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会長の時間        鈴木 真澄 

今日の卓話は一般社団法人「日本そうじ協会」理

事長の今村暁（さとる）様にお願いしております。 

お忙しい中、ありがとうございます。 

 経歴 

現在は掃除を通した環境整備指導で、自ら経営す

る学習塾で実践し、企業の業績を上げる活動に注力

されておられます、主な指導先には、文部科学大臣

賞受賞企業の「石坂産業（三芳市）さん他１００社

以上に絶大な効果を上げている。 

 メディア情報 

「掃除を通した環境整備」では NHK、日経新聞、

産経新聞、PHP、テレビ朝日等、多くのメディアで

紹介され、大反響を呼んでいる。 

また、日本そうじ協会理事長として、年一回、環境

整備の徹底で業績が上がった企業の取り組みと実

績を紹介する「掃除大賞」「文部科学大臣賞」を授

与。 

環境整備の大切さと効果を、実践を通して世に広め

ている。 

主な著書：習慣力、そうじ週刊手帳、10 秒朝そう

じの週刊他多数。 

海外： 韓国、台湾、中国、タイで翻訳、30 万部

出版。 

当社で昨年の 4 月位から環境整備をすることで、

業務の効率化を図ることを目的に今村理事長のと

ころにお願いして、現在全社で取り組んでいるとこ

ろです。 

 まず捨てることから始まり、最初に書庫、机等の

全てを整理し、いらないものを捨てる作業をしまし

た、今までの 10 分の 1 位になり、机もフリー（朝

来たらパソコンはパソコンラックから、書類をロッ

カーから出して好きな場所に座る ）ということで

す。 

 部長の隣、前にも社員が座ることもあり、他部門

の営業も隣に来る場合もあり、コミュケーションが

今まで以上にとれるようになり、お客様へのサービ

ス内容も、スピ－ドUPし、効果をあげております。 

 そして整理整頓ですが、スペースが出来、とても

広く、明るくなり、作業しやすく、また物を探すの

にも簡単に探すことが出来、時間の効率も上がり業

績 UP に繋がりました。 

■出席報告 

月 日 2/3 

会員数 36 

出席者 32 

出席率 88％ 

前回修正 86.1％ 

 

荻野 安次 

 

 

荻野 陽一 

 

例 会 当 番 記 念 祝 福 卓      話 

2/17「所沢市民の安全・安心 

のために」  所沢警察署 

署長  吉川  隆二様 

2/24  「相続税と贈与税」 

所沢西 RC 会員 関根 克未様 

  2 月ご夫人誕生 

石井 芳子 内野 洋子 

髙橋 松代 和記美奈子 

中  智子 師岡 修子 

 



 今日のお話は会社だけでなく、自宅でも活用でき

ますので是非実行させるといいと思います。 

 

幹事報告          堀江 大 

理事会報告 

♥ 市内 5 ｸﾗﾌﾞ共同事業「第 13 回 こどもとうきち

将棋大会」 応援要員 4 名 10 時 30 分より打

合せ   所沢市生涯学習推進ｾﾝﾀｰ 

♥ 30 周年の記念事業は順調に進行中です 

♥ Xmas 会・新年会の会計報告承認 

♥ 例会におけるお客様紹介は会長ｴﾚｸﾄが行う 

 

幹事報告 

♥ 国際ﾛｰﾀﾘｰ理事指名委員会委員の公表について 

  2015-2016 年度 RI 理事指名委員会委員 

  川越ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ：立原雅夫ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ様 

♥ 〔RIJO-FAQ〕次年度役員報告の締切 2 月 1 日 

♥ ﾛｰﾀﾘｰ財団第 2 回財団ｾﾐﾅｰ＆補助金管理ｾﾐﾅｰ 

日程変更のお知らせ 2 月 7 日 → 3 月 7 日 

♥ 青少年派遣学生の「月次報告書」 12 月分 

♥ 新米山記念奨学生の受入れ希望について 

♥ 再送 月信原稿のお願い 「幹事から見た会長」 

    期限 2 月末まで延長 

♥ 週報・・・新狭山 RC、所沢 RC、新所沢 RC、 

       所沢中央 RC 

 

 ニコニコボックス     師岡 友次 

鈴木 真澄 今村 暁様には大変お忙しい中卓話を

お受けいただきありがとうございま

す。宜しくお願い致します。 

堀江 大  今村様 宜しくお願いします。 

内田 学  福は内 福は内 皆様に福が来ます

ように。 

室伏 秀樹 誕生日 2 月 9 日のﾌｸの日です。車のﾅ

ﾝﾊﾞｰは“29”正真正銘の古希 70 歳で

す。御祝ありがとう。 

山田 富男 誕生日 2 月 7 日です。古希 70 歳に

なりました。 

大舘 信夫 久し振りです。一週間入院していまし

た。 

太田 一夫 前回欠席。 

平岡 徳大 前回休み申訳ない。 

小暮 博攵 前回欠席 

関根 克未 本日早退します。申訳ございません。

それからご報告で縁あって昭島中央

RC で卓話をさせて頂くこととなりま

した。明日行って参ります。よろしく

お願い致します。 

 

卓話 【掃除力が強い会社を育てる】 

     一般財団法人日本そうじ協会 

理事長 今村 暁様 

   

一般財団法人日本そうじ協会理事長の今

村暁です。私たちは「掃除を通して環境整備

の技術力を上げること」と「良い習慣を継続

すること」の 2 つに取り組んでいます。全国

の企業の企業文化の改善のために環境整備

を通したお手伝いをしています。 

  

 掃除（環境整備）は会社の企業文化を表し

ています。 

 キレイな会社でダメな会社はありますが、

汚い会社で良い会社はありません。 

  

 環境整備は強い組織づくり、強い幹部づく

り、強い社員育成のために、力強い効果をも

たらします。どんな机上の教育理論よりも道

徳よりも、大きな成果をもたらします。 

  

 そしてそれは、ただの一個人でも、一社で

も例外はありません。 

  

 環境整備に力を入れている会社はなぜす

ごいのか。 

  



 数多くの企業の環境整備をお手伝いし、環

境整備には5つの効果があることが証明され

てきました。 

 

(1)   精神的効果 

 ストレスが減る、達成感が生まれる、自信

があふれる、勇気が出る、迷いがなくなる、

安心感が生まれる。 

 

(2)   肉体的効果 

 環境整備をすることで肉体的に楽にもな

ります。社内で危険が減り安全第一の風土が

できるのは当然のこととして、動線が減り、

無駄な作業が減り、肉体疲労が減ります。ま

た、温度、湿度、匂い、気流、など空気環境

を設計することにより体調も良くなります。 

 

(3)   経済的効果 

 生産性アップ、効率性アップ、効果性アッ

プ、不良品率低下、費用削減、売上アップ、

退職者減、業績アップ。 

掃除大賞 2014 で「掃除大賞」に選ばれた石

坂産業は売上25億円だったところが 41億円

まで売上が上昇しました。 

 

(4)   時間的効果 

 探し物をしている時間、迷っている時間、

無駄な時間が減って行きます。「掃除をする

時間なんてない」と言っていた会社や社員も

実は環境整備をすることにより「優先すべき

ことに使う時間は増える」のです。山口県の

西京銀行は全行員で環境整備に取り組んで

いますが、夜 19 時以降の残業が 0 になりま

した。そして残業時間、残業代が減っただけ

ではなく、預金残高増加量、住宅ローン貸付

残高増加量が全国の地銀 106 行中、1 位にな

りました。 

 

(5)   対人的効果 

 良い場ができるとそこには人が集まるよ

うになります。「人を集める」のではなく「人

が集まる」ようになっていくのです。コミュ

ニケーションの量も増えていきます。楽しい

場ができていくのです。美容室チェーンカッ

トウェルズは店舗展開をしたいと考えてい

ましたが 8 店舗の状態で、新店オープンをす

るスタッフ数が不足し、新店をオープンする

ことができずにいました。あるとき掃除道と

出会い「NO.1 掃除」に取組み、「良い場づく

り」に打ち込んだところ、社内は今まで以上

に明るくなり、退職者が減り、新卒で入社す

るスタッフが増え、店舗展開が可能になり、

売上がさらに増大していきました。 

 

また、掃除（環境整備）は会社の習慣（企業文

化）と未来を表しています。 

 

業績が伸び悩んでいたり、改革が必要という会

社には「職場が片付かない理由」「そうじがで

きない理由」が数多くあります。 

 

(1)「あとでやろう」「いつかやろう」という先 

延ばしの癖。 

(2)「これでいいや」「まあいいや」と考える癖。 

(3)「時間がない」と考える癖。 

(4)「忙しい」と余裕がない癖。 

(5)「疲れている」と考える癖。 

(6)「気分にムラがある」癖 

(7)「他責にする」「他人任せにする」癖 

(8)「やり方がわからない」と諦める癖 

(9)そもそも「汚れていることに気づいていな  

 い」癖 

(10)決められている「ルールを守らない」癖 

 

 このような理由が全国の企業の現場から「職

場が片付かない理由」として聞こえてきます。 



これらは管理職も現場のスタッフも「仕方ない

理由」と思い込んでいます。 

 

 でもこれは「単なる癖」では済ませられない

「根深い問題」なのです。 

会社の環境はこれらの「思考習慣」「行動習慣」

が如実に表されているのです。 

 

「環境整備は会社の習慣の通信簿」なのです。 

目で見てわかりやすい状態として、目の前に広

がっています。 

 

さらに、考えてみましょう。 

 

いつも「時間がなくて、忙しくて、疲れていて、

何かあったら他人のせいにしたり、やり方がわ

からないと諦め、「あとでやろう」と考え、気

分にムラがあって続けることができず、会社の

中のルールが守られず、規律のない」という会

社が、業績が良くなることがありえるでしょう

か？ 

 

 ありえません。 

 

 私は数多くの会社の事業再建、業績 UP に関

わってきましたが、「会社がキレイでもダメな

会社はある。でも会社が汚くて良い会社はな

い」と断言します。 

  

 環境整備は会社の習慣を表しているのと同

時に「環境整備は会社の未来を表している」の

です。 

 

上記の 10 個の悪い習慣が改善され 

 

(1)今すぐにやる社風 

(2)「これでいいや」ではなくて「これがいい！」  

を選ぶ社風 

(3)タイムマネジメントをし、時間を創りだす社 

風 

(4)心に余裕がある社風 

(5)元気な社風 

(6)継続力のある社風 

(7)自分でやるという社風 

(8)わからないことがあればすぐに調べて実行 

する社風 

(9)改善点に気づく社風 

(10)ルールが守られて規律のある社風 

 

このような会社を想像してみてください。 

このような会社を創ることは可能なのです。経

営者、幹部、社員とともに環境整備によって創

り出すのです。環境整備が徹底的に行われてい

るということは悪い習慣が良い習慣に改善さ

れたということです。良い習慣は会社に明るい

未来を創り出します。 

 

会社が業績を上げるためには、会社の風土を変

えなければなりません。そのためには「環境整

備」こそが幹部と社員を鍛え上げる力強い企業

文化を創り上げる道なのです。 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

今週の担当  太田 一夫 

 

 

 

 

 

 

 

 


