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　5月18日（月）さいたま市浦和区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

創 業：1991年
所在地：さいたま市大宮区桜木町4-252 6F
業 種：小売業（メガネ・補聴器・コンタクト）
代表取締役社長：久賀 きよ江 氏
従業員：29名
　創業以来 25 年、≪美しいものを美しくみるためのサポー
ト≫でお役立ち。多くのお客様に“ありがとう”の言葉で育
てられてきました。お客様に豊かで明るい社会生活を営ん
でいただけるよう貢献し“ 地域でいちばん大切にしたい企
業 ”と言っていただけるよう努力を続けています。
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● SQA 顧客経営価値フォーラム in 埼玉 開催
● 平成 27年度 ベンチマーク視察研修会 開催　  

● 顧客価値経営セミナー 開催
● SQA 通信

SQA 顧客価値経営フォーラム in 埼玉 開催 ̶さいたま̶

１．2014 年度  埼玉県経営品質賞  受賞企業表彰式･報告会

創 業：1993年
所在地：さいたま市見沼区東大宮4-12-7
業 種：総合ビルメンテナンス業
代表取締役社長：関根 一成 氏　　従業員：1,940 名
　清掃業務からスタートし、設備管理、営繕、リフォーム、
そしてプロパティマネジメント（施設運営管理）と確実に業
容を拡大してきました。第一線で働くパートタイマーを「さ
わやか社員」と命名し、定年制を撤廃。「生涯青春」とい
うキャッチフレーズの下、やりがいをもって生き生きと働いて
いる会社です。

in 埼玉」を開催しました。表彰式で二企業に埼玉県経営
品質協議会推進賞が授与された後、受賞企業報告会で活
動内容が発表されました。
　続いて2014 年度の日本経営品質賞／大規模部門を受
賞した「社会福祉法人こうほうえん」理事長の廣江研氏に
よる事例発表が行われました。その後、埼玉県経営協議
会推進賞受賞企業の代表者と経営品質賞判定委員の寺沢
俊哉氏が加わってのトークセッションが行われ、大変充実
したフォーラムとなりました。　
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２．事例発表・トークセッション

演題：『社会福祉法人こうほうえ
んにおける経営品質向上活動へ
の取組～「個の尊厳」「互恵互助」
への弛まぬ思いと実践』
講師：社会福祉法人こうほうえ
ん 理事長 廣江研氏
≪講演内容要旨≫
　1986 年に鳥取県境港市に特別養護老人ホームを開設し
たことに始まる社会福祉法人で、鳥取県を中心に125 事業
所、職員数 2,231名で介護、保育、障がい、医療サービ
スを提供している。
　法人設立時から理念である「わたくしたちは 地域に開か
れた地域に愛される 地域に信頼される『こうほうえん』を
目指します」に基づき、地域住民が必要とする福祉サービ
スを常に考え実践することで、地域に無くてはならない法人
になることを目指してきた。地域で最も質の高いサービスを
提供するため地域ニーズの実現、外部の視点の積極的な導
入、根拠に基づくサービスの提供、社会福祉法人の使命
達成を行ってきた。 
　人里離れた場所に施設を建てるのが当たり前の時代、「私
たちの創る特養は高齢者と子ども、地域住民と繋がった施
設にしたい」と考え、小学校の隣地を法人設立の地に定め
た。1992 年に地域住民のニーズに応えるため法律の壁を
乗り越えた全国初の合築施設を建設した。2001年には利
用者の尊厳を奪わないサービス提供を法人の主軸とするた
め「抑制廃止宣言」を表明し、身体拘束ゼロ、おむつ外
し、全室個室化に取り組んだ。経験と勘が重視された介
護業界において職員に依存するサービスから脱却するため、
2001年に社会福祉法人で初となる法人全体での ISO9001
の認証を取得した。更に客観性、根拠に基づいた介護サー
ビスの提供を図るため、2008 年から慶應義塾大学とケア
ノウハウの見える化に関する共同研究を進めている。 
　経営品質向上活動の取組としては、2004 年に活動を開
始、2006 年に法人の価値観を ｢互恵互助｣ として明文化
した後、各施策の導入と、全事業への展開を行ってきた。
少子高齢化、社会保障制度改革等、福祉業界を取り巻く
環境は激変している。私どもが常に挑戦・実践し続けるこ
とにより、日本の福祉を良くする一石となればとの想いで、
これからも経営品質向上活動に取り組んで行く。

出席者：社会福祉法人こうほうえん　廣江理事長
　　　　新日本ビルサービス株式会社　関根社長
　　　　株式会社メガネマーケット　久賀社長
　　　　埼玉県経営品質賞判定委員　寺沢俊哉氏
≪質疑内容≫
　寺沢俊哉氏の司会進行の下、廣江理事長、関根社長、
久賀社長に来場者から数多くの質問が寄せられ、下記の
項目を中心に活発な質疑応答が行われました。
　・経営品質に取り組んで良かったこと
　・従業員教育、研修内容、資格制度
　・事業運営、組織体制、重要課題への取組
　・顧客の自社に対する評価、ニーズ把握 など

　ご説明の後、ショールーム兼試験場で、様々なアイデア
商品と落下試験、トラックの荷台を想定した振動試験、温
度試験、摩耗試験等々の機器を見学しました。会議室に
戻ると社内のハンドベル部の皆さんが演奏を披露していた
だき、感動と感謝に堪えませんでした。成長を続ける企業
の一端に触れ、気持ちを新たにしました。カネパッケージ
株式会社さんのご隆盛を祈念申し上げます。

訪問先：カネパッケージ株式
会社 本社
日時：平成27年9月17日（木）
14：00 ～16：00
場所：入間市南峯1095-15　
参加者：12名
　当日は、あいにくの雨模様の
中、大宮ソニックシティビル脇に集合、出発し、予定より少
し遅れて目的の「カネパッケージ」本社に到着しました。今
回の参加者には田部井副代表幹事を始め、審査やアドバイ
ザーをお願いしている方 も々含まれており、多才な顔ぶれと
なり、質問も数多く出され、中味の濃いものとなりました。
また視察後に情報交換会も開催されて気づきのベンチマー
ク視察研修会となりました。

1.事例発表

ベンチマーク視察研修会・会員交流会 ̶入 間̶

2.トークセッション

【 締めのコメント 】
◆株式会社メガネマーケット 久賀社長
　今日は本当に良い勉強をさせて頂きました。廣江理事長の
話を伺って普段から信念を持って取り組まれていること、分か
りやすくまとめることの大切さを強く感じました。弊社の経営
計画発表会で本日の資料も説明しましたが、それによって自社
の強みや今後強くしたいところ、今後目指すべき方向性を共有
することが出来、従業員が一丸となって取り組んでいこうとモ
チベーションが高まったと思っています。今後は次のステップ
に挑戦していきたいと考えています。

◆新日本ビルサービス株式会社 関根社長
　今日は大変良い勉強をさせていただきました。廣江理事長
の「外部の評価・視点を取り入れる、監査を積極的に受け入れ
活用する」ところが参考になりました。私達の会社では色々な
課題に取り組んでいますが、最近、自己満足やマンネリになっ
ていると感じていました。その対策として、今まで以上に外部
の評価やお客様の声を聴くことに取り組みたいと思います。

◆社会福祉法人こうほうえん 廣江理事長
　今日はいろいろと勉強させていただきました。推進賞を受
賞された皆さんから、更にステップアップを図りたいとの意気
込みが伝わってきて、心強く感じました。今回のように異業種
の方と触れ合って、良いところを取り入れることは大変重要だ
と思っています。私達の業界にもっと経営品質を広めることが
我々の使命と考え、新規に取り組む法人を対象に勉強会を開
催しています。今後も志をもって取り組んで行きます。

◆金坂社長の信念
　事務所の方が全員で起立をされてのあいさつで迎えていただ
き、帰りには廊下に出て見送っていただきました。お客さまを
大切にする心が伝わってきました。
　冒頭、ご自身の生い立ちからお話しをされ、謙遜されている
のでしょうが、貧しい生活から抜け出す努力を懸命に続けられ、
新聞配達やアルバイトをする中で、優しい母親に育てられたお
蔭で今の社員思いで厳しい姿勢が出来上がり、競う心がやる
気を生み、技術力や職業意識の向上に繋がっていると感じまし
た。また、経営や環境関係の数々の各賞を受賞することも社
員のモチベーションの向上になっていると実感しました。
◆人材育成
　若手社員の教育に力をいれています。緩衝材の設計を学ぶ
ために「生卵」を入れたダンボールを設計させて4ｍの高さか
ら落として、割れない包装資材を開発してくるように4人に指
示し、成功したのは1人、しかし、その翌日には全員が成功し
たそうです。それから遊び心もですが、今では200メートルの
上空からヘリで落としても大丈夫な緩衝材ができあがっていま
す。このように様々な緩衝材を生み出す技術力を高めています。
◆製造工場を持たない
　カネパッケージには自社の製造工場がありません。それでも
設計から製造までのサービスを一貫して請け負っています。原
料は、ダンボールや発泡スチロール等いろいろであり、それに
対応する製造ラインを完備するのは難しいとのことです。それ
よりも協力会社の特徴を活かして任せることで自由な営業がで
きる強みとなっています。
◆海外展開
　近年は積極的に東南アジアを中心に拠点を次々に開設してい

ます。インドネシア・ベ
トナム等14にもなりま
す。フィリピンを中核
会社として、資金は国
内から持ち出さない考
えを貫いています。相
手は日本から進出した
企業が多く、成長が著
しい地域へ商売の基軸を移しながら海外展開を図っています。
海外の拠点管理も変わっています。日本で管理し易いのはそれ
ぞれの電気使用量であり、リアルタイムで見られるような仕組
みももっており、即座に異変を察知することができます。
◆社会貢献
　フィリピンでマングローブの植林事業を推進しています。今
では600万本を超え、その費用は毎年、売上の0.1%を寄付
しています。また、社員による植林ツアーが実施されていて、
社員にも非常に良い体験となっています。福祉施設への訪問、
その他にも地域の各イベントに参加する等、ふるさと納税に商
品を提供し、行政の中に「ふるさと寄付金制度」として確立さ
れています。また、一般向けに飲物を購入することによりマン
グローブ植林活動に寄付できる自動販売機の設置を進めてい
ます。環境面の活動も素晴らしく各種の賞を受賞しています。

【カネパッケージ株式会社の概要】
・設立 昭和 51年 9月29日
・資本金 5000万円
・従業員 750 名
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　平成２７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案内致します。
●経営品質「実践」塾 Ｂコース
経営幹部とスタッフがタッグを組んで会社の経営を成長軌道に乗せる経営品質「実践」塾。１２月よりスタッフ向けのＢコースを開催
致します。

●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」
　顧客本位・独自能力・社員重視・社会との調和に基づいて顧客価値が提供され、業績にも連動しているベストプラクティス
組織を訪問し、経営品質向上活動の取組とそれを育む組織の雰囲気や風土を実感して頂く「実践ベンチマーキング」の開催を
予定しています。詳細が決まり次第、正式なご案内を致します。
　　　　　平成 28年２月予定
　　　　　県外企業の訪問で調整中

　彩の国工場振興協議会様との共催で「顧客価値経営セミ
ナー」を一話完結 3回シリーズとして6月16日、7月7日、
8月4日に開催し、それぞれ 25 名、34名、33 名の参加
者を得ました。
　ファシリテーターは、わかりやすくて面白いと定評のある
寺沢俊哉氏です。
　第１回のテーマは、お客様の立場で考える！で、お客様
第一主義とは違って、お客様の立場に立つという顧客本位
の原点を確認し、自社の事業をどのように成長させ、中小
企業として勝ち残るパターンは何かということを考えていき
ました。具体的事例として、2009 年度の日本経営品質賞

受企業の株式会社万協製薬（三重県）のビデオを視聴しま
した。
　第２回は、人材を育てる！で、一人ひとりが自ら考え、や
る気をもって行動する自走人材を育てるにはどうしたらいい
かについて、事例と体験学習で学んでいきました。事例は、
米国国家品質賞を2回受賞しているリッツカールトンホテル
と2002 年度日本経営品質賞受賞のトヨタビスタ高知（現：
ネッツトヨタ南国）のビデオの一部を視聴して対話を行いま
した。
　第３回は、リーダーシップを発揮する！で、素晴らしい仲
間とともにお客様に対して独自の価値を提供し続けるため
の仕事をつくるリーダーの役割を考えていきます。サイモン・
シネック氏のWHYから始まるインスパイア型リーダーシッ
プのプレゼンビデオや、ビジネスモデルキャンパスを用いて
リーダーシップのプロセスを学習しました。講義だけでなく、
動画やワークを行うことで、リーダーとしての必要な考え方
に新たな視点を見出すことができたと、受講者から感想が
寄せられています。

　　　　　　　2015 年のノーベル物理学賞を梶田隆章・東京大学宇宙線研究所長が受賞することが発表されました。埼玉県出身者（東
松山市出身、川越高校・埼玉大学卒業）として初の受賞であり、同じ埼玉県民として誇りに思います。経営品質活動においても、信念を持っ
て努力を積み重ねることの大切さを再認識し、良い刺激をいただきました。（運営委員会／広報・交流部会）

顧客価値経営セミナー開催  ―さいたま―

SQA 通信　～事務局からのお知らせ～

【編集後記】

第１回 平成２７年１２月１５日（火）10：00 ～16：00
第２回 平成２８年１月１９日（火）10：00 ～16：00
第３回 平成２８年２月１７日（水）10：00 ～16：00
大宮ソニックシティビル８階会議室（さいたま市大宮区桜木町 1-7-5  大宮駅西口徒歩３分）
第１回：「アクションプラン（実行計画書）」をつくろう
第２回：「スタッフとしての対話能力を磨き上げる（1）」～一人ひとりを動機付ける対話力
第３回：「スタッフとしての対話能力を磨き上げる（2）」～まわりを巻き込み、行動させるリーダーシップ
15,000 円 (スポット受講は１回 5,000 円 )

【開催日】 

【 会 場 】 
【 内 容 】

【受講料】 

【 日 時 】
【訪問先】


