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実践的プログラムによる講師養成セミナー 

 
管理の基本から実践まで現場担当者必須の知識が満載！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主催：標準化研究学会 
事務局  一般社団法人東海経営支援センター [ＴＭＳ] 
〒464-0075 名古屋市千種区内山 3-28-2 ＫＳ千種 303号 

                 ＴＥＬ：052-753-4100 ＦＡＸ：052-744-0698 http://tmsc.or.jp  E-mail:info@tmsc.or.jp               

※当セミナー事務局は標準化研究学会事務局より(一社)東海経営支援センター[TMS]に移転いたしましたので宜しくお願い致します。 

2017 年 7/8～2018 年 3/10 ＜全１０セミナー＞ 

第 9回 2017 年7 月 8 日（土） [講師]石井敏夫 

ＱＣ七つ道具 
ＱＣ七つ道具をパソコンフリーソフト活用で 

現場改善のための理論と応用実践能力習得 

 

日程およびセミナーテーマのご案内 

第 10回 8 月 26 日（土）     [講師]鈴木宣二 

新ＱＣ七つ道具 
「現場力をさらに向上させるツール」 

事例や演習で改善力アップの技法を解説 

 
第 11回 9 月 16 日（土）     [講師]藤井春雄 

異常･クレーム管理 
現場の異常管理の考え方・進め方と、 

クレーム（苦情）管理の具体的方策を解説 

 
第 12回 10 月 14 日（土）   [講師]坂倉貢司 

自工程完結 
品質を自工程完結し、後工程に不良品を 

流さない取り組みについて解説 

 
第 13回 11 月 11 日（土）   [講師]梅村 彰 

サービス経営の基本と応用 
サービスの特徴から顧客満足要因を明らかにし、 

さらに従業員満足向上の仕組みづくりを解説 

 

第 14回 11 月 25 日（土） [講師]美濃浦 比佐雄 

工場間接部門の効率化 
事務間接部門を含む企業全体で取り組む 

ＴＰＭ活動の基本的実践方法を解説 

 
第 15回 12月 16日（土）    [講師]深谷定弘 

農業の６次産業化 
６次産業化、農商工連携の理論と事例を紹介。 

農業、製造業、流通業を融合し付加価値を高める 

 
第 16回 2018年1 月 20 日（土）  [講師]杉本和夫 

大学生のためのｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ 
自分の居場所を創る！ 

キャリアは環境に適応することが必要である 

 
第 17回 2 月 10 日（土）    [講師]杉本和夫 

雇用環境の変化と人事労務管理 
人事労務管理の概要、人事管理・労務管理の詳細、 

問題点や課題を踏まえ、その解決策を解説 

 
第 18回 3 月 10 日（土）    [講師]大平一哉 

観光産業経営 
観光産業は地方創生の切り札！ 

観光産業経営の将来について考える 
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ＱＣ七つ道具 

１ 品質管理の基礎と TQMを学ぶ 

7 月 8 日（土）10：00～16：00 

２ QＣ七つ道具の基礎技術と 
問題解決のための QC手法の活用 

（1）品質管理の基礎全般 ・TQM とは（QC、TQC、TQMの流れ 

の説明と TQMの概念と 目指す品質、実践応用例等 

▶品質管理の基礎とＴＱＭ（総合的品質管理）をわかりやすく学び習得！ 

▶統計的品質管理のフリーソフト（無償）で全職場に水平展開が可能、ナットクの現場改善実施 

（1）仕事の節々でいろいろ活用できるＱＣ七つ道具フリーソフト

（無償）の基礎技術 （フリーソフトＲ 事例；パレート図等） 

（2）パソコンを活用したＱＣ七つ道具の紹介 

３ パレート図とグラフの徹底活用 

（1）パレート図とグラフの基礎・パレート図とグラフの活用手順 

（2）パソコン活用で例題を習得、応用実践演（現場環境状況による） 

４ ヒストグラム／工程能力 指数と散布図の活用 

（1）ヒストグラム／工程能力指数と散布図の基礎 

（2）ヒストグラム／工程能力指数と散布図の活用手順 

（3）パソコン活用で例題を習得、応用実践演習（現場環境状況による） 

５ 管理図、チェックシート、 特性要因図の徹底活用 

（1）管理図、チェックシート、特性 要因図の基礎 

（2）管理図、チェックシート、特性 要因図の活用手順 

（3）パソコン活用で例題を習得、応用実践演習（現場環境状況による） 

講師 石井 敏夫氏 NPO法人 SDC 検証審査協会理事長 

日本生産管理学会理事、標準化研究学会理事 

浜松ホトニクス株式会社（約 35 年間） 研究、開
発、技術、製造、製造管理、ISO関連業務に従事。
その製品は 国内唯一の MCP の製造・販売メーカ
として知られている。マネジメントシステム構築支
援・審査業務、各種研修・現場指導、高校・大学・
企業等の内部監査員養成人材育成、各種学会発
表・講演など 。著書に「よくわかる 「QC 七つ道
具」の本」、「ISO自己適合宣言大全」、「工場管理」
特集 超経営力獲得！キーワード５０他、多数。 

ＱＣ七つ道具のパソコン活用で 

効果的に問題解決を図る！ 

９ 

新ＱＣ七つ道具 

１ 現場における問題解決のステップとは 

8 月 26 日（土）10：00～16：00 

２ 知っておくべき新ＱＣ七つ道具の技法とは 

（1）問題解決の方法 

（2）問題解決のステップ 

▶バラバラな意見をとりまとめ、効果的な対策を講じることができる実践セミナー 

▶多彩な意見を簡単手法で集約！ 

（1）親和図法、連関図法（混沌としたデータの整理） 

（2）系統図法、マトリックス図法（手段や対策） 

（3）ＰＤＰＤ図法、アローダイヤグラム手法（日程管理） 

３ 企業事例 

（1）系統図・・・やまと興業（株） 

（2）ＰＤＰＣ図法・・・（有）北島金属工業 

（3）アローダイヤグラム手法・・・（株）フェニックステクノ 

４ 親和図法を実際にやってみよう（各グループで 1 テーマ議論） 

演習１：シャッター街の対策は（具体的な地域を挙げて議論） 

演習２：インバウンドをさらに増やすにはどのようにすればよいか 

演習３：人口減少の歯止め対策は（具体的な地域を挙げて議論） 

５ 演習の発表 

（1）各グループで発表 

 

講師 鈴木 宣二氏 
NPO法人 SDC 検証審査協会副理事長 

技術士、中小企業診断士､特定社会保険労務士 

1967年ヤマハ㈱入社、生産技術の技術開発に長
年携わる。鍛造チタンのルフ開発で社長賞受賞、
２００９年鈴木宣二技術士事務所設立及び NPO
法人ＳＤＣ検証審査協会事務局長。生産技術開
発や ISO9001、ISO14001の主任審査員等の経験
から、現場改善に強く、経営診断、新製品提案,
労働紛争解決（ＡＤＲ）を実施。また全国での講演
多数。著書『日本規協会の「５Ｓ」、「目で見る管
理」、日刊工業新聞社の「新QC七つ道具」、「トコ
トンやさしい改善七つ道具活用術」､他多数 

「現場力をさらに向上させるツール」 

事例や演習を多数取り入れ、 

改善力をアップさせる技法を解説 

 １０ 

1 
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異常・クレーム管理 

１ クレーム管理 

9 月 16 日（土）10：00～16：00 

２ 異常管理 

（1）異常とクレーム（苦情）の違いと対応 

（2）クレーム管理の概要 

▶現場の異常管理の考え方・進め方と、クレーム（苦情）管理の具体的方策を分かりやすく解説 

▶クレーム・不良による損失コストについて分かり易く分析、「見える化」についても解説 

（1）現場の異常管理の考え方・進め方 

（2）仕組みの構築 

（3）現場の異常低減活動の進め方 

（4）異常管理の具体例 

（5）未然防止の具体例［事例 1～12］ 
・品質管理パスポート ・これだけはやめよう集 ・一口標語 など 

（6）異常発見処置の具体例［事例 13～25］ 
  ・品質管理カード ・不良識別信号 ・自己チェック台 ・巡回チェック など 

（7）異常発見処置の具体例［事例 26～32］ 

   ・発見者分析 ・異常追跡 ・カード式特性要因図 ・問題点一覧表 など 

３ 苦情管理 

４ 演習（ディスカッション） 

５ 応用編 

講師 藤井 春雄氏 
㈱経営技術研究所 代表取締役 

一般社団法人東海経営支援センター代表理事 

中小企業診断士 

1971 年大同特殊鋼㈱入社。生産技術改善
（IE,VE,QC）、情報システム化プロジェクトリーダ
ーを歴任。1995 年(株)経営技術研究所を設立。
広範な知識と経験を活かした現場改善の実践指
導によるコンサルティング活動を展開。ＴＰＳ、生
産管理、他、国内・海外での講演実績も多数。 
著書『儲かる「I 七つ道具」の活用術』『よくわかる
「IE 七つ道具」の本』『よくわかる「ポカヨケ」の本』
（日刊工業新聞社）他、多数。 

異常は社内（協力会社含む）、 

クレーム（苦情）は社外から発生する！ 

自工程完結 

１ 自工程の管理項目 

10 月 14 日（土）10：00～16：00 

２ 作業結果の把握 

（1）企画・規格・工程管理項目の関係 

（2）規格の決め方 

（３）工程のばらつきとは 

▶自工程完結活動を推進して工程管理力を向上しよう 

▶品質は工程で作り込む！ 

３ 工程の異常の見える化 

４ 改善活動 

５ 作業訓練と習熟度 

・自工程完結活動を推進実行するための訓練と 

習熟度の確認方法 

 

講師 坂倉 貢司 氏 プロリンクスＫＳ経営技研合同会社 社長 

㈱セキデン本社工場長  中小企業診断士 

トヨタ系自動車部品一次下請けメーカー 生産技
術部生産技術開発 トヨタ生産方式プロジェクト員 
自動車用外装部品設計開発 安全装置設計開
発 大手紡績会社短繊維テキスタイル事業部天
然繊維工場勤務 生産技術開発担当 同工場製
造部長 生産統括部長 品質保証部長 自動車
部品二下請けメーカー 製品企画Ｇ グループリ
ーダー兼品質保証Ｇサブグループリーダー を経
て本社工場長 金属・樹脂・繊維の加工および表
面処理技術開発、商品開発設計、品質管理、一
貫生産工場の工程管理 生産管理 外注工場管
理に携わる。  
 
 

自工程完結活動は、品質を自工程完結し、

後工程に不良品を流さない取り組み 

 １２ 

 １１ 

２ 

（1）苦情の意味 

（2）苦情管理の効果 

（3）苦情管理の体系 

（4）苦情管理活動のチェックリスト 

（5）苦情管理の実際（苦情管理の具体的方策） 

（6）苦情から新製品開発までのステップ 

・ｸﾚｰﾑに関する法規 ・損失ｺｽﾄ・ＩＳＯ10002（苦情対応のための指針） 

・自社の苦情 ・クレームの書き出し 

・苦情とクレームの違い（ディスカッション）  

（1）工程の良否判定方法 

（2）作業方法の工夫 

（3）工程管理基準の考え方 

（1）工程の異常とは 

（2）見える化の推進・運用方法 

（1）自工程完結活動における改善活動事例 

（2）前工程や外注工程における改善活動 
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サービス経営の基本と応用 

１ 高収益を実現しているサービス企業の経営 

11 月 11 日（土）10：00～16：00 

２ サービス商品のなりたちとサービスの特徴 

（1）多くの商品は”モノ”と”サービス”の組み合わせで作られ 

ているという事実 (例)レストラン 美容院 医療 鉄道 など 

（2）サービスの基本的特徴 
①サービスの「無形性」「異質性」「不可分性」「消滅性」、 

 「結果と過程の重要性」「生産と消費の同時性」 

 ②サービスの生産性が低くなる原因 

（3）サービス商品では「結果と過程(プロセス)」が顧客満足に 

大きく影響する 

 

▶「サービス」の諸特徴から顧客満足の要因を明らかにし、 

更に顧客満足と相関関係の高い従業員満足向上の仕組みづくりを解説 

▶統計的品質管理のフリーソフト（無償）で全職場に水平展開が可能、ナットクの現場改善実施 

３ サービスの労働生産性向上の着眼点 

４ サービス経営の仕組み 

（1）経営戦略はマーケティングとオペレーションの2つに区分して考える 
・顧客ニーズやライバルの動向といった外部環境：マーケティング 

・「人」「モノ」「金」「情報」「知的財産」活用や組織作り等内部環境 ：オペレーション 

（2）基本的なマーケティング・プロセス 

（3）マーケティング計画を実践するサービス・オペレーションの全体像 

５ サービス・オペレーションの実践的知識 

(1) サービス・エンカウンター(顧客との接点)の管理の実践的方法 

(2) 従業員満足と顧客満足の関係性、従業員満足を高める方法 

(3) SERVQUALを用いたサービスの品質向上の取り組み方 

講師 梅村 彰 氏 創和マネジメント代表 中小企業診断士  

(一社)東海経営支援センター 副理事長 

1981 年㈱リクルート入社。経理、経営管理、人事
等を中心に営業・プロモーション等の職域の管理
職。1996 年ゲーム・携帯情報端末用ソフトウェア開
発会社に U ターン転職(常務取締役)。2008 年独
立。2015 年(一社)東海経営支援センター 副理事
長。介護をはじめとするサービス業、製造業の収益
性向上、企業再生等の業務の他、椙山女学園大
学の非常勤講師。著書『サービス経営 理論と応
用』(三恵社) 『現場の管理と改善講座「作業標準」
(共著)』（日刊工業新聞社）他 

サービスの特徴をふまえ、人を生かし、 

収益性を高める企業力の向上 

 

工場間接部門の効率化 

１ 事務間接部門における TPM活動の必要性 

11 月 25 日（土）10：00～16：00 

２ 事務間接部門の役割と課題 

（1）厳しい経済環境変化への対応 

（2）高度情報化、国際化への対応 

▶工場の間接部門が取組むべき TPM 活動の進め方セミナー 

▶や製造部門だけでなく、事務間接部門を含む企業全体で取組むＴＰＭ活動が必要 

３ 事務間接部門の TPM活動の考え方と 

全社的 TPMの展開 

【役割】 

（1）最新情報収集・処理と製造部門と情報共有化、助言援助 

（2）経営戦略実現のための支援と貢献 

【課題】 

(1)開発技術…製品の品質・コスト 80％は開発・設計・生産段階で作り込まれる 

売れる製品の設計開発、設計ミスゼロと垂直立ち上がり 

（2）製造部門への協力・支援…製造部門にムダなものを作らせない 

４ 事務間接部門の TPM事例 

（1）具体的な成果を上げる 

（2）設備に対する考え方を事務間接業務に適用する 

（3）部門のあるべき姿を描き、それを目途にスタートする 

（4）生産部門の TPMから開発部門、物流部門、営業部門、管理 

部門へと全社的 TPMへ展開 

５ 事務間接の TPM展開プログラムと組織運営 

・国内企業数社の先進成功事例の紹介 

講師 美濃浦 比佐雄氏 ドラィ・マネジメントオフィス 代表 

(一社)東海経営支援センター 理事 

中小企業診断士 

ソニー㈱に入社以来 35 年間ソリューションセール
スに携わる。2011 年中小企業診断士登録。 
得意分野： 
経営戦略・販売戦略の立案、マーケティング、経
営管理者育成、公的支援機関の活用。 
共著「現場力復活のヒント 60 新しいコト・ヒト・モノ
づくり」（日刊工業新聞社）、「超経営力獲得！キ
ーワード 50」（日刊工業新聞社） 

 １４ 

１３ 

【TPMを間接部門に適用するには】 

（1）事務を情報加工と考える  （3）工場の TPMを支援する 

（2）ロスの徹底排除（時間ロス、品質ロス、物量ロス） 

【】TPM導入方法】 

（1）狙いを明確に  （3）全員参加  （5）現地・現物に徹底する 

（2）目標設定     （4）職制による率先垂範、推進組織 

 

３ 

（1）労働生産性向上の 2つの方向性 (付加価値向上と業務効率の向上) 

（2）顧客満足を生み出す要因と高い顧客満足が生み出す効果 

（3）これからの時代の顧客像、消費者の基本的な欲求 

（1）サービス商品とサービス産業 

（2）持続的に高収益を実現しているサービス企業の経営(事例紹介) 
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農業の６次産業化 

１ ６次産業とは 

12 月 16 日（土）10：00～16：00 

２ ６次産業化の進め方 

（1）６次化の定義と目的 

（2）農商工連携との違い 

（3）食用農産物と食品の市場規模の違い 

 

▶１×２×３＝６次産業 

▶農から食へ！原材料生産から商品の生産、販売へ！チャンスを広げよう 

（1）農業自体の生産性を高め、競争力を持とう 

（2）１次産業から、２次、３次への進出 

（3）２次、３次産業と１次の連携 

３ ６次化の事例 

（1）全国情勢 

（2）成功事例のポイント  
①新商品の開発    ③新しい生産・販売方式 

②新サービスの提供  ④多様な連携 

（3）具体的な成功事例の紹介 
①新しい商品とともに新しい販売方式を作り上げた事例 

② 多様な直売所 ③新しい流通形態・流通組織 

④ 観光農園 ⑤大手企業の農業進出 

 

４ ６次化の成功のために 

（1）強みがあるか、機会を活かせるか 

（2）シナジー（経営資源の有効活用） 

（3）情報戦略（消費者情報の反映・活用と、生産情報の提供） 

講師 深谷 定弘氏 中小企業診断士 

1982 年から 35 年間、ＪＡグループの中で流通・卸
売業を担うＪＡあいち経済連（愛知県農業協同組合
連合会）に勤務。この間、養液栽培、太陽光利用
型植物工場など施設園芸の生産性向上の技術開
発と実践、農薬の適正使用から HACCP 、
ISO22000（食品安全）までの農産物と食品の安
全、精米の需要予測と生産改善、一貫パレチゼー
ションなど農業資材の物流合理化など、広範な業
務に携わる。 

食用農産物価格、年間１兆円が 

最終消費段階では 76兆円に！ 

川下にある大きな市場を稼ぐチャンスとみるべき！ 

 

大学生のためのキャリアアップ 

１ 人間の欲求の次元 「欲求５段階説」 

2018年1 月 20 日（土）10：00～16：00 

２ 人生に大切な 4つの「Ｌ」 

（1）生理的欲求 
・・・生きていくのに必要な収入を得て、衣食住に支障のないようにしたい 

（2）安全欲求 
・・・いつ災害が起こるかわからないような危険な状況で生活したくない 

（3）社会的欲求 
・・・家族・同僚・仲間と楽しく過ごしたい。仲間外れやいじめを受けたくない 

（4）尊厳欲求 
・・・学業や仕事などでいい業績を上げ、賞賛されたい 

（5）自己実現欲求 
・・・自分が本当にやりたいことをやって、やりがい、生きがいを感じたい 

▶キャリアは、「今日を飾れ」・「みんな違ってみんないい」 の考え方で  ▶自分の居場所を創る！ 

▶「強いものではなく。環境に適応したものが生き残る」（ダーウィン）…キャリアは環境に適応することが必要 

３ 人はなぜ働くのか 

（1）Ｌａｂｏｒ…よい仕事 

（2）Ｌｅｉｓｕｒｅ…楽しみを持つ 

４ キャリア形成の流れ 

５ 職業選択、就職活動 

講師 杉本 和夫氏 
杉本キャリア開発研究所 所長 

中小企業診断士、社会保険労務士 

1969 年大同特殊鋼㈱入社、2010 年退社。主とし
て人事労務・キャリア開発。キャリアカウンセリング
業務を担当。2010 年独立。産業カウンセラー、キ
ャリアコンサルタント、ＥＡＰの国際資格であるＣＥ
ＡＰ（Ｃeｒｔｉｆｉｅｄ Ｅｍｐｌｏｙｅｅ Ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ Ｐｒｏｆ
ｅｓｓｉｏｎａｌ）等の資格を所有。大学の非常勤講師、
企業・学校のキャリアカウンセラー、日本産業カウ
ンセラー協会の講師などを務める。 

 １６ 

１５ 

（4）多様化している農業の実態 

（5）ＪＡ、行政の動向 

（3）Ｌｅａｒｎｉｎｇ…学びを持つ 

（4）Ｌｏｖｅ…愛することと愛されること 

（1）お金…生活のため 

（2）社会とのつながり 

…社会的貢献、社会的地位日 

（3）個人…個性の発揮、自分の成長 

（4）他人との関係…仲間づくり 

（1）自己理解 

（2）仕事理解 

（3）啓発的経験 

 

（4）キャリアの選択に係わる意思決定 

（5）方策の実行 

（6）新たな仕事への融合 

 

【職業選択４つの条件】   （1）スキル・能力・コンピテンシー 

（2）希望・夢・ビジョン（3）志向性・価値観（4）譲れない必要性 

【職業の６つのタイプ】 現実的・研究的・芸術的・社会的・企業

的・慣習的 ※就職活動…［業種］［職種］［企業等］選択 

 

４ 
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雇用環境の変化と人事労務管理 

１ 企業の倫理（コーポレート・シチズン） 

2 月 10 日（土）10：00～16：00 

２ 企業経営に影響を及ぼす大きな潮流 

（1）コンプライアンス（Ｃｏｍｐｌｉａｎｃｅ）…法令遵守 

（2）CSR(Corporate Social Responsibility )…企業の社会的責任 

▶「企業は人なり」。「ヒト」をコストでなく、資源と見る  ▶経営の３要素は「ひと・もの・かね」 

▶「もの」も「かね」も、「ひと」を介して使用される。まさに「ひと」は経営の要である 

【社会の変化】 

（1）グローバル化…日本企業の海外進出、ＴＰＰ、グローバル・スタンダード 

（2）情報化…インターネット、スマホ、Ｅラーニング、ＡＩ（人工知能） 

（3）少子高齢化…高齢化、少子化、人口減少、未婚率の増加 

【企業の変化】 

（1）多様化…雇用の多様化（正規と非正規社員、外国人、障害者雇用、ＧＬＢＴ） 

（2）個別化…学卒一括採用と中途採用、価値観の変化、集団から個別労使紛争へ 

（3）流動化…終身雇用の終焉、転職の一般化、Ｍ＆Ａ 

３ 人事管理の機能 

４ 人事管理の基本 

（1）労働者が関わるルール   

（2）労働基準法 

（3）労働契約法 

５ 労働法 

講師 杉本 和夫氏 

 

観光産業経営 

１ 観光について 

3 月 10 日（土）10：00～16：00 

２ 新しい観光資源（ニューツーリズム） 

（1）観光と観光学 

（2）観光の動向 ①世界の観光動向 ②日本の観光動向 

▶観光産業経営の将来について考える 

▶観光産業は地方創生の切り札！２０２０年にインバウンド（訪日外国人旅行）４０００万人を目指して 

 

▶多彩な意見を簡単手法で集約！ 

（1）産業観光 

（2）観光まちづくりと地域連携 

３ 主な観光産業 

（1）運輸業 

（2）宿泊業 

（3）旅行業 

４ 観光産業のビジネス展開 

講師 大平 一哉 氏 
OK経営研究所 所長 

(一社)東海経営支援センター理事 

中小企業診断士、販売士 1 級、産業カウンセラ
ー、ACC コーチングファシリテーター、FP 技能士
2 級、イベント業務管理士 
[得意分野] ツーリズム関連分野プロモーション
（旅行業、旅館業など）、セルフコーチング、 
ファイナンシャルプランナー 

観光産業は今後着実に 

増加するマーケットである！ 

そのため、あらゆる形での 

対応を考える必要がある 

 

 

 １８ 

１７ 

（1）観光産業とインバウンド 

（2）観光産業と IT活用 

（3）観光産業と地方創生 

（4）観光産業の人材育成 

（5）観光産業の生産性向上 

（6）観光産業のイノベーション 

1969 年大同特殊鋼㈱入社、2010 年退社。主とし
て人事労務・キャリア開発。キャリアカウンセリング
業務を担当。2010 年独立。産業カウンセラー、キ
ャリアコンサルタント、ＥＡＰの国際資格であるＣＥ
ＡＰ（Ｃeｒｔｉｆｉｅｄ Ｅｍｐｌｏｙｅｅ Ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ Ｐｒｏｆ
ｅｓｓｉｏｎａｌ）等の資格を所有。大学の非常勤講師、
企業・学校のキャリアカウンセラー、日本産業カウ
ンセラー協会の講師などを務める。 

杉本キャリア開発研究所 所長 

中小企業診断士、社会保険労務士 

（1）科学的管理法…標準時間、作業研究、出来高払い賃金制 

（2）人間関係論…経済人モデル→感情人モデル 

（3）モチベーション…欲求 5 段階説、Ｘ理論・Ｙ理論、動機づけ要因と衛生要因 

（4）リーダーシップ…ＰＭ理論、マネジリアル・グリッド、状況対応型リーダーシップ 

（4）労働安全衛生法、労働者災害補償保険法 

（5）育児介護休業法、障害者雇用促進法 

 

 

（6）社会保険 

（1）人材確保機能…要員計画、採用活動、退職管理 

（2）人材活用・開発機能…教育（ＯＪＴとＯｆｆＪＴ）、キャリア開発、人事異動、他 

（3）労働条件決定機能…労働時間・休日管理、賃金管理、安全配慮義務 

（4）労使関係管理・・・労使協議会、労働協約、集団労使紛争 

５ 
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⑨ＱＣ七つ道具［石井敏夫］日本の全社的品質管理（TQM）は、その効果が世界的に注目され、我が国の世界進出とともに全世界で広く活用されています。そ

の中で、もっとも重要な QC 手法の１つが“QC 七つ道具”です。“QC 七つ道具”とは、弁慶の七つ道具からとった名前であることはいうまでもありません。しかしながら、多

くの企業ではあまり活用されていないのも事実です。それはなぜか？概念的に頭では理解できていても、いざ活用となるとうまくできないからです。パレートグラフを知って

いる人は多くいますが、パレートグラフを自分で作成した事のある人はごく少ないのが実情です。これを解決する方法は、唯一パソコン活用です。データを入力したら、パ

ソコンが瞬時に分析と結果表示をする。これをもとに、効率的に問題解決をはかる。従来、“QC 七つ道具”のパソコン活用は、パソコンが好きな人に限られていたものを、

今後は全員がパソコンとともに、QC七つ道具を使いこなす時代になったといえます。 

⑩新ＱＣ七つ道具［鈴木宣二］現象の解決（応急処置）ならば、ＱＣ七つ道具でも十分です。しかし複雑に入り組んでいる要因を紐解き、真の原因を探り当て、

恒久的な対策を講じることができれば、現場力がますます向上していくことは、間違いありません。この真の原因を探りあてる技法が「新ＱＣ七つ道具」です。新ＱＣ七つ道

具は、図解を多用しているため、誰でも分かりやすく、容易に真因に近づくことができます。中堅社員のみならず、新入社員や派遣社員、パート社員にも分かりやすく、問

題解決の会議や小集団活動にも使用することができます。関係者で議論すれば、根本的な解決に一歩近づき、現場力が個人でなく、組織で向上していくのです。 

⑪異常・クレーム管理［藤井春雄］多くの会社が安全とともに品質の重要性を真っ先に掲げています。しかし、顧客のクレーム対応について十分な対応策が

できている会社は多くはありません。それによりクレームを繰り返し発生させ、顧客の評価を悪くしているケースが未だ数多く見受けられます。そこで異常とは何か、そして

クレーム（苦情）管理とは何かについて基本に立ち返り考え、数多くの事例を参考に改善具体策を分かり易く解説します。また、〔応用編〕では、グローバル化も含め、ます

ます厳しくなる法規面とともに、ＩＳＯ規格化についても紹介します。さらに異常・クレーム管理においては、クレーム・不良による損失コストを学ぶことも大切であるため、分

かり易く分析し「見える化」するかについても解説します。 

⑫自工程完結［坂倉貢司］工程を通過していくと、人・物・金が仕掛品に投入され、付加価値が織り込まれ、増大して行きます。ところが、最終検査工程で、不良

品として手直しや破棄がされると、それまでの付加価値がムダになってしまい、品質コストが上昇してしまいます。 

①自工程の管理項目を決定する。 ②自工程で管理項目に入るよう作業方法を工夫して作業の良否、作業結果の良否を自工程で行う。 ③自工程で、ＰＤＣＡの管理の

サイクルを回して改善活動を行う。 ④工程の異常の見える化を図る。⑤それらを、作業者訓練を通じてレベルアップをと、不良の原因と対策を行い、作業方法の改善に

つなげる。不良品は受け取らない。不良品は後工程に流さないを徹底する。について解説いたします。  

⑬サービス経営の基本と応用［梅村 彰］サービス業の生産性が低いと言われています。すそ野が広いサービス業の中で、「人がサービス提供者となる業

種」で生産性が低くなりがちと考えられます。しかし、生産性が低いということは収益性の低さにつながり、投資や従業員への処遇の制約要因となります。サービスを提供

する企業が持続的に発展するためには、生産性・収益性の向上が課題となります。そこで本講座は、サービスがもつ「生産と消費の同時性」、顧客満足への「結果と過程

の重要性」などの特性を明らかにし、顧客満足を高めるための要因と計画をたてる道筋を示します。引き続き、意欲高く、顧客を大切にする従業員の働きを引き出すため

には従業員満足を高める取り組みが必要であることを確認します。更に顧客満足・従業員満足を高めるための基本的・実践的な方法を紹介します。収益性向上への取り

組みの一環として、ぜひお役立てください。 

⑭工場間接部門の効率化［美濃浦 比佐雄］我が国は、製造業の生産現場では有名なジャスト・イン・タイム生産方式の導入で生産性向上の活動が活発

に行われており、生産活動のムダが徹底的になくされている。しかし、事務間接部門においては生産性向上が十分とは言えないため、産業界からはこの面での生産性向

上・効率化が強く求められている。今や製造部門だけでなく、事務間接部門を含む企業全体で取組む TPM 活動が必要である。本講座では、工場の事務間接部門が如

何にして事務効率向上と生産部門への支援活動を推進できるかを、事例を紹介しながら TPM活動の基本的実践方法を解説します。 

⑮農業の６次産業化［深谷定弘］わが国で食用にされている農産物の価格は、年間約 10 兆円です。これが最終消費段階になると 76 兆円に跳ね上がって

います。農業者サイドから見ると、自分たちの川下にこんなに大きな市場があるのですから、横目で見ているだけでなく、稼ぐチャンスと見るべきでしょう。一方、この差額で

ある 60 兆円を超える市場では、食品製造事業者、農産物や食品の流通・販売事業者、運送事業者、飲食店、さらには食品容器の事業者など、多くの人々が活躍してい

ます。農業者が川下に進出するということは、これらの人々の土俵に上がって競合に打ち勝たなければなりません。一方、現在食品の製造・流通に携わっている事業者サ

イドからすれば、川上の農業分野に進出することにより、原材料の品質・規格などを安定的に確保できますし、農業の生産性を高められれば絶対的な強みになります。本

セミナーでは、以上のような観点から、６次産業化、農商工連携について、理論と事例を紹介します。 

⑯大学生のためのキャリアアップ［杉本和夫］この本のサブ・タイトルは「大学と会社をつなぐものは何か」というタイトルである。大学時代を有意義に過

ごす知恵（秘訣）が、社会に出てからも活躍できる共通の因子ではなかろうかという発想のもとにタイトルをつけた。就職のためという目的だけで大学に入学するのではな

かろう。学生生活の今を充実させることが、明日の飛躍に繋がるという思いで本書を作成した。キャリアの定義は次の通り。①「キャリアは意味づけるものである‥客観的に

存在するのではなく、主観的に本人が認識するもの」、②「キャリアは創るものである‥選ぶのではなく、自分自身で創り上げていくもの」、③「キャリアは語るものである‥

ナラティブナアプローチ」 

⑰雇用環境の変化と人事労務管理［杉本和夫］昨今、「非正規社員」に代表されるように「ひと」を必要な時に必要なだけ使用、そのあとは関与しないとい

う企業が多くある。企業で働く「ひと」は、生活の糧を得る担い手である場合が多く、それぞれ人生に夢や希望を持ち、社会活動を行うことで社会に貢献する存在である。

企業は利益を稼ぐことはもちろん必要だが、ステークホルダー（企業の利害関係者）のひとつの従業員をどのように扱うかということは重要な課題である。このテキストで

は、最初の５章で人事労務管理の概要（社会との関係、意義、歴史、法律）、続く６章で人事管理の詳細と労務管理の詳細、次の２章では現代の人事労務管理の問題点

や課題、最後の２章でその解決策について述べる。 

⑱観光産業経営［大平一哉］これからの観光産業は政府からの後押しもあるため、発展可能性は大きいと考えられます。それぞれの産業や企業が、どのような

形で課題をとらえて解決に向けたステップを歩んでいくのかは個々に異なりますが、課題として考えた点を複合的に展開することが望ましいと考えます。特に、ビジネス展

開の冒頭で取り上げたインバウンドは、2020 年に 4,000 万人という目標をもっており、これは従来の 3,000 万人から大幅に増やしたように、着実に増加するマーケットであ

るため、あらゆる形で対応を考える必要があります。 

６ 



標準化研究学会 

生産管理資格制度セミナー 

■■ 生産管理資格制度セミナー＜受講申込書＞ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 
◆人材育成の流動化社会の進展を踏まえて、標準化研究学会が積み上げてきた知的財産を用いて、実践的プログラムによる講師の 

養成を行うことを目的とした資格制度セミナーのフィージビリティを 2017年 3月から開催しております。 

◆お申込みは、ご希望のセミナーにチェックを入れ事務局（info@tmsc.or.jp）まで送付下さい。 

回 セミナー名 講師 開催月日 会場 
受講申込 

チェック 

９ ＱＣ七つ道具 石井 敏夫 2017年 7 月 8 日 (土) 

愛
知
工
業
大
学 

自
由
が
丘
キ
ャ
ン
パ
ス 

□ 

１０ 新ＱＣ七つ道具 鈴木 宣二 8 月 26 日 (土) □ 

１１ 異常・クレーム管理 藤井 春雄 9 月 16 日 (土) □ 

１２ 自工程完結 坂倉 貢司 10 月 14 日 (土) □ 

１３ サービス経営の基本と応用 梅村  彰 11 月 11 日 (土) □ 

１４ 工場間接部門の効率化 美濃浦比佐雄 11 月 25 日 (土) □ 

１５ 農業の６次産業化 深谷 定弘 12 月 16 日 (土) □ 

１６ 大学生のためのキャリアアップ 杉本 和夫 2018年 1 月 20 日 (土) □ 

１７ 雇用環境の変化と人事労務管理 杉本 和夫 2 月 10 日 (土) □ 

１８ 観光産業経営 大平 一哉 3 月 10 日 (土) □ 

■受講料  ①１セミナー      5,000 円（テキスト代含む） 

     ②全 10 講座セット  35,000 円（テキスト代含む） 

■振込先  三菱東京ＵＦＪ銀行 今池支店  普通 口座番号 ０３０５３９７ 

     一般社団法人東海経営支援センター 

（ｼｬﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝ ﾄｳｶｲｹｲｴｲｼｴﾝｾﾝﾀｰ） 

※振込手数料は各自ご負担願います 

■修了証  標準化研究学会より修了証書を発行いたします 

■会 場  愛知工業大学 自由ヶ丘キャンパス  
（名古屋市千種区自由ヶ丘 2丁目 49-2）  

地下鉄名城線「自由ヶ丘駅」下車、南へすぐ 

「自由ヶ丘 2」交差点前 
 

                【2017年 前期セミナー】  

回 セミナー名 講師 開催月日 会場 

１ ＴＰＭ 石川 君夫 3 月 11（土）、12（日）   終了しました 愛
知
工
業
大
学 

自
由
が
丘
キ
ャ
ン
パ
ス 

２ 利益・原価管理 梅村 彰 3 月 25（土）、26（日）   終了しました 

３ 改善七つ道具 
藤井春雄、鈴木宣二、 
坂倉貢司、梅村 彰 

4 月 8 日（土）        終了しました 

４ ＩＳＯ-９００１ 篭橋 正則 4 月 22 日（土）       終了しました 

５ 労働安全衛生 花井 建夫 5 月 13 日（土）       終了しました 

６ 環境対策と管理 紙野 研二 5 月 27 日（土）       終了しました 

７ 試験・計測器管理 高垣 俊壽 6 月 10 日（土）        

８ リーダーシップ 熊澤 大五 6 月 24 日（土）  

 

  事務局 一般社団法人東海経営支援センター [ＴＭＳ] 

        〒464-0075 名古屋市千種区内山 3-28-2 ＫＳ千種 303号 
                       TEL：052-753-4100 FAX：052-744-0698 http://tmsc.or.jp  E-mail:info@tmsc.or.jp  

 

・・・一括申込割引は 2017年６月２３日までに 

申込みの方対象とさせていただきます 

７ 

＜前期セミナー開催中＞ 

受講ご希望の方は 

事務局までご連絡下さい。 

（１セミナー）5,000 円 


