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平成２８年度経営品質実践セミナー（全５回） 

～経営品質の考え方を根底にした組織づくり～ 
 

 

平成２８年度の経営品質実践セミナーは、２月

２３日の第５回で今季を終了しました。その内容

についてご紹介します。 

 

１．第１回から第４回について 

２８年度の経営品質実践セミナーは、「経営品

質の考え方を根底にした組織づくり」をテーマに

全５回で開催しました。 

第１回は、８月２３日(火)に「働くひとのモチ

ベーションと変革型のリーダーシップ～健全なや

る気が育まれるために～」と題して、神戸大学大

学院経営学研究科 教授 金井壽宏氏にご講演い

ただきました。 

第２回は、１０月５日(水)に「新幹線お掃除の

天使たち〝世界一の現場力の創造〟」をテーマに、

東日本テクノハート TESSEIの変革の立役者である、

おもてなし創造カンパニー 代表 矢部輝夫氏に

解説いただきました。 

第３回は、１１月７日(月)に「お客様の期待を

超える経営革新を目指して～営業品質・スタッフ

品質・リーダー品質・経営品質向上に向けて必要

なことは？～」について、株式会社ウチダシステ

ムズ 社長 岩田正晴氏にお話しいただきました。 

第４回の、１２月７日(水)・９日(金)には、第

２回と第３回にご講演いただいた、「JR 東日本テ

クノハート TESSEI」と「㈱ウチダシステムズ」を

視察しました。 

 

２．第５回について 

 第５回は、平成２９年２月２３日(木)に「顧客

満足と人材マネジメント」と題して、Human Brains 

Office 代表 阪口武氏にご講演いただきました。

講演内容の一部をご紹介します。 

今、求められる人材は自律型人材です。自律型

人材とは、高い使命感を持ち、指示がなくても自

律的、自発的に行動する人材です。また、顧客視

点の仕事マインドを持ち、自分で問題を発見し、

目標を設定し、解決策を導き出す能力を持ち、計

画的に能力開発に取り組み、自ら成長することが

求められています。 

 そのような自律型人材を育成するためには、人

材マネジメントが重要となります。人材マネジメ

ントの役割は、人材を活用して、組織の戦略を達

成し、さらに次の戦略を生み出す人材を提供する

ことにあります。そして、人材マネジメントには、

組織目標の達成という、「経営の視点」と、人間

としての価値を高めていく「人の視点」の２つが

必要となります。 

 そのため、マネジメントには、「いい人」では

なく「いい上司」が求められます。いい上司とは、

目標達成のために組織を統率し、目指す方向へ導

いてくれる人のことです。あるいは、部下を育成

し、能力やモチベーションを引き出し、部下に目

標を達成させてあげることのできる上司です。 

 

３．２９年度経営品質実践セミナーについて 

 ２９年度の経営品質実践セミナーは、経営品

質の具体的な進め方を盛り込んだ内容にしていき

たいと考えています。詳細が決まり次第、ご案内

いたします。 
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ＨＯＴ情報 

トップセミナー 

「夢見る力が『気』をつくる」 

九州旅客鉄道株式会社 代表取締役会長 唐 池 恒 二 氏 
 

２月２０日(月)開催の平成２８年度トップセミ

ナー「トップリーダーの CHALLENGE！～半世紀の軌

跡を未来に繋ぐ～」における九州旅客鉄道株式会社

代表取締役会長 唐池 恒二氏による講演内容の一

部を紹介します。 

 

【クルーズトレインななつ星 in九州】 

最初に「ななつ星」の紹介をさせていただきます。

車窓からの風景が一番楽しんでいただけるのが、夕

暮れ時です。外の景色が移ろいゆく中、だんだん暗

くなっていき、暗くなると車両のインテリアが浮か

び上がってくるのを、お楽しみいただけます。７両

の車両に、客室１４部屋すべてに、総ひのき張りの

シャワー、お手洗い、洗面台を用意しております。

ななつ星のキーワードは、「手間」、「気」、「想

い」となっております。ななつ星には、たくさんの

「手間」、「気」、「想い」が込められております。

気のエネルギー（想いと手間）は感動のエネルギー

に変化します。 

【「気」＝Ｅｎｅｒｇｙ】 

「気」について、辞書を引いてみると、「万物が

生ずる根元」、「生命の原動力となる勢い、活力の

源」とあります。私がこの「気」を最初に学んだの

が、ここ広島です。２０年前、１１時４０分頃、広

島駅でお昼を済まそうと、１０人位行列で並んでい

るお好み焼屋があったのです。通り過ぎようとする

私に「いらっしゃいませ！どうぞ！」と声がかかり、

のれん越しに店内を見ると、店員の方が一生懸命、

すごいスピードでお好み焼を運んだり、片付けたり

していました。「どうぞ！」と言われてもいっぱい

人が並んでいて、入れないじゃないかと思いつつ、

通り過ぎました。「麗ちゃん」というお店でした。

店員さんの動き、緊張感、いらっしゃいませの声で、

店内の「気」というかオーラが放射されていました。

「麗ちゃん」は私が「気」を最初に学んだ場所です。 

【世界一の豪華列車を目指して】 

実は、３０年前の全国の寝台列車の衰退期に、「豪

華な寝台列車を九州で走らせると絶対ヒットします

よ」とアドバイスをくれた人がいました。私は２０

数年間ずっと温めていました。２００９年６月の社

長就任の１週間後に、物理的、技術的、営業的、そ

して経営的な観点から、「豪華な寝台列車」の検討

を社内各部署に指示し、１ヶ月半後に回答がありま

した。「たくさんの課題・問題はあるが、やってや

れないことはない」というものでした。だったら、

「やろう！」ということで、デザイナーの水戸岡鋭

治さんに、「オリエントエクスプレスを超える世界

一の豪華列車を作りたい」と相談しました。どの職

人さんも、「世界一の列車を作る」というやる気で

燃えてくださいました。 

サービスのクルーについても、国際線のキャビン

アテンダントやホテルのプロ等の２５名を１年前に

集め、「ななつ星」にふさわしいオリジナルのサー

ビスを考えて欲しいということで、ディズニーラン

ドや老舗旅館へ研修に行かせました。その答えが、

「私たちはデジタルのサービスではなく、アナログ

のサービス、お客さまに寄り添うサービスを行う」

というものでした。ななつ星のクルーのサービスは、

ヨーロッパの一流ホテルと比べると洗練さでは敵わ

ないが、健気さでは負けない、世界一と考えます。 

【ＪＲ九州の３０年の歴史】 

ＪＲ九州の３０年の歴史は、「新規事業への挑戦」

と「鉄道事業の改革」の歴史です。 

「新規事業への挑戦」では、「農業」にも取り組

みました。たまごの販売もしています。私は「ネー

ミングの天才」と言われますが、否定しています。

「天才」はいかなるときもひらめく人ですが、なか

なかひらめかない私は「ネーミングの神様」と自称

しています。そのたまごを養鶏場の所在地名から「う

ちのたまご」とネーミングしましたが、「おいしい

たまご」として評判を呼んでいます。「うちのたま

ご」が一番おいしいと思っていたら、鹿児島には「菊

ちゃんたまご」という、これまたおいしいたまごが

あるとのことなので、「うちのたまご」と一緒に店

頭に並べようと「一緒に売るためのネーミング」を

考えました。結局実現できませんでしたが、その時、

考えたネーミングが、「うちのたまご」に対し、「よ

そのたまご」です。幻の最高傑作となってしまい、

残念です。 

「鉄道事業の改革」では、「観光列車」ではなく、

「デザイン＆ストーリー列車」として、新たなビジ

ネスモデルを開発しました。デザインがおしゃれで、

それぞれに物語がついています。まちづくりに必要

なのがストーリーです。来月には、「やませみかわ

せみ」という新しい「デザイン＆ストーリー列車」

が登場します。
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ＨＯＴ情報 

トップセミナー 

「元気な企業に学ぶ『知恵』～小さな会社の小さな工夫が未来を拓く～」 

シンクタンク・ソフィアバンク 代表  藤沢 久美 氏 

 

 

続いて、シンクタンク・ソフィアバンク 代表  

藤沢 久美氏による講演内容の一部を紹介します。 

 

【第４次産業「革命」を迎えて】 

とっても「不安定」で「不透明」で「複雑」で「曖

昧」な時代が来たと言われています。ダボス会議で

も「第４次産業革命」が話題になっています。その

一つの構成要素が「人工知能などのＩＴ」です。 

今まで人間がやっていた仕事の４割ぐらいが人工

知能ロボットに置き換わるだろうとの研究論文が出

されています。なので、それぞれの会社の仕事の中

で、どの部分はロボットでできるもので、どの部分

が人にしかできないものなのかというのを仕分けし

ていくということが、今すごく重要なことになって

います。この人間にしかできない部分というのが、

究極のその会社の強みになるのです。これは本当に

これから第４次産業革命の中で一番やらなきゃいけ

ないことですし、これに一生懸命取り組み、会得し

たところが主権を握るのだと思います。 

【効率・非効率と時間軸】 

「効率」を考えるときに大切なのは「時間軸」だ

と思うのです。リーマンショックが起きるまでの効

率性の時間軸って３ヶ月です。３ヶ月の間にどれく

らい利益を上げて、効率的に経営をするかっていう

のが議論されていたように思います。でも、リーマ

ンショックが起きました。世界各国、大企業のトッ

プが参加するダボス会議でも「短期で効率性を考え

ていては、会社が生き残ることができないことがわ

かってきた」と。日本人からすれば当たり前のこと

で、日本、特に地方に根差している企業は、持続可

能な経営を常に考えてらっしゃって、その効率性を、

当たり前のように長期的な視点で話をされます。「だ

って、新入社員、社員の子供のことを考えると 50

年先 100年先が見えてくるのですよね。なので、50

年先 100年先って、そんなに長くないのですよね。」

っておっしゃいます。 

効率性って言葉って、すごくマジックワードでそ

の考える時間軸によって薬にもなるし、毒にもなり

ます。特にヨーロッパ、日本も、本当、長期的に考

える人は多いのですけど、アメリカの金融的な考え、

短期の効率性にあまりにも引きずられたのかなとい

う気がします。 

【ダイバシティ】 

最近話題になっているダイバシティ、いろんな人

と働きましょう、男性だけでなく、女性も入っても

らいましょう、日本人だけじゃなくて外国人もって

いうのが、ダイバシティです。去年、大企業の経営

者の方々とオフレコ会議の中で「ダイバシティをど

う考えるか」っていうのをやったのですけども、「仕

事の効率が落ちる」っておっしゃったのですね。確

かに、短期的に考えたらそうかもしれない。でも、

長期的に考えたらどうでしょうか。いろんな視点で

物を見られることによって、リスクチェックもでき

るかもしれない。新しいアイデアが生まれ、今まで

５年かかったものが、もしかしたら３年でできるか

もしれない。海外進出をする時に、日本人の男性だ

けでやってなかなか海外に出ることができなかった

ことが、外国人が入ってきて、この会社で働いてく

れて、３年経ったらその国に戻ってもらって、そこ

の支店長をやってもらったら、もしかしたら日本人

だけでやるよりも、もっと早くその地域に根差した

形ができるかもしれない。長い時間軸で考えたら、

短期的に非効率に見えることが、効率的なのかもし

れないと考えられるようになると思うのです。 

【リーダーの仕事】 

リーダーの仕事は、一人ひとりが持っている能力

を見つけて、みんなが貼り付けているレッテルを剥

がすことです。「私は自主性がない。だから、私な

んて所詮やったって…」って思っている人に、リー

ダーは「そんな事ない。ほら、できるじゃないか。」

って。レッテルを剥し、自分で作った天井を外して

あげる。それをするのがリーダーの仕事で、リーダ

ーにしかできない。なぜかというと、リーダーが一

番、自分のことを信じているから、リーダーになれ

るのです。リーダーというのは、99%の人がもうダメ

だって思っている時に、「いやまだ行けるかもしれ

ない。」と、自分や自分の仲間を信じる力を持って

いるからリーダーなのですね。そういう会社だと働

いている社員たちはきっと自分が役に立っているこ

とも実感し、自分の能力が少しずつ成長しているこ

とを実感して、苦しいけど仕事を楽しめるようにな

っていくのだと思います。 

その時に、ＩＴだとか、人工知能だとか、ロボッ

トだとか、そういうものを恐れることなく、自信を

もって歩んでいける会社が生まれてくると思います。 
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平成２９年度通常総会 

 
日 時：５月３０日(火)１４：２０～１８：２０ 

場  所：ホテルグランヴィア広島 

           （広島市南区松原町 1-5） 

内 容： 

◇通常総会 

１．平成２８年度事業報告及び決算報告について 

２．平成２９年度事業計画及び予算について 

３．その他 

◇特別講演会 

 「嫌われる勇気」 

   哲学者・日本アドラー心理学会顧問 

                  岸見 一郎氏 

◇懇親パーティー 

 

 

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２３日(金)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 

  ・あなたの中の私 

  ・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 

 

 

 

 

女性リーダー養成セミナー（基礎編） 

～明るく、自信を持って日々の仕事を推進するために！～ 

日 時：６月２１日(水) 10:00～17:00 

場  所：広島国際会議場（広島市中区中島町 1-5） 

会員参加料： 10,800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： 

１．経営環境が厳しい中、女性の労働年数は延長し

ている～20代・30代・40代・50代の働き方～ 

２．今、女性社員の活躍を企業も求めている 

３．変化を拒まず、自信をもって前進するための心

の置き所 

・男女関係なく、変化を拒んでしまう心理 

・肯定的に物事を捉えて、前向きに行動するため  

に 

 ４．有効な時間管理術を理解する 

  ・時間管理の考え方 

  ・本来すべきことに時間を使っているだろうか 

  ・時間管理が残業を減らす 

５．上司と健全な信頼関係を自ら構築する 

 ・信頼されるコミュニケーションのとり方とは 

 ・消極的でもなく攻撃的でもなく、素直に伝える

技術 

 ・パワハラを発生させない働き方とは 

 ・信頼を高める「報告・連絡・相談」の仕方 

 ６．感情的に結論を出すのではなく、状況判断力を

磨く 

  ・仕事は事実で進める 

  ・情報は多方面から集める 

  ・相手の立場に立って考えてみる 

 ７．後輩と共に職場の問題を主体的に改善する 

  ・今までにない発想は会社の財産 

  ・問題のとらえ方と改善への思考法 

  ・職場の生産性を上げるために 

  ・お客様に信頼される職場・仕事のあり方とは 

 ８．キャリアデザイン 

  ・｢できない｣と思い込んでいたセルフイメージを

変える 

  ・会社にとっても自分にとってもﾌﾟﾗｽの未来とは 

  ・自分の生き方は自分で決める 

  ・キャリアデザインの目標をたてる 

 

 
 

〈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/ 


