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夢テク研究所を詳しく
お知りになりたい方は、
ＨＰへ、どうぞ！
夢テク研究所

環境適応強いられる時代
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「大機小機」ESG経営 社員に向き合え

日経7月28日

国連が 2015 年に提唱した持続可能な開発目標（SDGs）と、投資家の方針を変えつつある ESG（環境・社会・企業統治）
に企業がどのように対応していくかが問われている。企業経営では事業を成長させ利益を確保するとともに、地球環境の保全
と各ステークホルダーとの協創を通じた価値創造が大切だ。多くの企業は ESG を経営方針の重要課題に取り入れ、その成果に
ついても統合報告書などで幅広く開示している。しかし、ESG の取り組み課題の選定や活動の評価については、何をどこまで
達成すれば良しとするのか戸惑いも多い。その中で「E」は二酸化炭素排出量や脱プラスチック、廃棄物削減など課題も明確で
目標も数値化し評価しやすい。「G」もガバナンス・コード（企業統治指針）の定着とその順守状況で実質はともかく、課題設
定とその外形的評価は分かりやすい。課題の設定と評価が難しいのは「S」に対する取り組みではないだろうか。S のステーク
ホルダーには顧客や従業員、ビジネスパートナー、地域社会などが挙げられる。とりわけ注目される要素が従業員のモチベー
ション向上である。従業員の期待を的確に捉えることができているかにその企業の実力が表れる。S において従業員を大切だ
と考えるのは、ステークホルダーとの関係を築くのは従業員だからだ。属性や価値観の多様化が進む中で、従業員の本当の期
待をつかむのは相当難しくなっている。高らかに ESG 経営をうたう企業の内側では、それを支える従業員に正しく向き合えて
いるだろうか。新型コロナウイルスは従業員との信頼関係の課題をシンプルで根源的な問いに変えつつある。感染した従業員
や家族の人権をどう守るのか、安全安心で健康な職場環境とは何か、制約のある中で従業員の学びと成長の機会をどう確保す
るのか。新型コロナによって余計なことが次々とそぎ落とされた今、これらの問いに正面から向き合えば従業員との新しい信
頼関係が構築できるのではないか。経営者はコロナ禍で経済活動を優先させるのは重要だが、この数年強化してきた ESG の中
でも従業員への取り組みに注力すべきだ。投資家もそのような視点で企業経営を評価してはどうか。

平岡のコメント

ＥＳＧ経営

社員に向き合え、テーマは、「新常態時代の経営」です。

「Ｅ」は、二酸化炭素排出量やＤＳプラスチック廃棄物削減など課題も明確で目標も数値化し評価しや
すい。「Ｇ」をガバナンス・コード（企業統治指針）の定着とその順守状況で実質はとかく、課題設定と
その外形的評価は分かりやすい。課題の設定と強化が難しいのは「Ｓ」に対する取り組みではないだろう
か。Ｓのステークホルダーには顧客や従業員、ビジネスパートナー、地域社会などが挙げられる。とりわ
け注目される要素が従業員のモチベーション向上である。従業員の期待を的明確に的確に捉えることがで
きているかにその企業の実力が表れる。「Ｓ」において従業員を大切だと考えるのは、従業員だからだ。
属性や価値観の多様化が進む中で、従業員の期待を掴むのは相当難しくなっている。高らかに、ＥＳＧ経
営をうたう企業の内側では、それをさせる従業員に正しく向き合えているだろうか。 新型コロナは、従
業員との信頼関係の課題をシンプルで根源的な問いに変えつつある。感染した従業員や家族の人権をどう
守るかの安全安心で職場環境とは何か。制約のある中で従業員の学びと成長の機会をどう確保するか。新
型コロナによって、余計なことがそぎ落とされた今、これからの問いに正面から問い合えば、従業員と新
しい信頼関係構築できるのではないか。 経営者は、コロナ禍で経済活動を優先できるのは重要だがこの
数年強化してきたＥＳＧの中でも従業員への取り組みに注力すべきだ。投資家もそのような視点で企業経
営を評価してはどうか。
五心＝感謝・反省・謙虚・奉仕・素直

社員一人ひとりが会社の空気づくりの担い手

第＜㈡回>新しい時代のコミュニケーション。自分で考え動いていく社員作り
「お客様と営業や交渉事をオンラインで成果を上げる方法」２
コロナの第2波と思われるような状況が全国で出ています。もはや、長期化や他の同じような状
況があるとの考えを持ち、今までの仕事の在り方も完全に変えていく必要があるようです。ＩＴを
利用した仕事のあり方の大変革期に入ったということです。この状況にしっかり対応できるように
ならないと、時代に役立つ企業として存続できないばかりか、今後生き残っていけないと言ってい
いでしょう。
前回、このような中での「お客様との営業や交渉事をオンラインで成果をあげる方法」として、
５つの秘訣をお話ししました。
役イ出著質
ズ版書問
① 時間と場所の予約を行う
代
一型
青表㈱五営
② 相手の意志で時間をとってもらう。決してお願いしない
木
リ
取ア冊業
③ 時間内の話の構成を考えておく
毅締
の
ラ
④ どこまでも相手の気持ちを確認して進めていく
⑤ クロージングにおいては、特に相手の気持ちを確かめていく
前回は、①と②をお話ししました。①は遠隔で相手の状況がわからない状態では、まずしっかり
と話し合える状況を作るということです。その上で、②のように「〇様、お役に立つ話が出来ます
ので、お時間を取られませんか？」と言い、相手の意志で面会時間を取ってもらうことが必要だと
お話ししました。面会自体に対しての積極的姿勢を作ってもらえず、話の内容がいいものにならな
いからです。これは、単に商談自体がオンラインへ変更すると言うのでないのです。実は、商談が
「物を売ること」から「お客様へのお役立ち」「お客様の問題解決」へと変えないといけない時代
に入ったということです。
単なる営業や交渉ごとをどのようにするかのテクニックの話ではなく、そもそも「何のために仕
事をしているのか？」という原点回帰をしなければいけないのです。世の中が上向きの時には、需
要も多く、商品やサービスさえ作れば、ある程度の企業であれば上手く行ったかもしれません。
しかし、このような事態の中で不況に突入した時、上辺での仕事のやり方では突破できなくなる
のです。そもそも需要がなくなるのです。商品やサービスがお客様の「本質的に問題を解決できる
もの」「間違いなく、望んでいることを叶えるもの」になる必要があるのです。真の専門家として
のアドバイスができ、役立つことなのです。それが出来なければ、必要とされないのです。
ではそれをお客様にわかってもらうためにはどうすればいいでしょうか。それがお客様との営業
や交渉の時間であるのです。多くの場合、お客様は商談で商品サービスの内容を聞き、その上で、
発注を行います。事前に現物の商品を見たり、サンプルを使って見たりすることはできたりするで
しょうが、実際に自分の所に持ち帰って、使うとなると状況は違います。したがって、お客様の面
前の営業や交渉で、それを実感してもらうことが出来るかが最大のポイントとなります。
その為には、③時間内の話の構成を考えておき、最大の効果を上げる必要があります。お客様の
欲求は何であるか、今どのような状況か、今抱えている最大の問題は何か、当社はどのように役立
てられるか、限られた時間で、どのような流れで話すればいいかとなどの話の内容を事前に考えて
臨まなければいけません。もちろん、このような構成を考えて臨むだけで、一方的話するのではな
いです。構成を考えた上で、相手の状況や気持ちを聞き、確認しながら進めていくのです。
そういう意味では④どこまでも相手の気持ちを確認し進めていくということが重要です。これに
は質問を活用するといいでしょう。
このように考えてみますと、今まで交渉のあらゆることを面会で行ってきた状況から、一変する
のです。数少ない面会で効果を上げ、ウェブを利用しての面会においても営業や交渉の成果を上げ
ることが必要です。これを軽視していると、足元をすくわれかねないのです。その為にも、面談に
対してしっかりと構成し行う必要があり、担当者には、その教育が必要な のです。
チームの一員として誇れる仲間たち

問題の本質は、ニッチトップ志向の粘り強さ

月

日

セ ミ ナ ー イベント名

１９日（水）
８月
13：30
～
16：00

第３９２回
夢テク研究会

テーマ

<テーマ>決め打ちの勝ち方をストーリーとして完成度を上
げていく取り組みで勝負
下記で、おねがいいたします。

場所

Ｚｏｏｍ に
て開催

メールにて、１２日に配信いたしますので、メール
のチェックをお願い致します。

９月

１０月

１６日（水）
13：30
～
16：00

２１日（水）
１３：３０
～
１６；００

第３９３回
夢テク研究会

第３９４回
夢テク研究会

<テーマ>ストーリーのモデル化にチャレンジ強み
で勝ち切る6勝4敗のパターンを負い続ける

Ｚｏｏｍ
コロナ状
況により、
綿業会館

＜テーマ＞強みを徹して本物の強みにつなげるチ
ャレンジ、チャレンジ、アンド、チャレンジ体験に優る
トアイアルはない

Ｚｏｏｍ
コロナ状
況により、
綿業会館

＜ＫＳＫ成功法＞
ワンチームを軸とする勝ち方をマスターすれば、チームとしての勝率は必ず
上がっていく。
≪勝ち残るには、独自化のシステム作りが必須要件≫
１、夢テクの入り口は、違いづくりが先決要件
今、チャンス到来・・・時流対応がテーマ
２、違いこそオンリーワン戦略の中核システム
３、オンリーワンへのアプローチは違い、すなわち、差別化ではなく差異化作戦
を徹底すること
４、オンリーワン作戦の手順は、比べて競って追い抜く戦略理念をタテ掘りすること
５、戦略は、一点突破のプロジェクト・チームを組んで勝ち方をパターン化すること
６、成功戦略を固め仕組み化に取り組み勝つまで粘り強く反復連打すること
７、成功するには、失敗から学び、勝つまであきらめないこと
以上。
笑顔と感謝が会社の空気をつくる

問題の本質は、ニッチトップ志向の粘り強さ

年 会 員 入 会 更 新 の お 知 ら せ
≪法人会員≫
入会金

30, 000円

年会費

120,000円

《個人年会員》
入会金

→

5,000円

年会費

→

50 ,000円

税別・入会金はいずれも初年度のみ

≪法人会員更新≫

《個人会員》
梶浦 充様
【令和2年７月】
更新・新規入会情報は、発行日前日締め

ＫＳＫは、時代と共に進化します！！！
下記の通り、コロナ騒動により、セミナーの在り方の見直しを決断致しました。
１．法人年会員様
①コロナ終息宣言まで、セミナーは、すべてZOOMセミナーとし、無料といたします。
②毎月25日発行の「夢テクの世界」と「コメント」は、従来通りの企業様のお役立情報冊子送付
③夢テクセミナーの欠席者には、セミナー時使用の資料の送付
２．個人年会員様
①コロナ終息宣言まで、セミナーは、すべてZOOMセミナーとし、無料といたします。
②25日発刊「コメント」のみ
③夢テクセミナーの欠席者には、セミナー時使用の資料の送付
３．一般のお客様は、コロナ終息宣言まで、「夢テクセミナー」のZOOM参加者は、ksk@yumeteku.com
までご連絡ください。
一人＝3, 000円 です。
４．経営相談は、綿業会館会議室かｚｏｏｍにて。
綿業会館の場合は、2週間前までにご連絡下さい。お待ちしております。
５．ZOOMセミナーの出欠と会議室使用時も、すべて、メールにてお願い致します。
ksk@yumeteku.comまで。
開催後日、お振込みをお願い致します。
★核づくり・夢テクセミナーの振込先
みずほ銀行
船場支店
普通口座
1684704
名義（株）ケー・エス・ケー夢テク研究所 交流会

新型コロナウィルスは、一向に収束の目途も立たず、第二感染へと移行し、感染者の増加
が驚くばかりです。三密禁止依頼あり、しかし、経済を考え、go toキャンペーンをうたい、
人々は、右往左往で、明日はわが身とパニックを起こしかねない状況です。だが、恐れてば
かりいられないのが現実で、我が家だけは、我が社だけは、わが国だけは、そして、
地球だけは、この災難を最小であります様、神か仏か、誰でもいい、救い給えと、
祈りたい、今日この頃で、セミナーにて拝顔できる日が待ち遠しいです。
唱えたくなります。
ブランディングとは、自事業と向き合う真摯な態度と、将来へのロマンをいう

