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平成 26 年度経営品質実践セミナー全５例会終了 

経営品質実践セミナー（第５回） 

～東京ディズニーランドにみる人事評価制度とは～ 

 

 

３月３日(火)広島市において、株式会社Ｔ．Ｉ．

Ｐビジネスデザイン 代表 岩間徹夫氏を講師に迎え、

第５回経営品質実践セミナーを開催し、平成 26年度

経営品質実践セミナー全 5回、全ての日程を終了し

ました。 

 

ディズニーの哲学 

パークは永遠に完成することはない。常に創意工

夫を続け、新しいものを付け加えることによって、

パークを永遠に成長させ続けることが出来る。人間

も、企業も同じである。たえず新しいものを付け加

えることによって会社を永遠に成長させ続けること

ができる。企業継続というのは企業三十年説とよく

言われるが、長く続いている企業はその時代に合わ

せてどんどん変わっていっている。10 年先を見据え

てどういう風にしていくのか。より良くしていくと

いう考え方が大切で、「成長し続ける」これはすべ

ての企業に当てはまることである。 

 

行動指針４つのキーワード 

マニュアルとは元々は製造業で使われていて、マ

ニュアル通りにやらないと不良率、故障率が増え、

もしかしたら大事故を起こすかもしれない。製造業

においてはマニュアル通りにやるのが当たり前だが、

多言語社会のアメリカではサービス業にも伝わった。

しかし、マニュアル通りにやっていたら、最低限の

レベルのことしかできない。サービス業においては

一人一人のニーズやウォンツに応じたサービスをい

かにしていくかということが大切で、そのためには

マニュアルではなく、ＳＯＰ(Standard Operating 

Procedure 行動規範）が必要である。それは最低限

の取り決めでそれを超えるものをやらなければお客

様は満足をしてくれない。マニュアルをこえたサー

ビスをするためにディズニーでは行動指針ＳＣＳＥ

がある。まず Safety(安全）が何よりも優先される。 

Courtesy(礼儀正しさ）は、ホスピタリティそのもの

であり、安全が確保できたら徹底的にお客様のこと

を考える。次の Show(ショー）は接客も含めショー

を演じること。 Efficiency(効率）とは、スムーズ

なオペレーションをするということ。その結果とし

て売上利益があがる。理念は具体的にどうすればい

いのかという行動指針のようなものを合わせて浸透

させていかないと社員はなかなか行動できない。理

念と行動指針を言い続けることが大切である。安全

性が安心感になり安心感が信頼感になり企業のブラ

ンド力につながっていくのである。 

 

平成２７年度実践セミナーも、全 5 例会で開催を

予定しておりますので、詳細が決まり次第ご案内さ

せていただきます。 

引き続き皆様のご参加をお待ちしております。 
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ＨＯＴ情報 
トップセミナー 

中小企業の底力～成功する『現場』から読み解く地域の未来～ 

福山大学 経済学部教授 中沢 孝夫氏 

２月 27日(金)開催の平成 26年度トップセミナー

「今、日本に求められるもの～地域からの経済成長

と企業の持続的発展～」における福山大学 経済学

部 教授 中沢 孝夫 氏による講演内容を紹介し

ます。 

 

【中小企業問題とは】 

「中小企業論」というジャンルがあるのは、日本

のみである。「中小企業に関する法律」は、アメリ

カ、日本共にあるが、欧州には存在しない。「中小

企業問題」とは、「規模」の問題ではなく、基本的

に「経営」の問題である。景気回復が進む中、中小

企業の業績回復が遅れていると言われているが、半

数の中小企業の業績は浮上しているのが実態である。

しかし、「中小という規模」が理由での問題は確か

にある。上位 300 社の大企業は、「全国採用」、「一

斉採用」、そして「配転も全国規模」である。とこ

ろが、中小企業の場合は、「地元採用」、「取引先

が地域限定」、そして「資金調達が地域限定」であ

る。中小企業は『ヒト・モノ・カネ』が地域性を持

っているのである。 

 

【プロセス・イノベーション】 

また、「中小企業論」はあるのに、「大企業論」

はない。あるのはそれらをひっくるめた「産業論」、

「個別の企業論」である。つまり、同業他社との差

異が重要であって、「なぜ大きいか」というのは重

要ではない。それゆえ「中小企業」のみを論じる場

合も「個別の企業論」が基本となるのである。なぜ

中小企業間で格差が生じるのかというと個々の「経

営方法」で差が生じているのである。同業であろう

と、会社が異なれば、「同一労働・同一賃金」は存

在しない。個々の企業で、「プロセス」が異なるか

らである。また、日々の「プロセス・イノベーショ

ン」を行っているかどうかで、工程が変わる。「プ

ロセス・イノベーション」とは、「昨日までやって

いた仕事を毎日どれだけ改善できるか」の繰り返し

である。いずれ、同じ業種でも差異が生じ、工程も

生産性も異なる。それが、各企業の競争力となって

くる。 

 

【競争力と生産性】 

競争力とは「組織能力をどれだけ内部で身に付け

るか」ということ。「自社のコア」「労働生産性の

伸び率」では製造業で伸び率が高い。ところが、就

労人口が多い建設業、サービス業では生産性が低い

ままである。だから、日本の生産性は下がっていた。

サービス業、小売業においては創業年数が 5～6 年

以内の企業はものすごく生産性が低い。製造業の「空

洞化」はしていない。生産性は上がっている。日本

全体の雇用の受け皿であるサービス業・小売業の生

産性が上がらなかったため、良質な雇用の拡大につ

ながらなかった。「非正規社員」が増加したのも、

製造業に起因するのではなく、第 3 次産業の一部に

起因すると考える。 

 

【考える集団で「複雑化」を】 

日本の現場は、どんどん「複雑化」させないとい

けない。協力メーカーの知恵を集約している生産設

備・機械設備系は、「相互に作用する」要素が大き

いため、「複雑化」が特に重要である。パソコンの

中には過去のデータしかない。パソコンからは新し

いものは生まれない。昨日までやっていたことを変

えるためには、頭の中で考えるしかない。議論を通

じて、検討せねばならない。考える集団が必要であ

る。トヨタの場合、世界展開を図るうえで、工場毎

のプロセスが異なったため、グローバル研修センタ

ーを設立し、プロセスの統一化を図った。企業は固

有の「教育」「人材育成」が必要である。配置転換

を繰り返すことによって、個人の特性が伸びる側面

はあるが、互換性のある業種は限られている。グロ

ール化は人材と企業を共に育てる。国内産業でも「グ

ローバル」を知らなければいけない。チームリーダ

ーはどんどん海外出張させるべきである。 

 

【地域の発達、地域産業の発達と共に】 

組織は、自ら「Must」（やらなければならぬ与え

られる仕事）を再定義できないとダメであり、そう

でないと事業の継続ができない。昨日までの自分を

どう変えていくかということが重要である。会社は

「事業継続」が重要であり、そのためには自ら変革

し続ける必要がある。どんな企業も、地域にある以

上、地域性を持っている。その地域で、ネットワー

クを広げ、異質なものを取り入れることにより、地

域の発達、地域産業の発達と共に、自社の事業も伸

びることができるのである。 
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ＨＯＴ情報 
未来創造のリーダーシップ（第４回） 

～自発的に革新を生み出す組織づくり～ 

 
３日 12日(木)、平成 26年度第４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．イノベーションとは、新しい自分へ脱皮すること 

イノベーション（革新）とは、今までの常識が全

く通用しなくなり、今の自分から新しい自分へ脱皮

するということである。それは、ただ単にものごと

を改善することとは違う。マネージャーのほとんど

の仕事は、今日の仕事を昨日より良くするための改

善である。しかし、革新というのは、全く違う。会

社の形態・仕事内容・働き方などを、新しい時代を

先取りする形で全部変えてしまうことである。そん

な恐ろしいことはできないと思うかもしれないが、

革新をしなければ生き残れないというのも真実。革

新は、自分は嫌がっていても、世の中から強制され

る形で迫られることもある。例えば、規制緩和、グ

ローバル化、技術革新や少子高齢化など。その革新

を拒むと未来が無くなってしまう。 

 

２．〝一強〟が極まれば転ずる 

世の中は、循環している。〝一強〟という言葉が

でたら、イノベーションが起こると思っておいた方

がいい。〝一強〟とは最後に強い企業が１社だけ残

るということ。最後に１つだけ強いところが残り、

他が消えたということは、極まったということであ

る。まさに、「極まれば転ずる」である。以前は、

パソコンのソフトはマイクロソフト、ハードはイン

テルで市場は極まり、一強になっていった。そこか

ら新たなイノベーションが始まり、タブレットやス

マートフォンが出てきて、現在は新しい企業が躍進

している。一強が極まれば、新しいものが生れてく

る。リーダーはこのような自然の法則を、いつも頭

の中に入れておかなければならない。だから、〝一

強〟に勝ち目がないと諦めるのでなく、新しいもの

が世の中を根本的に変えるチャンスでもありうるの

である。このように世の中は絶えず進化生成発展し

ている。 

 

３．迫られるではなく、生み出すイノベーション 

 イノベーションは、ほっといても波に追いかけら

れていくので、できることなら、自分達でイノベー

ションを生み出そうというのが、今のリーダーシッ

プの基本的な考え方である。だから、リーダーは、

誰もやっていないことを自分でやろうという意欲を

いつも持ち、何が次のイノベーションになるのかと

いうことを常に考え、試行錯誤しているということ

が組織の運営としては上手くいくやり方である。 

 

４．独自の強みがあれば、共存できる 

〝一強〟になるのは、業界が独自性を失ったため

である。同業者が全て同じことをやっていた場合は、

時代が変わった時に全てがアウトになってしまうこ

とが起きうる。要するに個性がなくなると最後に一

強になり、一強になると全てが変わりイノベーショ

ンが起こる。 

だから、流行を追いかける経営は危険になる。そ

れは、知らず知らずの内に一強の道を歩んでいるか

ら。だから、業界のトップに追随することほど危な

いことはない。経営においても、自分達のやり方、

個性をいつも育てるようにやっていかないと、安定

して世の中を生きていくということは難しい。 

この２０年間の日本は、世界の中で誰かがやって

いるマーケットに安値で参入するばかりで、自分達

でユニークな商品やマーケットをつくるというよう

な会社が少なかった。あえてリスクを避けるといい

ながら、気づいたら、みんなが同じことをやってい

る企業になってしまっているのではないかと思う。 

 

５．真の競争と平和共存 

 昭和時代の業界の平和共存とは、談合。談合がダ

メだからと単に価格の競争を続けていても平和共存

はできない。それぞれの企業にしかできない独自の

ことを各社が目指していけば、結果的に平和共存に

なる。 

 本当の競争というのは、一強になるための淘汰で

はなく、棲み分け。棲み分けは、まさに平和共存で

もある。 

 要するに、「当社には競合他社はいません」とい

うことが、本当に競争に勝ったことになる。革新と

は、独自の棲み分けをしていることであり、独自の

進化である。 

 



４ 

 

 

中堅社員セミナー   

～結果を出せるたくましいリーダーとなるための自己改革～ 

日 時：６月１７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： 

マインドセットジャパン株式会社 代表取締役社長

神戸女学院大学非常勤講師     服部 英彦氏 

内 容： 

１．競争をし、結果を出すリーダーの役割と責任 

  ・他者から見た自分の第一印象を知る 

  ・中堅社員の仕事とは？ 

  ・目的を共有して、目標を明確化にする 

２．後輩はリーダーの背中を見て育つ！ 

  ・「ＧＯＯＤ ＯＪＴ」「ＢＡＤ ＯＪＴ」 

３．現場力を強化するリーダーの仕事力 

  ・次世代リーダーとして必要な能力 

  ・メンバーをイキイキさせるために 

  ・メンバーの協力を結集する 

４．あなたは期待されている！リーダーとして活躍す

るために 

  ・成果をあげるリーダーの思考法 

  ・使命感を持ったリーダーが求められる 

中堅社員研修会（全６回）   

日 時：６月５日(金)・６月 19日(金)・７月 10日(金) 

    ７月 24日(金)・８月７日(金)･８月 28日(金) 

            １４：００～１７：００ 

場  所：ワークピア広島（広島市南区金屋町 1-17） 

会員参加料： 21,600円 

講 師：中国生産性本部 組織活性化プロデューサー 

    キャリアコンサルタント、産業カウンセラー 

                  西川 三佐子 

内 容：  

 ・自分自身が成長し会社に貢献する働き方 

 ・コミュニケーションとメンタルヘルス 

 ・仕事の進め方と状況判断力 

 ・顧客満足を高める感じ良さとお客様対応 

 ・問題解決とプロ意識 

 ・リーダーシップと自己革新 

 

 

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１４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！ 

 

管理職のためのメンタルヘルス対策セミナー 

～組織が崩壊しないためのリスクマネジメント～ 
日 時：７月１６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：Ｙ'sオーダー 代表取締役 藤野 祐美氏 

内 容： 

１．横這いのメンタルヘルス問題の現状：今、職場で

起こっていること 

２．知らないでは済まされない！ｽﾄﾚｽと病の基礎知識 

３．メンタルヘルス対策は「早期発見」が重要！ 

  ～心の不調に気づくためのチェックポイント～ 

４．心の不調を起こした部下への正しい対応 

５．職場復帰のための具体的な方法 

６．「予防」のために上司、職場がすべきこと 

 

経営セミナー（第１回） 

～社員と顧客を幸せにする強い経営～ 
日 時：７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： ２名様まで各回無料 

（3名様以上 1回につき 8,700円） 

講 師：法政大学大学院政策創造研究科 

              教授 坂本 光司氏 

内 容： 

１．経営者の最大・最高の使命は決断 

２．経営者の最大の仕事は三つ 

３．経営者・管理者が重視すべきは業績ではなく継続 

４．経費には、削減して良いものといけないものがある  

５．次代(時代)は５つの眼で読む 

６．中小企業が決してやってはいけない３つの競争 

７．経営者が重視すべきは、５つの財務指標   他 

 
〈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/ 


