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　若葉が薫る頃となりましたが、会員
企業の皆様におかれましては益 ご々清
栄のこととお喜び申し上げます。
　さて、昨年度の当協議会事業は、
３月に行った２０１３年度日本経営品
質賞受賞企業である西精工㈱ ( 徳島
県徳島市 )での２日間にわたるベンチ
マーキング等、経営品質向上プログラ

ムへの取組について学びの機会が得られる事業を幅広く実

も7～ 8 割が15 年
ぐらいで無くなると
言われているが、私
達は100 年続ける
ことを目指して取り
組んでいる。
　ねぎしの基本的な考え方は、事実前提（利益を上げるた
めの経営）から価値前提（働く仲間の幸せ、100 年企業
実現のための経営）へ進化してきた。
　理念は共有することと、具現化するための仕組みをつく
ることが重要と考えている。理念を共有した働く仲間全員
で、仮説・計画（Plan）、実行（Do）、対話（Communication）、
改善・学習（Action）の仕組みを活用して、ビジョンの見
える化を実現していく。特に対話（Communication）を
大切にしている。900 名のアルバイトの中で約 350 名が外
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● 代表幹事挨拶
● 第 7 回『トップの集い』開催
　   ねぎしフードサービス㈱　根岸社長講話

● 『実践ベンチマーキング in 徳島』開催
● 『Dr.テラの経営品質向上塾』開催
● 『顧客価値経営セミナー 導入編』のご案内

2015 年度の埼玉県経営品質協議会事業にあたり
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講話「100 年企業への理念共有と人財共有 PDCA 」 2014.11.28
講師： 株式会社ねぎしフードサービス 代表取締役 根岸 榮治 氏

　1970 年～1980 年は、現在の「ね
ぎしフードサービス」を起業し、多業
態の飲食店を茨城県、福島県、宮城
県の3県にまたがる広範囲に20店舗
出店する「多業態、広範囲の狩猟型
経営」を行っていた。1981年に、牛

たんを酒のつまみから食事スタイルへの提供に変更した。
　「牛たん・とろろ・麦めし　ねぎし」の1号店を新宿に出
店して、「同一業態・同一地域での農耕型経営」に変え、
東北 3県の店舗は順次閉店し、東京都内に集中出店を続
けてきた。
　現在は、「ねぎし」を33 店舗、他に1店舗を直営にて
経営しており、2013 年度は売上高 54 億円、ご来店客数
410万人、現在の従業員数は正社員120 名、アルバイト
900 名である。一般的にこの業界では、飲食店を出店して

施致しました。また、埼玉県経営品質表彰事業においては
新日本ビルサービス㈱と㈱メガネマーケットの２社が推進賞
に選ばれる等、大変充実した内容となりました。
　今年度の事業につきましても会員の皆様により満足して頂
ける事業、多くの企業に経営品質向上プログラムに関心を
持って頂ける事業、経営品質賞申請に意欲的に取り組んで
頂ける事業を目指して企画・運営をして参る所存でございま
す。引き続き当協議会事業にご支援・ご協力を賜ります様、
宜しくお願い申し上げます。

埼玉県経営品質協議会
 小山福松　代表幹事
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国人であり、また300 名が毎年入れ替わる。アルバイトは
個々に価値観が異なるので、だからこそ理念の共有が大切
だと考えている。外国人アルバイト向けに経営思念などを
翻訳した「ねぎし精神」をつくって共育の場で活用している。
　理念共有・人財共育 PDCA スパイラルを回すことで、自
律型親切人間をつくり、取組に対する思いが深まる。成長
の秘訣は Plan から参画することで、取組が「私ごと」にな
り自分の成長につながる。Doから参画すると「人ごと」に
なり自分の成長につながらず、仕事でなく作業になる。スポー
ツに例えると、試合中に指示を仰ぐ野球型ではなく、自分
で考えて行動するサッカー型の取組が重要と考えている。
　経営理念を働く仲間、ビジネスパートナー、お客様と共
有し徹底するために、｢改革改善全体会議」｢朝礼・今日
の一言」「経営理念テスト」「ビジネスパートナー対象の経
営指針発表会」「パンフレット・クレド」「常設アンケート・
親切賞」「箸袋・おしぼりにも経営理念」等の仕組みを有し、
活用している。
　毎月、全社員が出席する改革改善全体会議では、ケー
ススタディとして、店舗で改善課題に対して計画の立案か
ら、どうやってクリアしたかを共有する。発表は店長の下に
いる者が行うが、回数を重ねるごとにプレゼンが上手にな
り成長を感じることが出来る。
　ねぎしの５大商品は① Quality（味）、② Service（笑・

元気）、③ Cleanliness（清潔）、④ Hospitality（親切）、
⑤ Atmosphere（楽しさ）だが、これらを高めるための仕
組みづくりは店長が中心になってつくりあげている。
　Cleanliness（清潔）を向上させる Ｃプロジェクトの中で
は、どの店が一番清潔かを競う「クレンリネスコンテスト」
を開催している。店長が他の店舗を審査し、上位１０店舗
に賞金を、下位５店舗に雑巾を渡している。店の全員が綺
麗にする気持ちがないと上位にはなれない。
　コミュニケーションを深めるためにアルバイトも含めた「リ
フレッシュ共育」や、懇親会を定期的に行っている。社内
報も従業員達でつくり、２ヶ月に１回、発行している。コミュ
ニケーションが良くなると離職が少なくなり、５大商品の向
上につながる。
　常設アンケートを活用してお客様から感想、意見、要望
を頂戴している。月間1400 通を回収し、お客様から親切
だと褒めて頂いた従業員を、親切賞として毎月300 名を表
彰するとともに、半年ごとに親切大賞も表彰している。お
叱りを頂いたアンケートは、お宝レポートとしてミーティング
で共有し改善に繋げるとともに、経営にも活かしている。
　常設アンケートの総合満足度は年々向上し、2014 年上
期は過去最高を記録し90％を超えた。
　今後も更なる向上を目指して、従業員が一丸となって取り
組んでいきたい。

『実践ベンチマーク　in　徳島』開催　― 徳 島 ― 2015.3.11-12
西精工株式会社（2013 年度日本経営品質賞受賞）

　徳島空港からのバスが本社工場に到着すると社員さんが
建物から飛び出してきます。こちらが恐縮してしまうほどの
お出迎えにいきなり驚かされました。
　まずは西社長を中心に本社をバックにして集合写真。建
物に入ると事務所の社員さんが全員立ち上がってこちらに
向き直ってご挨拶をしてくださいます。恐縮しながら階段を
上がると廊下の角々にも女性社員の方々が笑顔で誘導して
くださいます。
　会議室の席には私たちの名前入りの手書きカードとナット
くん人形が。ご担当の小倉さんから諸注意を受けて工場内
へ。
　レトロ感が漂う工場建屋ですが、５Ｓが行き届いていて
ピカピカで切粉一つホコリ一つもない美しさ。世の中にこ
んなに多くのナットが使われるのかと驚くほどの数量が日々
生産されています。社員の皆さんが帽子を取ってのご挨拶

も素晴らしいものです。お邪魔してすみません。
　一時間ほど経って会議室に戻るとコーヒーとクッキーがお
出迎え。クッキーは知的障害者施設とコラボして作られてい
るものだそうです。添えられた手書きカードのあたたかさに
頬が緩みます。そしてなんと集合写真が出来上がっている
ではありませんか。一人ひとりの名前までプリントされてい
ます。

の話をする」ために、皆準備をして待っているとのこと。
　こうした取り組みを続けてきた結果「月曜日に会社に来る
のが楽しいという社員が 90％を超えたら社長を卒業しよう
と言っていたら昨年 89％まできてしまったので、95％に上
方修正させてもらう」状態にまで達しています。
　初日はこれにて終了。一旦ホテルに寄ってから徳島市内
の懇親会場に。西社長を囲んで質問攻めです。
　翌朝は朝礼を見せていただくため８時前に到着。ラジオ
体操の後の８時10 分から９時まで様々なグループと場所で
行われています。創業の精神や経営理念、品質方針、安
全標語、行動規範、年度スローガンの唱和に続いて、くじ
引き棒が回され同じ番号の社員４～５人がグループとなっ
て『フィロソフィー』について対話を行います。今朝のポイ
ントは “革新＝寝ても覚めても考え続けること”でした。対
話が終わると代表者が前に出て「こんな意見が出ました…。
まとめると…。」と発表していきます。全員が話し手におへ
そを向けてきちんと聞く態勢になります。最後に全体のまと
めがあり全員拍手で終わります。西社長はニコニコしなが
ら後ろで見ているだけ。
　あとからお聞きしてわかったのですが、知的障害を持つ
社員さんも普通に参加して、今朝は発表もしていたとのこと
です。フィロソフィー朝礼のパワー恐るべしです。
　その後は社員３人との“クロストーク”。「字は心を映す
から、文字の変化に気付いたら声かけをするために“ 私の
一週間 ”は手書きにしている」と学校の担任の先生顔負け
のお話や、挨拶は「周りが変わっていくことでできなかった
人ができるようになった。」という話が聞けました。
　ありがとうカードが月５０枚しか出なかったのが今では
6000 枚を超えるほどになっているそうで、そこには「私を
認めてもらっている、受け入れてくれている。だから信頼で
きる。」風土が作られていることがよくわかりました。
　今回参加した18 名は一様にこの「信頼し信頼される」
空気感に浸され、会社を見る眼や人生観が変わったという
感想もありました。年度末の繁忙期で泣く泣く参加できな
かった方もいらっしゃいましたので、次の機会を企画したい
と思っています。二度三度とお伺いしたいほどの素晴らしい
会社です。

　一息入れていよいよ西社
長のお話し。西精工の主力
製品であるナットは自動車
向けが 80％。毎年コスト
ダウン要求が来るという厳
しい環境で、「10 年前は来
た見積は断わらなかったの
ですが、強みに特化して転注しにくい複合製品を主力に、
それ以外は協力会社に任せて品質保証することにしたり、
売上の20 ～ 30％あったものの赤字だったベアリングから
も撤退を決断した」ことによって今では経常利益率が１０％
を超えるまでになっています。
　そして５年前に『ファインパーツを創造する』という価値
にたどり着きました。「これですべてが変わっていきました。
採用の仕方も変わり、自分で考え自分で仕事を楽しめる人
材、チームの成果を皆で作り上げていくことが喜びとなる人
材を求めるようになりました。」
　西社長が東京の勤務先から呼び戻されてきたとき本社は
古く薄暗く、社員食堂は北側の暗い場所にありました。「直
接お金を生まない場所なのでそれでよいと思っていました
が、社員がここで働いていると家族に言えない状況だと分
かり、家族を連れてこられるようにしたい」と新築して、南
側の一番良い場所に社員食堂を移したのです。「当時は労
災が起きたこともあって余計に社内が暗かったので、朝礼
で安全に関する話をして、清掃と挨拶を徹底して行いまし
た。」が、すぐに社員がついてきてはくれません。
　そこで「経営理念を作りました。社是はありましたが、社
員の事が書かれていないので捨てました。」理念は掲げる
だけでは何も変わりません。「毎朝６時から６時半にＡ４一
枚に経営理念から一つの項目を選んで、それに対する社長
の考え方や想いをつづり、メール発信しました。」その日の
夕方５時までに「どう思うか」との社長の問いかけに応える
という仕組みです。これが２～３年続けられ、２００の西精
工フィロソフィーとしてまとまり、プリントアウトしてフラット
ファイルにとじられたものを朝礼で対話のテーマとしている
のです。
　「どうかなぁそれ」というツブヤキ戦法が西社長の得意技。
５月１１月の年２回、20チームの係別面接を１時間半から
２時間かけて行っています。夜には “８懇 ”と呼ばれてい
る社長と一緒に社員８人以内での飲み会で「ど真剣に仕事

◀西精工株式会社

社長の問いかけに社員が応える形で
作られた『200の西精工 フィロソフィー』
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　恒例になっている寺沢講師による経営品質向上塾が、月
一回で一泊の合宿を含み７日間開催されました。少し残念
なことは参加者が少なかったことです。事務局として振り返
りを行い、2015 年度は、より多くの参加を呼び掛けること
とします。
　内容は、第一回のお客様の立場で考えようから第七回の
人材を育てようまでアセスメント基準書のカテゴリー毎に要
求される事柄を自然体で学ぶことできました。少人数でコ

ミュニケーションも深まり、それぞれの悩みも解消され、実
務で役立っていると思っています。
< 参加者の声 >
（賛光精機㈱　金田さん）
　寺沢先生の講習は、ワークショップ形式で職種も役職も
全く違う方たちと真剣に語り合い、講習の最後で課題が出
され自社で実践し、次回講習のワークショップで発表し成
果を分かち合います。毎回刺激があり、飽きやすい私でも
時間を感じさせない内容でした。社内でも講習で学んだこ
とを早速生かせました。
（賛光精機㈱　佐藤さん）
　第一回目の「お客様の立場で考えよう」から始まり各カ
テゴリー毎に自社を知り、議論を重ね、更には日本経営品
質賞受賞企業の例をもとにして自社の現状を深く考える時
間が得られました。この講習は現在でも振り返り生かすこ
とが出来ております。寺沢先生の素晴らしい講習に参加さ
せていただき感謝しております。

【編集後記】
　今回のベンチマーク先は、昨年 5 月の「顧客価値経営フォーラムｉｎ埼玉」で講演して頂いた徳島の西精工さんでした。昨年の講演で「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す」と話されていましたが、その取組が随所に見られ、
素晴らしさは想像を遥かに超えて感動もので、参加者全員が多くの気付きを得ることが出来ました。今年度のベンチマークにも、多くの方
に参加頂きたいと思います。                                                                                                                （運営委員会／編集子）

『Dr.テラの経営品質向上塾』開催 ― 大 宮 ―  2014.9.17-2015.2.18

『顧客価値経営セミナー 導入編』のご案内　― 大 宮 ―

　「お客様が要求する『品質・納期・価格』を追い続けているが、どうもそれだけではうまくいかない」「『量を追いかける効
率重視の経営』から『顧客価値を追求する経営』へ転換を図りたい」とお考えの経営者・経営幹部の皆様へ：厳しい競争
環境下において、これからの「経営」のあり方を考える場として是非本セミナーをご活用下さい。

第１回

第３回

第２回

2015 年６月 16日（火）
テーマ「お客様の立場で考える」

2015 年７月７日（火）
テーマ「人材を育てる」

2015 年８月４日（火）
テーマ「リーダーシップを発揮する」

【受講料】
会員企業：無料
              ( 法人会員は５名、個人会員は１名まで )
一　　般：１回のみ   2,000 円
               ３回通し   5,000 円
※１回完結、 全 3回のセミナーとなります

【定　員】 各回 50名

【お申込】
ウェブサイト http://www.sqa-net.jp にて
公開しているチラシをご確認ください

【会場】大宮ソニックシティビル


