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経営品質協議会 人材育成プログラム  

「アセスメントコース」 開催 

 

 

中国経営品質協議会では、９月 19 日(木)～20 日

(金)の２日間、経営品質協議会運営委員の足立 裕

氏を講師にお招きし、人材育成プログラム「アセス

メントコース Ａ１（基礎編）」を開催しました。 

 

このアセスメントコースは、Ａ１からＡ３までの

全３コースを受講し、修了後に「セルフアセッサー

認定登録」を行っていただくことで、経営品質協議

会認定「セルフアセッサー」になることができます。

経営品質向上プログラムでは、組織内で経営革新を

進めるためにリーダーシップを発揮する人材を「セ

ルフアセッサー」と位置付けています。 

「セルフアセッサー」は、経営者とともに組織の

理想的な姿を考え、戦略思考により現状の経営課題

を明らかにし、対話によるアセスメントにより改

善・革新のための計画をたて、計画の実行に自ら参

画し、経営品質の基本理念に従った行動を実践しま

す。 

 

中国経営品質協議会は、人材育成プログラムとし

て「アセスメントコース」（全３コース、６日間）

を計画しており、今回開催したアセスメントコース

Ａ１（基礎編）の目的は、①経営品質の基本的な考

え方とセルフアセスメントの概要を理解する、②基

本理念、重視する考え方を理解し、経営品質向上活

動の思考のベースを作る、③組織プロフィールを学

習し、現状分析の方法について学ぶことです。 

 

足立講師のご指導を頂き、初日は事例考察として

実際の企業の優れた取り組みについて、個人演習や

グループ討議をとおして基本を学び、二日目は経営

課題（重要成功要因）からの実行計画をたてるなど、

参加者の皆さんは熱心に課題に取り組んでおられま

した。研修後に参加者からは、「計画だけでなく実

践することの大切さを学びました」と感想を頂きま

した。 

 

今後の予定として、第２回は「アセスメントコー

ス Ａ２（知識編）」として、１０月１７日（木）、

１８日（金）に、①アセスメント基準書に基づく経

営活動の見方、考え方の理解、②カテゴリー１～７

の概要の理解、③評点ガイドラインの学習を通じて、

成熟度の違いを理解していただきます。 

第３回は「アセスメントコース Ａ３（評価編）」

として１１月２１日（木）、２２日（金）に、①セ

ルフアセスメントの方法と効果的な対話の方法の習

得、②カテゴリー１～７、評価の方法の理解、③カ

テゴリー８について、今までの経営の振り返りと学

習、変革の実践を学んでいただきます。 
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ＨＯＴ情報 
 

経営品質実践セミナー（第２回） 

戦略をたてる知識と勘所 
 
 

９月 13 日(金) 「平成 25 年度第２回経営品質実

践セミナー」（講師：経営品質向上ヘルプデスク 代

表 白井信行氏)を開催しましたので、講演要旨の一

部をご紹介します。 

 

１．変革のプロセス 

より望ましい経営をするためのスタートは、きち

んとした「意識」を持つことだと言われている。次

は、豊富な知識に基づいて幅広く「思考」すること

が大事である。「意識」や「思考」というのは、個

人個人が自分でしか変えることができない。組織は、

集団で協同しながら仕事をする。そして、あらゆる

活動は、全て話し合いの中から生まれてくるので、

次は「対話」をする条件が整う必要がある。例えば、

研究開発は一人ではできない。メンバーが参画する

状況をつくるベースが「対話」である。さらに次は、

「行動」に移る。「意識」や「思考」を同じくして

いる人達でないと「行動」はバラバラになってしま

う。最終的に、企業は「成果」を求めている。私達

は、つい、売り上げや利益とかいう「成果」を求め

る。「成果を上げろ」と思ったら、「成果」を上げ

る前に「行動」を変えないといけない。その前に「対

話」、その前に「思考」、その前に「意識」を変え

なければいけない。このように人が変わっていく様

のことを『変革』と言う。まさに、自分自身や個人

を変えていくということ。 

 

２．可謬主義 

企業で不祥事がある時に、根っこの部分が理解さ

れないまま、表面的に変えても企業経営は上手くい

かない。根っこの部分とは何かというと、可謬主義

（過ちを犯しうる）という考え方。これは、経営理

論ではなく哲学で、世の中に絶対に正しいというも

のはないという考え方である。身近な例でいうと、

経営者が変われば経営方針は変わる。部門長が変わ

れば方針が変わる。上司が変われば方針が変わる。

もし、このやり方しかない、この考え方しかないと

していたら、社長が変わろうが、部門長が変わろう

が、上司が変わろうが、方針は変わらないはずであ

る。同じことを、ずっと、やっていくはずである。

しかし、現実は、そんなことはない。戦略は、ある

状況の中で、１つのものを選択した結果である。他

にも選択肢があったのに、論理的に考えてより望ま

しいと考えた１つの結果が戦略ということになる。

よって、その時、私達が正しいと思っていた仮説と

いうことになる。今まで私達がやっていることをみ

るときに、「絶対に正しいことはない」ということ

をスタートに立てないと、今までやってきたこと・

今やっていることが、絶対に正しいということにな

ってしまう。経営改善や経営革新を起こそうとする

一番のスタートは、自己否定ができること。「もっ

と上手いやり方はないか？」と考えることができる

かがキーとなる。「このやり方で問題はない。絶対

に正しい。」と思っているとずっとやり続けてしま

う。「今の掲げている方針は、絶対に正しいという

ものではなく、ひょっとしたら誤っているかもしれ

ない。もっと良いやり方はないだろうか」と考えて

いくことが経営の出発点となる。 

 

３．顧客区分と働く人の意識 

会社にお客様が申し出をした時、その内容をどう

区分しているだろうか？区分というのは、「意見」

「要望」「提案」「苦情・クレーム」を指す。これ

を顧客対応基準といい、この区分は最初に決めてお

かなければならないことである。この基準がないと、

お客様の声は、「うるさい人が色々言ってきた」と

いうだけになってしまう。基本は、お客様の申し出

を、この４つの区分にセグメントして収めていくこ

と。不祥事を起こす企業は、本来、お客様の「苦情・

クレーム」を「意見」に入れてしまうようなことを

する。仮に最初に「意見」に入れていたとしても、

その件数が増えていく推移を見ていたら、ちょっと

感性をもっていたら、「なぜ、この意見が増えてい

くのだろう」と気づいていく。「意見」のままだと

解決すべきものと捉えることができない。それでは、

弁護士が入っても、反省しても、抜本的な解決はで

きない。 

企業活動のベースは全て働く人の気持ちである。

働く人の気持ち・「意識」・「思考」があるべき方

向に向いていないと、いくら最先端の仕組みや技術

を取り入れたとしても機能できない。 
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ＨＯＴ情報 
  

平成２５年度第２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～ 

 

９月６日(金)、平成 25年度第 2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。 

 

 

グローバリゼーション、つまりアメリカを中心と

する、貿易・金融・投資の世界システムは終わった。

この間、世界の人たちは、世界にどんなものや人が

いて、世界の珍しいものは何かを知ることができ、

入手することができた。これから、誰が作ったかが

問題ではなく、良いものは良いと言う時代が来る。

このことにより、ますます競争は厳しくなる。 

 

こうした競争の時代、一番手堅いのは、自分のも

のを良いと思ってもらえる顧客を大事に共に生きて

いくという御用達戦略。二つ目は、いままでやって

いないことをやる常にイノベーションを考えること。

また、自分の仕事が成功しているから、安泰だと思

うのではなく常に先を考えること。例えば、昔、音

楽はステレオで聞いたが、今では、ほとんどの人が

イヤホンで聞く。イヤホンで聞く機器はステレオよ

り音質が劣るが、その機器が市場を席巻した。これ

は、価値観の変化であるが、イノベーションのほと

んどは価値観の問題である。 

 

従って、今まで積み上げた成功に安住せず、世界

は何時も動き、時代は何時も変わっていると思うこ

とが大切である。常に自分が良いと思うものを作り

ながら、普段は御用達戦略を実践すること。そうす

れば風が吹いた時も対処することができる。例とし

て、小型車を作っていた日本が、石油危機と言う風

が吹き、世界を席巻したこと。このため、イノベー

ションの素となるアイデア、技術、科学などの勉強

を欠かさず行い、少なくとも、自分の業種の世界一

がやっていることを理解しておく必要がある。 

また、良いものを作るのは社員である。社員に対

し、向上心、生きる意味、仕事する意味を解り易く

繰り返し説くこと、頑張らなければならない理由、

人生には今以上の幸せがあることを教えることが重

要である。 

企業が学ぶ基本はリーダーシップとマネジメント

の二つ。何が正しいかを決めることがリーダーシッ

プ、マネジメントは物事を正しく実行することであ

る。 

リーダーシップではチームを組める実力を持つこ

と。なお、今は横型リーダーシップである。リーダ

ーシップに戦略が入り、イノベーションが入る。従

って、イノベーション、市場の変化、時事問題を勉

強しなければならない。時事問題を勉強しないと、

目先のどこに機会があり、どこから波が来るか見え

ない。 

マネジメントの極限は品質管理である。例えば、

原価を品質管理に捉え管理する原価管理、損益管理、

人事管理など全て品質管理に行きつく。つまり、横

型リーダーシップと品質管理が分かるならば企業が

学ぶ基本を理解できる。 

 

最近、流行りの統計学の基本はグラフ一枚。品質

管理が結構漠然とした考え方なので、統計を用いる

と、視野が広がり、主観的と客観的の違いが見える。

品質管理のポイントは品質をコンスタントに上げる

にはどうするかを考えること、統計はその入り口で

ある。ポイントは、数字を見てどうするかをみんな

で考え、改善、結論を出すこと。この過程で全員の

思いが一致し全員のレベルが上がる。これが、品質

管理運動である。さらに、統計による品質管理では

中央値と平均とばらつきを見ること。ばらつきが小

さく、中央値・平均値を底上げすることが基本。 

品質管理も、再び、これに戻る。敗戦後 20年で品

質はアメリカを凌駕するところまで来たのはこのや

り方である。あと、哲学、英語でフィロソフィー、

生きる意味、働く意味、全部積み上げていくことが

必要である。 

 

変わるものは変わるから、行動することが重要。

実践で、実力が上がり、新しい時代で台頭して行く。

企業、地域も、リーダーの役割はその道標となるこ

と。これからの経済は地域が基本となる。場の中で

物事が決まるため、地域ごとのまとまりが大事にな

ってくる。場の中で成長するため、深く長く付き合

う仲間、何かを一緒にやろうという仲間を、一つは

持つことが成長の秘訣である。 
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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 

 

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５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 

 

感動の三部作（第３回） 
聞く(話聞)ことで自分を磨き、相手のやる気を引き出す

～傾聴の域を超え、自分と相手の可能性を引き出す～ 

日 時：１月２３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：株式会社わもん 代表取締役 薮原 秀樹氏 

内 容： 

１．｢解決したい｣より｢わかろうとする｣ 

    ～助けたい気持ちが理解の邪魔をする～ 

２．聞く力を深めると相手の心の奥底の音源に触れる

ことができる 

３．｢心の周波数｣を話し相手に合わせるとは？ 

４．しっかり相手の話を聞けると話し手に「意識の視

点変化」が起こる 

５．相手の解決力を信じることが、自分を信じること

へと繋がる 

６．｢話を預けることができる｣という揺るぎない信頼

が育まれる理由      

 

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/ 


