
2017年2月9日(木) 13時00分～ 

ホテルメトロポリタン長野 3F 浅間 
長野市南石堂町1346 TEL:026-291-7000 

  主催：長野県経営品質協議会 

長野県経営品質賞表彰式 
及び受賞組織報告会 

長野県経営品質賞が目指すこと 
 

1. 経営品質向上プログラムで企業・組織を活性化 
   長野県経営品質賞は、日本有数の中小企業が存在する長野という地域の中で 

｢経営品質向上プログラム」を活用して、各企業・組織・団体が活力を高め、 
成長を続けるための一助となることを目指しています 

 

   2. 受賞企業・組織をベンチマークして経営改革を推進 
   本賞を受賞された優良企業の事例（ベストプラクティス）を県内に広めることにより、 

改革を望む組織が業種や規模・組織形態といった枠を超え互いに学びあい、 
競争力を高めていく好循環が生まれることを期待しています 

長野県 

一般社団法人長野県経営者協会 

長野県商工会連合会 

一般社団法人長野県経営支援機構 

株式会社八十二銀行 

長野県信用組合 

株式会社商工組合中央金庫 松本支店 

諏訪東京理科大学 

公益財団法人長野県中小企業振興センター 

長野県中小企業団体中央会 

長野県中小企業家同友会 

一般社団法人長野県中小企業診断協会 

株式会社長野銀行 

株式会社商工組合中央金庫 長野支店 

信州大学 

松本大学 

公益財団法人長野県テクノ財団 

一般社団法人長野県商工会議所連合会 

一般財団法人長野経済研究所 

信濃毎日新聞社 

長野県信用金庫協会 

株式会社商工組合中央金庫 諏訪支店 

長野大学 

清泉女学院大学・清泉女学院短期大学 

Nagano Quality Award  2016 「社長さん、お客様が増えない限り会社の発展はないですよね！」 

２０１６年度年次大会 

後援 



2016年度 長野県経営品質賞 受賞組織 
 

■オープン：1995年7月   ■所在地：塩尻市広丘吉田366-1   ■本社：山梨県甲府市    

■売上高：9億61百万円（2016年3月期）   ■従業員：112名（2016年3月現在）  ■ＨＰ：http://www.kur-hotel.co.jp/ 

総支配人 遠藤慎一氏 

＜長野県知事賞として評価されたポイント＞ 
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長野県知事賞(長野県経営品質大賞) 

 そして、長野県経営品質賞審査会において、長野県らしさの評点を加点し、長野県知事賞と決定されま
した。 

株式会社クア・アンド・ホテル 信州健康ランド（申請区分：Ａコース） 

 奨 励 賞 塚田理研工業株式会社（申請区分：Cコース） 

■設立：1946年6月   ■資本金：3,750万円   ■所在地：駒ケ根市赤穂16397-5 

■売上高：54億24百万円（2015年5月期）   ■従業員：180名（2016年6月現在）  ■ＨＰ：http://www.tukada-riken.co.jp/ 

代表取締役社長 下島康保氏 

 信州健康ランドは、山梨県甲府市に本社がある(株)クア・アンド・ホテルの
５事業所の１つで、温浴施設である健康ランドと宿泊施設であるホテルを併設
した複合施設です。お客様への３つの約束「最高のおもてなし、徹底した清潔
さ、完全な安全性」を追求し、全てのお客様の心と身体を癒し、喜びと満足で
「また来てみたい」と思って頂くことを経営目的とし、「地域で１番喜びの集
まる場所」を目指しています。 「2016年度版日本経営品質賞アセスメント基
準書」に基づき、３名の審査チームによる書類審査、現地審査の結果、 
 ① テナントも含めた全従業員一体となった各種活動の実践 
 ② さまざまな機会を通したお客様理解と対応および改善の取り組み 
 ③ 企画・サービスプロセスの充実と効率化を追求した業務運営 
の３点が特に優れた「強み」と評価されました。 

 「非常識への挑戦」を経営目標とし、常にめっき業界内に先駆けて新技術
を導入、積極的な設備投資、独自開発の特殊装置により、他社ができない付
加価値を提供しています。創業55年を迎え、世代交代を進めていく時期と
なり、組織プロフィールを作成して、目指す姿と現在の状況をより明確にし、
中期的にその実現に向けた計画を策定し、実行していくことにしました。 
 ２名の審査チームによる審査の結果、①トップ自らによる、全社員とのコ
ミュニケーションと社員第一の職場環境づくり、②業界トップレベルの環境
配慮設備や地域社会との良好な関係による取引先からの信頼獲得、③高い 

＜奨励賞として評価されたポイント＞ 

プログレス賞 山清電気株式会社（申請区分：Cコース） 

■設立：1974年12月   ■資本金：2,000万円   ■所在地：安曇野市穂高柏原2296 

■売上高：7億2百万円（2015年5月期）   ■従業員：42名（2016年7月現在）  ■ＨＰ：http://www.sansei-dk.co.jp/ 

代表取締役社長 
伊藤 恭彦氏 

 水道管の凍結防止ヒーターをメインに、自社製品を北海道から九州まで製造販
売しています。平成27年５月より、経営革新のために現状把握（組織プロフィー
ル）を明確にするプロジェクトを進め、2015年度に続いて長野県経営品質賞によ
る評価を受けました。 
 ２名の審査チームによる審査の結果、理想の姿を実現させる歩みを具体化し続
けており、①社員の主体性を育て入社して良かったと思える会社作り、②社員も
納得するビジョン構築へ向けた取り組み、③顧客に寄り添ったサービス・商品の
提供強化が強みと評価されました。 

＜プログレス賞として評価されたポイント＞ 

技術力が成し得た加飾選択の幅広さと、それを活かしたデザイナーを取り込んだ営業戦略が強みと評価さ
れました。 



参加費用 

プログラム概要 

開催要領 

＊上記プログラム概要は予定であり、変更が生じる場合があります。 
   最新プログラムは長野県経営品質協議会ホームページに掲載致します。  

 2017年２月３日（金） 
・上記申込締切日に関わらず、お申込数が定員に達した場合は受付を締切らせていただきます。 
・キャンセルのご連絡は2017年２月７日(火)までにメールまたはＦＡＸにてご連絡ください。 
 これ以降キャンセルの取り扱いは致しかねますので、代理出席等をご検討ください。 

＊上記金額には受賞企業様の報告資料代が含まれます。情報交換会参加費（5,000円）は別途申し受けます。 

13：00 表彰セレモニー 
 主催者挨拶 
 審査総括 
 表彰式 
 来賓祝辞   長野県、公益社団法人日本生産性本部 

14：00 基調講演 
 「株式会社デンソーサーマルシステム事業グループにおける経営品質向上活動」  
 株式会社デンソー 
 サーマルシステム事業グループ サーマルシステム経営企画室 経営品質 担当課長 
 兼 技術開発センター 技術開発推進部 技術人材組織開発室 組織開発課 D-KI推進 
 担当課長 樋口和宏氏 

14：50 休憩 

15：00 受賞組織報告 株式会社クア・アンド・ホテル 信州健康ランド 
 テーマ 「健康と娯楽と安らぎを、クア・アンド・ホテルの中に」 
 トップスピーチ   総支配人 遠藤慎一氏 
 プラクティス紹介  フロント課長 川上直矢氏 

16：20 受賞組織報告 塚田理研工業株式会社 
 テーマ 「風土・文化の継承から世代交代を乗り越え、永続する組織を目指す」 
 トップスピーチ   専務取締役 下島 聡氏 

16：50 受賞組織報告 山清電気株式会社 
 テーマ 「理想の姿を実現させる経営革新の継続」 
 トップスピーチ   代表取締役社長 伊藤恭彦氏 

17：20 実践事例報告 2015年度長野県知事賞受賞組織 
 テーマ 「みんなの笑顔がつながる会社」を目指して 
 株式会社甲信マツダ 営業人材開発部 松岡義久氏 

17：50 閉会 

18：00 情報交換会  参加費5,000円／人 

長野県経営品質協議会会員 お一人様 1,000円 

経営品質協議会認定アセッサー ／ フォーラム後援組織会員 お一人様 2,000円 

上記以外の方 お一人様 3,000円 

申込締切 

事務局 
(問合先) 

〒380-0936 長野市中御所岡田131-10 長野県中小企業会館4F 
 長野県中小企業団体中央会内 
 TEL.026-228-1171 FAX.026-228-1184 
 E-mail：e-keiei@alps.or.jp URL：http://www.alps.or.jp/e-keiei/ 
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長野県経営品質協議会 検索 



長野県経営品質協議会 事務局 行           【 申込締切：2月3日(金) 】 
 

ＦＡＸ：０２６－２２８－１１８４    E-mail : e-keiei@alps.or.jp 

役   職 名   前 フォーラム 情報交換会 

1 出席   欠席 出席   欠席 

2 出席   欠席 出席   欠席 

3 出席   欠席 出席   欠席 

4 出席   欠席 出席   欠席 

5 出席   欠席 出席   欠席 

参加者名 ※役職・名前をご記入の上、出席または欠席のいずれかに○印をお願いします。 

※フォーラム参加費及び情報交換会参加費は当日受付にてお支払いください。 

長野県経営品質協議会における個人情報の取り扱いについて 
１. 申し込みによりご提供頂いた個人情報は、長野県経営品質協議会の事務局を担当する長野県中小企業団体中央会
の個人情報保護方針に基づき、安全に管理し、保護の徹底に努めます。なお、長野県中小企業団体中央会個人情報
保護方針の内容につきましては、ホームページ（http://www.alps.or.jp）を参照願います。 
２. 個人情報は、長野県経営品質協議会が主催・実施する各事業におけるサービス提供や事業のご案内のために利用
させていただきます。ただし、前述の場合及び法令に基づく場合などを除き、個人情報を第三者に開示、提供することは
ありません。 

企業・団体名 

住所 〒 

TEL                FAX 

ご担当者 お役職 お名前 

ご担当者 メールアドレス 

   

  参加者 １．長野県経営品質協議会会員    ２．経営品質協議会認定アセッサー 
  区 分 ３．ご後援組織会員(組織名：                    ） 
      ４．上記以外の方 
★該当する番号に○を付けてください。ご後援組織会員の場合は表紙をご参照の上、組織名を 
 ご記入ください。 
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参加申し込み 

長野県経営品質賞審査会 
会 長 田島郁男 氏  Ｓ・Ｋ・Ｉ（エス・ケイ・アイ）研究所代表 
審査員 石原秀樹 氏  長野県産業政策監兼産業労働部長   
審査員 水本正俊 氏  一般社団法人長野県経営者協会専務理事 
審査員 佐々木正孝氏  長野県中小企業団体中央会専務理事 
審査員 太田哲郎 氏  オリオン機械株式会社 代表取締役社長  
審査員 白井靖信 氏  株式会社サイベックコーポレーション 専務取締役 
審査員 増澤洋太郎氏  コスモス工業株式会社 代表取締役社長  
審査員 羽田憲史 氏  株式会社フジカーランド上田 代表取締役社長 
審査員 永田直久 氏  信州経営品質実践研究所 代表 

長野県経営品質賞 賞及び表彰基準 
☆長野県知事賞（長野県経営品質大賞）５００点以上 極めて優秀な仕組みで運営されており模範となる組織 
☆優秀賞              ４００点以上 優秀な仕組みで運営されている組織 
☆アルプス賞            ３５０点以上 長野県らしさにおいて模範となる組織 
☆奨励賞              ２５０点以上 理想の組織を目指して努力が見られる組織 
☆プログレス賞           １５０点以上 経営品質向上プログラムの効果が見え始めた組織 
☆チャレンジ賞                  経営品質向上プログラムの活用を始めた組織 
＊点数は日本経営品質賞アセスメント評価基準(1000点満点)＋長野県らしさ評価基準（100点満点）で評価します。 
＊奨励賞、プログレス賞、チャレンジ賞はＣコース申請（組織プロフィールのみによる申請）の対象賞でもあります。 
 詳細は2016年度版長野県経営品質賞申請ガイドブック（当協議会HPよりダウンロード可）をご覧ください。 


