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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、10月 24日(月)・25日(火）

の２日間、経営品質協議会インストラクターの大舘

健児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。 

 

この研修は、組織の変革を自ら推進する人材を育

成することを目的としていますが、様々な課題があ

る中で、経営を安定させ、持続的に発展させていく

ためには、「お客さまの求める価値を創造・提供で

きる経営を創り上げること」と考えています。 

アセスメントコースは、Ａ１、Ａ２、Ａ３の全３

コース（それぞれ２日、計６日間）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

くと、経営品質協議会が認定する「セルフアセッサ

ー」になることができます。セルフアセッサーとは、

組織内で経営革新を進めるためにリーダーシップを

発揮する人材のことで、セルフアセッサーは、組織

が目指す理想的な姿の実現に向け、現在の経営の状

態を評価（アセスメント）し、その評価（アセスメ

ント）結果を踏まえ、改善や革新のための計画づく

り、推進体制づくりを行います。 

 

今回開催したアセスメントコースＡ１（基礎編）

では、大舘講師のご指導を頂き、２日間にわたって、

経営品質の考え方についての講義や日本経営品質賞

を受賞した企業の優れた取り組み事例を活用した個

人演習やグループ討議の実施、そして事例に基づく

戦略分析や戦略を実現するための具体的な取り組み

について考えるなど、参加者の皆さんに熱心に取り

組んでいただきました。 

 

経営品質が目指す経営とは、顧客をはじめとして

社員、社会などの関係者にとっての価値を創造し続

けることで、卓越した業績をあげる経営のことを言

います。「卓越した経営」を目指すには、「顧客本

位」「独自能力」「社員重視」「社会との調和」の

４つの基本理念があり、この４要素を同時に満たし

ていくために、経営品質で重視する考え方などを、

参加者自ら考えながら学んでいきました。 

 

今後、「アセスメントコース Ａ２（体験編）」を

11 月 28 日(月)・29 日(火)に開催し、ここでは、演習

をとおしてアセスメントを段階的に体験します。カ

テゴリー、アセスメント項目の基本要求事項を理解

し、多様な視点を身につけ、評点ガイドラインの学

習をとおして成熟度の違いを理解していただきます。 

「アセスメントコース Ａ３（実践編）」は、翌年

の１月 23日(月)・24 日(火)に開催予定で、成果に結

びつくアセスメントの実践のポイントを習得します。

セルフアセスメントの方法と効果的な対話の方法を

習得し、変革者を志し、セルフアセスメントの実践

支援のスキルを習得し、研鑽していただきます。 

派遣を決めて頂いた企業責任者の方からは、「こ

のような経営マネジメントの視点を学ぶということ

は当社として画期的なことで、全社一体感を醸成す

るためには必要なことであり、継続的に対象者をピ

ックアップして派遣したい」と言ったお声をいただ

いています。 
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ＨＯＴ情報 

 経営品質実践セミナー第 2 回 
～世界一の現場力の創造／JR東日本テクノハート TESSEIの軌跡～ 

 

 

10 月５日(水)に、おもてなし創造カンパニー 

代表（元 JR東日本テクノハート TESSEI おもて

なし創造部長）矢部輝夫氏をお招きし、ご講演を

いただきましたので、その要旨の一部をご紹介し

ます。 

 

１．当社で誇りをもって働いてもらいたい 

TESSEI はＪＲ東日本の新幹線車両の清掃会社で

す。ホームに停車中の新幹線を７分以内で完璧な

状態に仕上げることが仕事です。毎年、新卒の採

用をせず、年配の方をパートとして採用していま

すが、掃除が好きだからと採用面接を受けにくる

人はいません。仕方なく面接に来ているのです。 

私は採用時に、「今までの人生で色んなことが

あったと思うが忘れてください。当社は、世界最

高の技術を持つ新幹線の車両をお掃除を通してメ

ンテナンスする技術会社です。だから誇りをもっ

ていただきたい。」とお話をしています。まさに

働く誇りをもってもらうということです。その誇

りが高まるために現場の社員の心のスイッチを押

すことを１０年間やってきました。 

２．新しい価値観を創造する第一歩 

私が着任した１２年前の TESSEIは、経営状態も

評判も悪くクレームが多発していた会社でした。

私は、どこを変えたら良いのかを考え続けました。

そして、イノベーション（新しい価値観の創造を

すること）にたどり着きました。 

TESSEI（テッセイ）の仕事は車両の掃除ですが、

車両の環境・東京駅の環境・列車のダイヤ・安全

安心に関わっている仕事です。要するにお掃除だ

けが仕事ではなく、ＪＲ東日本グループの一員と

して掃除を通じ、たくさんのことに関われる仕事

です。そのことを社員に理解してもらうことは、

当初、とても難しいことでした。 

３．顧客満足と従業員満足 

考えを深めていくと、当社は「掃除屋」ではな

く、「サービス業」だということに気づき、顧客

満足（CS）の向上を目指しました。しかし、一番

大切なものを忘れていました。それが従業員満足

（ES）です。ただ、給料を上げることは大事だけ

ど限界があります。TESSEI では、誇りをもってイ

キイキ働けることを従業員満足としています。 

 

４．自分達の言葉で、自分達の仕事を再定義する 

年配のパートの皆さんに「CS のさらなる向上を

目指して」「安全にやれ」と言っても、心に響き

ません。そこで、「TESSEI のサービスは、お客様

の〝思い出〟だ」と伝えると従業員にインパクト

がありました。 

「お客様第一だ」と一方的に管理者が言うと従

業員は我慢して何も言えなくなります。「私達の

サービスは、お客様の思い出だ」と言うと、管理

職とスタッフが一緒に考えることができます。す

ると、年配の従業員達が小集団活動で、「私達の

仕事場は、新幹線劇場。お客様は主役、私達はわ

き役。新幹線劇場というステージの上で、素晴ら

しいシーンをお客様と私達で一緒になってつくっ

ていこう！」と発表したのです。本社が言いたい

ことを現場の第一線のスタッフが自分達の言葉で

翻訳してくれたのです。自分達の仕事や役割を再

定義したら、その瞬間から、当社のやることが掃

除だけをすることから大きく変わってきました。 

５．人間は環境の動物。だから環境を変える。 

改革をさらに進めようと思っても、従業員に「私

達は掃除屋だから、そこまでする必要なない」と

反発されました。だから、「お掃除屋と思わせな

いようにしよう」と考えました。 

人間は環境の動物です。そして、従業員は、人・

制度・規範・行事・施設…など、たくさんの環境

要素に囲まれて仕事をしています。取り巻く多く

の環境の一つ一つを変えていきました。例えば、

その一つが制服を変えることです。たかが制服、

されど制服です。本社が率先して、「我社はおも

てなし創造会社だから、それにふさわしい制服を

用意します。」とあらゆる手を使って、「本社は

本気だ！」と思わせました。そのためにも、「金

がない」という理由だけであきらめない経営を目

指してきました。そして、当社は、その後も、従

業員の意欲の源泉となる生活と身分の安定、そし

て、組織と社会に認められる環境を作り続けた結

果、従業員は会社を好きになり健全なプライドを

もって、日々、お客様に新しい価値創造の提案と

実践を行ってくれています。経営者や管理者の上

から目線では、価値は生まれないのです。従業員

と経営者の知恵と工夫で経営を共創しています。 
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ＨＯＴ情報 

 西日本生産性会議２０１６ 特別講演 

「トップリーダーの幸せが未来を動かす」～次代へ渡すバトン～ 

 日本メンタルヘルス協会 代表／心理カウンセラー 衛藤 信之 氏 

 

 

【インディアンの正しい死に方】 

 私は１年間、アメリカのアリゾナでインディア

ンの人達と生活を共にし、カウンセリングとイン

ディアンの心の知恵を融合させ、いろんな所でこ

うしてお話しをさせて頂いている。 

インディアンは、生まれる時と死ぬ時が逆転し

ないといけないというのが正しい死に方で、生ま

れて来る時、涙を流して生まれ、まわりが笑って

迎えるが、死ぬ時は、自分が大笑いをし、まわり

に泣いてもらえるのが理想的な死と言われている。 

 定年退職というひとつの終わりがあるが、その

時にどれだけ多くの社員、仲間に泣いてもらえる

か。死の怖さは、命のなくなる怖さではなく、そ

の人がどういう人生であったかのかという結論が

出てしまう怖さである。 

【フォーカシング（焦点づけ）】 

 例えば、胃に穴があいた時、胃にばかり焦点を

あてても問題は解決しないように、部下が辞めて

いくのは、部下に根性がないからだと上司が部下

の足らない所ばかりを責める組織はのびない。全

体のバランスのひずみがそこに出てきていると考

えるのが我々心理学をやっている者の考え方であ

る。組織を見つめ直す良いきっかけだと思える人

と、部下ばかりに焦点をあてる人とでは、物事の

捉え方が違ってくる。ただ最悪と、思考を完全に

止めてしまう人と、これを抜本的に見直す良い機

会にしようと思う人との差が出てくるのだろうと

思っている。欠けている所ばかりに焦点を当てて

いると幸せが見えてこない。 

【与えることは奪うこと、相手の鏡になる】   

我々カウンセラーは、その立場にならないと気

づかないことを多くの相談者に教えてもらえる。

最悪の状況や悲しみから人は学び、そういうこと

がすごく多いと

気づかされるし、

そういう時に人

は一番学ぶのか

もしれない。その

都度、その出来事

に一喜一憂せず、悩みや問題を通して組織のリー

ダー、父、母として何を学ぶのかというのが一番

の課題である。 

 与えることは奪うということであり、我々は与

えることは決してしない。その悩みを通してしっ

かりと考えてもらい、我々は相手の鏡となり、倍

ほど相手の話しを聴きましょうということでやっ

ている。経験値が豊富になればなるほど、教えて

やろう、正してやろう、導いてやろうが先に立ち、

聴く事を忘れてしまう。 

 聴き方のコツは、先ず相手の鏡になること。否

定も肯定もせず、相手が今こういう気持ちにある

のだねと、こういう聴き方はとても大事である。 

【離別感を持つ】 

 相手と自分は違う存在、これを離別感という。

相手は、自分の一部でもコマでも道具でもない、

相手は別の存在であるということ。自分と同じ価

値観を相手に求める傾向が日本人は強いと感じて

いる。そもそも相手と自分は別、そう思える人は

コミュニケーションが非常に上手い。相手が違う

存在だと思えるからこそ相手の話が上手に聴ける。 

【さいごに】 

皆さんの部下は、ある家庭で大事に育てられた

息子・娘さんである。自分が親になったつもりで

部下を愛し、何か困った時には、離別感を持って

親代わりとなり、ここに勤めて良かったと思える

ような職場を創っていってもらえればと思う。 



４ 

 
中堅社員研修会（若手編） 

～働くことの本質を理解し、自分で未来を拓く人材を育成～ 

日 時：[第１回] １１月  ９日(水) 

    [第２回] １１月１８日(金) 

場  所：広島国際会議場（広島市中区中島町 1-5） 

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 西川 三佐子 

内 容： 

【第１回 仕事力向上編】 

１１月  ９日(水) 10:00 ～17：00 

１．自分自身が成長し会社に貢献する働き方 

 ・肯定的に物事を捉えて、前向きに行動する 

 ・経営とは 

 ・お客様に価値を提供するとは 

 ・仕事とは 

・「できない」ことが「できる」ようになることの大切さ 

・自分で自分のキャリアをデザインする 

 ２．仕事の進め方と状況判断力 

  ・時間管理の考え方 

  ・指令命令の受け方 

  ・「報告・連絡・相談」の目的と要点 

  ・計画－実施－評価－改善のサイクル 

  ・戦略と戦術 

  ・状況判断力 

３．問題解決とプロ意識 

  ・自分の中の無意識の枠に気づく 

  ・問題解決とは 

  ・潜在能力を顕在化するために 

  ・対話(話し合い)をする時のポイント 

  ・プロと認められる仕事のレベルとは 

  ・プロとしてお客様の問題を解決 

【第２回 人間関係構築編】 

１１月１８日(金) 10:00 ～17：00 

１．コミュニケーションとメンタルヘルス 

  ・信頼されるコミュニケーションとは 

  ・自分自身の軸をつくる 

  ・良い心の状態を自分で作る方法 

  ・人とのコミュニケーション 

  ・消極的でもなく攻撃的でもなく素直に 

  ・メンタルヘルスのセルフケア 

２．顧客満足度を高める感じ良さとお客さま対応 

 ・挨拶が人生の縁を変える 

 ・お客様から見た「感じ良さ」とは 

 ・顧客満足を高めるためには 

 ・ビジネスマナーの要点について 

 ・相手の立場になって考えてみる 

 ・マニュアルを超えたお客様応対 

 ３．リーダーシップと自己革新 

  ・お客様がいなくなる危機で気づいたこと 

  ・将来、部下を指導する時のための準備 

  ・自ら渦をつくる 

  ・動機の大切さ 

  ・自己革新計画の作成 

  ・まとめ 

 

経営品質実践セミナー（第４回） 

視察会 
～顧客価値が生まれる現場をベンチマーキング～ 

日 時：【第１班】１２月７日(水) 定員２０名様   

【第２班】１２月９日(金) 定員２０名様 

会員参加料： 15,400円 

視察先： 

 ＪＲ東日本テクノハート TESSEI(東京駅) 
1952 年に国鉄の在来線電車の清掃を担当する鉄道整備株

式会社として誕生し、現在は新幹線車両清掃の専門会社。

業務量１日あたり車両清掃数、列車約 170 本、座席数約

173,000席。以前はきつい・汚い・危険の３Ｋの厳しい職

場だったが、現在は、美しくスピーディーな清掃が注目さ

れ、国内外から視察が訪れる。2016 年からハーバードビ

ジネススクールがＭＢＡの必須科目として採用している。 

株式会社ウチダシステムズ 

1967年に創業。オフィスや学校、医療・福祉、自治体な

どに対し、空間のトータルソリューションや快適な運用シ

ステムを提案し販売。かつては商品を販売することに注力

していたが、自社がオフィスを移転する時に商品が必要な

のではなく快適な職場空間が求められていたことに気づ

く。その後、社内で快適な空間や成果の上がる職場システ

ムを果敢に模索し続け、自社で成功したものしかお客様に

提案しない姿勢がお客様の信頼を得ている。考え抜かれた

経営と社員の成長が着実な進化を実現している。 

 

経営セミナー（第２回） 

日本でいちばん大切にしたい会社になるためには 
日 時：２０１７年１月１９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名様無料 

(３名様以上１名様につき 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： 

１００個の経営指標から厳選して解説 

 ・社員に関する指標 

 ・社外社員に関する指標 

 ・現在顧客と未来顧客に関する指標 

 ・経営者に関する指標 

 ・社員の確保・育成・評価に関する指標 

 ・中長期経営計画・経営理念等に関する指標 

 ・経営全般に関する指標 
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