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平成２６年度 中国経営品質協議会 幹事会を開催 

 

６月 19日（木）、平成 26年度（第 15期）中国

経営品質協議会幹事会を開催し、「平成 25年度活

動報告」ならびに「平成 26年度活動計画」につい

て審議され、原案どおり承認されました。 

 

幹事会では、冒頭に苅田知英代表幹事（中国電

力株㈱取締役社長）から、「わが国経済は緩やか

な回復基調にあり、これを持続的なものとするた

めには、いわゆる成長戦略を引き続き打ち出して

いくことが肝要である。当協議会においても、顧

客ニーズを的確に捉え、常に価値を提供できる組

織を作り、自らの力で企業・組織としての価値を

高めていく、経営品質向上活動の意義と重要性を

再認識し、取り組みを進めていきたい」旨の挨拶

をしました。 

引き続き「平成 25年度活動経過報告」ならびに

「平成 26年度活動計画」の審議に入り、両議案と

も原案通り承認されました。なお、「平成 26 年度

活動計画」の概要については、以下の通りです。 

 

【平成 26年度活動計画について】 

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越えて活

用できるものであり、本プログラムの普及促進お

よび実践組織への支援に向けて事業を展開する。 

(１)「経営品質実践セミナー」 

 企業・組織変革への動機づけ、経営品質の本

質に対する“気づき”を増進させることを主眼

に置いた「経営品質実践セミナー」を定例開催

する。今年度は「働く人の喜びと経営品質の高

い現場力の創造」をテーマに 5例会を開催する。 

 開催日程 

第 1例会：９月２日（火） 

「社員と顧客を幸せにする経営」 

第 2例会：11月 19 日(水） 

「人づくりを基点に徳島から世界へ発信するモノづくり」

第 3例会：12月 12 日(金） 

「西精工株式会社 視察会」（徳島市） 

第 4例会：平成 27 年１月 21 日(水） 

「経営品質の考え方とマネジメントサイクル」

第 5例会：平成 27 年３月３日(火） 

「東京ディズニーランドにみる人事評価制度モデル」 

 

(２)「アセスメントコース」 

セルフアセスメントの基本的な考え方を習得

する「アセスメントコース」の 3 コースを継続

して開催する。 

Ａ１(基礎編）：９月９日(火）～10 日（水） 

    経営品質の基本的な考え方・セルフアセ

スメントの概要を解説  

Ａ２(知識編）：10月 28 日（火）～29 日（水） 

    アセスメント基準書に基づく経営活動の

見方・考え方を解説 

Ａ３(評価編）：11月 27 日（木）～28 日（金） 

    セルフアセスメントの方法と効果的な対

話の方法を習得 

(３)その他、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応じた組織内展開支

援を継続して実施 
 

このほか、平成 26 年度の幹事（10 名）・運営委員

（7名）についても承認されました。 
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ＨＯＴ情報 
平成２６年度通常総会特別講演会 

『 経営戦略としてのワーク・ライフバランス 』 
株式会社ワーク・ライフバランス 代表取締役社長 小室 淑恵 氏

５月２８日（水）開催の平成 26年度通常総会にお

ける特別講演では、全国 900社以上の企業で働き方

見直しコンサルティングを手がけ、大学客員教授就

任や執筆活動などを行う ㈱ワーク・ライフバランス

代表取締役社長の小室淑恵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。 

 

■長時間労働の「成果」は？ 

日本は月間６０時間以上残業をしている人の割合

が世界で最も高い国。今の日本は「仕事ばかりの国」

とも言える。一方で「長時間働くことによって日本

は他国との競争に勝ってきた」という主張もある。

「新興国に負けてしまうから、もっと仕事をしろ」

という指示を出すのであれば『仕事にかける時間と

成果が比例していること』が前提でなければならな

いが、実際にはどうだろうか。 

成果を表す指標で注目されているのが労働生産性

である。日本の労働生産性は、先進国で最下位。つ

まり日本の現状は『時間はかけているが、生み出す

付加価値は低い国』ということである。 

生産性が低い原因は、長時間労働の恒常化によっ

て、新しい知識やノウハウをインプットできないこ

とではないか。労働時間が私生活を圧迫することに

よってインプットがなくなる。インプットとは、仕

事に直接関係ないように思えても、成果を上げるた

めの重要な学びである。インプットがなく、貧困な

アイデアを出す、やっぱり売れない、帰れない、眠

れない、集中力が下がる、ミスが発生する、クレー

ムが増える、ストレスが溜まる。現状の職場が労働

時間をかければかけるほど、成果が落ちていくよう

な負のスパイラルにはまり込んでいる。 

■日本社会のニーズ 

日本社会の現状は、少子・高齢化であり、労働力

人口が減少している。年金の払い手側の人口が激減

し、もらい手側の人口が激増する、このままでは年

金財政を維持できない。 

 日本では女性の労働力率が低く、且つ出生率も低

い。他国では、女性が働くほど出生率が高い傾向が

ある。他国は、保育所の数を増やす、企業の両立支

援制度の整備を義務づける、男女ともに労働時間を

短縮するなどの環境整備を行った。働きながら子育

てをすることが社会の年金のインフラを維持するか

らである。また夫の帰宅時間が遅く、家事・育児へ

の参画時間が短い家庭ほど二人目以降が産まれてい

ない現状から、今、真の少子化対策として男性をタ

ーゲットとした働き方の見直しが重要視されている。 

■企業のニーズ 

今、男女問わず学生に人気があるのは「仕事と生

活を両立できる企業」である。父親が長時間労働で

家にいなかったという経験から、学生にとって、仕

事が家族を不孝にしたと感じているケースが目立つ。

優秀な人材の獲得とモチベーション維持のために、

企業において、ワーク・ライフバランスとは、もは

や福利厚生施策という位置づけではなく「経営戦略」

としての取り組みにシフトしている。 

また、介護休業を経ても働き続けられる組織づく

りが注目されている。育児休職の数を介護休職の数

が超えている企業もあり、これからは男女問わず時

間制約のある社員がスタンダードになってくる。７

０年代と同じ働き方では業績は上がらないというこ

とを構造的に理解しなければならない。時間内にビ

ジネスをやって勝てるという仕事のやり方、ワー

ク・ライフバランスの取れる組織への変革が急務で

ある。 

■取り組むべき課題 

成果を上げるためには、長時間労働をやめ、マネ

ジメントの意識を変えることが課題である。商品・

サービスの魅力を最大化していくための戦略がワー

ク・ライフバランスであると認識し、管理職自身が

自分自身のワーク・ライフバランスを実践し、地域

への貢献、家族への貢献に軸足を移していかないと

いけない。人生の評価をするのは家族である。 

■ワークとライフの相乗効果 

ワーク・ライフバランスは女性のためだけではな

く、業績アップのために全社で取り組む経営戦略で

あるとご理解頂いた。ワークとライフの相乗効果の

関係性こそが、ワーク・ライフバランスの本質であ

り、私たちはワーク・ライフ“シナジー”とも呼ん

でいる。家庭で心身が潤うからこそ、外部との交流

で人脈も広がる。そのことが、仕事面で、アイデア

が沸き、仕事が効率的に終わり、評価が上がる。ワ

ーク・ライフバランスに積極的に取り組み、勝てる

組織と充実した人生をお送りいただきたい。 
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ＨＯＴ情報 
未来創造のリーダーシップ（第１回） 

～自発的に革新を生み出す組織づくり～ 

 
６月 18 日（水）、平成 26 年度第１回目の「未来創

造のリーダーシップ」(講師：株式会社あえるば 取締

役会長 藤原直哉氏）を開催しましので、その要約した

ものを紹介します。 

 

１．物価上昇は、コスト削減では乗り越えられない 

 世の中が激変する時は、根底で大きな変化が起きて

いる。今、卸売物価指数は年 4.4％、消費者物価指数

は年 3.3％上昇している。これでは、今までのコスト

削減型経営は成り立たなくなる。また、物価が上がる

と金利も上がる可能性が高まる。多くの人たちは、何

かが起こると慌てふためく。未来は黙っていても時が

過ぎればやってくる。しかし、それでは、漂流して流

された果ての未来である。漂流する未来と創造する未

来は、全く違う。どうしても、昨日と同じことや流行

を追いかける経営をしがちであるが、一番肝心なこと

は、未来を予見して前が見えない嵐の中で舵をきると

いうことである。そのことをリーダーが悟って頭を切

り替えない限り立ち直ることはできない。 

 

２．貿易赤字・財政赤字の原因は産業衰退 

 産業が衰退すると、輸出が減って輸入が増えて貿易

赤字となる。良い仕事が減って給料が減り社会保障は

増え、税収も下がっていき財政赤字となる。産業衰退

ということは、我が国が漂流していたということであ

る。今、日本では、熟練労働者やたくましい管理者、

無から有を創れる人、流行に流れるのではなく未来を

予見できる人、自分で判断できチームを作って行動で

きる人が、ずいぶん減ってしまった。そのため、さら

に産業は衰退を続けている。 

 

３．間違った目標に向けて管理を強化する恐ろしさ 

 リーダーシップという言葉は、日本語訳にはない。

リーダーシップに似た言葉の「マネジメント」には、

「管理」という訳がある。管理とは、目標があってそ

れに向かって誘導すること。例えば、目標が間違って

いても、管理することはできる。リーダーシップは、

まず、どこに行くのかを決めることに労力を費やす。

だから、リーダーは、よく勉強しなければならない。

会社の作業や、今日の数字だけを見ているだけでは、

リーダーシップは発揮できない。間違った目標に向け

て管理を強化すればするほど経営は壊れる。 

４．不安が管理の病を深刻にする 

 一人で考えて成功できると書類にまとめたものは、

今、想定できる一番簡単な未来の姿であることが多く、

世の中の壮大な非線型なものを盛り込んでいないため、

大抵はそうはならない。しかし、多くの組織は、管理

の病に罹っていて、全部が管理の体系にないと安心が

できない。全ての答えと方法が目の前に揃っていない

と不安になる。それによって、会社がおかしくなり衰

退していく。どうやれば良いかを考えて行動するのが

仕事であって、今この段階で全てわかっているなんて

ありえない。 

 

５．本物のリーダーシップとは 

 今、組織内に何としてもやろうとしている４～５名

の社員達が真ん中にいて仕事をしているだろうか。や

れと言われたから仕方なくやるとか、前の担当者から

の引き継ぎだからと仕事をしているようならば、新た

なエネルギーを入れなおさなければ、仕事は成就しな

い。本物のリーダーシップというのは、全く未来は見

えないが、本気でやろうという人たちが出てきて、試

行錯誤をしながらやっていくと、結果として後ろに道

ができ、意外なものができてくるようになる。未来を

創るリーダーシップは、まさに無から有を生むことな

のである。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 その他にも、「急速に変化する世界経済の最後の勝

者は誰か？」「長年の理論や商品が使い物にならなく

なるとき」「繁栄は忽然と始まり、忽然と終わること

がある」「真面目な人が悲惨な目にある歴史の繰り返

し」「何を目的に人々は働いているのか？」「好業績

を続ける組織の秘密」「組織を成功に導く組織文化」

「やる気の方程式」「高収益の陰で加速する職場崩壊」

「終わりなき改善の精神」「イノベーション」などに

ついて、講演していただきました。 

内容に関心のある方は、講演録（ＣＤと資料）を送

付しますので、事務局へお問い合わせください。  

次回（９月１９日）の開催内容は、最終ページの伝

言板に記載しています。 

 



４ 

 

係長・主任セミナー   

～強い組織をつくる係長・主任の意識改革～ 
日 時：７月２９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： 15,400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．自分の人生のために仕事をしていますか？ 

２．自分の長所を知ることで、あなたは変わる 

３．係長・主任の本当の役割とは？ 

４．部下の「やる気」をひきだす動機づけの秘訣 

５．職場の人間関係をよくする心理テクニック 

６．仕事のできる部下を育てるための指導法！ 

７．自己革新できるリーダーが組織を変える！ 

 

ロジカルシンキングセミナー   

～人が納得する根本からの問題解決～ 
日 時：８月２７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： 15,400円 

講 師：株式会社セブンフォールド・ブリス 

           代表取締役 本田 賢広氏 

内 容：  

１．ロジカルシンキング(論理的思考)とは？ 

２．ビジネスに論理的思考を活用する 

３．論理的に主張するためには？ 

４．ピラミッド・ストラクチャーで相手を納得させる 

５．複雑な問題でも原因を分析すれば問題解決できる 

６．物事を論理的に分析・検討する 

          ロジックツリーとマトリックス 

７．ロジカルシンキングを使いこなせば 

              仕事力も向上する 

８．振り返りとまとめ 

 

経営品質実践セミナー（第１回） 

～社員と顧客を幸せにする経営～ 
日 時：９月２日(火)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：8,700円 

講 師：法政大学大学院政策創造研究所 

教授 坂本 光司氏 

内 容：  

１．いつの時代にも経営不振の企業がしている５つの

言い訳 

２．経営がうまくいかない理由は会社の内側にある 

３．顧客よりも「社員とその家族」の幸せを第一に考

える理由 

４．なぜ、この会社は快進撃が続くのか 

～素晴らしい企業の事例～ 

５．景気に関係なく業績が上がっている優良企業の法

則 

６．「日本でいちばん大切にしたい会社大賞」が求め

るものとは 

 

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(木)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： 15,400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 

 

未来創造のリーダーシップ（第２回） 

～自発的に革新を生み出す組織づくり～ 
日 時：９月１９日(金)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： １名様まで無料(２名様以上 8,700円) 

講 師：株式会社あえるば  

取締役会長 藤原 直哉氏 

内 容：  

 戦後日本の成功が経営学を変えた品質管理 

 １．デミングのメッセージを真剣に受け止めた日本企業 

 ２．組織の考え方が変わる 

「人を尊重し、プロセスを変える」 

 ３．現場とＫＡＩＺＥＮ 

 ４．昔の日本企業の強さの源泉は熟練にあった 

 ５．熟練には期間とコストがかかる 

 ６．終わりなき改善の精神 

（将来への投資・改善・今日の責任) 

 ７．経営品質 

 

〈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/ 


