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SQA 顧客価値経営フォーラム in 埼玉 開催  ーさいたまー
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■ 会社概要
　・創業：1964 年 1月
　・業種：一般機械部品製造業
　・代表取締役社長：清水洋氏
■ 事業内容
　・マシニングセンターによる切削加工
　・電子ビーム溶接（半導体製造装置向け）
　・精密機械組み立て
　・モンゴル子会社との貿易
    ・太陽光発電システムの販売及び施工
    ・売電
■ フィードバックレポートで評価された強み
　・トップダウン型経営から共生・社員参加型経営への 
    変革　
　・基幹プロセスと支援プロセスの強固な連携
　・モンゴル子会社展開とモンゴル人従業員の育成

　昨年度の埼玉県経営品質賞の受賞企業の表彰式・報告
会が行われ 3 社が表彰されました。表彰後、経営品質の
取組が各社より報告され、それぞれの理念に基づいた特
徴のある取組により、高い成果を発揮していることが分か
りました。

知事賞　賛光精機株式会社（本庄市）

1.  2013 年度埼玉県経営品質賞 受賞企業表彰式･ 報告会

　5 月 20 日（火）さいたま市のさいたま商工会議所会館
にて「埼玉経営品質協議会　顧客価値経営フォーラム in　
埼玉」を開催しました。2013 年度埼玉県経営品質賞受賞
企業の表彰式と報告会の後、2013 年度の日本経営品質賞

中小規模部門受賞の西精工（株）代表取締役社長、西泰
宏氏による事例報告や、賛光精機（株）の清水社長、経
営品質賞判定委員の寺沢俊哉氏が加わってパネルディス
カッションが行われ、大変充実した事業となりました。
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ベンチマーク視察研修会・会員交流会（三州製菓株式会社）推進賞　松井産業株式会社（三郷市）

■ 会社概要
　創業：1922 年
　業種：総合建設業・不動産業　
　代表取締役社長：松井宏之氏

推進賞　狭山モータースクール株式会社（狭山市）

■ 会社概要
　操業：1964 年 4 月
　業種：教育業 ( 自動車教習所 )
　代表取締役社長：町田渉氏

2. 事例発表・パネルディスカッション

事例発表　　演題　「人　づ　く　り　か　ら　始　め　る　風　土　改　革」
講師　西精工株式会社　代表取締役社長　西 泰宏　氏　（2013 年度　日本経営品質賞　中小規模部門受賞）

■ 会社概要
所在地：徳島県徳島市
創業：1923 年 4 月
事業内容：ファインパーツ
の製造・販売
従業員：243 名

（2013 年 4 月1日現在）
■ 講演内容

る。
毎日1 時間の掃除を通じて、もの作りの大切なところを
学んでいる。総務も営業も現場の掃除に行く。3 割の社
員は毎日、社外清掃を行っている。
リーマンショック直後に売上が減少し、赤字になりそう
になったが、その時にこそ飲み会やイベントを増やしてコ
ミュニケーションの機会を増やし、結束力を高めて難局
を乗り切った。
社長は朝 6：30 に出社し全社員にメールする。約 70 名
から返信が帰ってくる。徹底的に対話することを重視し
ている。
社員満足度調査を毎年 1 回実施し、結果を徹底的に分
析して社員の疑問、不満等について職場で説明、改善
を進めている。社長が一つだけ作って重要視している質
問の「あなたは、月曜日に会社行く時にワクワクします
か？」に対して、昨年の肯定回答は 89％であり向上傾向
が続いている。
コストダウン要求が厳しい経緯から赤字となった製品が
あるが、作っても誰も喜ばないし、社員に作らせるのが
辛い。それを避けるために高付加価値で他社が真似で
きない極小、高品質、高機能なファインパーツの比率を
上げて行きたい。
社会貢献は会社、総務が考えた事はやらされ感がある
ので、社員が自分達で考えてやっている。

顧客価値経営セミナー開催　― さいたま ―

　今回の訪問先は、春
日部市の豊野工業団地
内で操業されている三州
製菓株式会社の新第二
工場と併設されているカ
フェ「エス・テラス」です。
　埼玉県経営品質協議
会前代表幹事の斉之平
社長と運営委員でもある
宮下ゼネラルマネージャーのお二人にご案内をいただきまし
た。
< 工場と製品 >
　新工場の設備は、食品工場ということで、手の洗浄を行
わないと工場内へ入れないインターロック機能及び履物や
衣服の洗浄等々衛生面で最新鋭の設備が設置されており、
素晴らしく、安全で安心してお客さまに提供できると感じま
した。カフェから工場内が見られるように窓ガラスがはめ
込まれていて、工夫がされています。
　製品は、おせんべいの他、新しく米粉のバウムクーヘン
や揚げパスタ、ブッセ、ケーキ等です。試食したバウムクー
ヘンは美味しくて多くの参加者がお土産に買っていました。

この商品開発にはお客さまの目線に近い女性が大活躍され
ており、揚げパスタもそのひとつです。また、地産地消を
推進しており、地元で採れた米や野菜が並べられています。

< 経営品質向上の取組み >
　先ず、驚かされるのが「会社手帳」でパートさんを含む
全従業員に配布され、経営理念や行動指針から事業戦略、
財務が公開され、共有化されています。さらに最初のペー
ジには社長の手書きのメッセージが記されています。　　　　　　　　　　　　　　　
　次に一人一研究です。全員が毎年テーマを設定して課題
解決を図り、発表会を実施して賞品も用意されて、楽しさ
の中にもプレゼン能力の向上、職場環境の改善、生産性
の向上等成果を上げられています。　　
　そして、一人三役です。仕事の習熟度が新人から達人ま
で６段階に分かれ、自身の担当する業務では当然に達人
になり、それ以外の業務にも時間を作り勉強する。そうす
ることで他部門の援助できて効率化に繋がっています。こ
のように社員を大切にしながらモチベーションを上げて好
業績を達成しています。
　最後に交流会にも気配りをいただき感謝申し上げるとと
もに貴社のご繁栄を祈念します。

　３回ともに定員いっぱいの盛況ぶりで、運営委員は立ち
見になるほどでした。「経営品質」については予備知識が
ない方が半数以上いらっしゃったにもかかわらず、講師を
お願いした寺沢俊哉さんが中身の深い内容をとても平易に
解説してくれたおかげもあって参加者の満足度も大変高い
ものでした。
　初回は「お客様の立場で考える」、二回目は「人材を育
てる」、最終回が「事業を成長させる」というテーマで、埼
玉県経営品質賞を受賞した賛光精機の清水社長の事例発
表をいただいたり、経営品質学会の渡辺さんから、日本経
営品質賞や各地域の経営品質賞受賞企業アンケートの結
果から読み取れることについての解説をいただいたりと中
身も盛りだくさんで、とても充実したセミナーとなりました。　　　
このセミナー受講後に入会され、埼玉県経営品質協議会
推進賞へ挑戦を開始した会社も出ています。

　協議会の会員拡大策の一環として、昨年までは県内主要
都市で年に２回ほどトップセミナーと称して経営品質賞受賞
企業の事例報告や地域優良企業のトップに講演を実施し
てきましたが、年度の前半に集中して開催した方がよいの
ではないかと見直しをして、今年度からは「顧客価値経営
セミナー」として１回完結３回シリーズで 6月10日、7月１日、
8 月 5 日に大宮ソニックシティで行いました。時間も社長さ
んが出やすい14:00 ～ 16:00としました。

人間尊重の経営で人と人とのふれあいと絆を大切にした
明るく活気のある会社を目指している。
以前は機械への投資を優先するあまり、社屋はボロボロ
で、社員は勤務していることを自慢出来ない会社だった。
社員が会社を誇りに思い、家族に遊びに来て貰えるとと
もに、子供がこんな会社に勤めたいと思えるようにした
いと社屋を建て直した。
社員を大切にしなければ、社員はお客様やビジネスパー
トナーを大切に出来ない。
社員は一番大事な家族と一緒、大家族主義で社員の幸
せを追求している。会社をいつも一緒にいることが出来
て、外へ出ても何かあったらいつでも帰って来れる場所
にしたい。
毎日 50 分間のフィロソフィ朝礼を行って創業の精神、
経営理念の浸透を図っている。これにより生産性が上が
り、目的意識を持って仕事に取り組むことに繋がってい
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　第１回は「顧客本位」、第２回は「社員稼業」、第３回は「ア
セスメント」、いよいよ､ 最終回です。今回は、Ｄｒ.テラ
が考える「３つの確信」についてお話しします。
　これまで、経営品質に限らず、数百社の経営革新、おそ
らく、数万人の研修を実施してきました。２０年以上もコン
サルタントをしていると、まあ、そんな数になるわけです。
　そして、その中で確信したことが、３つあります。
　この３つの考え方を守れば、成功する。
　この３つに従えば、幸せになる。
　それは、経営だけに限らず、人生そのものにおいても同
じではないかと考えるようになりました。
　最終回は、それを端的に示した３つの詩を紹介します。
ぜひ、ご参考にしてください。
■ 自分事にすることが大切 ■

「一隻の船は東へ、もう一隻は西へ行く。同じ風を受けて。
進路を決めるのは風ではない、帆の向きである」（エラ・ウィー
ラー・ウィルコックス）
　“One ship drives east  and another drives west
　with the selfsame winds.that blow.'Tis the set of
　the sails and notthe gales.”
　(Ella Wheeler Wilcox）
■ 貢献することが大切 ■

「人生の終わりに残るのは、我々が集めたものではなく、与

えたものだ」（ジェラール・ショドリー）
“Ce n'est pas ce que nous avons amassé qui reste 
après cette vie, mais ce que nous avons donné.” 
(Gérard Chaudry)
■ 夢を語ることが大切 ■

「船をつくりたかったら、人に木を集めてくるようにいったり、
作業や任務を割り振ることをしないで、はてしなく続く広大
な海を慕うことを教えましょう」（サン・テグジュペリ）
If you want to build a ship,don’t drum up the people 
to collect wood　and don’t assign them tasks and 
work,but rather teach them to long　for the endless 
immensity of the sea.(Antoine Marie Jean-Baptiste 
Roger, comte de Saint-Exupéry)
　４回にわたり、ありがとうございました。

　第１回は「顧客本位」、第２回は「社員稼業」、第３回は「ア えたものだ」（ジェラール・ショドリー）

Dr.テラのはじめての経営品質
第 4 回　「3 つの確信」

【寺沢俊哉氏の紹介】
・公益財団法人日本生産性本部
　主席経営コンサルタント
・経営品質賞判定委員（埼玉県・
徳島県）・経営コンサルタントとし
て、約 200 社のコンサルティング、
延べ1万人を超える研修を実施
・ホームページ「テラメディア」 
http://teras.jp/ にて経営品質に
関連する情報提供をしています。

SQA 通信　　                           〜 事務局からのお知らせ 〜

【編集後記】

　平成２６年度も折り返しとなりましたが、ここで今後開催
予定の事業を改めてご紹介致します。
①アセスメント基準の改訂内容と受賞組織の事例を学
ぶ「顧客価値経営ゼミナール」
日時：平成２６年１２月９日（火）、平成２７年１月１３日（火）、
２月１０日（火）、３月１０日（火）　いずれも１４：００～
会場：さいたま商工会議所 業務本部会議室
内容：第４回 12/9　Cat.3 情報マネジメント、第５回 1/13　
Cat.5 顧客・市場理解のプロセス、第６回 2/10　Cat.6
価値創造のプロセス、第７回 3/10　Cat.7 活動結果

　円安傾向となった今でも製造業の海外移転の流れが止まらない中、今回の紙面で紹介した西精工㈱と賛光精機㈱は、強力に経営革新
を進めるともに、他社が真似できない卓越した技術による製品を世に送り出すことで、厳しい環境下の国内製造業の中でも発展成長を遂
げています。今後も経営品質向上と日本の「ものづくり」の先駆者として、地域で頑張っている姿を見せて頂けるよう期待しています。

（運営委員会／編集子）

※内容は変更になる場合があります
    受講料：会員無料、一般 1,000 円／回
②優れた経営を行う企業をベンチマーク、会員交流会
もあり「ベンチマーク実践」
日時：平成２７年３月12 日（木）～ 13 日（金）
※詳細が決まり次第、正式なご案内を致します
訪問先：西精工株式会社（徳島県徳島市）
平成２６年５月２０日に開催致しました「顧客価値経営
フォーラム in 埼玉」でご講演を頂いた 2013 年日本経営
品質賞受賞企業である西精工株式会社を訪問致します。


