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第１５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～ 

 

９月２日(火)、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１５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、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、「社員と顧客を幸せにする経営～成長

し続ける企業の共通点～」と題して、９月２日に法

政大学大学院政策創造研究科 教授 坂本光司氏を

講師にお招きし開催しました。日本で大切にしたい

会社、誇りにしたい会社とはどのような経営なのか

を素晴らしい企業の事例をもとに解説していただき

ました。 

 第２回〔１１月１９日(水)〕は、「人づくりを基

点に世界へ発信するモノづくり～独自の高い経営品

質を製造業で実現～」と題して、2013年度日本経営

品質賞・第３回日本でいちばん大切にしたい会社大

賞受賞企業である西精工株式会社 代表取締役社長 

西 泰宏氏に講演をお願いしています。無理なコス

ト削減を迫られ、赤字の製品を社員に作らせること

が本当に社員の幸せに繋がるのか、苦悩の末独自の

製造技術、社員とのコミュニケーション、社員の育

成、経営理念、全てを見直し組織改革を進め製造業

として未踏の領域へと進化を続けられています。 

 第３回〔１２月１２日(金)〕は、第２回で講演し

ていただいた西精工株式会社へ視察に行き、社長の

みではなく、社員の方からもお話を伺い、素晴らし

い経営を生み出している企業風土を体感し、より学

びを深めたいと考えております。 

 第４回〔平成２７年１月２１日(水)〕は、「経営

品質の考え方とマネジメントサイクル～改革を促進

する適正な活動や成果の指標のつくり方～」と題し

て、経営品質向上ヘルプデスク 代表 白井信行氏

に経営品質の基本と改革を推進するポイントについ

て解説していただきます。 

 今年度の最終例会となる第５回〔平成２７年３月

３日(火)〕では、「東京ディズニーランドにみる人

事評価制度モデル～理念の実現に向けた人材育成～」

と題し、株式会社Ｔ.Ｉ.Ｐビジネスデザイン 代表

岩間徹夫氏に講演いただきます。岩間氏は、㈱オリ

エンタルランドで東京ディズニーランドと東京ディ

ズニーシーの立ち上げの計画段階より参加し運営基

盤強化と組織の原型を作り、その後もアトラクショ

ンン導入などを手掛けた後、東京ディズニーリゾー

ト内のショッピングモール㈱イクスピアリの代表取

締役副社長を務められておりました。その岩間氏に

理想の姿を実現する人材育成の仕組みについて解説

していただきます。 
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ＨＯＴ情報 
平成２６年度 労組リーダー研修を開催 

 

８月１９日（火）・２０日（水）の２日間、ワー

クピア広島（広島市南区）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・リーダーなど

を対象に、労組リーダー研修を開催しました。この

研修は、労働運動および生産性運動の理念と歴史を

ふりかえるとともに、労働運動推進に必要な専門知

識とコミュニケーション、リーダーシップを養成し、

労働組合のさらなる活性化を目指すことを目的とし

て、例年８月に実施しています。 

 

冒頭、中国労組生産性会議の石井議長から、生産

性運動の目的と中国労組生産性会議の果たす役割、

今回の研修のねらい等について挨拶をいただきまし

た。 

研修講師には、（公財）富士社会教育センター常

務理事の鈴木晴彦氏をお迎えし、２日間に渡ってご

指導いただきました。また、２日目の特別講演では、

「労働者保護ルール改悪阻止に向けた連合の取組み」

と題して、日本労働組合総連合会（連合本部）総合

労働局 雇用法制対策局 局長の高松和夫氏からご

講和をいただきました。 

 

【研修プログラム】 

〇リーダーシップとコミュニケーション 

〇労働組合の歴史と民主的労働運動の基本 

〇労働法のベーシック 

〇ケーススタディ「職場の執行委員へのアプローチ法」 

〇経営分析の基本 

〇労使協議と経営参加 

〇労働組合のボランティア活動 

〇特別講演  

｢労働者保護ルール改悪阻止に向けた連合の取組み｣ 

〇目標の策定とアクションプラン 

 

【研修概要】 

参加者は「コミュニケーション・シート」により、

お互いに自己紹介をして心と体の緊張を解きほぐし、

コミュニケーションの重要性、コーチング、労働組

合の歴史と民主的労働運動の基本など労働組合とし

ての専門性を高める学習へと進んでいきました。職

場ケーススタディでは、職場の課題を明確にして具

体的な対処についてグループ討議を行い、労働組合

のリーダーの役割を理解していただきました。更に、

労使協議のうえで重要なポイントとなる財務諸表の

分析など経営分析の基本を学ぶことで、会社との交

渉時の視点について熱心に取り組んでいただきまし

た。 

また、今年度新たに取り入れた「労働組合のボラ

ンティア活動」では、労働組合におけるボランティ

ア活動の理解と推進に向けた取り組みについて学習

しました。 

 

【特別講演】 

「労働者保護ルール改悪阻止に向けた連合の取組み」 

安倍政権は「日本再興戦略」の中で、「労働時間

の長さと賃金のリンクを切り離した新たな労働時間

制度」の創設など、様々な方法で労働者保護ルール

の改悪を図っています。万一、そうした動きを許し

てしまうと、待ち受けるのは『正社員ゼロ、残業代

ゼロ、クビ切リ自由社会』となります。働く者の不

安が大きくなる社会を生み出してはなりません。 

連合としては、時間外労働にかかる上限時間規制の

導入について、「時間外労働限度基準」を法律へと

格上げするとともに、特別条項付き３６協定を適用

する場合における上限時間規制を法制化するなど、

規制の強化を図るべきと考えています。今後とも引

き続き、労働者保護ルールの改悪の阻止に向けて、

組織の力を結集しましょう。 

 

【研修のまとめ】 

目標の策定とアクションプランにおいて、各自が

「マイ・アクションプラン」を策定し、グループ内

で発表し、今後の活動への決意表明をおこないまし

た。 

参加者からは、「経営分析などなかなか学習する

機会が無いため参考になった」「組合活動歴の短い

私にとっても理解しやすく、印象に残る言葉がいく

つもあった」「労働法に関する講義では、自所で改

めないといけないことがあると気づいた」などの感

想をいただきました。 
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ロジカルシンキングセミナー 

～論理的な考え方で問題解決～ 

 

８月２７日（水）に、㈱セブンフォールド・ブリス 

代表取締役 本田賢広氏を講師にお招きし、「ロジカ

ルシンキングセミナー」を開催しました。その内容を

ご紹介します。 

 

 最初に、回りくどい話や自己流の思考プロセス、根

拠の妥当性や信頼性が不明では、話が解りにくく相手

に伝わりづらいので、「相手が理解し納得し共感して、

ともにアクションを起こしてもらうことを実現する」

ためにロジカルシンキングが必要であることを説かれ

ました。もちろん、「100％正しいことを言って相手を

論破する」ためでもありません。 

次に、演繹法と帰納法について解説しました。ただ

単に、講義だけではなく、実際に演習をしてもらうこ

とにより、〝知識として知っている〟から、〝理解し

て使う〟ことができるようになっていきました。 

その後も、講義だけではなく、具体的な演習、グル

ープでの話し合い、講師からのアドバイスを随所に入

れながら、「絶対条件と十分条件による意思決定」、

「イシューを外さないこと」、「ＭＥＣＥ」、「フェ

ルミ推定」などについて体得していただきました。 

続いて、ピラミッド・ストラクチャーで相手に伝え

たい主張を構造化することを解説し、実際にピラミッ

ド・スクラクチャーを各自で作成することにより、理

解を深めていきました。 

最後には、ＷＨＡＴツリー、ＷＨＹツリー、ＨＯＷ

ツリーを網羅したロジックツリーを自社で抱える問題

をもとに、各人で考えました。 

 受講後の参加者のアンケートでは、「各自で事例を

検討している時に、色々とアドバイスしてくださりよ

く理解できました。」「聞くだけではなく、適度に考

える時間やディスカッションがあり、アッという間に

時間が過ぎた楽しいセミナーでした。」「丁寧に説明

していただき、難しい点も理解できました。」など、

たくさんのお声をいただきました。 
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９月２日（火）、岡山コンベンションセンター（岡

山市北区）において、「おもてなし経営推進フォーラ

ム in ちゅうごく～選出企業等から学ぶ『おもてな

し経営』の秘訣～」（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、平成 24年度から、「おもてなし経

営を実践し、サービスの高付加価化等を実現する企業」

を選出・公表する「おもてなし経営企業選」を実施し

ており、25年度には、中国ブロックから、★島根電工

株式会社（島根県）、★岡山旭東病院（岡山県）が選出

されています。 

そこで、中国経済産業局では、選出企業等の経営者、

選考委員をお招きし、「おもてなし経営」の実現に向け

た取り組みなど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。 

【プログラム】 

第 
Ⅰ 
部 

◆基調講演 

 「社員・顧客・地域に愛される おもてなし経営」 

 ジャーナリスト、中小企業診断士 瀬戸川 礼子 氏 

 「経営理念を追求すれば利潤はついてくる」   

 一般財団法人操風会 岡山旭東病院 院長 土井 章弘 氏 

 「期待をこえる感動を！」 

 島根電工株式会社 代表取締役社長 荒木 恭司 氏 

第 
Ⅱ 
部 

◆トークセッション・質疑応答 

約 120名の参加者によって開催された本フォーラム

では、おもてなし経営企業選の選考委員でもあるジャ

ーナリストの瀬戸川氏から、「おもてなし」の意味など

について、選出企業等の土井氏、荒木氏から、それぞ

れの組織における取り組み等についてご講演いただき

ました。その後、講師３名によるトークセッション（フ

ァシリテーターは瀬戸川氏）では、「経営には理念が大

切だが、経営者だけでなく社員がその体現者になるこ

と、作って満足するのではなく、どうする、というと

ころまで掘り下げ、継続して具体化していくことが重

要」「感性とビジネスには関係がある。お客様や社員の

気持ちを理解できるようになるためにも、常に良いも

のを見て感性を磨くことが必要」といった意見が交わ

されました。 

「おもてなし経営推進フォーラム in  

ちゅうごく」開催 
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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 

 

 

決算書セミナー 

～決算書を読みこなし仕事に活かす講座～ 
日 時：１０月８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：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！ 

２．貸借対照表を読みこなすポイント 

３．損益計算書を読みこなすポイント 

４．株主資本等変動計算書と注記表の役割 

５．キャッシュフロー経営の基礎知識 

６．損益分岐点分析の入門 

７．生産性の高い会社であり続けるために  

 

 

営業セミナー   

～お客様から信頼され、選ばれるコーチング営業～ 

日 時：１１月１３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：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．インターネットが顧客ニーズと購買行動を大きく

変えた 

２．優秀な営業担当者は、お客様からどのように思わ

れているのか 

３．お客様の本質を理解してコーチングを使う 

４．短時間で深い信頼を構築する秘訣 

５．お客様が気づかないウォンツを引き出すための質

問テクニック 

６．お客様が買いたくなる商談の進め方 

７．お客様からご紹介をいただく究極の営業 

８．振り返りとまとめ 

 

 

経営品質実践セミナー（第２回） 

～人づくりを基点に世界へ発信するモノづくり～ 
日 時：１１月１９日(水)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：西精工株式会社  代表取締役  西 泰宏氏 

内 容：  

１．下請会社として多品種の赤字商品を造らざるをえ

なかった経営者としての苦しみ 

２．従来の経営から脱却し、競争相手の「価格戦略」

と明確な差別化を決意 

３．創業精神を活かしながら、納得できる経営理念・

ビジョンを経営者としてつくる 

４．チームから個人まで一気通貫で戦略が展開できる

理由 

５．お客様への新しい価値創造に向け、思考と対話を

重視した組織づくり 

６．着実に新しい商品を創造する独自技術力の発揮 

７．｢お役立ち｣という顧客を基点とした業務プロセス

の革新 
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