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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９日(火)～10 日

(水)の２日間、経営品質協議会認定セルフアセッサ

ーの山本和美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。 

また、アセスメントは、組織が目指す「理想的な

姿」に対し、組織の現状を明らかにし、次の段階に

上がるために伸ばすべき強みと改善課題を明確にす

ることを目的としています。 

今回開催したアセスメントコースＡ１（基礎編）

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、②基本理念、重視する考え方を

理解のうえ、経営品質向上活動の思考のベース作り、

③組織プロフィールに基づく現状分析の方法につい

て学んでいただきます。 

 

山本講師のご指導を頂き、初日は事例考察として

先進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、二日目は経営課題（重要成功要因）から

の実行計画の策定など、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。 

研修の中で、「経営品質の向上とは、自らの経営

を自らが振り返る中で、『気づき』を高め、組織の

理想とする姿をめざした経営革新と学習を重ねなが

ら、独自の組織能力を創造し、高い顧客価値を提供

し、結果として財政成果を生み続けるという“卓越

した経営づくり”を支援することが大切です。アイ

ディアを振り絞ることにより革新性独自性を追求し

ていきます。」と解説して頂きました。 

研修後に参加者からは、「グループ内で人の意見・

考えが聞けて良かったです。」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）」を１０月２８日（火）、２９

日（水）に開催予定です。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）」

を１１月２７日（木）、２８日（金）に開催予定で

す。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について評価方法

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 
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～ 

９日 19日(金)、平成 26年度第２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）を開催しましたので、その一

部を紹介します。 

 

１．〝今〟ではなく、〝時間軸〟で考える 

今、世の中は、横に広げて物を見ている。誰か面

白いものを持っていないかとか、どこかに面白い人、

売れる市場はないかとか…。でも、これは、今のこ

とばかりである。このグローバリゼーションの特徴

は、横に広げられるだけ広げたが、これは、今のこ

とでしかない。だから、未来を創れない。未来を創

るには、人を育て、科学技術を育て、製品を育て、

マーケットを育てなければいけない。横に広げるだ

けをしているのは、収穫だけをしていることになる。

だから、刈り取ったら終わり、世界が不況になるの

も当たり前なのである。未来を創ろうと思うと、横

軸（今だけ）ではなく、時間軸にコミットメントし

ないといけない。 

１０年前からコツコツ続けて、今、それがどんど

ん成果になっている仕事がある企業はいいが、それ

がない企業は本当に苦しい。この先は、横を見ても

世界を見ても手本はない。自分たちで未来を創って

いかないといけない。 

 

２．仕事のレベルの劣化 

近年危惧するのは、仕事のレベルが本当に落ちた

こと。昔の常識なら、ありえない仕事があまりにも

横行している。その理由はいくつかあると思うが、

ここで考えとくべきことは、『良い仕事をするとい

うことに対する情熱を取り戻す』ということ。これ

は、非常に大切なことで、「なぜ、生きているのか」

「なぜ、仕事をするのか」という意味にも繋がって

いく。生活のためだけではなく、素晴らしい仕事を

した時の快感や、素晴らしい仕事をして皆が良くな

っていく時の誇りを皆に教えていくことが必要であ

る。まさに、人そのものが問われる。 

 

３．追い詰められることで一番大切なことに気づく 

この時代は、形だけ真似しても成功しない。それ

が、何年も続くと、「どうやったら、飯が食えるの

か？」を考えるようになる。その上、物価まで上が

っていくと、さらに、たまらなくなって、何かしな

ければいけなくなる。それは、人を究極まで追い詰

めると同時に、一番大事なことを気づかせることに

なっていく。 

「一所懸命」とは、すごく大事なこと。今の日本

が一番忘れていること。上手くいっているものをよ

そから持ってくることは簡単だが、それでは、明日

はない。回り道のようでも、一所懸命にやっていた

ところでないと成功しない。 

 

４．本来の品質管理とは 

品質管理でやってはいけない発想の一つが、「こ

れは正解ですか？間違いですか？」という○×式の

クイズの発想である。例えば、品質管理図で、上限

と下限から外れたら×、納まったら○としてしまう

ということ。 

    不良品 ×  

上限 

 

下限 

 
  良品  ○ 

  不良品 × 

 

これは、品質管理を歪めてしまう。問題は、上限

と下限の間に大きく触れてしまうことであり、不良

品は論外なのである。 

下の図のように、いかに振れ幅を小さくしていき、

中央値に近づけていくかが本来の品質管理である。 

 
 

上限 

中央 

下限 

  

 

 

 

 今の時代は、使う設備も材料もあまり違いがない。

品質を極めるには、人間の力が勝負である。要する

に人間の力以外に勝てる勝負はできない。そして人

の力は簡単には消えない。全ての競争が厳しくなっ

たら、時間をかけて人の力を開発していくことが求

められる。 
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 さらにこの講演は続いています。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(12月 18日）の開催内容は、最終ページの掲

示板に記載しています。 
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「ＳＰＲＩＮＧシンポジウム２０１４ in広島」開催 

～ サービスイノベーション 挑戦と実行 ～ 

 

９月 18日(木)、広島国際会議場(広島市）において、

ＳＰＲＩＮＧシンポジウム 2014 in 広島（主催：サー

ビス産業生産性協議会、公益財団法人日本生産性本部、

共催：中国生産性本部、後援：経済産業省中国経済産

業局、広島商工会議所、 独立行政法人 中小企業基盤

整備機構中国本部、一般社団法人 中国地域ニュービジ

ネス協議会）が開催されました。 

 

サービス産業は、日本経済の４分の３を占め、今後

一層の市場拡大が見込まれている重要な産業であり、

本シンポジウムでは、優れたサービスを提供する企業

の事例をもとに、これからのサービスイノベーション

がどうあるべきかについて、様々な観点から議論を深

めました。 

約１５０名の参加者によって満席となる中、はじめ

に、主催者を代表し、SPRING･サービス産業生産性協議

会 秋草代表幹事（富士通 株式会社 顧問）より挨拶

を行い、続いてご来賓の畑野中国経済産業局長よりご

挨拶をいただきました。 

引き続き、「ベストプラクティスを支える卓越した

オペレーション」と題し、株式会社 良品計画 松井代

表取締役会長の基調講演が行われ、その後のパネルデ

ィスカッションでは、日本最大規模の顧客満足度調査

「ＪＣＳＩ」調査で高い顧客満足度評価を受けている

企業のスターバックスコーヒージャパン株式会社 代

表取締役最高経営責任者 関根純氏、シンガポール航

空 日本地区広報・アライアンス部長 鹿野秀考氏の両

名にご登壇いただき、それぞれの取り組み事例をご紹

介いただいた後、モデレータの青山学院大学経営学部

教授 小野 譲司氏とのトークセッションが行われまし

た。 

参加者からは、「スターバックスのＣＳの取組み、

褒める文化は参考になりました」「シンガポール航空

の常にイノベーションを続ける社風がすごいと思いま

した」といった感想が寄せられました。会場は最後ま

で熱気に包まれていました。 
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９月 11 日（木）、広島市において管理者セミナー

を開催しました。このセミナーでは、主任係長セミナ

ーで大変好評のアクティブ経営研究所 所長鑄方貞了

氏にご指導いただきました。 

 

はじめに、「自分の人生を大切にしていますか？」

と題した講義からはじまりました。企業は、商品やサ

ービスが売り物ですが、働く人自身にも売り物があり、

それは、①知識・技術・ノウハウ ②時間 ③エネル

ギー ④創造力 ⑤集中力 ⑥決断力です。その売り

物は、誰もが持っているが、多くが潜在化しています。

今まで気づかなかった問題に気づき、その気づいた問

題を自分で解決する。その繰り返しによってその能力

を顕在化していくことが出来ると、脳の特性をもとに

わかりやすくお話していただきました。 

自分や部下の長所・短所を知った上で、短所を克服

していくことより、長所を徹底的に伸ばすことが重要

であり、より良

い人生をおくる

ためには謙虚で

あることの大切

さについても解

説されました。 

経済人は、『肯定的に見て、前向きに考え・決断し、

積極的に行動する』ことを心構えとして、参加者の皆

さんに「管理者として、一番大事な役割とは？」につ

いて考えていだきました。鑄方講師は長年の経験から、

「社長の夢・目標（大企業の場合は社是・社訓）を十

分に理解し、その心を部下に伝え部下とともに行動し

成果を出し続けること」だと説かれました。その役割

を果たすために、どんな点に注意を置き、部下を指導

したら良いのかを具体的な事例をもとに解説していた

だきました。 

参加者からは、「ポイントが絞られていて良かった」

「部下の教育方法を教えてもらい助かりました」「経

験・実話を交えて説明され分かり易かった」などのお

声をいただきました。 

管理者セミナーを開催 

～部下の仕事力を高める管理者の役割～ 

ちゅうごく」開催 
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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 

 

 

幹部養成講座   

～社員が一流の仕事をする育成の秘訣～ 
日 時：１１月１７日(月)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：人とホスピタリティ研究所 

              代表  高野  登氏 

内 容： 

１．人を育て未来に繋げる組織とは 

 ①知識やスキルを磨き、人間力を身につけるまでが教育 

 ②人間力がつくから、アイディアや提案ができるようになる 

２．プロとしての成長を支えるための仕組み作り 

 ①一人一人がプロとしての型を身につける 

 ②リーダーとして組織の型を明確にする 

 ③未来のリーダーの型とは 

３．「型」を破り、「型」を超える仕事をめざすために 

４．センターピンを外さない想像力を養う 

 ①ストライクを取るための絶対条件 

 ②人生や仕事のセンターピンを見抜く 

 ③センターピンに気づくための想像力の育成 

５．リーダーが育たない組織に未来はない 

 

 

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．従来の経営から脱却し、競合相手の「価格戦略」

と明確な差別化を決意 

２．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 

３．チームから個人まで一気通貫で戦略が展開できる

理由 

４．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  

５．着実に新しい商品を創造する独自技術力の発揮 

６．｢お役立ち｣という顧客を基点とした業務プロセス

の革新 

 

 

未来創造のリーダーシップ（第３回） 

～自発的に革新を生み出す組織づくり～ 
日 時：１２月１８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： 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：  

 統制から自発へのリーダーシップ 

 １．ピラミッド型組織のリーダーとは 

 ２．マネジメントとリーダーシップの違い 

 ３．物事は真反対の状況から生まれる 

 ４．歴史は繰り返す(フラクタル) 

 ５．量子力学から考えるリーダーシップ 

 ６．斬り役と斬られ役 

 ７．人と自然の本質と遺伝子 

 ８．相乗効果と潜在能力の関係 
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