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「おもてなし経営推進フォーラム in ちゅうごく」開催 

～選定企業から学ぶ経営改革のヒント～ 

10 月 3 日（木）、メルパルク広島（広島市中区）

において、「おもてなし経営推進フォーラム in ち

ゅうごく」（主催：中国経済産業局、共催：中国生

産性本部、（独）中小企業基盤整備機構中国本部、

（社）中国地域ニュービジネス協議会）が開催され

ました。 

経済産業省では、昨年（平成 24年）度から、顧客・

地域密着型の企業経営によりサービスの高付加価値

化等を実現する事業者を紹介する「おもてなし経営

企業選」を開始しており、初年度は、全国で 50社、

中国ブロックからは、★オタフクソース株式会社（広

島県：食品製造）、★社会福祉法人こうほうえん（鳥

取県：介護・福祉）、★サマンサジャパン株式会社

（山口県：ビルメンテナンス業）、★株式会社トゥ

モロー（広島県：保険代理店）【以上アイウエオ順】

の４社が選定されました。そこで、中国経済産業局

では、この４社から「おもてなし経営」の実現に向

けた取り組みをご紹介いただくフォーラムを開催し

ました。サービス産業の生産性向上を支援する当本

部も共催団体として参画しました。 

約 180名の参加者によって満席となる中開催され

た本フォーラムでは、まず、創業以来、半世紀にわ

たって増収増益を続け不況に左右されない経営を展

開している寒天製造メーカー、伊那食品工業株式会

社（本社：長野県伊那市）の専務取締役 塚越英弘氏

による基調講演（「いい会社をつくりましょう」）、

ならびに、ファシリテーターの、人と経営研究所 所

長 大久保寛司氏とのトークセッションが行われま

した。 

 塚越氏  社員が幸せになることが会社の目的であ

って、売上や利益はそのための手段。 

 大久保氏  伊那食品では、トップへの、そして会

社への「信頼」と「尊敬」というベースが出来てい

るから、トップの想い、メッセージが素直に全社に

伝わっている。 

続いて、「おもてなし経営企業選」選定４社の、

オタフクソース㈱代表取締役社長 佐々木茂喜氏、社

会福祉法人こうほうえん 理事長 廣江研氏、サマンサ

ジャパン㈱代表取締役社長 守政和浩氏、㈱トゥモロ

ー取締役会長 橋本孝則氏の各氏とファシリテータ

ーの大久保氏によるパネルディスカッションが行わ

れ、社員との関係強化、社内の風土づくりの重要性

などについて討議が行われました。 

 佐々木氏  メーカーはお客様との接点はあまりな

いのが普通だが、当社ではスーパーでの試食販売等

を通しお客様と直接コミュニケーションをとってい

る。これは、お客様に当社のファンになっていただ

くことや、社員教育・社員づくりに繋がっている。 

 廣江氏  医療・福祉の現場は、結局は人対人。職

員には研修で徹底してスキルを磨いてもらっている。

向上心、探究心のある職員を育成して、地域、利用

者の方々に価値を還元している。 

 守政氏  社員の質が上がれば商品の質、会社の質

が上がる。そして社会から必要とされる会社になる

ことができる。何のために働くか、自分が働く理由

を理解してもらえば、目の輝き、仕事への取り組み

方が変わる。お 

 橋本氏  当社は現場直行の事故対応を最優先に掲

げている。現場主義を貫き、とにかく現場へ駆けつ

けることでお客様をお守りしている。 

 大久保氏  製品・商品・サービスは、人が生み出

し、最後は人が提供している。どんな人が、どんな

サービスを、どんな想い・姿勢で生み出しているか

が問われる。本日登壇の企業は、人を磨くことに重

点を置いた会社ばかり。人が競争力の一番の源泉。

そうした「人」を磨いていかなければならない。 
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ＨＯＴ情報 
 

感動の三部作（第１回） 

～職員とお客様の命が輝く経営～ 
 
 

10 月７日(月) 、感動の三部作(第１回)を開催し

ました。2011年度に医療業界初となる日本経営品質

賞を受賞され、優れた診療実績と高い顧客満足度な

どが業界を超えて注目されている 医療法人財団献

心会 川越胃腸病院 院長 望月智行氏を講師に迎

えお話いただきましたので、その講演の一部をご紹

介します。 

 

１．天与の人生を引き受ける 

医者になりたかったが、経営者にはなりたくなか

った。しかし、３０年前、突然、先代の院長が病気

で倒れて後を継がなくてはいけなくなった。人間は

自分の生まれたある環境から逃げることはできない。

神が与えた自分の道の中で、ベストを尽くそうと強

く思った。医者であれば、院長になれる。しかし、

それは経営者になれたということではない。経営を

していくと、小さな病院なので、人がいないし、人

は集まらないし、人は定着しないし、人は育たない

し、人の心がまとまらない。そして職員と心の目線

が合わないことに一番、空しさを感じていた。経営

の苦悩に直面し、自分の職員に対する愛情が欠けて

いたことに気づいた。 

 

２．理念の確立 

企業に理念があるように、病院だって理念の旗を

立てなければいけないと思った。姉である副理事長

から、「これからの医療機関は、技術とサービスの

バランスが大切。そのためには、職員の幸せを追求

して、労使関係を超えた温かい組織風土をつくるこ

と。」と言われた。 

外科医として技術ばかりを考えていたが、技術を

支えるのはサービス、サービスを支えるのは職員、

職員をないがしろにして良い組織ができる訳がない。

だから、原点に戻ろうということで、職員の幸せを

考えるようになった。そして、医療理念：医療は究

極のサービス、経営理念：①患者様の満足と幸せの

追求 ②集う人（職員）の幸せの追求 ③病院の発

展性と安定性の追求 と位置づけた。 

 

３．目指す姿 

普通の病院は、患者様を集めることができる良い

技術をもった医者を連れてきて病院をつくろうとす

る。私達のような小さな病院は１人のスーパーマン

ではダメで、地域に根差した良い病院と言われるよ

うな優れた技術を提供するためには、安心・安全の

医療環境が必要となる。安心・安全の医療環境をつ

くるためには、人間尊重の医療サービスが展開でき

ていなければならない。そして、そのサービスを支

える〝人〟を育てるためには、卓越した経営なくし

てできないと思った。 

 

４．経営の原理原則 

経営の原理原則は、普遍的な経営理論（想い）と

して「関わる人を幸せにすること」、人事管理の原

理原則（仕組み）は人をコントロールすることでは

なく「人が喜びと誇りを持って、明るく生き生きと

働ける環境をつくること」。この〝想い〟と〝仕組

み〟を組み合わせて成果を出すことを私の考え方に

した。 

 

５．職員が１００名の組織規模にこだわる理由 

何百人もいる企業は、〝想い〟から入ることは不

可能。それは、何百人もの社員の価値観や考えを一

つに集約することがほぼ不可能だし、それをチェッ

クすることも感じることも不可能だからである。そ

ういうところでは、やはり、仕組みしかないと思う。

しかし、１００人の組織なら、一つにすることは可

能。その１００人を一つにしたいと思った。 

経験の中で、元気でイキイキとエネルギーを発揮

できる状態の時には、１００人の職員が、毎日、目

に見える。ところが、疲れたり、イライラしていた

りすると２０～３０人ぐらいしか見えなくなってし

まう。一人の人が想いを共有しながら、今日も良い
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関係だと感じながらできる組織は１００人なら頑張

ったらできる。だから１００人の組織をつくりたい

と思った。 

 

６．職員にとっての Happy Spiral 

具体的に経営を展開するために、『ひと満足の好

循環スパイラル』を作った。経営理念から「職員を

幸せにすることに一点集中して頑張る」→「職員が

モラルやモチベーションを高めて自分の能力を発揮

し成長してくれる」→「技術・サービスが高まる」

→「患者様が満足する」→「患者様が喜び、川越胃

腸病院じゃないと嫌だと言ってくださって病院の社

会的評価も上がるし、患者様が別の患者様を連れて

きてくださる」→「経営が安定する」→「安定した

健全な利益を職員が幸せになることに投入する」…

このスパイラルを永久に回していきたい。このスパ

イラルは、職員にとっては Happy Spiral であり、

経営にとっては唯一健全な利益を上げられるスパイ

ラルだと思い続けてきた。 

 

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

 

 

 

 

 

9 月 25日（水）、中国電力島根支社（松江市）に

おいて、理事 7 名が出席し、島根支部（支部長：杉

谷雅祥山陰クボタ水道用材㈱代表取締役社長）理事

会が、9月 30日（月）、中国電力岡山支社（岡山市）

において、理事 11名が出席し、岡山支部（支部長：

越宗孝昌山陽新聞社㈱代表取締役社長）理事会が開

催され、それぞれ 24 年度支部事業報告ならびに 25

年度支部活動計画が審議され、原案通り承認されま

した。 

 

１． 島根支部理事会 

（１） 杉谷支部長挨拶 

 人口減など地方経済を取り巻く環境は一層厳しく

なると見込んでおり、地方再生が大きな課題であ

る。当本部が推進している経営品質向上活動の考

えに基づき、自らの力で企業・組織の価値を高め

ていくよう、一丸となり取り組んで行きたい。 

（２） 24 年度事業報告 

 本部主催行事・セミナー等への出席のほか、島根

経営品質研究会主催の講演会を支援した。 

（３） 25年度事業計画 

 本部事業計画に沿い、会員はじめ一般企業・団体

に対し、本部主催事業の案内等の情報提供を通じ、

生産性運動への理解を深めてもらう活動を展開し

て行く。 

 

 

 

２．岡山支部理事会 

（１） 越宗支部長挨拶 

 人口減など大きな転換点を迎え、地方を取り巻く

環境は容易ではなく、地方の企業・組織が元気に

なることが大切。転換期にあって、生産性運動の

意義はますます高まるため、一致協力して運動を

一層発展させ新たな道筋を切り拓いて行きたい。 

（２） 24 年度事業報告 

 本部主催行事・セミナー等への出席のほか、岡山

支部主催の講演会を開催した。 

（３） 25年度事業計画 

経営環境の変化を捉え、強みを見極め、顧客本位

に立った商品サービスの提供と企業経営の基盤で

ある人材育成を経営・労働・学識の三者が協力し

推進するため、本部展開事業に参加する。 

中国生産性本部 

島根支部理事会・岡山支部を開催 
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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      

 

経営品質実践セミナー（第４回）   

決算書を読みこなし仕事に生かす講座 
日 時：１月２８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：税理士・米国税理士・ＣＦＰ○Ｒ 

    経営コンサルタント    高下 淳子氏 

内 容： 

１．決算書を読みこなすためのコツ！ 

 ・会社が作成する決算書とは？ 

 ・貸借対照表と損益計算書の内容は｢５つの箱｣で理

解できる！ 

２．貸借対照表を読みこなすポイント 

 ・貸借対照表を表示するときのルール 

 ・財務体質の健全性を読み取る 

３．損益計算書を読みこなすポイント 

 ・損益計算書から読み取る４種類の利益 

 ・損益計算書から商品力を見抜く 

４．株主資本等変動計算書と注記表の役割 

 ・株主資本等変動計算書の役割と内容 

 ・すべての会社に求められる注記とは 

５．キャッシュフロー経営の基礎知識 

 ・キャッシュフローを理解するコツ 

 ・キャッシュフローから読み取れる企業体質 

６．損益分岐点分析の入門 

 ・損益計算書だけでは採算がつかめない 

 ・変動費と固定費 

７．生産性の高い会社であり続けるために  

 ・企業が生み出す付加価値とは 

 ・1人当たりの付加価値を高める方法 

 

 

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/ 


