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２０２１年度総会　新執行体制へ

　2 期 4 年間にわたり代表幹事を務めて頂いた武州ガスの原敏
成社長の後任として、今年度からその大役を担うことになりまし
た。皆さま、どうぞよろしくお願い申し上げます。
　私はタカヤマの齋藤社長との出逢いをきっかけに、6 年前か
ら経営品質活動に取り組んでまいりました。この活動を通して
素晴らしい出逢いに恵まれ、共に学び、刺激を受け、「人間は
一生のうちに逢うべき人には必ず逢える。しかも一瞬早すぎず、一瞬遅すぎない時に」
という森信三先生の言葉はまさにその通りだと実感しています。今年度副代表幹事となる
コマーム小松君恵会長、アイコミュニケーション澤田社長、エンライト高橋社長を始め、
SQAの素晴らしい同志の皆さまと共に経営品質活動を通じて進化向上してまいります。
そしてこの活動を通じて新たな出逢いが生まれ、地域社会の活力に繋がるように SQA
の存在価値を高めていきましょう！

２０２０年度　埼玉県経営品質賞　受賞企業紹介
　当社は、「信用と和ひとすじに」を経営理念に生活創造
企業として、2022 年に創業100 年を迎えます。創業時の
呉服店から、時代の流れと共に事業変革し、現在、不動
産事業・建設事業と介護事業、飲食店を加え事業展開し
ています。
　創業100 年を契機として、一歩先を目指した経営戦略
の基盤づくりとして、「経営品質」に取り組んでいこうと、4
年前から埼玉県経営品質賞にチャレンジしています。2018
年から3 年間「奨励賞」を受賞させていただきました。
2020 年度は評価レポートを参考にさせていただき、各カ
テゴリーの担当者を明確に決め、できていないことをまず
やって行こうと決めて、具体的に行動に取り組んだ一年でし
た。また、昨年11月に全社員一丸となった取り組みとして、
全社員出演による動画を作成し、「NIKKEI 社歌コンテスト」

に出品し社内的にも盛り上がりました。結果は惜しくも賞
の獲得には至りませんでしたが、多数の得票を得ること
ができました。しかし、これらの取り組みだけでは、経
営品質向上においては不十分でした。その結果が本年の
「評価レポート」に込められています。地域のお役に立
つ企業として継続していくために、弱みとなっている部
分を改善し、再度、新たな気持ちで「経営品質」に取り
組んでいきたいと考えています。

　5月25日に総会を行い、役
員改選案が承認され、代表幹
事には、新日本ビルサービス
（株）代表取締役社長の関根
一成氏が、副代表幹事に、（株）
コマーム取締役会長の小松君
恵氏とアイコミュニケーション
（株）代表取締役兼社長執行
役員の澤田泰行氏が就任され
ました。代表幹事を２期４年に
わたり務められた武州ガス（株）
取締役社長の原敏成氏は顧問
に就かれました。

NIKKEI 社歌コンテスト 専務取締役　松井 健司 氏
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顧客価値経営フォーラム in 埼玉

　5月25日に関係者のみで行いました。
　来賓の埼玉県産業労働部産業支援課長
の近藤一幸氏からご挨拶をいただいた後、
埼玉県経営品質賞委員長の坂井貴文氏（国
立大学法人埼玉大学学長）から2020 年度
審査プロセスについてご報告がありました。
　「2020 年の 7月から今年の3月まで、約
半年間かけて行われました。申請企業には
申請書を作成頂き、11月23日を締切として、
事務局へご提出頂きました。
　その後、第一段階として提出された申請
書を審査員３名による書類による個別審査
を行い、その後第二段階として、12月8日
に申請組織にてトップコミュニケーションと
戦略分析会議を実施いたしました。
　第三段階として、今年の２月7日から2月8日にかけて
申請企業内における現地調査を実施し、終了後に審査員に
よる合議審査を行い、評価レポートを作成いたしました。
　本審査結果は、3月10日に開催の判定委員会にて報告
されました。
　その後、全審査プロセスの承認および表彰組織を最終
決定する賞委員会を3月17日に開催し、判定委員長より
表彰を推薦する組織の審査結果について報告がなされまし
た。審査結果等の資料をもとに最終審議を行った上で表
彰組織を決定致しました」。
　続いて、埼玉県経営品質賞奨励賞を受賞した松井産業
株式会社に賞委員長から表彰状と盾が授与されました。
小休止を挟んで、新潟県上越市の日鉄工材株式会社の前
社長で現相談役の石川昌弘氏から「成熟度向上の軌跡」

と題してお話をしていただきました。
　同社は石川氏が社長に就任した2012 年には赤字でした
が、リストラをせずに経営危機を乗り越え、2 年でV字回
復を遂げたものの、ボーナスが上がる時の現場職長の言葉
「この忙しさが続くと思うとゾーッとする」に「経営体質強化
で黒字になり、給与を増やすだけでは社員は幸せにならな
い」と気づき、2014 年から経営品質向上活動の取り組み
を始めました。そして、2015 年度に新潟県経営品質賞とき
賞（B＋レベル）、2017年度に新潟県経営品質賞知事賞（A
－レベル）と着実に組織成熟度を高め、ついに2020 年度
の日本経営品質賞（A＋レベル）を受賞するまでに至りまし
た。　
　「成り行き任せで座礁した難破船」のような会社（石川
氏談）を「普通の会社」から「グッドカンパニー」に牽引し
てきたリーダーシップ実践の取り組みをご披露いただきまし
た。　

日鉄工材株式会社　石川 昌弘 氏坂井賞委員長授与の様子

                                             表彰式
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　今年度の事業として、3つの教育コースと受賞組織訪問、
会員交流事業を行います。教育コースは、１．経営品質活
動の推進リーダーを養成する目的、２．経営品質の活動を
深化させることが目的、３．経営トップの経営品質を高度化
する目的、で企画しました。また４．組織訪問は、受賞理由
となった取り組みを学んでから現地で現物や現実を見ること
で、理解を深める機会とすることを目的とし、５．会員交流は、
単に会って会話をするのではなく、創造的な対話ができるよ
うになることを意図しています。

令和３年度事業紹介①

1.ファシリテーター養成講座（オンラインセミナー）
　経営品質ファシリテーターとは、「経営品質向上プログラ
ム」を活用して、社内外の組織やチームの「変革の場づくり」
を支援するリーダーです。
　よい組織、よいチーム、よい仕事をつくるには、活動を支
援し加速させる人材、変革の場づくりのできるリーダー（経
営幹部や推進者）が重要です。本講座では、そうしたリーダー
に必要な考え方（在り方）や、知識・技術を実践的に学び
ます。すべて、オンライン（ZOOM）による開催です。

開催日（13：30 ～17：00）   内容（予定）
 第１講 １

２ 

7月7日（水）

8月18日（水）

 「リーダーシップ」 
 事業承継にむけ、経営全体を
 とらえ共有していくためには

 株式会社コマーム
 保育・子育て支援事業
 「埼玉県経営品質賞優秀賞」受賞　

第２講 3

４

9月8日（水）

10月6日（水）  

 「社員重視」 
 イキイキと働く社員・
 パートナーさんのために 

 新日本ビルサービス株式会社
 清掃・ファシリティーマネジメント事業
 「埼玉県経営品質賞知事賞」受賞 

第３講 ５

６

11月10日（水） 

12月 8日（水）

 「顧客本位」   
 顧客のニーズを掘り起こし、 
 価値提供し続けるためには 

 株式会社タカヤマ
 廃棄物処理 /リサイクル事業
 「埼玉県経営品質賞知事賞」受賞

 第４講 ７

８ 

1月12日（水）

2月2日（水）

 「独自能力」   
 独自性を活かした戦略策定と 事業・組織づく
りのために

 株式会社大和不動産
 不動産業・資産コンサルティング
 「埼玉県経営品質賞知事賞」受賞

２．経営品質探究講座
  新潟県経営品質協議会と埼玉県経営品質協議会の共催で開催します。ソニックシティ会議室からZOOMで発信するハイ
ブリッド方式で行います。報告者のスライドによる報告のあと、コーディネーターが対話形式で進行します。また、ブレーク
アウトルームでチームごとにテーマに関する話し合いを行います。
○報告者：日鉄工材株式会社 取締役相談役 石川昌弘氏
○コーディネーター：埼玉県経営品質協議会運営委員長 髙橋　清

開催日 組織プロフィール カテゴリー

第1回 7月20日（火）
13：00 ～17：00

 理想的な姿  1.1　リーダーシップ・プロセス
 7.1　リーダーシップ・プロセスの結果

第 2回 8月20日（金）
13：00 ～17：00

 顧客・市場
 競争関係

 5.1　顧客・市場理解のプロセス
 5.2　顧客の声への対応
 7.3　顧客・市場の理解の結果

第 3回 9月 17 日（金）
13：00 ～ 17：00

 商品・サービス  6.1　主要な価値創造プロセス
 6.2　支援プロセス
 7.3　価値創造プロセスの結果

第 4回 10月 27 日（水）
13：00 ～ 17：00

 経営資源  4.1　組織の能力向上
 4.2　個人の能力向上
 7.2　組織能力の結果

第 5回 11月 9日（火）
13：00 ～ 17：00

 変革のための戦略課題  3.1  戦略の策定プロセス
 3.2  戦略の展開プロセス
 7.4  事業成果

第 6回 12月 7日（火）
13：00 ～ 17：00

 2.1  社会的責任に関する取り組み
 7.1  社会的責任の結果
 8.1  振り返りと学習のプロセス



4

今後の予定

令和３年度事業紹介②

４．経営品質賞受賞組織訪問
　経営品質探究講座で取り上げる日鉄工材株式会社（新潟県上越市）を訪問します。表彰理由とされた、
【顧客の成長戦略と自社の取り組みを親和させる「顧客成長戦略親和」】
【画期的な製品を生み出す「ベストマッチ製品開発と高生産性一貫管理」】
【組織風土の変革による社員と組織の良好な関係性】の実態を現地で体感します。
日程：2022 年1月19日（水）～1月20日（木）　1泊 2日（宿泊は直江津駅周辺を予定）
日鉄工材株式会社：金属加工、売上高 47.7億円、経常利益 9.1億円（2019 年度）従業員数：118 名

５．会員交流事業：トップの集い（経営懇話会）
　会員組織のトップが集い、テーマに即した対話を行います。今回は、AI（Appreciative Inquiry）の 4-D Cycle（Discovery
発見→Dream 理想→Design 設計→Destiny 実行計画）に基づく対話を予定しています。AIとは、経営者の考えている
事業課題や運営課題を解決するために、うまくいっていることや成功要因などの価値をみつけ、ポジティブに解決するプロセ
スを通じて、人を育て、組織の風土改革を実現する方法です。
日程：11月18日（木）
会場：パレスホテル大宮かロイヤルパインズホテル浦和などさいたま市内を予定

３．「経営の思考法」講座
　会員組織の「調査と企画の組織能力」を高めるために必要不可欠な思考法を学びます。会員組織のトップもしくは役員・
経営幹部に限定します。
　講師：岡本正耿氏（埼玉県経営品質協議会判定委員長、（株）ＭＰＣ代表取締役）
　会場：ホテルヘリテイジ 四季の湯温泉-埼玉県熊谷市

開催日 テーマ アセスメントの組織的能力を高める

第1回
合宿

8月27日（金）
13：00 ～

8月28日（土）
～12：00

カテゴリー
別学習

【設定編】

 価値創造
 顧客理解
 能力
 社会責任
 リーダーシップ

　価値をどう類型化するか
　グループ・インタビューをどうマスターする
　できる人の思考法、行動法をどう明らかにする
　イメージを出し合い、話し合うには
　数表、箇条書きでなく、ストーリーで説明するには
　実践されるビジョンとは 

第 2 回
合宿

10月1日（金）
13：00 ～

10 月 2日（土）
～ 12：00

カテゴリー
別学習

【探索編】

 価値創造
 顧客理解
 能力
 戦略
 社会責任
 リーダーシップ

　提供価値をどう変えるか
　見えない、隠れている訳を探すには
　コンセプトをみんなでどうつくる
　既存事業の計画と新規事業の創造をどう共生する
　貢献とは、どう貢献するか
　前線の企画を、上司はどう支援する

    

【埼玉県経営品質賞】
申請組織説明会　7月1日
申請書提出期限　11月22日
審査　12 月～2月
判定委員会・賞委員会　3月
表彰式　5月

【日本経営品質賞】
申請書提出期限　6月4日
審査　7月～10月
判定委員会　9月、10月
賞委員会　11月12日
表彰式（イイノホール）2月17日

【経営デザイン認証】
申請書提出期限　8月31日
トップインタビュー　9月
認証委員会　10月15日
認証式（帝国ホテル）12月2日


