社長の能

力を合わせれば、掛け算で会社の大きな力になる。 

■企業の品質は人～育てる・育つ・育てられる～ 

わが社では、ご来社のお客様に社員全員が立って

行う「挨拶」、清潔感を保つため何でも率直に言い

合う「身だしなみ」チェック、そして「掃除」の３

つを人を育てるベースに置き、社員の人格を磨いて

いる。掃除ではトイレ掃除に力を入れ、ガラス、鏡

など光るものは糸くずひとつ残さず磨き上げる。履

物も揃える。履物を揃えると心も揃う。感謝の気持

ちが芽生え、それが気遣い、謙虚さに繋がる。企業

の品質は人、社員であり、心の３Ｋ（感謝・気遣い・

謙虚さ）を磨き上げることで社員の人格を磨き上げる。 

リーダーは部下にチャンスを与える勇気を持つこ

とで部下を育てる。部下はリーダーにチャンスを貰

い自分で育つ気持ちになる。リーダーは育った部下

を見て「こうしたら部下は育つ。自分もこうしたら

よい」と自分が育てられる。この「育てる・育つ・

育てられる」という循環があれば会社は発展してい

く。これは人の品質を高めるヒントでもある。 

今、ＳＯＨＬＡでは、月を目指し人型宇宙ロボッ

トという次のプロジェクトに挑戦している。日本の

技術、中小企業の力を世界に示したい。挑戦する勇

気は夢をも叶える。次の世代に向け頑張りたい。 
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ＨＯＴ情報 
  

平成２５年度第１回 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～ 

 

６月６日(木)、平成 25年度第１回目の「時代の潮

流とリーダーシップ講演会」（講師：シンクタンク

藤原事務所 会長 藤原直哉氏）を開催しました。こ

こでは、第 2部「経営を成功に導くリーダーシップ」

を要約したものを紹介します。 

 

中東は人口が一番増加し近代化途上なので様々な

需要があり、多くの国が中東と商売や投資をしたが

っている。 

ドバイは 30年前何もない小さな町だったが、今で

は大きな町になった。関空に就航しているドバイの

エミレーツ航空の一番のポイントは、以前の様に欧

州を経由せず、ドバイと北米やアジアなどを直接結

んでいることだが、これは、中東の人がこうした国

に直接行けるようにするためである。 

 

世界にはドバイのように近代化しなければならな

い国が沢山あり、先進国はこうした国々に投資競争

をしている。早く乗り込み、先進国が自分の国でや

ったことでなく、いかに時代の先端を行くことを考

え・提案するかという点で競争している。 

従って、先進国は世界の中で一番良いものを持っ

て行き、どの様に近代化のお手伝いができるか、つ

まり近代化のプロセスに参加するかと言うことを考

えなければならない。 

 

しかし、日本の大企業や政府は、こうした先進国

と異なり、どういう形の国づくりをすれば彼らが幸

せになるか、立派な国になるかということを考えず、

目先の需要と売りたいものだけで仕事をしている。 

このことから、日本が世界の中で孤立している理

由が分かるが、我々が世界に出て勝負するためには、

いかに近代化のプロセスに協力するかを考えること

が大切である。これには、先ずマインドセットを変

えなければならない。これを変えない限り、近代化

の次の時代に行っても孤立から抜け出すのは難しい

と思う。今の状態を 20年続けると仕事がなくなって

しまい、日本が世界から見えなくなる。 

 

さて、日本はすでに近代化が終わっているためこ

れにかわる新たなテーマ、つまり「21世紀の文明開

化」を作り出すことが必要である。この「21世紀の

文明開化」はロハス、つまり健康と持続可能性を考

えるライフスタイルに尽きる。 

 

日本は江戸時代がロハスな社会であった。明治時

代以降のような変革はないが理念があった。今でも

郊外に住み自ら畑を作っている人が結構多いが、そ

れは一つの理念であり、理念を実現すると嬉しい。

そこから新しい経済が生まれてくる。 

従って、経済の立て直しは国づくり、つまり人々

の求める理念から入って行かなければならない。し

かし、これを実現するには国全体と大きな「束ね」

が必要である。 

この「束ね」をするのが政治の力である。大きな

方針のもとに合意を取り、新しい商品やサービスを

作り世の中に提供していくことで、仕事と生活が変

わり、人々は新しい時代が来たと認識するのである。 

ここで大切なことは、世の中の動き、経済、人間

関係や技術などはすべて自然現象であるため、自ら

自然と向き合うことである。日本には自然と向き合

う人は少なくないと思っている。 

 

日本は 15年前にアメリカが構造改革、つまり安け

れば良いという収奪を持ち込んだため、自然から乖

離し追いつめられて行った。しかし、15年間続いた

マネーが動かす時代が終わり、アメリカの覇権で世

界を平和にする時代も終わったと思う。世界システ

ムも経済システムも変わる時が来ていて、そこに日

本のチャンスがある。 

近代化を進めている国は日本が辿った道を辿って

行く。少子高齢化、財政赤字、貧富の格差拡大、安

値競争と言った問題を抱え困っているが、解決でき

るのは日本しかないと思う。 

 

あとは、整理するものを整理して行くことで、日

本は求心力が盛り上がり、日本の形が感じられる基

礎ができると見ている。皆さんも積極的に行動して

ほしい。 
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経営品質実践セミナー（第１回） 

～経営品質が求めている 

顧客満足(CS)と社員満足(ES)～ 
日 時：８月８日(木)１４：００～１７：００ 

場  所：広島国際会議場（広島市中区中島町 1-5） 

会員参加料：8,500円 

講 師：有限会社末松企業進化研究所 

代表取締役 末松 清一氏 

内 容：  

１．経営の品質とは、何か？ 

２．企業の本来の目的と使命 

３．お客様が受け取る｢利便性｣とお客様が求めている

｢価値｣ 

４．お客様と長期の関係を築くための顧客満足・顧客

感動・顧客信頼 

５．組織全体で顧客のロイヤリティーを高めるための

重要なポイント 

６．社員の｢働きやすさ｣と｢働きがい｣を高めるマネジ

メント 

７．｢学習する組織｣と｢エンパワーメント｣による組織

の進化 

 

ロジカルシンキングセミナー 
～仕事を進化させるロジカルコミュニケーションセミナー～ 

日 時：８月２７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：ビジネス ディベロップ サポート  

               代表 大軽 俊史氏 

内 容： 

１．今、問題解決能力が不可欠な時代 

２．個人と組織を成長の視点とした、 

問題解決能力の向上 

３．職場のリーダーに求められる問題解決とは 

４．ロジカルシンキングの核となるポイント 

５．ロジカルな問題発見・問題解決の道具を知ろう！ 

６．ロジカルに効率よくディスカッションを展開する

ために 

 

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：９月６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 

第２部 経営を成功に導くリーダーシップ 

 

管理者セミナー   

～部下の仕事力を高める管理者の役割～ 
日 時：９月１１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：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．自分の人生を大切にしていますか？ 

２．部下と自分の長所を仕事に生かす 

３．管理者の真の役割と職責とは？ 

４．正しく誉めると部下は大きく育つ 

５．部下の失敗を成長に活かす「叱り方」 

６．部下のやる気と信頼が高まる指導とは！ 

７．自己革新できる管理者が組織を革新する 

 

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/ 


