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　吹く風も夏めく頃となりまし
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
事業を振り返りますと、埼玉
県経営品質表彰事業におきま
しては、新日本ビルサービス

（株）が埼玉県経営品質賞奨
励賞、（株）コマームが埼玉

代表幹事挨拶 ～2016 年度の埼玉県経営品質協議会事業にあたり

県経営品質協議会推進賞を受賞されました。
　また、３月開催のベンチマーキング事業は２日間に亘っ
て三重県で実施。日本経営品質賞受賞企業の万協製薬（株）
と三重県経営品質賞奨励賞受賞企業の（株）マスヤを訪
問し、組織風土づくりや理念の共有化について意見を交わ
すなど、大変充実した内容となりました。
　今年度は、より多くの企業に経営品質賞申請に意欲的
に取組んで頂けることを目指して事業の企画・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・
ご協力を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

『実践ベンチマーキング in 三重』開催　― 三 重 ―

　『必要とされる会社を目指す！』松浦社長が以前お話して
いた印象に残る言葉でした。『社員を大事にしている』『取
引先からも必要とされている会社』…非常に難しいことを
実現している企業のベンチマークに参加させて頂きました。
　数年前にお邪魔させて頂いたときは第 3 工場ができると

聞いていましたが、ショッ
ピングセンターを改装し
完成した第 3 工場は『地
震に強い工場建物』で
避難しやすいように通路
の幅は広く、地震で停電
したときに暗くなっても
安全なように、電源ケー
ブル類は全て天井方式、
外へ通じるシャッターは
カッターで破って脱出できるようにビニール製と、安全性を
考えた徹底ぶり。驚きなのがゴミやホコリがどこにも落ちて
いないこと（さすが万協クオリティ！）。
　ビジネスモデルとしてはクリームや軟膏など外用薬を
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1．万協製薬株式会社（2009 年度日本経営品質賞受賞）
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OEM 製造（相手先ブランド製造）、独自開発の外用薬を製
薬会社に対し提案もしています。
　驚きなのが営業担当者がいないという事、製造をしてい
る社員が製薬会社に対して提案をしているとのこと。現場
や商品を熟知している社員が提案をすれば他社と比較にな
らない位の納得度があり、製薬会社にも必要とされるので
はないでしょうか。
　そして、『社員を大事にする会社』『社員に必要とされる
会社』としての取り組み。社内のコミュニケーションを深め
るため、社員グループで企画し食事や旅行に行くプチコミ
ファミリー。会社が一人最大 10 万円の補助を出して部門
横断でのメンバーで海外旅行などに行く研修との位置付け
とのことですが、部門の垣根を越え楽しそうな報告書を見
ることができました。社内の休憩場所には漫画などが置い
てあり自由に見ることができるなど、働きやすい環境が会社

への愛着を生んでいます。
　見学の最後は万協フィギュア館、広いスペースに迷路の
ような空間で皆様とはぐれる始末（T_T）。子供のころに持っ
ていた玩具などがあり子供の時の記憶を思い出させてくれ
たひとときでした。
　講演では松浦社長と社員さんとの掛け合い（笑）をしな
がらの講話をして頂き有意義で楽しい時間となりました。『面
白い話』『本当に社員さんと仲がよい！』ことが感じ取れる
場面でした。講演会と懇親会での楽しい話をして頂いた松
浦社長様、そしてご対応をして頂いた万協製薬の皆さま、
楽しい時間を有難う御座いました。

　前日の万協製薬株式会社訪問から一夜明け、朝から伊
勢神宮外宮・内宮の参拝、おかげ横丁の視察を経て、午
後からは株式会社マスヤ（以下、マスヤ）ベンチマークに伺
いました。本社の壁一面には、おにぎり煎餅のマスコット、

「おにぎり坊や」君が出迎えてくれる、ワクワクドキドキのベ
ンチマークとなりました。
　当日の講演は吉田英昭取締副社長にお話いただき、浜
田吉司代表取締役社長には質問に対して詳しくご説明いた
だきました。
　マスヤは、1996 年の現社長就任後、西日本地域に確固
としたブランドを築いている主力商品「おにぎり煎餅」に、

会社が依存体質になって
しまっている事に危機感を
抱きました。
　しかし、無理に新たな
カテゴリーへの商品拡張
ではなく、主力商品のブ
ランド力強化の道を選び、
実現のため経営品質活動
に取り組み始めました。
　そんな中、兄弟会社である某老舗菓子メーカーの不祥事
があり、マスヤグループも大きな影響を受けました。その経
験から、コンプライアンスについて話し合い、理念に基づ
く経営が重要であるとの結論に至りました。
■ 経営理念
1．一番大切な人に食べさせたい製品を作る（ものづくり
の心） 
2．仕事を通して人生の幸福を追求する（人づくりの心） 

万協製薬株式会社
場所：三重県多気郡多気町仁田 725-1
従業員数：130 名
ＵＲＬ：http://www.bankyo.com/

２．株式会社マスヤ（2012 年度三重県経営品質奨励賞受賞）



3

ルレベルを明確にして展開
・商品開発に若手の風を送り込むため、開発予備軍「ミラ
ハナダ（未来の花を咲かせる種をまく）」の育成を展開
■ 情報システム
・社内情報交換に LINEとサイボウズを利用
・顧客からの声はパッケージの QR コードを利用したネット
アンケートから、商品開発に重要な顧客インサイトの収集
し、仮説・検証を繰り返す
　このような取り組みのご紹介により、マスヤがどのように
理念経営を実現しているのか、学ばせていただきました。
　講演後、おにぎり煎餅の工場を見学、併設のギフトショッ
プにてお土産を購入、一同埼玉への帰路につきました。

3．地域社会の豊かさづくりに貢献する（地域に向ける思い）
　この経営理念の元、「いつも変わらぬ美味しさと、ワクワ
クドキドキをお届けします」とミッションを掲げ、価格競争
回避への戦略的な取り組みをご紹介いただきました。
■ 理念経営の実現 
・理念とミッションが日々の行動として具現化されるよう、
全社員が語り合い、理解を深めるさまざまな人づくりの場
を持つ
・社長による全社員面談、上司面談、寄合、アンケートな
どを活用し、従業員の生の声を聞き、経営幹部とキャッチ
ボールすることで、理念の共有、目指す姿の理解を深めて
いく活動を実践
・理念の理解により、依存から自立（自律）できる社員の
育成を目指す
■ 人材育成
・人材育成には人事ローテーションを積極的に実施、スキ

第９回『トップの集い』講演会及び懇親会 開催　― 大 宮 ―

講話 「神戸で一番おもしろい会社を目指して ～ 経営者の試行錯誤」
株式会社伍魚福  代表取締役   山中 勧 氏

　当協議会会員組織の経営トップ・幹部が参加し、経営
品質賞受賞企業や経営品質専門家の講演会などを通して
経験交流と親睦を図るトップの集い。今回は、2011 年
に関西経営品質賞奨励、2012 年には関西経営品質賞優
秀賞、経済産業省おもてなし経営企業選を受賞され、い
かなごの「くぎ煮」で知られる兵庫県神戸市の（株）伍
魚福代表取締役山中観氏をお招きし、「神戸で一番おも
しろい会社」を目指して社内や取引先の様々な経営品質
向上の取り組みについてご講演を頂いた他、参加者から
の質疑応答にも丁寧にお答えいただきました。

　11 月 20 日に「トップの集い」のゲストスピーカーとして
関西経営品質賞優秀賞を受賞している株式会社伍魚福の
山中社長に神戸からお越しいただいて、経営品質向上への
取り組みをお話しいただきました。
　株式会社伍魚福は創業 60 年を迎える「おつまみ等の珍
味」を製造販売する会社で、「珍味を極める♥」をコンセプ
トとして、すばらしくおいしいものを作り、業界内で異彩を
放っています。一次的なお客様は問屋さんを通じたスーパー
等の小売店なのですが、二次顧客として「お酒と食に好奇

株式会社マスヤ　本社
場所：三重県伊勢市小俣町相合1306
従業員数：197 名　グループ会社：全 7 社
ＵＲＬ：http://www.masuya.co.jp/

心の旺盛な人」に「エンター
テイニング」をキーワードと
して「珍味が活きる食のシー
ンの彩（いろどり）」を提供
しています。
　製造販売といっても、工
場を持たないファブレスメー
カーで、多品種少量生産を
可能とする生産管理システ
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ムを構築しており、チルド商品 150 種類以上・ドライ商品
200 種類以上を 200 社にのぼる協力工場で見込み生産で
作りながら、欠品率 0.4％、廃棄ロス 0.1％未満という素晴
らしさ。これも 4,000 軒を超える小口分散したお得意先が
あればこそだということです。協力工場が全国にあること、
商品の原材料が特定のものに偏っていないこと、また特定
の大口取引先がないため売上の変動がゆるやかなことが当
社の戦略的独自能力となっています。
　販売は独自ルートの通販も行っているものの、主力はスー
パー等の売場なので「売場提案」自体がソフト商品だと位
置づけており、単品販売ではなく150 種類以上の珍味の
売場提案をして、プライスカード・販促物・ＰＯＰ・陳列・
発注方法など売場に必要なものすべてを提案しています。
　商品開発力が会社の鍵を握りますので、全社員がメー
カー意識を持ち、常に新しい商品を開発しようという姿勢・
社風を作るために「ヒット商品提案制度」が設けられてい
ます。社員は月 2 件、パートは月1 件提出し、社長が 13

　　　　　　　先日、アセスメント基準書改定説明会に参加しました。改訂の基本方針や、各カテゴリーの改訂内容がわかりやすく説
明されました。質疑応答も予定時間一杯まで活発に行われ理解が深まるとともに、参加者の皆さんの熱意を強く感じることが出来ました。
今年度も種々のセミナーが開催されますが、会員企業、一般の方にも多数参加いただきたいと思います。　　　（運営委員会／編集子）

『経営品質実践塾』開催　― 大 宮 ―

【編集後記】

事業や成功の見える化について学習した後、最終日の第３
回には組織プロフィールについてプレゼンテーションの時間
を設ける等、実践的な講義内容で行われました。
　また、12 月から２月にかけて開催されました推進スタッ
フ向けのＢコースは、多くの非会員を含む16 名から参加申
込があり、リーダーとして「巻き込む力」、コミュニケーショ
ンと「伝わる力」、依存ではなく自走を促す「教える力」に
ついて、リーダーシップについての持論を語る機会などを
設けながら参加者同士の対話を重視した講義が行われまし
た。
　また、Ａコース・Ｂコースとも講義の後に交流会を開催。
Ｂコースについては、参加者から２回目の交流会開催の提
案が出されるなど、講義内容と合わせて参加者同士で良い
雰囲気をつくることが出来、大変充実したセミナーとなりま
した。
　参加者からも「大変参考になりました。セミナーの後に
経営品質の関連書籍を購入して読んでいます」などの感想
が寄せられました。

　経営品質向上プログラムに取組む企業の経営幹部・推進
スタッフを対象としたセミナー「経営品質実践塾」を平成
27 年９月15 日（火）のＡコース第１回から平成 28 年２月
17 日（水）のＢコース第３回まで、計６回に渡って開催致し
ました。
　９月から11 月にかけて開催されました経営幹部・マネー
ジャー向けのＡコースには会員企業から５名、彩の国工場
指定企業より１名が参加。目指すリーダーシップ像やマネジ
メントの変遷、マルコム・ボドリッジから経営品質の体系、

株式会社伍魚福
場所：兵庫県神戸市長田区野田町 8-5-14
従業員数：65 名
ＵＲＬ：http://www.gogyofuku.co.jp/

の切り口から評価して、総合評価の良いものは商品部が詳
細聞き取り後に試作をして、好評なものは商品化されます。
選に漏れても半期に一度「敗者復活制度」があり、熱い思
いをプレゼン大会でぶつけて、全社員投票で表彰するなど
の革新を続けています。
　2005 年度から経営革新活動を開始し経営品質の向上に
取り組み、2010 年度関西経営品質賞奨励賞を受賞、翌
2012 年度に優秀賞を受賞し、その後も毎年申請を続けて
います。山中社長にとっての経営品質は、一言集約すると「評
価するのはお客様」であり、お客様にとって「おもしろい会
社」になることが経営品質の向上につながるとのお考えです。
翌日には人気番組「カンブリア宮殿」の収録のためにＴＶ
東京に行かれるとのことでした。




