
 
 
第 3 期中国経営品質協議会  第 2 回経営品質事例研究会 

 

株式会社宮﨑本店の経営品質向上活動の取り組み 

 
 株式会社宮﨑本店 代表取締役社長 宮﨑由至氏 

 

 私ども宮﨑本店は三重県三重郡楠町にあります。公害で悪名高い四日市市と，Ｆ１をやっている鈴

鹿サーキットの在る鈴鹿市との間にある人口 1万人少しの小さな町の酒屋です。楠町は大正時代まで

は大変酒造りが盛んで，30 数件の酒屋があったのですが，現在は当社 1 社だけになりました。今年

で創業 156 年目になり,私で 6 代目の蔵元です。先程司会の方から革新的な酒屋だと紹介いただきま

したが，やっていることは大変古く，相変わらず清酒・焼酎を造らせていただいています。 

 

■なぜ経営品質に取り組んだのか 

 経営品質に取り組んだキッカケですが，ＩＳＯ9001 と 14001 の両方を取得しまして，次に何をや

ろうかというとき，三重県がたまたま経営品質賞をやるというので，大変軽いノリでやらせていただ

きました。 

 酒のメーカーで9001と14001の２つを持っているところは，今日現在では当社だけだと思います。

なぜ酒屋がＩＳＯを取っているかということですが,この背景には規制緩和があります。酒屋という

のはずっと規制に守られてきました。今日現在もそうです。ところが 2003 年 9 月には，酒の小売り

免許は自由化されます。そうなると，「異業種」からの参入は現実のものとして限りなく起こってく

ると思います。そうなったときに，従来の免許で守られていた業界の酒類製造業という場所で生き残

っていけるかという危機感が大変ありました。私の言う「異業種」とは酒類製造業の方ではありませ

ん。製造業の方です。製造業の中で一番生産性の高いところは隣町に行けばすぐ分かります。ホンダ

さんの自動車産業は 365 日 24 時間フル操業です。ところが清酒業界に翻ってみると，いよいよ私ど

もも仕込みが始まり，4月まで半年間が仕込みの時期です。その仕込んだものを次の年に出していく

わけです。詰口ラインは 8時間働くとフル操業です。もっと言うと，1年のうち半分しか酒の造りは

やっておらず，詰めるのは 8時間でフル操業ですから，ホンダさんから見ると 6分の 1操業です。こ

れでも従来の酒類製造業では私どもの会社は生産性が高いと言われていたのですが，新しい業態から

製造業の方が酒類に入ってきたときに，あっという間になくなってしまうだろうという大変な危機感

がありました。それで私どもはＩＳＯ9000 と 14000 を取らせていただいたのです。 

 ＩＳＯ9001 を取得しようとキックオフしたのは 5 年前です。そのときに役員会でＩＳＯ9001 に挑

戦しようと言ったときに，役員会のカルチャーは「社長，もうちょっと大手が取ってから，我々中小

は様子を見てからやった方がいいのではないですか」というものでした。このカルチャーは全く間違

っています。大手が取る前に中小がやらなければ，中小は取り残されます。むしろ「大手がやらない

ことを中小がいかに先にやるか」ということを考えないとこれからやっていけません。そのように思

い私どもはＩＳＯに取り組んだわけです。その延長線上に経営品質があります。 

 ＩＳＯを取得された皆さん方はおわかりだと思いますが，あれは人間でいうと骨格だと思います。

マニュアルどおりにやっていって骨格が出来上がるのです。ところが経営品質に取り組んでみて初め

てわかったのですが，経営品質というのは骨格の中を通る血液であり肉であります。骨格と肉があっ

て血液が通ってはじめて企業として一人前の体になるのだということが私どもはよくわかりました。

皆さん方は，お取り組みになる過程で実感をされることだと思います。例えが悪いかもしれませんが，

ＩＳＯはデジタルでアナログっぽくデジタルに肉をつけていくのが経営品質ではないかと私は思い

ます。 

 

■トップダウンかボトムアップか 

 経営品質に取り組むときにトップダウンなのかボトムアップなのかと必ず質問が出るのですが,

「やる」というキックオフは当然トップダウンに決まっています。 

 しかし，始まったらボトムアップの連続です。下の方が「社長，ウチこの部分が弱いですから，こ
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ういうことが必要ですよね」と言って来たときに，「そんなことはせんでええよ」と言ってしまうと

進まない。トップダウンで始めますが，社員のボトムアップを受け入れるトップの度量がないと上手

くいきません。これがなかなか難しいことです。私どもでも「経営品質やろう」と言った後は社員に

権限委譲してフィードバックされてきたものを社長としてどう判断していくかということのくり返

しです。ボトムアップもトップダウンも両方とも大変大事なことではないかと思います。 

 

■企業習慣病 

 実は私ども経営品質に取り組むまで「コアコンピタンス」という言葉を知りませんでした。実際当

社が持っている強みが何であるかということを規定する作業は実は大変困難を極めました。この後お

話しさせていただく安良城などはそれを巡ってずいぶん私と議論しました。最終的に私どものコアコ

ンピタンスは「革新性」としました。「卓越した技術力」や「他に類を見ないサービス」などはある

そうですが，「革新性」がコアコンピタンスだと規定したというのはなかなか無いようです。 

 私どもの会社は創業 156 年と申しましたが，時代をずっと遡って社史を検証してみると，その時代

時代に常に新しいことをずっとやり続けているのです。私どもの祖父の代には焼酎を造る連続式の蒸

留機，日本で数台しかなく，当時の年商に匹敵するものを設備投資しています。このコアコンピタン

スを模索するときにこういう歴史が全部明らかになりました。私の代で突然変異的に宮﨑本店は革新

的な会社になったと思っていたのですが,とんでもありませんでした。ＤＮＡが流れていたのです。

人のやらないことをずっとやり続けてきた会社ではなかったかということが明らかになり，コアコン

ピタンスを「革新性」と決めました。 

 決めると大変です。当社が今まで残ってきたのは，革新性があったから残ってきたのです。という

ことは，これから我々は常に新しいことにチャレンジし続けないと会社は潰れるということです。こ

れを社員とともに確認をしたわけです。新しいことを革新し続けていくことが私どものコアコンピタ

ンスだということを規定すれば，常に新しいことにチャレンジし続けていくという責務が生まれまし

た。初めは軽い気持ちで考えていたのですが，このコアコンピタンスを定めたことによってもう後戻

りはできません。常に新しいことにチャレンジしていくという社風を 6代目としてこれから守り続け

ていかなければならないという責任を負ったわけです。すると，今までやっていたことがもしかする

と違う，何か違う新しい方法をあるのではないか，革新をしていかなければならないのではないかと，

常に考え続ける習慣が生まれました。 

 生活習慣病というのは生活の習慣を変えないと治らないように，企業もきっと企業習慣病があると

僕は思います。自分の企業が体力的に弱った，バブルという時代にいっぱい食べすぎた，こんなに贅

肉が付いてしまった。それを落とすためには結構つらい企業の習慣を変えなければなりません。しか

しそれは嫌だから薬を頂戴，ということが多くないでしょうか。 

 企業にとっての薬というのは，1 つは補助金で 1 つは銀行の金利を低くしてくれと頼むことです。

他人からもらう薬です。自分のことを変えずに人にものを頼むわけです。そのときはいいです。しか

し生活習慣病と同じように，企業体質は変わっていませんから，薬が切れた瞬間にもっと悪くなりま

す。そういうことだと思います。企業習慣を変えなければなりません。 

 変えるときに一番大事なことは，トップが持つ既得権を放棄することです。これは大変なのです。

企業習慣を変えるとき，最初に社長が持つ既得権を放棄しないと，社員に変われといっても変わりは

しません。ここは結構つらかったですが，ここをやらなければ社員の企業に対する習慣は変わらない

と思います。変えるときの一番のキーワードは，「なぜ」なのです。なぜこのやり方で仕事をやって

いるのですか，なぜこのやり方がベストなのですか，ということを常に考えていくことがすごく大事

なことなのです。 

 経営品質をやって報告書を去年出しました。すると，審査員の皆さんからのそれに対する詳細な点

数が来ます。点数と同時に，良い点・悪い点，改善した方がいい点が来ます。改善しなければいけな

いところは結構つらいです。やりたくないし，面倒くさいし，金もかかるし，手間もかかります。し

かし，それを出してもらっても改善しなければ意味がありません。そして，この経営品質というのは

エンドレスです。常に新しいものに変えていく。習慣を変更しなければならないのです。これはなか

なかつらいです。しかし，自分の会社を変えないで他人に何とかしろという時代は終わったのでしょ

う。そのために私どもは経営品質に取り組ませていただいて，ものすごく良かったです。 

 

■オーナーシップからリーダーシップへ 

 経営品質の報告書を３人の若い社員が書き上げていく途中で，ご指導をお願いしましたコンサルタ
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ントの先生から「ここの部分はすごいね」と言われたところがあります。 

 今から 15 年前，私どもの会社は社員持ち株会をつくりました。当時宮﨑本店は 4500 万円の資本金

だったのですが，15 年前に利益がたくさん出ました。決算賞与で社員に出そうかという話をしたの

ですが，結局新株を発行して半額増資をしました。今は 6750 万円という中途半端な資本金になって

いますが，それは半額増資をして社員が株で持ったためなのです。ということは，社員持ち株比率が

33.3％です。ちなみに，私社長の宮﨑由至の持ち株比率は 34.1％で，残りは母が持っています。つ

まり非常に大変なことが起こるのです。社員持ち株会と私のおふくろが結託するとクーデターが起こ

るわけです。すごい緊張関係が生まれます。私は緊張関係が生まれるとは思わなかったのですが，「こ

れは大変なことをしましたね」とコンサルティングの先生がいうわけです。「このときに宮﨑由至は

オーナーシップと決別し，リーダーシップで社を率いていこうと決意をした，非常に記念すべき年で

すね」と言われてそんなものかと思いました。私はそこまで腹をくくってやっていませんでしたが，

オーナーシップで会社を束ねていくことをやめてしまったのです。そのあと私のリーダーシップに

14 年間社員についてきてもらったわけです。 

 ところが，現在のように非常に規制緩和が行われ，経済状況がめまぐるしく変わるときに，私一人

のリーダーでやれる保証はありません。私は自信がありません。大株主さん（社員）の 33％のお力

を借りなければ，間違ったリーダーシップになりかねません。これに経営品質はぴったりなのです。

先程のボトムアップです。だから，オーナーシップからリーダーシップへというのは，私どもの会社

のとってはすごい転機だったと思います。その転機だったリーダーシップは，社員を巻き込んで会社

の方針を決定するという意味ではすごく役立っています。 

 この話を三重県の北川知事に「私どもはオーナーシップと決別してリーダーシップをやっているつ

もりだ」と言うと，「宮﨑さん，リーダーシップの上を知っとる？ それはスポンサーシップだ」と

言われました。それは何かと聞くと，「働く人たちが皆オーナーシップの気持ちでやったら，あんた

は金だけを出せば済む」と言われました。いろいろなシップがあるのですね。私はこれからスポンサ

ーシップをやりたいと思うのですが，そのためにはまだまだ時間がかかると思います。 

 

■競争相手は誰ですか，お客様は誰ですか 

 このように経営品質に取り組ませていただきましたが，知らないことばかりでした。顧客第一主義

は間違っているという人は，少なくともここにはいらっしゃらないと思います。私どもは経営品質を

やる前から宮﨑本店は顧客第一主義で行くと何となく言ってきました。ところがこの経営品質を勉強

をしますと，お客様第一主義のお客様とは誰だと突っ込まれるのです。では勉強会をしようというこ

とで，社員全員 70 数人が 10 テーブルに分かれて討論会をしたのです。実は今もこれはずっと続いて

おりまして，毎月 1 回 2 時 30 分から 5 時まで仕事を止めてやります。そのときに「あなたの考える

お客様とは誰だ」というテーマで 2 時間半，グループ討論をやりました。すると,皆が思っている客

が違うのです。これはショックでした。 

 私どもは卸売り型での酒類メーカーですから，私どもは卸さんにものを売って，卸さんから小売店

やスーパーマーケットに行き，それから先に消費者の皆さんや飲食店に行くという順番です。すると，

卸を担当している営業マンにとってのお客様は，卸の仕入担当者です。スーパーマーケットの担当者

にとってのお客様はスーパーのバイヤーです。飲食店担当者にとってはスナックのママです。それが

私どものお客という認識でした。問屋の仕入担当者，スーパーのバイヤー，飲み屋のママの三者を同

じように満足させることはできません。唯一できるとすれば，私どもが法外なるダンピングをするこ

とだけです。今まで売っていた値段の半分にしてもマージンも半分になりますから，問屋は満足しま

せん。このバラバラの人たちが満足するということはありえないのに顧客満足度を上げなければいけ

ないと言っていたと，経営品質をやってよく分かったのです。 

 確かに今言った方々は大切なお客様ですが，いくらスーパーのエンドに「宮の雪」（※宮崎本店の

日本酒のブランド名）が並んでいてもそれを買って飲んでいただくお客様がいなければその場から 1

本も減りません。スナックの焼酎が全部「亀甲宮焼酎」に変わっても客が 1人も来なかったらその店

は潰れます。実際に飲んでくれるエンドユーザーが一番大事なお客様だというのは，全員のグループ

ディスカッションから生まれてきました。 

 私どもの商品を消費していただくエンドユーザーが一番のお客様だと規定すると現場が変わりま

した。私どもには労働組合がありますが，この間の春闘のときに組合長から初めて聞いてびっくりし

ました。私どもは瓶詰めのライン，パック詰めのライン，缶のラインなど 4つのラインがあるのです

が，瓶詰めラインでの最終の検査は目なのです。いくら機械ではねていっても最後は目視です。ベル
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トコンベヤーの両側に明るいライトを点けて遺物が混入していないか，ラベルが曲がっていないか見

るのです。組合長が「社長，大変申し訳ないのですが，最近，第一詰口（瓶詰めのライン）の生産性

が若干落ちています。」機械が止まるというのです。びっくりしました。なぜ止まるのか。 

 私どもの総本数からいくと，パックと瓶で一升瓶に年間 450 万本ぐらい詰めています。不良品が

40～50 本ほど出ていました。10 万本に約１本の不良品率です。工場管理をしている側からいうと，

10 万本に 1本ぐらいはしょうがないという気が，どこかにあったのです。これは確率論の問題です。

ところが先程言ったように，私どもではエンドユーザーの 1 人 1 人がお客様だと規定しました。「宮

の雪」を買って帰ってゴミが入っていたら，このお客様にとって不良品率は 1分の 1です。まさか 1

人のお客さんが 10 万本も買うわけはありません。おそらく 1 本か 2 本でしょう。たまたま買った 1

本の「宮の雪」ラベルが汚れていたら，不良品率は 1分の 1です。逆に言うと，1分の 1の不良品を

手にしたお客が年間 45 人もいるということです。このお客は「宮の雪」を 2 度と買いません。毎年

40～50 人という数のお客が私どもの製品を絶対に買わない顧客になっていたということに気がつい

たのです。お客をまた 1人なくすかもしれないと思って，見逃したかもしれないので止めてくれとい

って，ラインが止まるのです。確かに生産性という面からいうと向上ではなく低下ですが,これは社

員全体が，1分の 1の不良品を手に取るお客様を本当に減らそうという気持ちの表れです。現にＩＳ

Ｏ9000 で毎月出てくるクレームが 3分の 1近くに減りました。 

 これは「お客様は誰か」という議論をしてそれぞれが認識を新たにしたことによって変わることな

のです。私が経営品質をやらせていただいてずいぶん思ったのは，共通認識の再確認の重要性です。

共通認識の再確認ができたというのはすごいことです。 

お客様はだれかという規定の次に「競争相手を規定する」というのがあります。確かに私どもも具

体的なライバルを規定しておりますが，私どもの「宮の雪」にとってのライバルは月桂冠さんや大関

さんという具体的なブランド名とは時代が変わってきたと思います。同業他社のライバルを規定する

時代は終わってきたのではないかと私は思っています。なぜなら，規制がなくなりますから，よそか

ら矢が飛んでくるわけです。もしかすると自分にとっての一番のパートナーがライバルになる可能性

はずいぶんあります。私は前々からお話ししていたことが，今日新幹線で週刊誌を読んでいましたら，

同じことを書いてあってびっくりしました。来年 2003 年から小売り免許がほぼ自由化します。今，

13～14 万軒の小売店が日本にありますが，一般の「○○酒店」という酒屋さんはドンドン減ってい

ます。コンビニエンスストアやスーパーマーケット，ドラッグストアが入ってきました。今業務用の

酒販店さんと一部のギフトの酒販店さんはまあまあやっていらっしゃいますが，一般の店売りのお客

さんは安い方に流れますから，新しい売り場に殺到しています。ギフトは唯一まだ小売店さんが若干

やっていらっしゃる部門ではないでしょうか。しかし,考えてみると宅配便があってはじめて酒販店

のギフトは成り立っているわけです。クロネコヤマトさんや佐川急便さんがなければ，一般の酒販店

は運ぶ術がありません。ということは，ギフト市場における一般酒販店の最大のパートナーは宅配業

者です。ところが免許の自由化になると，宅配業者が免許を取らない保証はどこにもありません。ク

ロネコヤマトさんは配送業というより情報のデータベース業だと私は思います。宮﨑本店の宮﨑がど

こで何を買って，誰に送ったか，データベースになっているのです。そこが小売り免許を取らずに，

卸免許を取ったらどうなると思いますか。今までずっと○○酒店から名簿をもらって配達していたの

が，突然クロネコヤマトが私の家に来ます。「クロネコヤマトでございます。去年のお歳暮はＡさん

とＢさんとＣさんです」とリストを持ってきます。「ここに『極上宮の雪』，『大吟醸宮の雪』を贈っ

ていらっしゃいますが，今年はいかがなさいますか」。免許を取ったらできます。おそらくクロネコ

ヤマトさんは宅配運賃を取らないと思います。卸免許を取るわけですから，小売りのマージンが残り

ます。そうなれば，今までの最大のパートナーである人が，明日から最大のライバルになります。そ

ういう時代です。私どもは競争相手を確かに規定しておりますが，現実には時代との戦いです。です

から先程言いましたように，隣の業者がＩＳＯを取っているか取っていないか，経営品質に取り組む

か取り組まないか関係なく，やらなければならないのです。 

 ものすごく不幸なのは，私どもの清酒業界は保守的で伝統的なのです。ですから隣がやっているの

を見ていても永遠にやらないのです。規制緩和ということがなければ，私どももＩＳＯなど取ってい

ないと思います。従来の小売店だけで，規制が守られて新規参入がないという前提であれば皆○○酒

店です。この人たちだけがずっと相手ならばＩＳＯは要りません。 

 ところが新しい業態が来ました。スーパーマーケットが参入し，コンビニエンスストアが来ました。

イトーヨーカ堂さん以外はほとんど全部ＩＳＯ14000 を取得されていると思います。ＩＳＯ14000 の

「地球にやさしい」とか「環境にやさしい」店づくりは，コンビニエンスストアとスーパーにおいて
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はもはや差別化になりません。店は 14000 仕様にしました。分別回収するごみ箱も置いてあります。

店内に置いてある商品はどうでしょう。14000 や 9000 の認定工場の商品しか置かない，そのような

時代がいずれやってきます。差別化しようと思ったら，店づくりだけでなく中にある商品も国際基準

を通ったところの商品しか並べていないと，どこが最初にいうかだけだと思います。社員に言ったの

は，ウチがＩＳＯをやるのは国際基準ではなく国内基準だということです。いくら丹誠込めたおいし

い商品でいくらリーズナブルでも，ＩＳＯの店づくりで商品もＩＳＯ認定工場以外からは買わないと

言わないという保証はないのです。そうなったとき，キックオフしてから 1年半かかります。1年半，

スーパーマーケットやコンビニエンスストアから商品が消えたら，2度と戻りません。そういう危機

感があるのです。 

 経営品質もそうだと思います。私はＩＳＯをやっていて，あれは秘密結社だと思っています。やっ

ている同士が手を組んでいます。経営品質も必ずそうなると思います。今は地面の担保はいつ不良債

権になるかわかりません,今一番大事な担保は，直近の二期の決算書と経営計画書だと，どこの銀行

でもいいます。経営品質の報告書はすばらしい経営計画書です。会社が経営革新に努めて，顧客満足・

社員満足を高めて社会的貢献をして，キャッシュフローがどう改善されたか，終わりの方には数字が

全部入っています。これが担保にならなかったら絶対におかしいのです。そういう時代もおそらく来

るでしょうね。そうなったときに，ＩＳＯではキックオフしてから取るまで 1～1 年半かかります。

危機管理としてどう考えるかということはすごく大事なことだと思います。 

 

■ＩＴで何が変わるか 

 報告書の中には，ＩＴ，情報の伝達，情報の公開もあります。私どもは 20 数年前からコンピュー

タを使っていましたが，パソコンを社員全員が持ってはいませんでした。去年と一昨年パソコン税制

というものがあって利益で一括償却できるというので，全員にパソコンを１台ずつ配りました。私は

実はパソコンは大嫌いだったのです。何が嫌いかといって，キーボードが嫌いです。ましてやローマ

字入力でしょう。その私の机にもパソコンが来たのです。私はノート型パソコンやデスクトップとい

う種類も知らずに，一番安いのでいいと言ったら，大きいのがデスクに来たのです。机の上の半分以

上がパソコンです。使わないと邪魔になります。社内でＬＡＮをやっているので，メールが飛び交っ

ています。私のところにも来てメールを開けるだけはできました。キーボードが打てないということ

はメールを読むだけなのですね。これはどうにかせなあかんと，最後はしょうがないから若い社員た

ちに聞いてやり始めました。 

 ちょうど今年の頭，現地審査がありました。びっくりしたことに審査員の先生から「メールをずい

ぶんやり取りされているようですが，社長のお打ちになったメールを全部プリントアウトして持って

きてください」と言われたのです。ドキッとしました。ウチの役員たちは僕と年がほとんど一緒だか

らほとんどメールを打っていないのです。審査員のどなたかが「統計的なことは申せませんが役員さ

んがメールを発信している量と業績が大体比例するといわれています」。要するに，メールも打たな

い奴はろくな仕事をしていないということを遠回しに言っている。それを聞いてウチの役員は血の気

が引いていました。それから打たなくてもいいようなことを嫌というほど打ってきます。今はおそら

く数百通はウチの社内を飛び交っています。 

 さて，経営品質を始めたときにメールを全員が見ていない可能性があるというので，掲示板を立ち

上げました。掲示板には 4 つの項目があります。1 つは環境情報，ＩＳＯ14000 です。そして品質情

報，9000 に関係します。総務からのお知らせ，その他です。社員が本当にこの掲示板を見ているか

ということを検証しなければいけません。すると検証するのに実に簡単な方法があることに気がつき

ました。私どもの会社でもときどき日付の古い酒が残ってしまうのです。それはいまさら売れません。

それこそ 9001 に引っかかりますから。そこで社内売りをすることになったのです。今までの社内売

りは回覧を回していましたが，最近はそれを掲示板に載せています。掲示板を見た人は普通で買う半

額ぐらいで買えるのです。一瞬に売れたということは見ている証拠です。ですからときどきお得情報

を流すとよくわかるのです。ずっとお得情報が流れないで見てもしかたないと思うころにまた載せる

のです。「お前，見とらへんな。見ろ，見ろ」というのではなく見る仕掛けをしなければ見ません。 

 ＩＴで何が変わったかというと情報が水平に流れることです。これまではどんなにいい組織でも情

報は垂直なのです。ですから情報の量と情報の速さが組織の順番になっているのです。社長がすごく

重要な情報をよそから得て最初に相談するのは少なくとも役員です。役員は次に部長に言い，部長は

次に課長に，課長から係長に，そして一般の社員に，縦に流れるのです。ところがＩＴは社長から一

斉配信です。すると昨日入ったパートのおばさんと 40 年もいる役員と同じ時期に情報が入るわけで
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す。これは革命的なことです。すると今までは情報の速さと量で組織の地位を保っていた人がいます。

課長より情報が多い，課長より情報が早いから部長なのだという本末転倒な人が組織にはいますが，

この人が困るのです。情報の量と速さです。それがなくなったらどうやって組織を決めるのか，「私

の立場はどうなるのでしょうか」と相談に来た人がいます。非常に正直な人だと思います。でも簡単

です。情報はツールです。会社をどうやって運営していくか，会社の方向をどうするか，その情報を

もとにどう戦略を立てるか，情報は目的ではなくツールです。同じ時期に同じだけの情報を持っても，

地位の高い人ほどその情報をもとに高い分析と深い洞察と意思決定をしなければならないわけです。

これが組織のランキングに反映されなければならないのではないでしょうか。だから何も考えていな

いと同じ時期に同じ情報をもらっても入社間もない人たちに判断力で負ければ，その人は組織の長と

して失格であるということは明々白々になるのです。だからＩＴの同時情報の共有はすごいことなの

です。メールを打てる，打てないの次元ではありません。明々白々になるというのはかなり社員の中

で緊張感が走ります。 

 もう一つ情報の共有でおもしろいことがあります。『日経ＩＴ21』という雑誌があります。中小企

業がパソコンをどう使ってＩＴをどう生かしているかという雑誌です。何の取材かと思ったら当社の

ＩＴの使い方がおもしろいから特集してやるという話です。特集になって読んでみて自分自身がやっ

ているときは気がつかなかったのですがそれはなかなかおもしろいかなと思いました。こんな話です。

評論家の大前研一さんはなぜか「宮の雪」しか飲まないのです。私は知らなかったのですが，大前さ

んが書いている『サラリーマン・サバイバル』に「宮の雪」しか飲まないと書いてあると人に聞いた

のです。水はクリスタルガイザ，酒は清酒「宮の雪」しか飲まないと本当に書いてあるのです。大前

さんの住所も電話番号も知りませんので，本の奥付を見たらホームページのアドレスが書いてありま

したので，私はメールを打ちました。「なぜ『宮の雪』しか飲まないか。この酒にはバックグラウン

ドに物語性があるからだ」と格好いいことが書いてあるのです。その物語性を蔵元である私がわかり

ません。大前さんに「『宮の雪』を造っている蔵元の宮﨑でございます。大変ありがとうございまし

た。一度お目にかかってお伺いしたいことがありますので，ご都合はいかがでしょうか」と打ったの

です。厚かましいでしょう。するとすぐに返事が来ました。その本にメールはその日のうちに処理し

なければならないと書いてあるもので，夜中でも打ってきたのです。 

 大前さんはオーボエを吹くのですが，ホームコンサートをするから来なさいというので行きました。

それからすごく親しくなりまして，本には大前研一と宮﨑はメル友だと書いてありますが，それぐら

い頻繁に来ます。大前さんは，『極上 宮の雪 生酒』しか飲まないのです。これは非常に特殊な酒で

特定の料飲店にしか送っていない酒なのです。チルドで送らなければならないから普通の流通に乗ら

ないのです。大前さんはその酒をうまいというのです。ところがどこにもかしこにもありません。大

前研一さんは置いてある店にばかり行っていたのですが，それ以外の店に行くと無いので業を煮やし

てウチにメールを送ってきました。「私の行く店では好きな『極上 宮の雪 生酒』が手に入らない。

今から私の行く店のリストを送りますから，ぜひ入れてください」リクエストに応えなければいけま

せんから東京支店にそのメールを転送しました。「大前研一が入れてくれと言うてるから頼むで。話

は大前研一がつけてくれるそうや」「ほな，楽勝ですな」と当社からチルドで直送して入りました。

その「入りました」というメールをそのまま大前研一に送りました。「ありがとう。明日，飲みに行

きます」とまたメールが来ます。それを社員全員に送りました。どういうことかというと大前研一か

ら来たメールを全員が読んでそれに対するレスポンスを全員が読んで，まさにドキュメンタリです。

これがＩＴの使い方としてすごく面白いのです。お知らせ事項だけの欄では面白くありません。これ

ぞメールの面白さです。これは非常にわかりやすい例です。ＩＴをデジタルと考えると本当に無味乾

燥です。しかしアナログにどうＩＴを使うかという切り口で考えるとＩＴほどアナログとしての最高

のツールはありません。ですから，私どもはこれをアナログとして使っていることを評価していただ

いたのだと思います。 

 

■報告書をどう使うか 

 去年分厚い報告書を安良城が書きました。そして三重県の奨励賞をいただきました。奨励賞という

のは県知事賞ではありません。まだ上がありますから今年は知事賞にチャレンジしようと出していま

す。問題はもらったものをどう使うかです。神棚に置いて「ありがとうございました」と終わったら

意味がありません。経営品質は未来永劫エンドレスで続くわけです。もらったものをウチは神棚には

置きませんでした。そしてお客様はだれか，競争相手はだれか，社員満足度はどうか，ということを

社員全員でグループ討論をやっています。社員にはその報告書を１冊まとめたまま与えませんでした。
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全部バラバラにしてカテゴリー別に課題を渡します。1年経つと 1冊の本になるのです。それが渡っ

たころに次の年の報告書を出していますから，ずっとエンドレスで社員のグループ討論の題材として

報告書を使っていきます。 

 これをやると経営者としては思いも寄らないような一般の社員からの提言が出てきます。例えば経

営理念を一般の消費者に広く流布する方法をグループ討論しました。大体答えは決まっています。新

聞広告のときに経営理念を入れます。あるいはホームページに経営理念を掲載して広く消費者にアピ

ールします。大体こういう答えです。私も含めてこういうことを言っていました。するとウチの社員

が「私はウチでパソコンを見ません。ホームページは自己満足です。言い訳としか聞こえません。そ

んなことで一般に流布するとは思えません。ウチのおじいちゃんには流布しません。もっとちゃんと

したことを考えないとだめですよ」「何があるの」「簡単やないですか。ラベルに印刷したら」と言わ

れました。ラベルに経営理念を入れたら一番簡単だと言われたのです。これが役員会に上がりました。

そのときの，私も含めて役員の顔を見せたかったです。腰が引けるのです。「えっ，ラベルに経営理

念を入れるの」。わかりますか。ラベルに入れたら後戻りはできないということです。私どもは酒類

の製造・販売を通じて，地域社会に貢献できる企業を目指す。これが経営理念です。ラベルに全部印

刷したら，「言うてることと違うやないか。どこが地域社会に貢献しとるねん。しとらへんやないか」

と言われますから役員の腰が引けました。けれどもこれを一般の消費者に広く知らせなければいけな

いと報告書に書いたのです。その一番簡単な方法はラベルに印刷する。そのとおりです。経費が一番

かかりません。もう後へも戻れません。 

 

■知ることと変わること 

 経営品質やＩＳＯをやっていますと，「会社の中だけのＩＳＯ」では通らないのです。例えばウチ

の会社はアルコールを造っていますから，会社の中では決まった場所でしかタバコを吸えません。特

に現場の人たちは休憩時間しか吸えません。するとヘビースモーカーは 5時のサイレンと同時に自転

車に乗って「さようなら。ご苦労さまでした」と言ったとたんにタバコをつけたくなるのです。その

人が正門を出てしばらくして，タバコの吸い殻を道に捨てた時点で「どこが 14000 か」ですよね。環

境にやさしいというのは会社にいるときだけかと問われます。それを見た住民が「宮﨑本店はＩＳＯ

の 14000 というけれども，タバコの吸い殻を捨てている社員がいっぱいおるやんか」そういうことを

経営品質はバサッと言うわけです。会社の中だけではないのです。僕も含めてそこに勤めている人た

ちの生活も含めて，きちっとしたある種のコンプライアンスをやらないと世間一般の地域社会に貢献

できる企業とは言えないということがよくわかりました。 

 報告書は作った時点から次の報告書作りが始まるのです。それを神棚に置いたら終わりです。それ

をどうやって皆と共有して次の報告書を作るかというエンドレスの作業をしていくかというのは，経

営品質活動のすごいところではないかと思います。私も経営品質に関していろいろなところのケース

スタディも見せていただきましたし，いろいろな方からお話を伺いました。あれは大手だからできる

話だと言ったらウチの経営品質活動は全く前に進みません。ウチは大手ではなく中小ですから。それ

でもやっていこうといったとき大手ではないからできないということは本当はないのです。またウチ

には無理だとか，あれは業種が違う，業態が違う，企業規模が違うと言うのなら，話を聞いても意味

はありません。話を聞いてウチ流に置き換えればどういうことができるか，それをやることによって

会社は少しずつ変わります。意識が変わります。ですから，知るという入り口と，行為をなして変わ

るという出口は天と地の差です。知っていることはやらなければ全然意味はありません。知っていて

やらないのはウチの会社では罪だと言っています。知らなくてやらないのはしょうがないですが，い

いとわかっていてやらないことは罪です。知ることと変わることはよく似たことなのですが，ものす

ごく違います。よそのケーススタディやベンチマーキングを見て，ああいうやり方があるのだと思っ

たら，自分の会社にいいと思ったことを少しずつ実行していただくとよくわかると思います。実行さ

れると，組織も考え方も成果も変わります。ナレッジだけではどうしようもないのです。 

 昔私の先輩に言われたことがあります。私は勉強が大好きで，5年間勉強に出てしょっちゅう会っ

ていたその方に「君は相変わらずお変わりなくね」と言われて喜んでいたのです。5年間ステイヤン

グで変わっていないと思ったら「5 年間も勉強して少しも変わらないね」と言うのです。5 年間無駄

だったねということを「お変わりなく」と言われものすごく癪に障りましたが，その方のお話で目が

覚めました。 

 経営品質も何とか 5年目ぐらいに地方公演から中央舞台に出てきたいと思っていますので，皆さん

方にいろいろお教えいただくこともあると思います。参考になったかどうかわかりませんが，これで
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私の報告を終わらせていただきます。どうもありがとうございました（拍手）。 

 

【講演 2】 株式会社宮﨑本店 営業部次長 安良城貞介氏 

 

 宮﨑本店に入社して 20 年たちました。ずっと営業一筋で現在に至っています。事務局長をしてい

ます。ウチは経営品質の取り組みを始めて，まだ 1年 2か月ほどです。三重県経営品質協議会が立ち

上がったのと同時に入会し，そのときに宮﨑社長からやれということで私と資材課の品質管理室長と

2名で取り組みを始めたのがスタートです。最初協議会の研修会に行き，三重県経営品質賞が協議会

の設立と同時に設立されたということを聞きました。三重県の北川知事は非常にスピーディなのが好

きな方のようで同時だったのです。賞があるというのをその場で初めて知りました。 

 私も営業でチャレンジ精神が非常に旺盛なので，会社へ帰って社長に経営品質を向上させる賞があ

るらしい，一度チャレンジしましょうと無鉄砲にも言ってしまったのです。それが締め切りまで約 3

か月ぐらいの時点でした。社長は当然のことながらそれならやれということで 2名でやり始めたので

すが，財務関係のことが営業と品質管理の 2名ではどうしようもないということで経理の課長を入れ

て 3名になりました。中間管理職で立ち上げを始めました。経営品質の報告書に関しては社長以外の

取締役は一切ノータッチです。 

 チャレンジしろということですからチャレンジしかけたのですが，その時点ではＧ１も修了してい

ませんでした。申し込みだけはしてありましたが，Ｇ１，Ｇ２，Ｇ３は当然終わっていない状況で，

Ｇ１の前に報告書を書き始めたというとんでもない行動でした。 

 基準書すら理解していない状況での報告書の記述で，基準書がなかなか難しく理解するのに大変な

部分があり，コンサルタントの先生に 2 か月間で 10 回の指導をいただきました。そのコンサルタン

トの先生もウチの会社の内容は全然わかりませんのでその先生が書くわけにはいきません。「こうい

うのはどんな形でやっているか」と仕組みを聞き出されていくわけです。記述する方法としては，コ

ンサルタントの先生から「来週までこの部分を書いてください」という宿題のような形でやりました。

特に私と社長がミーティングする機会が多いので，経営の関係でわからない部分は社長に聞いて書き

ました。書いた内容は今思うと恥ずかしいような内容が非常に多いです。まだ記述されていない企業

の方も本日お見えだと伺っていますが，書かなければわからないということです。提出する，しない

は別にして 1 度記述されるといいのではないかと思います。記述すると仕組みのなさに気づきます。

仕組みがないと，仕組みづくりをしようかと改善されていくのではないでしょうか。 

 そういうふうにして約 2 か月かけて締め切りの日に報告書を提出しました。提出後現地審査が 3

日間あります。その中で審査員の先生からの質問があるのです。報告書で読みとれない部分について

質問されるとその部分は書ききれていないのだと気づくのです。それを現地審査のときに答えさせて

いただきます。 

 審査が終わってのフィードバックレポートは，宝の山ぐらいのすばらしい内容があります。先程社

長から生活習慣を変えるという話がありましたが，報告書を提出して企業審査を受けるというのはま

さに企業の健康診断のようなものではないかと思っています。その中でたくさんの弱みが指摘されま

す。その弱みを自分の組織はどのようにして改善していけばいいかと考えて少しずつ向上できるので

はないかと思っています。 

 実は三重県経営品質賞の締め切りが今週末なのです。3名で去年は書いたのですが，今年はそれ以

外のＧ３の講習会を修了した5名に書くことを依頼して3名でフォローしながら書き上げていますが，

締め切りが今週いっぱいで今 70％ほどの完成というところですので，大変です。2回目の報告書を書

くと，１回目の報告書の拙さや書ききれていない部分が非常に多く見えてきます。今回提出する 2

回目の方が，1回目で書いたこと以上の内容になるのは当り前ですが，1回目で書いてあることも「こ

ういう書き方ではだめだ」と気づくのです。ですから，少しずつでも書いていくという作業が必要で

はないでしょうか。最初は 3名，社長を含めて 4名ぐらいで常に話し合いながら，横の連絡を密にし

ながら書かないと書けませんでした。よく話し合ってトップの考えからずっと下りてきて市場の理解

をしなければ，戦略は策定できませんし，それの評価，顧客満足にどうつなげるかということもでき

ません。極力コミュニケーションを取りながら書く方法でないと難しいと思います。 

 

 報告書を書いたあとの成果を挙げてみたいと思います。例えば経営ビジョンです。実は報告書を書

くまでは，経営ビジョンは明確になっていませんでした。ウチの経営ビジョンには清酒と焼酎の２つ

の柱があります。清酒の経営ビジョンとしては，「三重県での顔」です。清酒は地元三重県という戦
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略ですし，実際にそのようなかたちでの販売方法になっています。ほかの県の人が，三重県に行った

ら「宮の雪」がいいというような酒になりたいということから，「三重県の顔」というのが清酒に対

する経営ビジョンです。もう一つの柱である焼酎は，昭和初期から東京の下町での消費が非常に多い

「亀甲宮焼酎」があります。焼酎には「下町での名脇役」という経営ビジョンがつくられました。報

告書を記述する最初の部分です。それを全社で共有するために至る所に張ってありますし，現在では

１回目に作った経営品質報告書が全員に配布されていますしメールで全員に送られてもいます。今年

1月の現地審査後その本を教材として全社教育が始まっています。カテゴリー別に毎月 1回行い先月

で終了しています。また新しい報告書が出たら，それでまた同じようにしていきます。そういう形で

経営方針が明確になります。全員がそういう気持ちになって，ビジョンに向かって仕事ができるよう

になります。 

 またコミュニケーションが全社で非常に活性化されます。例えば，経営品質報告書の経営品質社内

研修会が毎月行われていますが，6人ぐらいのグループでアセスメントコースの合議をそのままそっ

くり会社でも当てはめています。リーダーは誰か，書記，発表者も毎回違います。グループディスカ

ッションには製造のパートの方にも入っていただいていますし，造りの杜氏さんにも入っていただい

ています。毎回グループが変わっていきますからその都度違うメンバーでミーティングが行われます。

今までは営業の者は営業ばかりで話し合っていたのが，現場の実際に詰めている方と話ができます。

詰めるときの苦労話もその中で出てきますから改善策がそこで生まれてくるのです。それから社風は

もともと明るいのですが，皆の顔がニコニコするようになりました。会った瞬間の顔が違います。 

 それと，ＩＳＯ9000 の推進により品質，環境を管理していますが，9000 だけの活動，14000 だけ

の活動という形のままでは点なのです。それが経営品質ということで線になってくるのです。一つの

活動が全体的な線になるのです。顧客満足度の関係でもどのようにして顧客満足度を高めてそれを製

造の人がどのようなかたちで対処できるかというところまで流れが理解しやすくなるのではないか

と思います。それぞれのカテゴリー間の関連性がよくわかり社員たちに自覚が芽生えてきます。何の

ために 9000 の運動をやっているのかというとお客さんの満足を高めるためにやっているのだと。何

のためにクレームが出ない商品を作っているのかというと，お客さんの不満足の要因を減らすためだ

と，点が線につながってきているのではないかという気がします。 

 先程社長が経営理念を全商品に入れていると言っていましたが，純米酒にはラベルに「売上金の

1％を社会貢献活動資金とします」と表記してあります。四日市はジャスコの発祥の地で，ジャスコ

のイエローレシートという日があります。その日はお客さんがレジ後ろのボックスにレシートを入れ

ると，売上げの 1％を社会貢献活動に支援するという内容です。ジャスコでやっていることも社会貢

献しているのだなという話が出たのをヒントに，ウチでも取り入れようと決めラベルに表記していま

す。 

 事例を挙げていくといっぱいあるのですが，時間の関係もありますのでこれぐらいにします。あり

がとうございました（拍手）。 

 

 


