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第１４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８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。 

 

第１４期目となる今年度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

進化を確実なものとするために、経営品質の考え方

を根底とした改革のヒントについて盛り込んでいま

す。社員のやる気を導き出し、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築

くことを目的としています。 

 第１回は、「経営品質が求めている顧客満足(ＣＳ)

と社員満足(ＥＳ)～経営品質の本質を分かりやすく

解説～」と題して、８月８日に有限会社末松企業進

化研究所 代表取締役 末松清一氏を講師にお招き

し開催しました。（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〔９月１３日(金)〕は、「戦略をたてる知

識と勘所～激変する時代に納得できる戦略を導き出

すために～」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。経営

革新をするためには、企業の理想的な姿(将来)を明

確にし、現状のギャップを認識し、戦略を生み出す

ことが重要となります。未来を完璧に予測できなく

ても納得できる戦略を導き出す考え方について解説

していただきます。 

 第３回〔１１月１４日(木)〕は、「ディズニーラ

ンドの伝説のトレーナーが明かす指導力～真のＣＳ

とＥＳを育むために～」と題して、伝説のトレーナ

ー 町丸義之氏に講師をお願いしています。「社会

人として大切なことはみんなディズニーランドで教

わった」(香取貴信著)に、「最強かつ最恐の上司」

として登場しているのが町丸氏です。ディズニーラ

ンドで仕事および人心掌握能力の高さが評価され、

トレーナーを務めた後、外資系のレジャー施設運営

会社入り、地方施設の運営立て直しを経験されてき

ました。現場でスタッフを指導し、やる気を引き出

し続けてきた伝説のトレーナーに本音で語っていた

だきます。 

 第４回〔平成２６年１月２８日(火)〕は、カテゴ

リー８の財務の結果についてアセスメントするため

には、財務の本質を理解することが重要となります。

税理士・米国税理士・ＣＦＲ® 経営コンサルタント 

高下淳子氏に「決算書を読みこなして仕事に生かす

講座～決算書の数字の奥にある意味を分かりやすく

解説～」と題して解説いただきます。 

 今年度の最終例会となる第５回〔平成２６年３月〕

では、２０１４年度より大幅に改訂されるアセスメ

ント基準書について「新しくなった経営品質の８つ

のカテゴリーとは～カテゴリーを変えた理由と活用

の仕方～」と題して、日本経営品質賞委員会指定講

師に解説していただきます。 
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ＨＯＴ情報 
 

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) 
 
 

８月８日(木)第１回経営品質実践セミナー要旨の一

部をご紹介します。 

 

経営品質との出会い 

 1994 年にソニーを退職して、95 年からコンサル

タントとなった。96 年の夏に、日本経営品質賞のア

セスメント基準書に出会って愕然とした。実は、そ

の前から、有志で定性的な企業評価をできるツール

を考えていた。財務の数字を使わないで、会社の良

さを評価できる仕組みを作ろうとして、ほぼ完成し

ていたが、アセスメント基準書を見た瞬間に、とん

でもないと思った。それは、1980年代の米国の国際

的競争力の大幅な落ち込みに対処するために、1987

年のレーガン政権下でどうすれば、その当時の好況

の日本の企業に勝てるかとアメリカが国を挙げて作

ったものだった。ちょうど、日本でも始めようとし

ているというタイミングだったので、即、経営品質

協議会の活動に参加した。2007 年から日本経営品質

賞の審査員、2008 年に指定講師になった。 

 

ドラッガーの５つの質問を意識しながら 

 在職していたソニーがドラッガーのことを好きな

会社だった。次の５つのドラッガーの質問を見てみ

ると、まさに経営品質そのものという感じがすると

思う。 

①われわれのミッションは何か？ 

②われわれの顧客はだれか？ 

③顧客にとっての価値は何か？ 

④われわれにとっての成果は何か？ 

⑤われわれの計画は何か？ 

 経営幹部、経営陣、現場のリーダーは、この５つ

の質問をいつも胸に置いて仕事をしていく企業と、

日々の目先の緊急課題に追われる企業では、どちら

が長続きをして発展していくかは明らかである。日

頃から問題意識をもって仕事をしていると思うが、

この５つの質問は、本当によくまとめられている。 

 

今こそ大切な、経営品質の４つの理念 

リーマンショック、東日本大震災と日本を取り巻

く経営環境は、大変厳しい。そんな今だからこそ、

経営品質の４つの理念は、改めて大切だと思う。 

①顧客本位：顧客とは何か、顧客のニーズは何か。

すべての事業活動を顧客の価値提供に合わせている

か。 

（注）中小企業は全社員がお客様と接触している

ので意識が高いが、組織が大きくなっていき、顧客

と接触しなくても仕事ができる部門がどんどん増え

てくると顧客やニーズをほとんど意識しないし、自

分の仕事が顧客価値に繋がっていくという意識がな

くても日々仕事ができる気になっていく。だから、

大企業こそ、「顧客本位」について考えてもらいた

い。 

②独自能力：顧客の要望に応え、競争優位を確保

し続けるための独自の技術・ノウハウ・商品・サー

ビス・起業力をどう高めているか。 

③社員重視：価値観・経営方針・経営戦略を共有

し、それぞれの社員が目標達成に向けての力を発揮

できるような環境とリーダーシップを発揮している

か。 

④社会との調和：組織として社会的使命を実現す

るという本分に加え、我が国の再生に企業として関

わり貢献し続ける覚悟と行動ができているか。 

 

全社一丸となった取り組み 

 ４つの理念をもとに、経営品質向上活動を全社で

取り組む上で重要なことが下記の４点である。 

まず、『基幹プロセスと支援プロセスのＳ（スタ

ンダード）ＤＣＡをしっかり回す。その上で改善の

ＰＤＣＡを回す』ということ。世の中は、Ｐ（計画）

ＤＣＡばかり言われることが多いが、全ての仕事が

新しい計画をつくって改善するという大がかりなこ

とをしていては大変なことになる。日々の仕事や多

くの職場では、スタンダード（標準・基準・マニュ

アル）に基づいて改善をしている。ＰＤＣＡ【新し

い計画に基づく改善活動】とＳＤＣＡ【標準に基づ

く改善活動】の違いを認識して使い分ける必要があ

る。 

その他の『組織の価値観・方針の徹底を図る』『顧

客とのコミュニケーション量を増やし、信頼関係を

強化する』『社員の安心・安全・幸福感を高めるこ

とが企業の大事な活動と位置付ける』ということも

全社一丸となってやっていかないと、これからの日

本企業は生き残っていけないと思われる。 
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ＨＯＴ情報 
  

平成 25 年度 労組リーダー研修を開催 
～次代を担う労組リーダーによる組織活性化を目指して～ 

 

８月 21 日（水）・22 日（木）の２日間、広島市

において、連合中国ブロック連絡会と連携し、労働

組合役員・リーダー等を対象に、労働運動推進に必

要な専門知識とコミュニケーション・リーダーシッ

プの養成、組織のさらなる活性化を目的とした「労

組リーダー研修」を開催しました。（参加者 15名） 

 

研修講師として、公益財団法人富士社会教育セン

ター常務理事 鈴木 晴彦 氏をお迎えし、講義とグル

ープ討議を織り交ぜた研修を行うとともに、2 日目

の特別講演では、「連合 第４次男女平等参画推進

計画について」と題して、日本労働組合総連合会（連

合本部）の総合男女平等局 男女平等局 局長 曽根山

義治 氏からご講話をいただきました。 

 研修プログラム  

◆ リーダーシップとコミュニケーション 

◆ 労働組合の歴史と民主的労働運動の基本 

◆ 労働法のベーシック 

◆ ケーススタディー 

「職場の執行委員へのアプローチ法」 

◆ 経営分析の基本 

◆ 労使協議と経営参加 

◆ 特別講演 

  連合「第４次男女平等参画推進計画」について 

◆ 目標の策定とアクションプラン 

参加者は改めて労働運動・生産性運動の歴史、意

義を学んだほか、労働法についての知識を深めまし

た。職場ケーススタディーでは、リーダーの役割に

ついての実践的な場面を想定し、グループ討議と実

演発表を行いました。 

「経営分析の基本」の研修では、参加者全員が電

卓を使用しながら、労使協議に必要な財務諸表の分

析、交渉のチェックポイントについて、熱心に学習

しました。 

特別講演では、連合の「男女平等参画推進」への

取り組みについて説明されました。1991年から開始

されたこの取り組みは、連合の将来を左右する重要

なものと位置付けられています。2020年までの推進

計画について、その理念、意義、目標が紹介されま

した。 

◆連合が目指す男女平等参画社会の理念 

・男女が対等・平等で人権が尊重された社会の

構成員として、様々な分野への参画の機会が

保障され、役割と責任を分かち合う社会 

◆連合が男女平等参画に取り組む意義 

・連合が社会的責任を果たすために 

・多様な人々が結集する活力ある組織となるた

めに 

・地域社会の活性化のために 

◆３つの目標 

・働きがいのある人間らしい仕事（ディーセン

トワーク）の実現と女性の活躍促進 

・仕事と生活の調和 

・多様な仲間の終結と労働運動の活性化 

 

研修のまとめ「目標の策定とアクションプラン」

では、各人が「マイ・アクションプラン」を策定、

グループ内で発表し、今後の活動への決意を新たに

しました。 

参加者からは、「経営分析について学ぶことがで

き有意義であった。」「労働法について、さらにい

ろいろなケースを学んでいきたい。」「業種を越え

た労組リーダーと交流できてよかった。」「学んだ

ことをこれからの組合活動に活かしていきたい。」

などのご感想をいただきました。 
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経営品質実践セミナー（第２回） 

戦略をたてる知識と勘所 

～激変する時代に納得できる戦略を導き出すために～ 

日 時：９月１３日(金)１０：００～１７：００ 

場  所：広島国際会議場（広島市中区中島町 1-5） 

会員参加料：15,000円 

講 師：経営品質向上ヘルプデスク 

 代表 白井 信行氏 

内 容：  

１．企業にとって大切なこと 

～業績はどうやったら高まるのか～ 

２．そもそも「戦略」とは何なのか？ 

３．企業の理想的な姿とは 

～誰に対してどんな価値を生むのか～ 

４．顧客・競合・自社の経営資源の視点から戦略を導

き出す 

５．戦略の実行度合と達成目標の立て方 

 

 

感動の三部作（第１回） 

職員とお客様の命が輝く経営 

～人生をかけた使命と覚悟、そして喜び～ 

日 時：１０月７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 

 院長 望月 智行氏 

内 容：  

１．破壊と再生、そして天与の人生を引き受ける 

２．経営者として最初の苦悩 

～根付かない･育たない職員たちとの自転車操業 ～ 

３．｢日本一の病院をつくりたい」という途方もない夢

と気高い理念 

４．職員満足からはじまった病院改革 

～経済的満足・心理的満足・社会的満足～ 

５．病院づくりは人づくり～見えないものを見る力～ 

６．今まで大切にし続けたこと、これから大切にして

いきたいこと 

 

 

 

幹部養成講座   

～組織を導くリーダーの使命と勇気～ 
日 時：１１月８日(金)１０：００～１６：３０ 

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：人とホスピタリティ研究所 

 代表 高野  登氏 

内 容： 

１．野心と志の違い 

２．理念に命が吹き込まれ、社員の心が動く理由 

３．卓越したリーダーから学んだこと 

４．リーダーが腹を決め、勇気をもつために 

５．リーダーの使命 

 

 

感動の三部作（第２回） 
～ディズニーランド伝説のトレーナーが明かす指導力～ 

日 時：１１月１４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：ディズニーランド伝説のトレーナー 

                 町丸 義之氏 

内 容： 

１．エクスペリエンスとディズニーウェイ 

２．アルバイトも正しくトレーニングをすれば立派に

育つ 

３．チャンスは平等に与える 

   ～モチベーションは「お金」だけではない～ 

４．トレーニング以前に「動機づけ」｢意識づけ｣ 

「しつけ」が必要 

５．限りある時間の中で、「共通言語を理解させる」

ことを徹底する 

６．ＯＪＴの正しい意味とは 

～仕事をしながらのトレーニングではない～ 

７．既定の考え方には定性的に、詳細は定量的に 

８．運営管理すべき６つの対象 

〈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/ 


