
 

【生産管理に関する「簡易チェック
リスト」の活用】               
 

この簡易チェックリストは、経営の場において、自社の生産管理全般はどういった水準

にあるかを、経営者自身がチェックして、問題点を知ると共に、事後その問題点を改善し

て強化するための指針となるように作成したものです。 

激変の経済情勢下での生き残りを図るためにも自社の状態を見直すことが肝要かと考

えます。何とぞ、この機会にチェックされることをお勧めいたします。 

 

技術開発関係 

Ｎ ０ チ ェ ッ ク 内 容  ［問題あり］状況例 ０～１点 

１－０１ 
社会に受け入れられる、又は２１世紀に向けた製
品の開発を行っていますか 

毎日の仕事に追われ考えていない 

１－０２ 
生産技術又は、製造技術に就いて研究会などを開
催して検討を進めていますか 

今のところ忙しくて検討していない 

１－０３ 
同業間での交流や、仕事の協業化などを進めてい
ますか 

自分の会社のことで精一杯で、考えていな
い 

１－０４ 
現在の生産体制（場所・環境・顧客・その他）の
改善計画を持っていますか 

今のところ何も考えていない 

１－０５ 
会社の経営理念に基づいた仕事への想いが、全従
業員に迄徹底されていますか 

今のところ徹底されていない 

工程管理関係 

 ２－０１ 
中長期的展望に立った生産の方式や、計画を立て
ていますか 

先の見通し迄は分からないので計画はして
いない 

 ２－０２ 
生産工程会議などによって工程計画を立て、業務
を推進していますか 

次から次へと特急品が来るので、工程計画
通り進められないので計画していない 

 ２－０３ 
特急品や緊急出荷があった時の工程変更指示は、
納得のいく格好で進められていますか 

営業担当者や工程担当者が直接指示してい
ることがあるので混乱している 

 ２－０４ 
納期遅れで困っている様な事はありませんか 納期遅れは日常茶飯時なので、当たり前の

事として処理している 

 ２－０５ 
作業の進行具合は、常に分かるようなシステムに
なっていますか 

現場を見てみないと分からない 

 ２－０６ 
ロット管理で製造履歴は明確になる様なシステム
になっていますか 

今のところ各工程で混ざってしまい十分な
履歴が分からない時がある 

 ２－０７ 
作業日報は活用されていますか 作業日報はあるがあまり活用されていない 

 ２－０８ 標準時間を制定されていますか 制定していない 

 ２－０９ 標準時間を活用されていますか 活用されていない 

仮説の経営技術 



評価の基準   「問題あり」 ０～１ 「普  通」 ２～３ 「良  好」 ４～５  

   自己採点であるが故に厳しく評価されることで、改善目標がはっきり見えてくると思い

ます。 

最高得点     技術開発   ：  ２５   各項目は、自己採点後、最高点を分母に、自己採点数 

工程管理   ：  ４５  を分子にして、努力目標値を計算して下さい。 

品質管理   ： １００   例えば工程管理の自己採点が２５であれば現状値は 

設備・治工具 ：  ５０  ２５／４５＝５５.６ですから、努力目標は４４.４とな 

原価管理   ：  ３０  り、尚４５％の向上を目指す必要があります。 

資材管理   ：  ３０  最高得点の合計は４２０点ですから、全体の努力目標 

安全衛生   ：  ５０  値を計算する場合は、分母を４２０点にして下さい。

改善手法活用 ：  ７０   

             一般事項     ：  ２０ 

 

［普通］状況例 ２～３点 ［良好］状況例 ４～５点 採点計 

現在検討中で近々手を打とうとしている 定期的に推進検討会を持ち将来に向け製造技
術や製造システムに就いて検討中 

 

全体的な生産技術とまではいかないが、如何
に安く早く作るかを検討している 

治工具を含め如何に良い物を安く早く作るかを
技術関係者と検討している（定期・不定期） 

 

働きかけがあり話題になったりはしているが
実現するところまでには至っていない 

定期的・不定期的に検討会を持ち同業者交
流に向けて進めている 

 

何らかの改善案は持っているが実行に迄には
至っていない 

年々改善していくシステムになっていて、
少しずつではあるが良い方向に進んでいる 

 

幹部とは話合っているが今のところ全社的な問
題として進めていない 

基本的な方針があり、大体全従業員に迄徹底し
ている 

 

 
 
明確な中長期計画は立てていないが、期首などに
は、その期の目標を立てて進めている 

中長期計画は一応立てそれに沿って生産を進
めている 

 

一応工程計画を立てて進めているが緊急納期物
が多く困っている 

曲がりなりにも工程計画を立て進めてはいる
し、多少の遅れがあっても回復に努力している 

 

現場への指示で時々違反行為があって混乱する
時もあるが、何とか努力してやっている 

緊急の工程会議などを開き納期遅れが発生しない様
に調整し、納期厳守を徹底するように努力している 

 

新しく受注する製品は殆ど特急品なので、その納
期調整に苦労している 

根本的な対策処理法をもっているが、なかなかその
通り実行出来ないが今の所大きな苦情は出ていない 

 

パソコンなどの管理で一応分かる様になっているが現
場からの入力の遅れや、報告などに問題はある 

毎日、入力や工程からの指示が、決められた時刻迄
には出されているので適切な手を打つことが出きる 

 

ロットにより大体判別出来る様になっている 原材料ロットから加工ロットのそれぞれの繋
がりが出来ているので追跡調査は可能である 

 

作業日報は書いて貰っているが問題が出たとき
のみしか活用されていない 

作業日報は必ず責任者が目を通し、実績チエッ
クで問題事項は無いかを見ている 

 

制定したいと考えている 早く制定し、見積もり時や諸改善時に活用
したいと考え取組中である 

 

一応参考程度に見ている 定期的な見直しを含め見積もりや色 な々作業改善に
使っている 

 

仮説の経営技術 



品質管理関係 
 

Ｎ ０ チ ェ ッ ク 内 容  ［問題あり］状況例 ０～１点 

３－０１ 
トップからの品質方針は出ていますか、又責任と
権限は明確になっていますか 

品質方針は出ていない 又責任と権限も未だ
明確になっていない 

３－０２ 
品質の管理責任者は明確になっていて、管理責任
者は活動していますか 

明確にもなっていないし、活動もしていない 

３－０３ 
品質方針に合致した品質システムの手順書は出
来ていますか（ＩＳＯ取得の準備として必要） 

品質システムの手順書は出来ていない 

３－０４ 
社内品質監査システムは構築され推進していま
すか（実施している場合、記録は残していますか） 

品質監査システムは出来ていないし実施も
していない 

３－０５ 
下請契約に関する管理は出来ていますか 今のところ出来ていない 

３－０６ 
製品のトレーサービリティは出来ていますか 特急品・短納期品ばかりの為必ずしもトレ

ーサービリティは出来ていない 

３－０７ 
工程能力を維持する為の設備や計測器の保全管
理は行われていますか 

特にやっていない 

３－０８ 
購入資材・外注加工品等の受け入れ検査は行われ
ていますか 

外注加工品の一部製品はやっているが他は
全くやっていない 

３－０９ 
工程中の製品・半製品の検査（工程検査）は行っ
ていますか 

特定の製品（精度の高い）はしているが他は
全くやっていない 

３－１０ 
工程不良発生状況は的確に把握すると共に記録
集計をしていますか 

重欠点不良や大量不良発生時には一時的に
検査はしているが、記録は残していない 

３－１１ 
品質不良が発生した時、再発防止の為の徹底究明
は行っていますか 

問題意識は持つ様にしているが、そのままに
なっていいる事が多い 

３－１２ 
不良損失（廃却損・し直し損）は的確に捉え評価
していますか 

不良損失関係の把握やアクションは出来て
いない 

３－１３ 
統計的品質管理手法を事務所や現場で活用して
いますか 

統計的品質管理手法は余り活用していない 

３－１４ 
標準化は徹底して行っていますか 日常作業に追われて標準化迄考えていない 

３－１５ 
総ての検査記録は残されていますか 検査はしているが記録は残していない 

３－１６ 
工程中不適合品となった製品（不良品）は明確に
区別され、管理されていますか 

明確な区別をせず、其の都度処理している 

３－１７ 
品質管理を徹底して推進させる一方法としての
ＱＣ工程図を作成し活用していますか 

多品種少量生産のためＱＣ工程図が作りづ
らい為作成していない 

３－１８ 
ＱＣサークル活動など職場の自主改善活動が
行われていますか 

ややマンネリになっいて盛り上がりに欠
けている 

３－１９ 
品質管理活動の一環として教育や、巡回よる実施
状況などの指導は行われていますか 

工程内（班やグループ）でリーダーが中心に
なって討議しているだけである 

３－２０ 
保留品については計画的に処理法を決め処理を
行っていますか 

計画的にやっていないので良品に不良品が
混入することがある 

仮説の経営技術 

［トレーサービリティ］trace－ability  跡をたどれるとか、突き止められると言う 

意味で問題が起きた時、その問題原因を把握出来る様にすること。 



 

 

［普通］状況例 ２～３点 ［良好］状況例 ４～５点 採点計 

品質方針は出来つつある。明確に規定されていな
いが不文律として実行中である 

品質方針は出来ている 
責任と権限も明確に規定されている 

 

一応管理責任者は明確にしている。しかし活動そ
のものは活発ではない 

管理責任者は明確になっている。又活動もしっ
かりやっている 

 

一応品質システム手順書は出来ているが、必ずし
も品質システムに合致したやり方をしていない 

品質方針に合致した品質システムの手順書
は出来ていて、それに従ってやっている 

 

品質監査システムは出来ていて推進しているが
記録は残していない 

品質監査システムは出来ており、実施した結果
は記録として残している 

 

下請け契約書に対する管理体制は出来ているが
確実に実行はしていない 

下請け契約に対する管理は実行している  

特定品や問題製品に対しては、その都度出来る様
な体制になっている 

如何なる製品に対しても遡って出来る体制に
なっている 

  

必要に応じて特定の設備の保全はやっている 設備は品質や故障などを考え精度維持のため
周期を決め保全を行っている 

  

購入資材や外注加工品の特定品に関しては実
施している 

購入資材や外注加工品受け入れ検査は確実
に実施している 

  

やることになっているが、やったり、やらなかっ
たりしている 

工程中の検査は必ず行い良品のみ次工程へ送
る事を実施している 

 

工程不良発生時の記録はしているが、原因追及が
まだアイマイになっている 

的確に原因を抑えると共に結果を記録集計し
ている 

 

再発防止の為のトレースはしているが徹底した
アクション迄やっていない 

再発防止の為の徹底した解明と、アクションに
取り組んでいる 

 

廃却損のみ把握する様にしているが、し直し損じ
に関しては把握していない 

不良損失に就いては的確に把握し経理的に金
額を評価して周知徹底させている 

 

一部活用している工程はあるが、全般工程に迄徹
底したやり方をしていない 

工場現場でも事務所部門でも問題解決の為大
いに活用している 

 

問題が起きた時それに就いて標準化をしている 年一回定期的に見直しをする様にしている  

一部の製品の検査記録は残している 各工程、最終検査の記録は確実に残している  

不良品箱・良品箱を設け管理しているが、定期的
な処理法は決めていない 

良品箱・不良品箱を設け、不良品に就いては期
日を決め処理している 

 

一部の品種のみＱＣ工程図は作っているが、なか
なか其の通りには活用していない 

各工程毎の管理項目と問題発生時の対処の仕
方を決めて実行している 

 

一部ＱＣサークル活動を行っている職場がある
が、工場や全社活動として進めていない 

各職場毎に管理推進テーマを定め、改善活動を
活発に展開している 

 

不定期ではあるが、リーダー責任者の会合時、品
質管理指導をしている 

全社的に品質に関する発表会や巡回チエック
を実施し品質意識高揚に努めている 

 

処理方法を決めているが必ずしもその通りにな
っていない場合がある 

処理の仕方は一応決めその通りに実行している、も
し判定が遅れる場合は強いフィードバックがある 

 

 

 

 



設備・治工具関係 
 

Ｎ ０ チ ェ ッ ク 内 容  ［問題あり］状況例 ０～１点 

４－０１ 
設備のレイアウトは物の流れから見てスムーズ
に流れる様になっていますか 

長期的展望に立ったレイアウトを決めてい
なくて継ぎ足しになっている 

４－０２ 
設備の突発事故、故障やチョコ停などで工程の乱
れや納期問題は起きていませんか 

突発故障やチョコ停のため、色々 と問題が起
きている 

４－０３ 
設備投資は経済性や技術的な検討を十分行い、先
を見通して進めていますか 

其の年度や仕事の状況に応じてしており、中
長期的な見通しに立って検討していない 

４－０４ 
設備精度維持を考えた保守基準等は出来ていま
すか 

今のところ出来ていない 

４－０５ 
設備や治工具の使用に際しての必要マニュアル
は出来ていますか 

作業者や責任者任せでやっている 

４－０６ 
治工具は必要な時に何時でも使えるような状態
で保管されていますか 

作業を始めてから必要な治工具が無いときがあり
慌てて作る為工程の遅れが生じる事がある 

４－０７ 
計測機器の管理規定は出来ていて其の通り実
行されていますか 

管理規定は定めていないし、管理チエック
は現場任せになっている 

４－０８ 
ＴＰＭ活動と言う言葉を知っていますか 聞いた事はあるが内容を余り知らない 

４－０９ 
作業者の技能向上などの為計画的な訓練を行っ
ていますか 

今のところ現場の責任者任せである 

４－１０ 
設備や計測機器などの保全記録は整理され残さ
れていますか 

一応実施はしているが、キッチリ記録を残し
ていない 

 
 
 
原価管理関係 
 

５－０１ 
製造原価に就いてそれを使った計算や見直しを
行っていますか 

決算期のみ財務諸表の一つとしてやってい
るだけで見直しも定期的にはしていない 

５－０２ 
標準原価は製品別などに分けて設定されていま
すか 

見積もり用として大ざっぱには出来ている 

５－０３ 
社内の部門別に業績評価が出来る様になってい
ますか 

データは今のところ出ないし部門別にもな
っていない 

５－０４ 
職場の長は製造原価についての知識を持ってい
ますか 

知らないと思う 

５－０５ 
今まで原価低減目標を示された事はありますか 目標としてハッキリ出した事はないが、経費

節減につていは喧しく言っている 

５－０６ 
見積もりなどはその標準原価（単価）を使って計
上されていますか 

今のところ丼勘定でやっている 

仮説の経営技術 

ＴＰＭ活動  トータル・プロダクティブ・メンテナンス(total productive 

maintenance)の事。即ち人と設備の総合的な効率化を図る事で、企業に於ける生

産量・品質・コスト・納期・安全衛生環境・作業意欲などの効率向上を        

行う事。全員参加のプロダクティブ・メンテナンスが必須。 



 

 

［普通］状況例 ２～３点 ［良好］状況例 ４～５点 採点計 

設備を入れ替えたりしたとき、出来るだけ流れが
スムーズになる様配置を変えている 

建屋の構造や設備の配置は定期的に見直しし
ていて、基本的にはスムーズになっている 

 

定期的な点検制度をやりつつあるが、日常作業に
追われ計画的には進められていない 

設備の日常点検や定期点検を実行しており、大
きな事故等は起きていない 

 

経済性や技術的な問題の検討が未だ不十分なた
め、時として導入後問題が発生している 

中長期的な生産予測を行い、設備の導入を進め
ているため大きな問題は起きていない 

 

必要性を感じ保守基準を作りつつある 
  （作ろうとして検討している） 

保守基準を作りそれに従って保守を進めてい
る 

 

設備や治工具のうち重要なモノに就いてのみ出
来ている 

設備に就いては勿論、治工具に就いても其の使
い方などのマニュアルに依り指導している 

 

不完全ではあるが治工具台帳を作り管理してい
るが、時として問題が起きている 

治工具台帳を完備していて、その出し入れには責任
者が煩く管理しているため問題は起きていない 

  

管理規定は制定しているが其の通り運営されて
はいない 

管理規定に従ってキチンと定期的な検査が行
われている 

  

言葉も意味も知っているが一部それによく似た事を行おうとし
ているが、うまく運営されていない 

今後自社でも取り上げ、人と設備の総合的な効
率向上を進めようとしている 

  

新人が入って来た時必要事項は申し送り通りに
引き継がれ指導している 

教育マニュアルや訓練計画書を作成し、新人や定期
的にローティションを行った時それで実施している 

 

記録台帳を作り実施ししようとしているが、記録
には洩れが多い 

管理責任者を決め記録台帳を管理していて、問
題は起きていない 

 

 
 
 
 
 
月次決算システムで使っているが忙しくて遅れ
がちである 

製品別に集計し、大きな変動ががある時は原因
を追求している 

 

製品グループ別に設定しているが見積もり時か、
必要な時のみしか使っていない 

標準と実績との差異が製品別に出来る様にな
っていて定期的に標準原価を見直している 

 

直接部門に就いては正確ではないが、出る様に
検討中である 

部門別にインプット、アウトプットを決め評
価出来る様になっている 

 

一部の者は知っている、又今後教育の一環として
理解できる様に計画している 

原価構成や経費との関係に就いては十分知ってお
り、原価変動に影響するのは何か理解している 

 

毎期低減目標を決め実施しているが末端に迄浸
透していない 

低減目標を各班（部門別）別に明示し、自主的
に目標を各班（各係）毎に決め推進している 

 

一度設定した標準原価を何年も使っている 毎年標準原価の算定をし直し、それを使ってや
っている 
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資材関係 
 

Ｎ ０ チ ェ ッ ク 内 容  ［問題あり］状況例 ０～１点 

６－０１ 
資材の入手遅れのため作業で手待ちになった事
はありませんか 

何時も遅れ気味で其のトレースに手間が掛
かっている。特に外注加工品に多い 

６－０２ 
標準的な資材や部品が不足する様な事はありま
せんか 

何時も作業前に何かが足りなくて困ってい
る事がある 

６－０３ 
製品倉庫や資材置き場に長期停滞しているもの
はありませんか 

決まった担当者がいなくて、必要なモノが不足し
たり、不要なモノが乱雑に在庫されている 

６－０４ ＶＡ活動はやっておられますか 今のところやっていない 

６－０５ 
棚卸し等の時期に資材や部品の在り物調査は、小さな部
品で多数の物迄何時も時間を掛けて実施していますか 

何時も時間を掛けて調査している 

６－０６ 
製品倉庫や資材置き場は目で見る管理になって
いますか 

目で見る管理が出来ていないので、必要物を
取り出すのに苦労している 

 
安全衛生関係 
 

７－０１ 
衛生管理者は居られますか 
（５０人以上の事業所には必ずいること） 

５０人近くのため未だ居らない 

７－０２ 
衛生管理者は法に定めた活動をされていますか 特に法に沿った活動はしていない 

７－０３ 
安全衛生活動は組織的に行われていますか 全体朝礼などで注意を喚起するようにはし

ている 

７－０４ 
５Ｓは全社活動として進めておられますか 整理整頓を重点に喧しく言っている 

７－０５ 
産業廃棄物の管理は法に則って進めていますか 特に処理については関心を持ってしていな

い 

７－０６ 
工場内では安全通路と作業通路に区別して管理
していますか 

特に区別をして管理していない 

７－０７ 
安全巡回では事務所、書庫、倉庫のほか工場の外
周迄行っていますか 

工場の中だけである 

７－０８ 
５Ｓの中の躾について意識して進めていますか 特に意識をして進めていない 

７－０９ 
怪我や事故が多くて困っていませんか 注意はしているが、例年の様に大きな怪我や

小さな怪我は多発している 

７－１０ 
作業環境などに就いて所轄監督官庁から注意を
受けた事はありませんか 

今の所注意を受けた事はないが色々問題が
あるので社内的に苦情がある 
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［普通］状況例 ２～３点 ［良好］状況例 ４～５点 採点計 

入手日は決まっているいるが、時々遅れることが
あり、段取り替え、手待ちトラブルがある 

作業をする前には何時も資材関係品は揃って
いて手待ちなど起きていない 

 

最低在庫数を決めているが、時々資材不足で大騒
ぎになる事がある 

在庫管理がキチンと行き届いていて余り問題
は起きていない 

 

月次決算時には員数を数えたり、整理したりして
いるがいつの間にか乱雑な置き方になっている 

目で見る管理を実施しているため不要品は一目瞭然
と分かるので、見直ししての整理整頓はされている 

 

資材関係の質やコストに就いて色々悩んだ事は
ある 

資材担当者や技術担当者には常にＶＡの精神
を徹底している 

 

数量の多い一部の部品には管理台帳を信用して
その数字を使い、他は調査により掴んでいる 

管理台帳や旬間棚卸し調査により把握し数字
を出している 

 

目で見る管理のための表示はされているが、必ず
しもその通りになっていない事がある 

目で見る管理と先入れ先出しを徹底している   

 
 
 
近く資格を取得するように準備を進めている 法に決められた衛生管理者の最低人数はいる   

法に決められた活動項目はあるが、その通りに活
動していない 

法に決められた通り活動し、必ず週報を発行し
て報告して貰っている 

 

組織的に進めようとして月一回の安全巡回をし
ている 

月例巡回・安全委員による週一回巡回又は一日
一回の安全巡回を組織的に実行している 

 

整理・整頓・清潔・清掃を重点に進めていて躾ま
でには注意が行き届いていない 

躾を含めた５Ｓを徹底して行う為シッカリ・シ
ツコクの７Ｓを全員で実行している 

 

一応置き場を決め進めているが、時 引々き取り業
者の引き取りが遅れて溢れている事がある 

担当責任者を決め、何時も注意を払ってやって
いるため問題は起きた事がない 

 

知識として持っているが、工場内が狭いせいもあ
り区別していない 

作業する時に通るのは作業通路、見学者や作業に直
接関係のない人が通る所を安全通路としている 

 

工場の敷地内は全部巡回している 周辺住民への影響もあるので工場内外は洩れ
なく巡回している 

 

特に意識をしていないが服装だけはキチンとす
る様にしている 

何事も継続したり維持したりするにはこの躾
が肝心なので喧しく注意している 

 

安全意識の向上を図る努力はしているが小さな
怪我が多く、なかなか効果が上がらない 

安全巡回や無災害表彰などの制度を持ち、安全
意識も徹底している 

 

一応全社的な使用標準を決めて進めているが
時々近所や社内から問題が出されている 

考えられる予防処置は完了しているので現
在のところ問題や苦情はない 
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改善手法の活用 
 

Ｎ ０ チ ェ ッ ク 内 容  ［問題あり］状況例 ０～１点 

８－０１ 
工場内などのマテハンに就き少しでも良くなる
様に検討をしていますか 

殆ど現場任せである 

８－０２ 
作業者の技能向上の為計画的に教育訓練を行っ
ていますか 

特に意識的な計画の下ではやっていない 

８－０３ 
品質改善や作業改善に就いて社内行事として取
り組んでいますか 

必要を痛感しているが、今のところ行事とし
ては取り組んでいない 

８－０４ 社員の提案制度はありますか 提案制度は作っていない 

８－０５ 
作業方法の改善を通じた標準化をしていますか 今のところ現場任せでやっている 

８－０６ 
技能の向上と社内活性化を図る意味で社外の研
修会や勉強会に積極的に参加させていますか 

余り行きたがらないので今のところさせて
いない 

８－０７ 
会社の方針として改善には管理手法の活用をす
る様に指導されておられますか 

今のところ特に決まった指導はしていない 

 
一般事項 
 

９－０１ 
社員の勤務に対する態度として遅刻・欠勤は多くありま
せんか 又連絡届けはキチンと出されていますか 

緊急欠勤やぎりぎり出勤をする人が多いの
で困っている 

９－０２ 
作業開始時の掛かり遅れや、早仕舞いなどルーズ
な点は有りませんか 

始業・終業の時間はなかなか守られない 

９－０３ 
ホウ・レン・ソウはキチンとされていますか 色々な相談や連絡などが出来ていないの

で問題把握に遅れる事が多い 

９－０４ 
作業日誌や週報などはキチンとされていますか 誰も必要を感じて書く人がいない（喧しく言わな

いと書かないし、それでも忘れる人がある） 
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マテハン（マテリアル・ハンドリング） 

      (material handling)の略 

 品物の運搬や保管の取り扱いのことで、運

搬管理を意味する。 

 具体的には工場や倉庫での運搬作業につ

いて、一定容量の箱に統一したり、台車を使

ったり、あるいは最短距離の経路を設計した

り、積み下ろしの回数を減らしたりしての合

理化、省力化のこと。 



 

 

［普通］状況例 ２～３点 ［良好］状況例 ４～５点 採点計 

出来るだけハンドリングに就いては改善する様に働き
かけているが今の所現場任せになっている 

動作経済の原則に沿った考え方の下、より良いハン
ドリングになるよう定期的に検討している 

 

新入社員が入社した時リーダー班長などの現場
監督者にＯＪＴの形でさせている 

国家検定のあるものは受けさせたり、社内のみ
でよい技能の場合は毎年技能検定をしている 

 

品質管理の一貫として品質データーの集計をし、
今後の取り組み方などを討議している 

品質改善や作業改善に就いて年一回は発表会
や報告会などを開き、意識の高揚を図っている 

 

大分以前に作った制度そのものはあるが、督励を
したりしていないため忘れがちになっている 

表彰制度を作り、全社員に常に働きかけていて
表彰は全社員の前で実施している 

 

作業標準は作成しているがいつの間にか勝手な
方法で作業し不良が発生している 

作業分析を行い作業標準を作られているので
その工夫の結果改正も正しく行っている 

 

時々社外の講習会などに行かせている 年度計画として教育計画を作成し、自主的な研
究会も含め運営している 

  

外部研修会等に参加させて一応は成果があがる様には
なっているが、継続する迄には至っていない 

常にＩＥやＱＣなどの手法を使うように指導
しているし、各部門でも大いに活用している 

  

 
 
 
遅刻や欠勤をする人は少ないが、色々な連絡に
就いての不備があるので悩んでいる 

遅刻、欠勤など非常に少なく有給休暇等諸連絡
は確実に行われている 

  

時間は守られているが、時々職場を離れたり作
業以外の事をする者に迄は目が届かない 

時間は正確に守られており、規律は正しい  

する人はするが、やらない人もあり、問題把握
が遅れる事がある 

色々な諸連絡や報告は割合キチンとされてい
て余り問題が起きていない 

 

作業日誌は書く人はキチンと書くが、翌日
に書く人が多い 

作業日誌は全員がその日に確実に書き、週報も
遅れる事が無く提出される 

 

ちょっと一言 
１．習慣や前例で処理するほど簡単な事はない。 

２．それは、経験の蓄積として、非常に重要な意味を持ち、内容も確かに良い。 

しかし、今の多様化した時代では、それだけでは通用しなくなった。 

高度化され複雑化された分野では、必要な知識や技能を吸収して、それに適応

したやり方が必要になってきている。 

 そのための基本的には今も通用する手法がある。それは「ＯＪＴの６つの段階」

である。①先ずなすべき事を伝える。②キチンと仕事をしてみせる。③筋道を立

てて理解しやすくする。④実行させて評価する。⑤出来る様になった事を確認し、

自信を与える。⑥最後は自立させる。これらは今の社会にも通用する手法と考え

ている。参考になればと思う。 

仮説の経営技術 



 


